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>
8/18
Service I
Service II

9:30-10:30 (Japanese)
11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)

8/23

20:00-21:00

PAWS

<Coming Week>
8/25
Service I
Service II

9:30-10:30 (Japanese)
11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)

8/30

20:00-21:00

PAWS

<Next Communion>

9/1 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）
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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＞

＜次週の集まり＞

＜次回の聖餐式＞

8/18

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

8/23

PAWS

8/25

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

8/30

PAWS

9/1

10:30

20:00-21:00

20:00-21:00

<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
Phone 090-9381-4917（永原）

牧師: 永原アンディ創・池田真理
email:contact@yourchurch.jp
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August 18, 2019 (Mark 8:22-26, 1Corinthians 13)

We Are Between Perfect and Imperfect
Mari Ikeda

A. Imperfect healing?

Summary
We already know what the perfect love of God is, through Jesus’ cross. Yet,
that love has not been realized in a way that is visible to our eyes in its
perfect form. That’s why our hearts are shaken between the perfect and the
imperfect. But God uses such as us in order to bring His love to this world.
That love, even after we ourselves are gone from this world, “never fails.”

For Discussion
1) Have you experienced when you completely lose your trust in Jesus’ love
for you? How did you get out of that state?
2) How and for whom do you think God is using you? (Ask others’
opinion.)

B. A never-failing, perfect thing

22 They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and
begged Jesus to touch him. 23 He took the blind man by the hand and led
him outside the village. When he had spit on the man’s eyes and put his
hands on him, Jesus asked, “Do you see anything?” 24 He looked up and
said, “I see people; they look like trees walking around.” 25 Once more
Jesus put his hands on the man’s eyes. Then his eyes were opened, his sight
was restored, and he saw everything clearly. 26 Jesus sent him home,
saying, “Don’t even go into the village.”
(1Corinthians 13)
8 Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where
there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass
away. 9 For we know in part and we prophesy in part, 10 but when
completeness comes, what is in part disappears. 11 When I was a child, I
talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I
became a man, I put the ways of childhood behind me. 12 For now we see
only a reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know
in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 13 And now these
three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.

2019/8/18 (マルコ 8:22-26, １コリント 13)

完全と不完全の間にいる私たち
A. 不完全な癒し？

メッセージのポイント
池⽥真理

私たちは、イエス様の十字架を通して、すでに神様の完全な愛を知ってい
ます。でも、それはまだ私たちの目に見える形で完全に実現してはいませ
ん。私たちはこの完全と不完全の間で揺れてしまいますが、そんな私たち
を用いて神様はご自分の愛を世界に示そうとされています。その愛は私た
ちがこの世界からいなくなっても、「決して滅びません。」
話し合いのために
1) イエス様に愛されていることが分からなくなったことはありますか？その
時どうしましたか？
2) 神様はあなたを誰のためにどのように用いていると思いますか？（他の
人の意見を聞いてみましょう。）

B. 決してなくならない完全なもの

22 一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れ
て来て、触れていただきたいと願った。23 イエスは盲人の手を取って、村
の外に連れ出し、その両目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、「何
か見えるか」とお尋ねになった。24 すると、盲人は見えるようになって、言
った。「人が見えます。木のようですが、歩いているのが分かります。」25 そ
こで、イエスがもう一度両手をその目に当てられると、見つめているうちに、
すっかり治り、何でもはっきり見えるようになった。26 イエスは、「村に入っ
てはいけない」と言って、その人を家に帰された。
(１コリント13章)
8 愛は決して滅びません。しかし、預言は廃れ、異言はやみ、知識も廃れ
ます。9 私たちの知識は一部分であり、預言も一部分だからです。10 完全
なものが来たときには、部分的なものは廃れます。11 幼子だったとき、私
は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていました。大
人になったとき、幼子のような在り方はやめました。12 私たちは、今は、鏡
におぼろに映ったものを見ていますが、そのときには、顔と顔とを合わせて
見ることになります。私は、今は一部分しか知しませんが、その時には、私
が神にはっきり知られているように、はっきり知ることになります。13 それゆ
え、信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残ります。その中で最も大
いなるものは、愛です。

