
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>  
8/25 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
    
8/30 PAWS   20:00-21:00 
  
<Coming Week> 
9/1 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30-45 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
    
9/6 PAWS   20:00-21:00 

<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. 
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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＞ 　 8/25 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 20:00-21:00 

  
＜次週の集まり＞ 　 9/1 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  

  9/6 PAWS 20:00-21:00  

＜次回の聖餐式＞ 9/1　　 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。 

〒194-0022　東京都町田市森野1-10-10　　　　　　牧師: 永原アンディ創・池田真理 

　　　Phone 090-9381-4917（永原）　email:contact@yourchurch.jp 

https://yourchurch.jp	
					
		週報	

			2019/8/25	Vol.26	No.34	
	

　



August 25, 2019  (Psalm 73) 
  

Andy Nagahara 

A. Can God be trusted? 

1. The mistrust in our hearts toward God (1-3) 

2. “The bad sleep well” (4-12) 

3. Continuing to question (13-17) 

B. It is good to be near God 

1. I was the same as them (18-22) 

2. With Jesus forever (23-28) 

Summary 
Why is it that the selfish prosper while my life is full of suffering even though I am a 
follower of God? Why shouldn’t I be like them and live a self-centered life? Everyone faces 
this doubt at one time or another. We doubt the new values system that God presents to us. If 
we cling to our old values, we might gain wealth and honor, but lose something far more 
precious.   

For Discussion 
1) For what reason have you resented God recently?  
2) What matters the most to you? 

0 A psalm of Asaph. 1 Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. 
2 But as for me, my feet had almost slipped; I had nearly lost my foothold. 3 For I 
envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked.  

4 They have no struggles; their bodies are healthy and strong. 5 They are free from 
the burdens common to man; they are not plagued by human ills. 6 Therefore pride 
is their necklace; they clothe themselves with violence. 7 From their callous hearts 
comes iniquity ; the evil conceits of their minds know no limits. 8 They scoff, and 
speak with malice; in their arrogance they threaten oppression. 9 Their mouths lay 
claim to heaven, and their tongues take possession of the earth. 10 Therefore their 
people turn to them and drink up waters in abundance. 11 They say, "How can God 
know? Does the Most High have knowledge?" 12 This is what the wicked are like-- 
always carefree, they increase in wealth.  

13 Surely in vain have I kept my heart pure; in vain have I washed my hands in 
innocence. 14 All day long I have been plagued; I have been punished every 
morning. 15 If I had said, "I will speak thus," I would have betrayed your children. 
16 When I tried to understand all this, it was oppressive to me 17 till I entered the 
sanctuary of God; then I understood their final destiny.  

18 Surely you place them on slippery ground; you cast them down to ruin. 19 How 
suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors! 20 As a dream 
when one awakes, so when you arise, O Lord, you will despise them as fantasies. 
21 When my heart was grieved and my spirit embittered, 22 I was senseless and 
ignorant; I was a brute beast before you.  

23 Yet I am always with you; you hold me by my right hand. 24 You guide me with 
your counsel, and afterward you will take me into glory. 25 Whom have I in heaven 
but you? And earth has nothing I desire besides you. 26 My flesh and my heart may 
fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. 27 Those who are 
far from you will perish; you destroy all who are unfaithful to you. 28 But as for 
me, it is good to be near God. I have made the Sovereign LORD my refuge; I will 
tell of all your deeds.  

　



2019/8/25 (詩編 73) 

                                                                                             
永原アンディ 

A. それでも神様を信頼できるのか？  

1. 私たちの⼼の中にある神様への不信感 (1-3) 

2. 悪い奴ほどよく眠る The Bad Sleep Well (4-12) 

3. それでも問いかけをやめない (13-17) 

B. 神に近くあることこそが幸い It is good to be near God 

1. 私も彼らと同じだった (18-22) 

2. 永遠にイエスと共に (23-28) 

メッセージのポイント 
何で神様に従って生きている私が苦しみ、神様を信じず自分勝手に生きている者が栄えて
いるのか？　それなら、彼らと同じように自分中心に生きた方が良いのではないか？　その
ような誘惑の声を聞かない人はありません。それは、私たちが神様に与えられた、新しい別
次元の価値観に対する疑いです。元の価値観に戻れば、財産や名誉や地位を手に入れ
られるかもしれませんが、代わりにその代わり、最も貴重なものを失うことになります。 

話し合いのために 
1) 最近、どのようなことで神様に憤りましたか？ 
2) あなたの持つ最も貴重なものとは何ですか？ 

1 賛歌。アサフの詩。神はなんと恵み深いことか　イスラエルに、心の清い者たちに。 
2 それなのに私は、危うく足を滑らせ　今にも歩みを踏み誤るところだった。 
3 悪しき者の安泰を見て　驕り高ぶる者を妬んだ。 

4 彼らには苦しみがなく　体も肥えて健やかである。 
5 人間の負うべき労苦もなく　人々のように打たれることもない。 
6 それゆえ高慢が首を飾り　暴虐の衣が彼らを包む。 
7 過ちは脂肪の中からにじみ出て　悪だくみは心に溢れている。 
8 彼らは嘲り、悪意をもって語り　高飛車に暴言を吐く。 
9 彼らは口を天に置き　舌は地を這う。 
10 それゆえ、民はここに帰り　彼らの言葉を水のように貪る。 
11 彼らは言う。「神がどうして知っていようか。いと高き方に何の知識があろうか。」 
12 見よ、これが悪しき者。とこしえに安穏に財をなしていく。 

13 なんと空しいことか。私は心を清く保ち　手を洗って潔白を示した。 
14 日ごと、私は打たれ　朝ごとに懲らしめを受けた。 
15 もし「彼らのように語ろう」と言ったなら　私はあなたに属する人々を裏切ることになっただ
ろう。 
16 私の目に徒労に見えたが　これを知ろうと思い巡らした。 
17 そしてついに神の聖所に入り　彼らの行く末を悟った。 

18 あなたは滑りやすい道を備え　彼らを廃墟に落とされる。 
19 何ということか　瞬く間に彼らは恐ろしい目に遭い　恐怖のうちに滅びうせる。 
20 彼らは、目覚めの際の夢のよう、わが主よ、あなたは起き上がり　彼らのはかない姿を軽
んじられる。 
21 私の心は痛み　はらわたの裂ける思いがする。 
22 私は愚かでものを知らず　あなたと共にありながら獣のようだった。 

23 しかし、私は常にあなたと共にある。あなたは右の手を捕らえてくださる。 
24 あなたの計らいは私を導き　やがて栄光のうちに私を引き上げてくださる。 
25 天では、あなたのほかに誰が私を助けてくれようか　地には、あなたほかに愛するものは
何もない。 
26 この身も心も朽ちるが　神はとこしえにわが心の岩、わが受くべき分。 
27 見よ、あなたから遠ざかる者は滅びる。あなたは背く者を絶たれる。 
28 しかし私には、神に近くあることこそが幸い。　私は主なる神を逃れ場とし　あなたの業を
ことごとく語り伝えよう。

　


