
Please Sign-up! for Easter Sunrise Service on April 21st 
(We will leave yourchurch 6:30am, Please come around 6:20)  

NICENE Creed 
We believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, of all things visible 
and invisible. 
And in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, begotten from the Father before all ages, 
God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made; of the same 
essence as the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he 
came down from heaven; he became incarnate by the Holy Spirit and the virgin Mary, and was 
made human. He was crucified for us under Pontius Pilate; he suffered and was buried. The 
third day he rose again, according to the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at 
the right hand of the Father. He will come again with glory to judge the living and the dead. 
His kingdom will never end.  
And we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. He proceeds from the Father and 
the Son, and with the Father and the Son is worshiped and glorified. He spoke through the 
prophets. 
We believe in one holy catholic and apostolic church. We affirm one baptism for the 
forgiveness of sins. We look forward to the resurrection of the dead, and to life in the world to 
come. Amen.  

<This Week>   Passion Week 
4/14 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30-45 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

4/19  Good Friday Special PAWS   20:00-21:00  
    
<Coming Week> Easter Sunday 
4/21 Easter Sunrise Service+Picnic Breakfast 7:00-8:30 @Noden 
  Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

4/26 PAWS   20:00-21:00  
    
<Meetings> (For more info and schedule, please talk to the leaders) 
❖Mini-Church (Small gathering with a friendly and warm atmosphere) 
❖New Life Class (First Step to follower’s life)  
❖Covenant Class (Membership Class)   

<Offering>  Our operating cost is covered by members’ spontaneous offerings. 
We believe that offering is a part of worship and it’s a responsibility of each believer (Malachi 
3:10).  It also says, “Each man should give what he has decided in his heart to give, not 
reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver (II Cor. 9:6-7).”  We don’t pass 
around the offering basket since we don’t want anyone who is not able to give for some 
reason to feel pressure or awkward (especially for visitors).  We also would like everyone to do 
it spontaneously.  Please put the offerings in the box on the counter. 
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4/21イースター早天礼拝@農村伝道神学校  
6:30 ユアチャーチ出発、サインナップシートにお名前を！ 

ニカイア信条（日本カトリック司教協議会訳）　 
わたしは信じます。唯一の神、全能の父、天と地、見えるもの、見えないもの、すべてのもの
の造り主を。 わたしは信じます。唯一の主イエス・キリストを。主は神のひとり子、すべて
に先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、 造られ
ることなく生まれ、父と一体。すべては主によって造られました。主は、わたしたち人類のた
め、わたしたちの救いのために天からくだり、聖霊によって、おとめマリアよりからだを受
け、人となられました。ポンティオ・ピラトのもとで、わたしたちのために十字架につけら
れ、苦しみを受け、葬られ、聖書にあるとおり三日目に復活し、天に昇り、父の右の座に着い
ておられます。主は、生者（せいしゃ）と死者を裁くために栄光のうちに再び来られます。そ
の国は終わることがありません。 わたしは信じます。主であり、いのちの与え主である聖霊
を。 聖霊は、父と子から出て、父と子とともに礼拝され、栄光を受け、また預言者をとおし
て語られました。 わたしは、聖なる、普遍の、使徒的、唯一の教会を信じます。罪のゆるし
をもたらす唯一の洗礼を認め、死者の復活と来世のいのちを待ち望みます。アーメン。　　　　 

＜今週の集まり＞ 　 4/14 礼拝 I   9:30-10:30 (日本語)  
   聖餐式 10:30-45    
   礼拝 II  (日本語・英語)   子供のミニチャーチ 11-12:30  

  4/19 受難日の特別PAWS 20:00-21:00 

＜次週の集まり＞ 　 4/21 早天礼拝+ピクニック朝食@農村伝道神学校　 
   礼拝 I   9:30-10:30 (日本語)  
   礼拝 II  (日本語・英語)   子供のミニチャーチ 11-12:30  
   
  4/26 PAWS 20:00-21:00 

<そのほかの集まり・クラス>　 
❖  ミニチャーチ　楽しく、暖かで、私たちが一番大切にしているアトホームな集まりです。　
あなたもぜひ参加して下さい。詳しくはリーダーにお尋ね下さい。 

❖ ニューライフクラス 　初めての聖書、信仰、教会生活についての学び（全三回） 
❖  カヴェナントクラス 　ユアチャーチのメンバーになりたい方のための学び（全二回） 

<献金について> 
ユアチャーチはメンバーの献金によって運営されています。私たちは献金が礼拝の一部であ
り、信じる者の責任であると信じています。(マラキ3:10) 　また、「人に強いられてではな
く喜んで、自ら決めたとおりに豊かに献げる人を神は愛する」（第２コリント9:6-7） とあり
ます。そこで私たちは、メンバーでない方や、何らかの理由で献げられない方が気兼ねしない
ですむように、またそれぞれの自発的な志であってほしいという願いから、礼拝中に献金を
募ることはしていません。ご用意のある方は入口の献金ボックスにお入れください。 
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April 14, 2019  Passion Week (Mark 15:25-39, Psalm 22) 

