
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>  
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  
    
<Coming Week> 
5/12 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30- 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Sunday PAWS 13:30-14:30 

5/17 PAWS   20:00-21:00 

<Next Communion>     5/12  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 

	bulletin	
May	5th	2019	Vol.26	No.18	



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＞ 　 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 
  
＜次週の集まり＞ 　 5/12 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  
   サンデーPAWS 13:30-14:30 

  5/17 PAWS 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 5/12　　 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	

			2019/5/5	Vol.26	No.18	
	



May 5th, 2019 (Psalm 65) 
I Can't Help But Praise Jesus...       Andy Nagahara 

A. ...because he welcomes us into his family (0-4) 

B. ...because he is in control of the world (5-8) 

C. ...because he nurtures us (9-13) 

Summary 
When we look at our world, we can find ourselves in a state of despair as we focus 
on difficult relationships, troubling changes in our environment, poverty and other 
life challenges. Followers of Jesus need not despair. No matter what is going on 
around us, Jesus protects, guides, and nurtures us.  
  
For Discussion 
1) How can silence be praise? 
2) Where do we see examples of verses 12-13? 

0 For the director of music. A psalm of David. A song.  
1 Praise awaits you, O God, in Zion; to you our vows will be fulfilled.  
2 O you who hear prayer, to you all men will come.  
3 When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions.  
4 Blessed are those you choose and bring near to live in your courts! We are 
filled with the good things of your house, of your holy temple.  

5 You answer us with awesome deeds of righteousness, O God our Savior, 
the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas,  
6 who formed the mountains by your power, having armed yourself with 
strength,  
7 who stilled the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the 
turmoil of the nations.  
8 Those living far away fear your wonders; where morning dawns and 
evening fades you call forth songs of joy.  

9 You care for the land and water it; you enrich it abundantly. The streams 
of God are filled with water to provide the people with grain, for so you 
have ordained it. 
10 You drench its furrows and level its ridges; you soften it with showers 
and bless its crops.  
11 You crown the year with your bounty, and your carts overflow with 
abundance.  
12 The grasslands of the desert overflow; the hills are clothed with 
gladness.  
13 The meadows are covered with flocks and the valleys are mantled with 
grain; they shout for joy and sing.  



2019/5/5  (詩編 65) 

たたえずにはいられないイエス  永原アンディ  

A. 家族に迎え⼊れてくださるから (1-5) 

B. 世界をコントロールしていてくださるから (6-9) 

C. 豊かに養ってくださるから (10-14) 

メッセージのポイント 
自分の取り巻く世界を見るとき、多くの人々は、うまくいかない人間関係、心配な

環境変化、貧困や生活苦を見て絶望します。しかしイエスに従う人は絶望しませ

ん。目に見える世界にかかわらず、イエスはその人を完全に守り、導き、養ってく

ださるからです。 

話し合いのために 
1) なぜ沈黙も賛美なのでしょう？　 

2) どこに13-14節のようなことが起こっていますか？ 

1 【指揮者によって。賛歌。ダビデの詩。歌。】 

2 シオンにいます神よ 

あなたには沈黙も賛美。あなたへの誓いが果たされますように。 

3 祈りを聞いてくださる方よ　すべての肉なるものはあなたのもとに来ます。 

4 数々の過ちが私を責めたてます。 

私たちの背きを、あなたが覆ってくださいます。 

5 幸いな者　あなたに選ばれ　あなたに近づけられ　あなたの庭に住む人。 

私たちはあなたの家　あなたの聖なる宮の恵みに満ち足ります。 

6 我らの救いの神よ　あなたは義によって 

恐るべき業によって答えます。 

遠い海、地の果てに至るすべてが信頼する方。 

7 強い力によって山々を固く据え　大いなる力を身に帯び 

8 大海のどよめき、波のどよめき　そして諸国の民の騒ぎを鎮める方。 

9 世界の果てに住む者はあなたのしるしを見て畏れ 

朝と夕べの始まる所に　あなたは喜びの歌を響かせてくださいます。 

10 あなたは地を訪れてこれを潤し　大いに豊かにします 

神の水路は水をたたえ、あなたは穀物を備えます。 

あなたがそのように整えたのです 

11 畝を潤し、土をならし　 

豊かな雨を注いで柔らかにし 

萌え出たものを祝福してくださいます。 

12 あなたは恵みを年の冠とされます。 

あなたの過ぎ行かれる跡には油が滴っています。 

13 荒れ野の原にも滴り　どの丘も喜びをまとい 

14 牧場は羊の群れをまとい　谷は穀物に覆われています。 

辺り一面、喜びの叫びを上げ　歌声を響かせています。


