
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>  
9/8 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 

<Coming Week> 
9/15 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
    
9/20 PAWS   20:00-21:00 

<Next Communion>     10/6  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＞ 　 9/8 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 

  
＜次週の集まり＞ 　 9/15 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  

  9/20 PAWS 20:00-21:00  

＜次回の聖餐式＞ 10/6　　 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 8, 2019 (Psalm 74, Mark 8:27-38) 
Who Am I in Your Life?  Andy Nagahara 

1. We look to people instead of God (1-11, Mark 8:33)  

2. God’s reality is the foundation for everything (12-17) 

3. What we should seek now that we know Jesus  
    (18-23, Mark 8:34-38) 

Summary 
Who is Jesus? Over the past few weeks, we have been looking at how, like Peter, 
we disappoint Jesus because of our limited perspectives and our selfish and narrow 
expectations for a messiah. Unless we get to know Jesus, we cannot follow him. 
Jesus brought God’s love and justice into the world and expects the same from us.  

For Discussion 
1) Why did Israel fall into this situation? 
2) What is Jesus’ desire for the world?  

0 A <maskil> of Asaph.  
1 Why have you rejected us forever, O God? Why does your anger smolder against the sheep 
of your pasture?  
2 Remember the people you purchased of old, the tribe of your inheritance, whom you 
redeemed-- Mount Zion, where you dwelt.  
3 Turn your steps toward these everlasting ruins, all this destruction the enemy has brought 
on the sanctuary.  
4 Your foes roared in the place where you met with us; they set up their standards as signs.  
5 They behaved like men wielding axes to cut through a thicket of trees.  
6 They smashed all the carved paneling with their axes and hatchets.  
7 They burned your sanctuary to the ground; they defiled the dwelling place of your Name.  
8 They said in their hearts, "We will crush them completely!" They burned every place 
where God was worshiped in the land.  
9 We are given no miraculous signs; no prophets are left, and none of us knows how long 
this will be.  
10 How long will the enemy mock you, O God? Will the foe revile your name forever?  
11 Why do you hold back your hand, your right hand? Take it from the folds of your 
garment and destroy them!  

12 But you, O God, are my king from of old; you bring salvation upon the earth.  
13 It was you who split open the sea by your power; you broke the heads of the monster in 
the waters.  
14 It was you who crushed the heads of Leviathan and gave him as food to the creatures of 
the desert.  
15 It was you who opened up springs and streams; you dried up the ever flowing rivers.  
16 The day is yours, and yours also the night; you established the sun and moon.  
17 It was you who set all the boundaries of the earth; you made both summer and winter.  

18 Remember how the enemy has mocked you, O LORD, how foolish people have reviled 
your name.  
19 Do not hand over the life of your dove to wild beasts; do not forget the lives of your 
afflicted people forever.  
20 Have regard for your covenant, because haunts of violence fill the dark places of the land.  
21 Do not let the oppressed retreat in disgrace; may the poor and needy praise your name.  
22 Rise up, O God, and defend your cause; remember how fools mock you all day long.  
23 Do not ignore the clamor of your adversaries, the uproar of your enemies, which rises 
continually.  

　



2019/9/8 (詩編 74, マルコ 8:27-38)  

あなたにとって私は何か？ 永原アンディ                                                                                   

1. 神のことを思わず、⼈のことを思ってしまう私たち  
(1-11, マルコ8:33) 

 

2. 神の事実こそ全ての⼟台 (12-17) 

3. イエスを知った上で私たちが求めるべきこと  
 (18-23, マルコ 8:34-38) 

メッセージのポイント 
イエスとはどんな方なのか？私たちが先週から考えていることですが、私たちもペ
トロのように、置かれている状況の見方、自分本位なメシアへの期待で、イエスを
がっかりさせてしまうことがあります。イエスがどのような方か知らなければイエスに
ついてゆくことはできません。イエスは神様の愛と正義を体現される方、同じ生き
方を私たちにも求める方です。 

話し合いのために 
1)  なぜイスラエルはこのような状態に陥ってしまったのでしょうか？ 
2)  イエスはどのような世界を望んでおられますか？  

1 マスキール。アサフの詩。神よ、なぜ永遠に捨ておくのですか。なぜ、あなたの
牧場の羊に向かって怒りの煙をはくのですか。2 どうか、心に留めてください。昔
あなたが買い取り御自分のものとして贖われた部族の群れを　あなたが住まわれ
たシオンの山を。3 永遠の廃虚に歩を進めてください。敵は聖所のすべてを荒ら
し尽くしました。4 あなたに敵対する者は、祭りの場のただ中でほえたけり　自らの
しるしをしるしとして立てました。5 それは木の茂みの中で斧を振り上る者のように
見えました。6 その時彼らは聖所の彫り物を斧と槌でことごとく打ち砕きました。7 
彼らはあなたの聖所に火を放ち　あなたの名の住まいを地に倒して汚しました。8 
心の中で「これらをことごとく踏みにじってやろう」と言って　この地にある神の祭り
の場をすべて焼き払いました。9 もはやわたしたちのしるしを見ることはできませ
ん。預言者もいません。いつまで続くのか　私たちの中に知る者はありません。10 
神よ、敵対する者はいつまで嘲るのでしょうか。敵は永遠にあなたの名を侮るので
しょうか。11 なぜ、あなたは手を引いてしまわれるのですか。右の手は、懐に入れ
られたままです。 

12 しかし神よ、いにしえよりのわが王よ　この地のただ中で、救いの業を行われる
方よ。13 あなたは力をもって海を分け　大水の上で竜どもの頭を砕かれました。
14 あなたはレビヤタンの頭を打ち砕き　荒れ野の獣の餌食とされました。15 あな
たは、泉と川を切り開き　絶えることのない大河を涸れさせました。16 昼はあなた
のもの　夜もあなたのもの。あなたは、光る天体と太陽を備えました。17 あなたは
すべての地の境を定めました。夏と冬を造ったのもあなたです。 

18 主よ、心に留めてください　敵があなたを嘲るのを　愚かな民があなたの名を
侮るのを。19 あなたの山鳩の命を獣に渡さないでください。あなたの苦しむ者た
ちの命を　永遠に忘れないでください。20 契約を顧みてください。地の暗い場所
は暴虐の住みかになり果てています。21 虐げられた人が再び辱められることのな
いように　苦しむ人、貧しい人が　あなたの名を賛美できるようにしてください。22 
神よ、立ち上がり、ご自分のために争ってください。愚か者が日夜あなたをそしる
のを　心に留めてください。23 忘れないでください　あなたに敵対する者の声を　
あなたに立ち向かう者の絶えず起こす騒ぎを。

　


