
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>  
5/19 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 
  
<Coming Week> 
5/26 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  M’s Kitchen (Lunch Service)  After Second service 
  Early Summer clean-up   13:30-15:00 

5/31 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＞ 　 5/19 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 

  
＜次週の集まり＞ 　 5/26 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  
   皆川亭（ランチサービス）第二礼拝後 
   中掃除 13:30-15:00 

  5/31 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 19, 2019  (Psalm 66) 
Praise be to God!       Andy Nagahara 

A. The purpose of praise (1-4) 

B. "Our" praise (5-12) 
     1) To the one who does great things through us (5-9) 

     2) To the one who disciplines us through trials (10-12) 

C. "My" praise (13-20) 
     1) Offering my praise as a sacrifice (13-15) 

     2) Encouraging others to praise (16-20) 

Summary 
We often hear the phrase, "praise and worship," but praise is just one part of 
worship. It is not just about being happy and singing to God. It has to do 
with truly rejoicing about what God has done for us.  
  
For Discussion 
1) What is praise? 
2) What kind of trial has God brought into your life? 

0 For the director of music. A song. A psalm.  
1 Shout with joy to God, all the earth!  
2 Sing the glory of his name; make his praise glorious!  
3 Say to God, "How awesome are your deeds! So great is your power that your 
enemies cringe before you.  
4 All the earth bows down to you; they sing praise to you, they sing praise to your 
name." <Selah>  

5 Come and see what God has done, how awesome his works in man's behalf!  
6 He turned the sea into dry land, they passed through the waters on foot-- come, 
let us rejoice in him.  
7 He rules forever by his power, his eyes watch the nations-- let not the rebellious 
rise up against him. <Selah>  
8 Praise our God, O peoples, let the sound of his praise be heard;  
9 he has preserved our lives and kept our feet from slipping.  

10 For you, O God, tested us; you refined us like silver.  
11 You brought us into prison and laid burdens on our backs. 
12 You let men ride over our heads; we went through fire and water, but you 
brought us to a place of abundance.  

13 I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you--  
14 vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble.  
15 I will sacrifice fat animals to you and an offering of rams; I will offer bulls and 
goats. <Selah>  

16 Come and listen, all you who fear God; let me tell you what he has done for me.  
17 I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.  
18 If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened;  
19 but God has surely listened and heard my voice in prayer.  
20 Praise be to God, who has not rejected my prayer or withheld his love from 
me!  



2019/5/19  (詩編 66) 

神をたたえよ！  永原アンディ  

A. 賛美の勧め (1-4) 

 

B. “私たち”の賛美 (5-12) 

1) 私たちを使って偉大なことをされる方に (5-9) 

2) 私たちを試練によって鍛錬される方に (10-12) 

 

C. “私”の賛美 (13-20) 

1) 献げ物としての賛美を献げる私 (13-15) 

2) 賛美を人々に勧める私 (16-20) 

メッセージのポイント 
「賛美と礼拝」という表現を聞きますが、神様をほめたたえることは私たちの献げる
礼拝の一部です。それはただ元気に神様に向かって歌うことではありません。神
様がして下さったことを心から喜んでほめたたえることです。 

話し合いのために 
1) 賛美とは何ですか？　 
2) 神様はあなたにどのような試練を与えられましたか？ 

1	 【指揮者によって。歌。賛歌。】全地よ、神に向かって喜びの叫びを上
げよ。	
2	御名の栄光をほめ歌い　栄光に賛美を添えよ。	
3	 神に向かって言え。「あなたの業は恐るべきもの。大いなる力により、
敵はあなたに屈服します。	
4	 全地はあなたに向かってひれ伏し、ほめ歌います。あなたの名をほめ歌
います」と。〔セラ	

5	来て、神の業を見よ　人の子になされた恐るべき業を。	
6	 神は海を乾いた地に変えた。人は大河を歩いて渡り　そこで、私たちは
神を喜び祝った。	
7	 神は力によってとこしえに支配し　その目は諸国民を見渡される。背く
者は自ら驕ってはならない。〔セラ	

8	もろもろの民よ、我らの神をたたえ　賛美の歌声を響かせよ。	
9	神は私たちに命をお与えになる。私たちの足をよろめかすことはない。	

10	神よ、あなたは私たちを試み　火で銀を練るように私たちを練った。	
11	あなたは私たちを網に追い込み　腰に重荷を付け	
12	人が私たちの頭の上を乗り越えることを　お許しになった。	
私たちは火の中、水の中を通ったが　あなたは私たちを広々とした地に導
き出された。	

13	私は焼き尽くすいけにえを携えて神殿に入り　あなたへの誓いを果たし
ます。	
14	私が苦難の中で唇を開き　この口をもって約束したことです。	
15	肥えた獣を焼き尽くすいけにえとし　香りと共に雄羊を、雄山羊と共に
雄牛を献げます。〔セラ 

16	神を畏れる人はすべてここに来て、聞け。神が私に成し遂げてくださっ
たことを語ろう。	
17	私の口は神に呼びかけ　舌をもって崇めます。	
18	私が心に悪事を見ているなら　わが主はお聞きにならないでしょう。	
19	しかし、まことに神は聞き入れ　私の祈る声に心を向けてくださいまし
た。	
20	神をたたえよ。神は私の祈りを退けず　慈しみを拒まれませんでした。


