
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>  
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 
  
<Coming Week> 
9/8 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30-45 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  M’s Kitchen (Lunch Service)   
  Sunday Paws 13:30-14;30 
    
9/13 PAWS   20:00-21:00 

<Next Communion>     9/8  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＞ 　 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 

  
＜次週の集まり＞ 　 9/8 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  
   皆川亭（ランチサービス） 
   サンデーPAWS   13:30-14:30 

  9/13 PAWS 20:00-21:00  

＜次回の聖餐式＞ 9/8　　 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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September 1, 2019  (Mark 8:27-9:1) 
Something More Important Than Our Life  Mari Ikeda 

A. Jesus corrects our expectation (27-33) 
 
1. We have wrong expectations for Jesus  
 

 
 
2. Jesus wants each of us to make a personal decision 

 
 
 
3. He teaches us God’s thoughts 

B. What awaits us at the end of our walk with Jesus (28-9:1) 
 
1. Something more important than our life 
 

 
 
2. The hope to see the kingdom of God 

Summary 
We all bring various expectations and desires to Jesus. While some of them are 
wrong in the first place, others are desired in a wrong way if they become more 
important than Jesus for us. That’s why Jesus sometimes makes us stop to answer 
His question “Who am I for you?” and redirects our thoughts and ways. In the end, 
He will lead us to the state where we can rejoice over and seek from our heart 
something more important than our own life.   

For Discussion 
1) Share with others your experience that your desires were redirected and 
corrected by Jesus. 
2) What are the joy and hope that Jesus can give us, even when our deep wish 
cannot be fulfilled?  

27 Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi. 
On the way he asked them, “Who do people say I am?” 28 They replied, 
“Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, one of the 
prophets.” 29 “But what about you?” he asked. “Who do you say I am?” 
Peter answered, “You are the Messiah.” 30 Jesus warned them not to tell 
anyone about him. 31 He then began to teach them that the Son of 
Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests 
and the teachers of the law, and that he must be killed and after three 
days rise again. 32 He spoke plainly about this, and Peter took him aside 
and began to rebuke him. 33 But when Jesus turned and looked at his 
disciples, he rebuked Peter. “Get behind me, Satan!” he said. “You do not 
have in mind the concerns of God, but merely human concerns.” 

34 Then he called the crowd to him along with his disciples and 
said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up 
their cross and follow me. 35 For whoever wants to save their life will lose 
it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save 
it. 36 What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their 
soul? 37 Or what can anyone give in exchange for their soul? 38 If anyone 
is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the 
Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father’s glory 
with the holy angels.” 9:1 And he said to them, “Truly I tell you, some who 
are standing here will not taste death before they see that the kingdom of 
God has come with power.”  

　



2019/9/1 (マルコ 8:27-9:1)  

命よりも⼤切なもの 池⽥真理                                                                                   

A. イエス様は私たちの期待を修正する (27-33) 

1. 私たちはイエス様に間違った期待をかける   

2. イエス様は⼀⼈ひとりの決⼼を求める 

3. そして神様の思いを教える 

B. イエス様についていく先にあるもの (28-9:1) 

1. ⾃分の命より⼤切なもの 

2. 神様の国を⾒る希望 

メッセージのポイント 
私たちはイエス様に様々な期待や願いを持っています。その中には、そもそも間

違っている期待もあります。また、その願いがイエス様よりも重要になっているとし

たら、その願い方は間違っています。イエス様は私たちに時々、「あなたにとって

私は何か？」と訊ねて、私たちの思いを方向修正されます。そして、最終的には、

私たちが自分の命よりも大切なものを心から求め、喜ぶことができるように、私たち

を導かれます。 

話し合いのために 
1)  自分の願いがイエス様によって方向修正された経験をシェアしてください。 

2)  自分の切実な願いが叶わなくても、イエス様がくださる喜びと希望とは何でしょ

うか？  

27 イエスは、弟子たちとフィリポ・カイサリアの村々へ出かけられた。その
途中、弟子たちに、「人々は、私のことを何者だと言っているか」とお尋ね

になった。28 弟子たちは言った。「洗礼者ヨハネだと言っています。ほか
に、エリヤだと言う人、ほかには、預言者の一人だと言う人もいます。」29 
そこでイエスがお尋ねになった。「それでは、あなたがたは私を何者だと言
うのか。」ペトロが答えた。「あなたは、メシアです。」30 イエスは、ご自分の
ことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。31 それからイエス

は、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちによ
って排斥されて殺され、三日の後に復活することになっている、と弟子たち
に教え始められた。32 しかも、そのことをはっきりとお話しになった。する
と、ペトロはイエスを脇へお連れして、いさめ始めた。33 イエスは振り返っ
て、弟子たちを見ながら、ペトロを叱って言われた。「サタン、引き下がれ。

あなたは神のことを思わず、人のことを思っている。」 

34 それから、群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。「私の後に従
いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従いなさい。35 
自分の命を救おうと思う者は、それを失うが、私のため、また福音のために

自分の命を失う者は、それを救うのである。36 人が全世界を手に入れて
も、自分の命を損なうなら、何の得があろうか。37 人はどんな代価を払っ
て、その命を買い戻すことができようか。38 神に背いた罪深いこの時代
に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた、父の栄光に輝いて聖なる
天使たちと共に来るときに、その者を恥じるであろう。」 9:1 また、イエスは

言われた。「よく言っておく。ここに立っている人々の中には、神の国が力
に溢れて現れるのを見るまでは、決して死なない者がいる。」

　


