
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>  
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  
    
<Coming Week> 
5/5 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30- 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

5/10 PAWS   20:00-21:00 

<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. 
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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＞ 　 4/28 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   

＜次週の集まり＞ 　 5/5 礼拝 I   9:30-10:30 (日本語)  
   聖餐式 10:30-    
   礼拝 II  (日本語・英語)   子供のミニチャーチ 11-12:30  

  5/10 PAWS 20:00-21:00 

＜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。 

〒194-0022　東京都町田市森野1-10-10　　　　　　牧師: 永原アンディ創・池田真理 
　　　Phone 090-9381-4917（永原）　email:contact@yourchurch.jp 

https://yourchurch.jp	
					
		週報	

			2019/4/28	Vol.26	No.17	
	



April 28, 2019 (Mark 6:6b-30) 
Are You Prepared To Follow Jesus? 

       Mari Ikeda 
0. Why did Mark write in this order? 

1. He entrusts us to do what we cannot do (6b-13, 30)  
a. He chooses the unworthy ones and send them out with allowing almost 
nothing to bring along 

  
b. Deepen good relationships, but let the Lord take care of bad relationships 

2. We may not be repaid during our lifetime (14-29)  

Summary 
God makes us do what we ourselves don’t think we can ever get it done. He neither 
equips us from the very beginning with everything that we think is necessary for it. 
However, there is a time that we just have to go when Jesus says to us, “Go.” It is a journey 
of taking a part in God’s invisible plan, rather than that of seeking some visible fruits.  
  

For Discussion 
1) Do you have something that you yourself don’t think you can do, but Jesus tells you to 
do? 
2) Why do we have hope even if we may not be repaid during our lifetime? 

Then Jesus went around teaching from village to village. 7 Calling the Twelve to him, he 
began to send them out two by two and gave them authority over impure spirits. 8 These 
were his instructions: “Take nothing for the journey except a staff―no bread, no bag, no 
money in your belts. 9 Wear sandals but not an extra shirt.10 Whenever you enter a house, 
stay there until you leave that town. 11 And if any place will not welcome you or listen to 
you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.” 12 They 
went out and preached that people should repent. 13 They drove out many demons and 
anointed many sick people with oil and healed them. 
14 King Herod heard about this, for Jesus’ name had become well known. Some were 
saying, “John the Baptist has been raised from the dead, and that is why miraculous powers 
are at work in him.” 15 Others said, “He is Elijah.” And still others claimed, “He is a 
prophet, like one of the prophets of long ago.” 16 But when Herod heard this, he said, “John, 
whom I beheaded, has been raised from the dead!” 17 For Herod himself had given orders to 
have John arrested, and he had him bound and put in prison. He did this because of 
Herodias, his brother Philip’s wife, whom he had married. 18 For John had been saying to 
Herod, “It is not lawful for you to have your brother’s wife.” 19 So Herodias nursed a 
grudge against John and wanted to kill him. But she was not able to, 20 because Herod 
feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. When Herod 
heard John, he was greatly puzzled; yet he liked to listen to him. 21 Finally the opportune 
time came. On his birthday Herod gave a banquet for his high officials and military 
commanders and the leading men of Galilee. 22 When the daughter of Herodias came in and 
danced, she pleased Herod and his dinner guests. The king said to the girl, “Ask me for 
anything you want, and I’ll give it to you.” 23 And he promised her with an oath, “Whatever 
you ask I will give you, up to half my kingdom.” 24 She went out and said to her mother, 
“What shall I ask for?” “The head of John the Baptist,” she answered. 25 At once the girl 
hurried in to the king with the request: “I want you to give me right now the head of John the 
Baptist on a platter.” 26 The king was greatly distressed, but because of his oaths and his 
dinner guests, he did not want to refuse her. 27 So he immediately sent an executioner with 
orders to bring John’s head. The man went, beheaded John in the prison, 28 and brought 
back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. 29 On 
hearing of this, John’s disciples came and took his body and laid it in a tomb. 30 The 
apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. 