Let Us Encounter With Suffering Jesus 
       Mari Ikeda 

A. Suffering and despaired God 

　1) We expect God to be strong, but… (25-32) 

　2) Jesus experienced the worst despair (33-38) 

　3) How can we say that Jesus was God? (39) 

B. Why did God need to suffer? 

C. Why do we suffer? 

D. We encounter with Jesus in our suffering 

Summary 
We all have different kinds of suffering. While our own sin might be the 
cause, someone else’s sin may make us suffer as well. Also, there are 
sufferings caused by the reason we can never know and can condemn no 
one for them. Jesus suffered on the Cross in order to save us from all of 
these kinds of sufferings. Let us encounter with Jesus in our suffering, as 
He is suffering together with us. Our salvation does not mean to have no 
suffering, but instead it means to find Jesus in the midst of our suffering.  
  

For Discussion 
1) What do you think is the reason of your suffering? 
2) How does the suffering of Jesus answer to your suffering? 

25 It was nine in the morning when they crucified him. 26 The written 
notice of the charge against him read: the king of the jews. 27 They 
crucified two rebels with him, one on his right and one on his left. [28] 29 
Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, 
“So! You who are going to destroy the temple and build it in three days, 30 
come down from the cross and save yourself!” 31 In the same way the chief 
priests and the teachers of the law mocked him among themselves. “He 
saved others,” they said, “but he can’t save himself! 32 Let this Messiah, 
this king of Israel, come down now from the cross, that we may see and 
believe.” Those crucified with him also heaped insults on him. 33 At noon, 
darkness came over the whole land until three in the afternoon. 34 And at 
three in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, “Eloi, Eloi, lema 
sabachthani?” (which means “My God, my God, why have you forsaken 
me?”). 35 When some of those standing near heard this, they said, “Listen, 
he’s calling Elijah.” 36 Someone ran, filled a sponge with wine vinegar, put 
it on a staff, and offered it to Jesus to drink. “Now leave him alone. Let’s 
see if Elijah comes to take him down,” he said. 37 With a loud cry, Jesus 
breathed his last. 38 The curtain of the temple was torn in two from top to 
bottom. 39 And when the centurion, who stood there in front of Jesus, saw 
how he died, he said, “Surely this man was the Son of God!” 



2019/4/14  受難週 (マルコ 15:25-39,  詩編 22) 

苦しむイエス様に出会おう         池⽥真理 

A. 苦しみ、絶望する神  
　１）私たちは強い神を求めるが… (25-32) 

　2）イエスは最悪の絶望を味わった (33-38) 

   

　3）なぜ、そのイエスが神様だったと言えるのか？(39) 

B. なぜ、神様が苦しむ必要があったのか？ 

C. なぜ、私たちは苦しむのか？ 

D. 苦しみの中でイエス様に出会う 

メッセージのポイント 

私たちの苦しみには色々なものがあります。自分自身の罪が引き起こした

苦しみ、他人の罪によってもたらされた苦しみ、そして、誰のせいでもな

い、私たちには一生理由の分からない苦しみがあります。イエス様はその

すべてから私たちを解放するために、十字架で苦しまれました。苦しみの

中で、私たちと共に苦しまれているイエス様に出会いましょう。私たちの救

いは、苦しみがすべてなくなることではなく、苦しみの中でイエス様に出会

うことです。 

話し合いのために 

1) あなたの苦しみの理由は何でしょうか？　 

2) イエス様の苦しみはあなたの苦しみをどう解決してくれるのでしょうか？ 

25 イエスを十字架につけたのは、午前九時であった。26 罪状書きには、

「ユダヤ人の王」と書いてあった。27 また、イエスと一緒に二人の強盗を、

一人は右にもう一人は左に、十字架につけた。† 29 そこを通りかかった

人々は、頭を振りながらイエスをののしって言った。「おやおや、神殿を壊

し、三日で建てる者、30 十字架から降りて自分を救ってみろ。」31 同じよう

に、祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮

辱して言った。「他人は救ったのに、自分は救えない。32 メシア、イスラエ

ルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら、信じてやろう。」一

緒に十字架につけられた者たちも、イエスをののしった。33 昼の十二時に

なると、全地は暗くなり、三時に及んだ。34 三時にイエスは大声で叫ばれ

た。「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。」これは、「わが神、わが神、なぜ私

をお見捨てになったのですか」という意味である。35 そばに立っていた何

人かが、これを聞いて、「そら、エリヤを呼んでいる」と言った。36 ある者が

走り寄り、海綿に酢を含ませて葦の棒に付けてイエスに飲ませ、「待て、エ

リヤが彼を降ろしに来るかどうか、見ていよう」と言った。37 しかし、イエス

は大声を出して息を引き取られた。38 すると、神殿の垂れ幕が上から下ま

で真っ二つに裂けた。39 イエスに向かって立っていた百人隊長は、このよ

うに息を引き取られたのを見て、「まことに、この人は神の子だった」と言っ

た。


