
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>  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  
    
<Coming Week> 
4/28 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Members’ Huddle Meeting  13:30-14:30 

<Next Communion>     5/5  10:30  
    
<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. 

1-10-10 Morino, Machida, Tokyo 194-0022   Pastors: Andy H. Nagahara, Mari Ikeda 
　　　　Phone 090-9381-4917（Nagahara）        　e-mail:contact@yourchurch.jp 

https://yourchurch.jp 

Easter	Sunday		bulletin	
April	21st	2019	Vol.26	No.16	

								

												Yoav	Dothan	[Public	domain]	



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＞ 　 4/21 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 

＜次週の集まり＞ 　 4/28 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  
   メンバーズハドルミーティング　13:30-14:30 

＜次回の聖餐式＞ 5/5　　 10:30   

<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 21, 2019  Easter Week (Luke 24:13-31) 
The Jesus Who Asks, "What Happened?"  

       Andy Nagahara 

A. Not recognizing Jesus 
1) The Jesus who appeared as a third party (13-15) 

2) The Jesus who asked for an explanation (16-18) 

3) The disciples who could not believe despite the empty tomb (19-24) 

B. How can we believe in Jesus as Lord? 
1) Understanding with our mind (25-27) 

2) Our hearts being touched (28-31) 

Summary 
We don't need to have mysterious, supernatural experiences in order to decide to 
follow Jesus and walk with him. If we focus too much on the having supernatural 
experiences, we can confuse other voices with that of Jesus. What we need to do is 
to read the word of God as recorded in the Bible, expect that the Holy Spirit will 
touch us as we continue to worship and be in communion with God.  
  
For Discussion 
1) Why did Jesus enter the conversation with his disciples as an unrelated third 
party? 
2) Why didn't the disciples recognize Jesus right away? 

Now that same day two of them were going to a village called Emmaus, about 
seven miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything 
that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus 
himself came up and walked along with them; (13-15) 

but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you 
discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One 
of them, named Cleopas, asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem and do 
not know the things that have happened there in these days?" (16-18) 

"What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a 
prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief 
priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified 
him; but we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And 
what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our 
women amazed us. They went to the tomb early this morning but didn't find his 
body. They came and told us that they had seen a vision of angels, who said he was 
alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the 
women had said, but him they did not see."  (19-24) 

He said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the 
prophets have spoken! Did not the Christ have to suffer these things and then enter 
his glory?" And beginning with Moses and all the Prophets, he explained to them 
what was said in all the Scriptures concerning himself.  (25-27) 

As they approached the village to which they were going, Jesus acted as if he were 
going farther. But they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening; 
the day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table 
with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them.  
31 Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from 
their sight. (28-31) 



2019/4/21  イースター (ルカ24:13-31) 

「何があったんだ？」と聞くイエス  永原アンディ 

A. イエスがわからない 
1) 第三者のように登場するイエス (13-15) 

2) 説明させるイエス (16-18) 

3) 墓が空でも信じられない弟子たち (19-24) 

B. どうしたらイエスを主と信じられるのか？ 
1) 頭で理解する (25-27) 

2) 心に触れられる (28-31) 

メッセージのポイント 
「イエスキリストに従って生きている」「イエスと共に歩んでいる」そのような確信を持
つためには神秘的な経験は必要ありません。そういったことを強調しすぎると、別
の声をイエスと聞き間違えて失敗してしまいます。必要なのは、聖書に記された神
の言葉を注意深く読み続けることと、聖霊が触れてくださることを期待して礼拝し
続けること、聖餐にあずかり続けることです。 

話し合いのために 
1) なぜイエスは他人事のように尋ねたのでしょう？　 
2) なぜ弟子たちはなかなかイエスに気付けなかったのでしょうか？ 

ちょうどこの日、二人の弟子が、エルサレムから六十スタディオン離れたエマオと
いう村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し
合い論じ合っていると、イエス御自身が近づいて来て、一緒に歩き始められた。
(13-15) 

しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、「歩き
ながら、やり取りしているその話は何のことですか」と言われた。二人は暗い顔をし
て立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。「エルサレムに滞在して
いながら、この数日そこで起こったことを、あなただけはご存じなかったのです
か。」 (16-18) 

イエスが、「どんなことですか」と言われると、二人は言った。「ナザレのイエスのこ
とです。この方は、神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。
それなのに、わたしたちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするため引き渡し
て、十字架につけてしまったのです。わたしたちは、あの方こそイスラエルを解放
してくださると望みをかけていました。しかも、そのことがあってから、もう今日で三
日目になります。ところが、仲間の婦人たちがわたしたちを驚かせました。婦人た
ちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻って来ました。そして、天使た
ちが現れ、『イエスは生きておられる』と告げたと言うのです。仲間の者が何人か
墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言ったとおりで、あの方は見当たりません
でした。」 (19-24) 

そこで、イエスは言われた。「ああ、物分かりが悪く、心が鈍く預言者たちの言った
ことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るは
ずだったのではないか。」そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体
にわたり、御自分について書かれていることを説明された。 (25-27) 

一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。
二人が、「一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いてい
ますから」と言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られ
た。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パン
を裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その
姿は見えなくなった。 (28-31)