2019/4/28  (マルコ 6:6b-30) 

イエス様についていく覚悟はありますか？ 池⽥真理  

0. なぜマルコはこの順番で書いたのか？ 

1. イエス様は私たちにできないことを任せる (6b-13, 30)  

a, ふさわしくない者を選んで、ほとんど何も持たせずに送り出す 

b, 良い関係を大切にし、悪い関係は主に委ねなさい 

2. ⽣きている間は報われないかもしれない (14-29) 

メッセージのポイント 
イエス様は、私たちが自分にはとてもできないと思うようなことをやらせる方です。
それをするために必要と思われるものも、最初から全部そろえて与えてくれるわけ
でもありません。でも、イエス様に「行きなさい」と言われたら、ただ行かなければい
けない時があります。それは目に見える結果を求めるのではなく、神様の目に見
えない計画に参加する希望の旅です。 

話し合いのために 
1) 自分にはできないと感じても、イエス様はしなさいと言われていることはあります
か？ 
2) 生きている間に報われなくても希望があるのはなぜですか？ 

それから、イエスは、近くの村を教えて回られた。 7 イエスは、十二人を呼び寄
せ、二人ずつ遣わすことにされた。その際、汚れた霊を追い出す権能を授け、8 
次のように命じられた。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも、袋も、また帯の
中に金も持たず、9 ただ履物は履くように、そして「下着は二枚着てはならない」と。
10 また、こう言われた。「どこでも、ある家に入ったら、その土地から出て行くまで
は、そこにとどまりなさい。11 あなたがたを受け入れず、あなたがたに耳を傾けよう
ともしない所があれば、そこを出ていくとき、彼らへの抗議のしるしに足の塵を払い
落としなさい。」12 十二人は出て行って、悔い改めを宣べ伝えた。13 また、多くの
悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒やした。 

14 イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は、「洗礼者ヨ
ハネが死者の中から生き返ったのだ。だから、あのような力が彼に働いている」と
言っていた。15 他の人々は「彼はエリヤだ」と言い、また他の人々は「昔の預言者
の一人のようだ」と言っていた。16 ヘロデはこれを聞いて、「私が首をはねたあの
ヨハネが、生き返ったのだ」と言った。17 実は、ヘロデは、兄弟フィリポの妻ヘロディ
アと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ、牢につないでいた。
18 ヨハネがヘロデに、「兄弟の妻をめとることは許されない」と言っていたからであ
る。19 そこで、ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたが、できないで
いた。20 なぜなら、ヘロデが、ヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を
恐れ、保護し、また、その教えを聞いて非常に当惑しながらも、なお喜んで耳を傾
けていたからである。21 ところが、良い機会が訪れた。ヘロデが、自分の誕生日
に重臣や将校、ガリラヤの有力者たちを招き、宴会を催すと、22 ヘロディアの娘
が入って来て踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで、王は少女に、「欲し
いものがあれば何でも言いなさい。お前にやろう」と言った。23 さらに、「お前が願
うなら、私の国の半分でもやろう」と固く誓ったのである。24 そこで、少女は座を外
して、母親に、「何を願いましょうか」と言うと、母親は、「洗礼者ヨハネの首を」と言っ
た。25 早速、少女は大急ぎで王のところに戻り、「今すぐに洗礼者ヨハネの首を盆
に載せて、いただきとうございます」と願った。26 王は非常に心を痛めたが、誓っ
たことではあるし、また列席者の手前、少女の願いを退けたくなかった。27 そこ
で、王はすぐに衛兵を遣わし、ヨハネの首を持って来るようにと命じた。衛兵は出
て行き、牢の中でヨハネの首をはね、28 盆に載せて持って来て少女に与え、少
女はそれを母親に渡した。29 ヨハネの弟子たちはこのことを聞き、やって来て、遺
体を引き取り、墓に納めた。30 使徒たちはイエスのところに集まって来て、自分た
ちが行ったことや教えてことを残らず報告した。


