
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>  
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 
  
<Coming Week> 
8/11 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30-45 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
   
  ( 8/16 NO PAWS)   

<Next Communion>     8/11  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＞ 　 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 

  
＜次週の集まり＞ 　 8/11 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  

  (8/16 PAWS はありません）  

＜次回の聖餐式＞ 8/11　　 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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August 4, 2019  (Mark 8:11-21) 
Bad Yeast       Mari Ikeda 

A. We make ourselves our god (11-13) 

B. We don’t understand that Jesus is God (14-21) 

1. We think we know Jesus, but we actually misunderstand Him 

2. We care too much about “having no bread" 

3. We cannot understand the greatness of Jesus’ compassion 

C. Jesus’ bread 

Summary 
We all have this bad yeast within us. It is the state of our heart that makes 
something other than Jesus our god. We are unable to get rid of this yeast by 
ourselves. The only thing we can do in order for us not to let this yeast rise up is 
that we eat Jesus’ bread. Jesus’ bread (His love and compassion) never runs out or 
runs short, and there are always plenty of it available for us. We tend to be 
distracted by our own mistakes and lack of capacity, but let us not forget to keep 
our hope in what Jesus may do for us.  

For Discussion 
1) What is your bad yeast? 
2) What does it mean specifically to eat Jesus’ bread?  

11 The Pharisees came and began to question Jesus. To test him, they asked 
him for a sign from heaven. 12 He sighed deeply and said, “Why does this 
generation ask for a sign? Truly I tell you, no sign will be given to it.” 13 
Then he left them, got back into the boat and crossed to the other side. 

14 The disciples had forgotten to bring bread, except for one loaf they had 
with them in the boat. 15 “Be careful,” Jesus warned them. “Watch out for 
the yeast of the Pharisees and that of Herod.” 16 They discussed this with 
one another and said, “It is because we have no bread.” 17 Aware of their 
discussion, Jesus asked them: “Why are you talking about having no bread? 
Do you still not see or understand? Are your hearts hardened? 18 Do you 
have eyes but fail to see, and ears but fail to hear? And don’t you 
remember? 19 When I broke the five loaves for the five thousand, how 
many basketfuls of pieces did you pick up?” “Twelve,” they replied. 20 
“And when I broke the seven loaves for the four thousand, how many 
basketfuls of pieces did you pick up?” They answered, “Seven.” 21 He said 
to them, “Do you still not understand?” 

　



2019/8/4 (マルコ 8:11-21) 

悪いパン種  池⽥ 真理  

A. ⾃分を神にする(11-13) 

B. イエス様が神様であることを理解しない (14-21) 

　1. イエス様を知っているつもりになっている 

　 

　2. 「パンを持っていない」ことに気を取られる 

　3. イエス様の憐れみの大きさを理解できない 

C. イエス様のパン 

メッセージのポイント 
私たちはみんな悪いパン種を持っています。イエス様以外のものを神様にしてし
まう心です。私たちは自分でこれを取り除くことはできません。そのパン種をふくら
ませないために私たちにできることは、ただイエス様のパンをいただくことです。イ
エス様のパン（イエス様の愛、憐れみ）は決してなくなることなく、不足することな
く、いつもたくさんあります。私たちは自分の間違いや能力不足に気を取られてし
まいますが、イエス様がしてくださることを期待することを忘れないようにしましょう。 

話し合いのために 
1)	あなたの持っている悪いパン種とはなんですか？		
2)	イエス様のパンを食べるとは具体的にどういうことですか？	

11 ファリサイ派の人々が来て、イエスを試そうとして、天からのしるしを求
め、議論を仕掛けた。12 イエスは、心の底から呻いて言われた。「なぜ、

今の時代はしるしを求めるのか。よく言っておく。今の時代には、決してし
るしは与えられない。」13 そして、彼らをそのままにして、また舟に乗って
向こう岸へ行かれた。 

14 弟子たちはパンを持って来るのを忘れ、舟の中には一つのパンしか持

ち合わせがなかった。15 その時、イエスは、「ファリサイ派の人々のパン種
とヘロデのパン種に十分気をつけなさい」と戒められた。16 そこで弟子た
ちは、パンを持っていないということで、互いに議論し始めた。17 イエスは
それに気付いて言われた。「なぜ、パンを持っていないことで議論している
のか。まだ、分からないのか。悟らないのか。心がかたくなになっているの

か。18 目があっても見えないのか。耳があっても聞こえないのか。覚えて
いないのか。19 私が五千人に五つのパンを裂いたとき、集めたパン切れ
でいっぱいになった籠は、幾つあったか。」弟子たちは、「十二です」と言
った。20 「七つのパンを四千人に裂いたときには、集めたパン切れでいっ
ぱいになった籠は、幾つあったか。」「七つです」と言うと、21 イエスは、「ま

だ悟らないのか」と言われた。 

　


