
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>  
5/12 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 
    
<Coming Week> 
5/19 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

5/24 PAWS   20:00-21:00 

<Next Communion>     6/2  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＞ 　 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 

  
＜次週の集まり＞ 　 5/19 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  

  5/24 PAWS 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 6/2　　 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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May 12, 2019  (Mark 6:30-44) 
Jesus’ Compassion       Mari Ikeda 

A. We are like sheep without a shepherd (30-34) 

B. We think it’s impossible and unnecessary for us to do (35-37) 

C. Jesus uses us to bring His blessings to this world (38-44) 

Summary 
Jesus’ compassion is deeper than our imagination. Even if we are going 
toward a wrong direction, Jesus never gives up on us, but only patiently 
tries to keep guiding us. Although we are weak and small, Jesus still sends 
us out to this world, uses us, and lets us taste the richness of God’s 
blessings. 
  
For Discussion 
1) What state is it to be “like sheep without a shepherd”? 
2) How do you think Jesus is using you? (Ask others’ opinions, too.) 

30 The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had 
done and taught. 31 Then, because so many people were coming and going 
that they did not even have a chance to eat, he said to them, “Come with me 
by yourselves to a quiet place and get some rest.” 32 So they went away by 
themselves in a boat to a solitary place. 33 But many who saw them leaving 
recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of 
them. 34 When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on 
them, because they were like sheep without a shepherd. So he began 
teaching them many things. 

35 By this time it was late in the day, so his disciples came to him. “This is 
a remote place,” they said, “and it’s already very late. 36 Send the people 
away so that they can go to the surrounding countryside and villages and 
buy themselves something to eat.” 37 But he answered, “You give them 
something to eat.” They said to him, “That would take more than half a 
year’s wages! Are we to go and spend that much on bread and give it to 
them to eat?” 

38 “How many loaves do you have?” he asked. “Go and see.” When they 
found out, they said, “Five―and two fish.” 39 Then Jesus directed them to 
have all the people sit down in groups on the green grass. 40 So they sat 
down in groups of hundreds and fifties. 41 Taking the five loaves and the 
two fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the 
loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He 
also divided the two fish among them all. 42 They all ate and were 
satisfied, 43 and the disciples picked up twelve basketfuls of broken pieces 
of bread and fish. 44 The number of the men who had eaten was five 
thousand. 



2019/5/12  (マルコ 6:30-44) 

イエス様の憐れみ  池⽥真理  

A. 飼い主のいない⽺のような私たち (30-34) 

B. 何もできない、する必要がないと思っている私たち (35-37) 

C. イエス様はそんな私たちを⽤いて、この世界を祝福される    
                          (38-44) 

メッセージのポイント 
イエス様の憐れみ深さは、私たちの想像を超えています。私たちが間違っ

た方向に進もうとしていても、イエス様は決してあきらめず、忍耐強く私た
ちを導こうとされます。私たちは弱く小さいですが、イエス様は私たちをこ
の世界に送り出して、私たちを用いて、神様の恵みの豊かさを味わわせて
くれます。 

話し合いのために 
1) 「飼い主のいない羊のよう」とはどういう状態ですか？ 
2) イエス様はあなたをどう用いておられると思いますか？（他の人の意見
も聞いてみましょう。） 

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
ことや教えたことを残らず報告した。31	 イエスは、「さあ、あな
たがただけで、寂しい所へ行き、しばらく休むがよい」と言われ
た。出入りする人が多くて、食事をする暇もなかったからである。
32	 そこで、一同は舟に乗って、自分たちだけで寂しい所へ行っ
た。33	 ところが、多くの人々は彼らが出かけて行くのを見て、そ
れと気づき、方々の町から徒歩で駆けつけ、彼らより先にそこに着
いた。34	 イエスは舟から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のい
ない羊のような有様を深く憐れみ、いろいろと教え始められた。	

35	 そのうち、時もだいぶたったので、弟子たちが御もとに来て
言った。「ここは寂しい所で、もう時も遅くなりました。36	 人々
を解散し、周りの里や村へ行ってめいめいで何か食べる物を買うよ
うにさせてください。」37	 イエスはお答えになった。「あなたが
たの手で食べ物をあげなさい。」弟子たちは、「私たちが二百デナ
リオンものパンを買いに行って、みんなに食べさせるのですか」と
言った。	

38	 イエスは言われた。「パンは幾つあるのか。見て来なさい。」
弟子たちは確かめて来て、言った。「五つあります。それに魚が二
匹です。」39	 イエスは弟子たちに、皆を組に分けて、青草の上に
座らせるようにお命じになった。40	 人々は、百人、五十人ずつま
とまって腰を下ろした。41	 イエスは五つのパンと二匹の魚を取
り、天を仰いで祝福し、パンを裂いて、弟子たちに渡しては配ら
せ、二匹の魚も皆にお分けになった。42	 人々は皆、食べて満腹し
た。43	 そして、パン切れと魚の残りを集めると、十二の籠いっぱ
いになった。44	パンを食べた人は、五千人であった。


