
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>  
7/28 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  Onigiri café (Lunch Service) 
  Covenant Members’ Huddle  13:30-15:00 

8/2 PAWS   20:00-21:00 
  
<Coming Week> 
8/4 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30-45 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
   
8/9 PAWS   20:00-21:00 

<Next Communion>     8/4  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） 
私は信じます。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。 私は信じます。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、私たち人類のため、私
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、私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。 私は信じます。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。 私は、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＞ 　 7/28 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  
   おにぎりカフェ　ランチサービス 
   カヴェナントメンバーズハドル   13:30-15:00 

  8/2 PAWS 20:00-21:00 

  
＜次週の集まり＞ 　 8/4 礼拝 I   9:30-10:30 (日本語)    
   聖餐式 10:30-45 
   礼拝 II  (日本語・英語)   子供のミニチャーチ 11-12:30  

  8/9 PAWS 20:00-21:00 

＜次回の聖餐式＞ 8/4　　 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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July 28, 2019  (Psalm 71) 
I Will ...       Andy Nagahara 

1. ...take refuge in the Lord (1) 

2. ...praise the Lord (6,8,14,16,22-24) 

3. ...proclaim the Lord’s righteousness and his salvation (15) 

4. ...move forward in the power of the Lord (16) 

Summary 
Actions are not the same as faith, but faith produces action. Our faith becomes 
visible as we take refuge in the Lord, praise him, and move forward in his power. 
Faith not only gives us power to live, but it also empowers the people around us. 

For Discussion 
1) How is faith manifested in our actions? 
2) What should I be doing right now? 

1 In you, O LORD, I have taken refuge; let me never be put to shame.  
2 Rescue me and deliver me in your righteousness; turn your ear to me and save me.  
3 Be my rock of refuge, to which I can always go; give the command to save me, for you are 
my rock and my fortress.  
4 Deliver me, O my God, from the hand of the wicked, from the grasp of evil and cruel 
men.  

5 For you have been my hope, O Sovereign LORD, my confidence since my youth.  
6 From birth I have relied on you; you brought me forth from my mother's womb. I will ever 
praise you.  
7 I have become like a portent to many, but you are my strong refuge.  
8 My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.  

9 Do not cast me away when I am old; do not forsake me when my strength is gone.  
10 For my enemies speak against me; those who wait to kill me conspire together.  
11 They say, "God has forsaken him; pursue him and seize him, for no one will rescue him."  
12 Be not far from me, O God; come quickly, O my God, to help me.  
13 May my accusers perish in shame; may those who want to harm me be covered with 
scorn and disgrace.  

14 But as for me, I will always have hope; I will praise you more and more.  
15 My mouth will tell of your righteousness, of your salvation all day long, though I know 
not its measure.  
16 I will come and proclaim your mighty acts, O Sovereign LORD; I will proclaim your 
righteousness, yours alone.  
17 Since my youth, O God, you have taught me, and to this day I declare your marvelous 
deeds.  
18 Even when I am old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the 
next generation, your might to all who are to come.  

19 Your righteousness reaches to the skies, O God, you who have done great things. Who, O 
God, is like you?  
20 Though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again; 
from the depths of the earth you will again bring me up.  
21 You will increase my honor and comfort me once again.  
22 I will praise you with the harp for your faithfulness, O my God; I will sing praise to you 
with the lyre, O Holy One of Israel.  
23 My lips will shout for joy when I sing praise to you-- I, whom you have redeemed.  
24 My tongue will tell of your righteous acts all day long, for those who wanted to harm me 
have been put to shame and confusion.  

　



2019/7/28 (詩編 71) 

私は・・・します！  永原アンディ  

1. 主のもとに逃げ込む (1) 

  

2. 主をほめたたえる (6,8,14,16,22-24) 

3. 主の正義と救いを語り継ぐ (15) 

4. 主の⼒によって前進する (16) 

メッセージのポイント 
行動することが信仰ではありませんが、信仰は行動を生みます。私たちの信仰
は、主の元に逃げ込む、主をほめたたえる、主の力で前進するという行動として現
されます。行動となった信仰は、自分の生きる力となるばかりか、周りの人々にも
その力をもたらします。 

話し合いのために 
1)	信仰はどのような行動として現れますか？　	
2)	今あなたがするべき信仰の行動は何ですか？	

1 主よ、あなたのもとに逃れます。私がとこしえに恥を受けることのないよう

にしてください。2 あなたの正義によって私を助け　救い出してください。
私に耳を傾け、お救いください。3 砦の大岩となり　絶えず入ることができ
るようにしてください。あなたは私を救うよう命じてくださいました。あなたこ
そわが岩、わが城。 

4 わが神よ　悪しき者の手から　不正を働く者と抑圧する者の手から　私を
救い出してください。5 わが主よ、あなたこそわが希望。主よ、私は若いと
きからあなたに信頼し　6 母の胎にいるときから　あなたに支えられてきま
した。あなたが母の胎から　私を取り上げてくださいました。私は絶えずあ
なたを賛美します。7 私は多くの人にとって驚きとなりました。あなたこそ、

わが力なる逃れ場。8 私の口はあなたへの賛美に満ち　日夜あなたの誉
れをたたえます。9 年老いた時、私を見捨てず　私が力衰えても、捨て去
らないでください。 

10 敵が私についてたくらみ　私の魂を見張る者が共に謀り　11 「神が彼を

捨て去った。追い詰めて捕えよう。彼を助け出す者はもういない」と言って
います。12 神よ、私から遠く離れないでください。わが神よ、私を助けるた
めに急いでください。13 私の魂に敵対する者が　恥を受け、滅ぼされます
ように。私の災いを望む者が　嘲りと辱めに包まれますように。14 私は絶え
ず待ち望み　繰り返し、あなたを賛美します。15 日夜、私の口はあなたの

正義を　あなたの救いを語り継ぎます。しかし決して語り尽くすことができま
せん。 

16 わが主よ、私はあなたの力によって進みます。主よ、ひたすらあなたの
正義だけをほめたたえます。17 神よ、若いときからあなたが教えてくださっ

たので、今に至るまで私は奇しき業を語って来ました。18 神よ、私が老い
て白髪になっても　どうか捨て去らないでください。あなたの腕の業を、力
強い業を　来るべきあらゆる代に語り伝えるその時まで。19 神よ、あなたの
正義は高い天にまで至ります。あなたは大いなる業を行われました。神
よ、誰があなたに並びえましょう。20 あなたは多くの苦しみと災いを私に思

い知らせましたが　再び命を与えてくださいます。地の深い淵から再び引
き上げてくださいます。21 私を大いなるものとし　慰めを与えてくださいま
す。 

22 わが神よ　私もまた竪琴に合わせて　あなたのまことに感謝を献げま

す。イスラエルの聖なる方よ　琴に合わせてあなたをほめ歌います。23 私
の唇は喜び歌い　あなたに贖われた私の魂はあなたをほめ歌います。24 
私の舌も日夜あなたの正義を唱えます。私の災いを望む者が恥を受け、
辱められた、と。

　


