
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.  

★ Church B.B.Q. 10/14 at Mochi-Benten campground Please sign up! ★ 

<This Week>  
9/29 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

10/4 PAWS   20:00-21:00 

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

10/11 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。　　 

　　 
★ 川辺でバーベキュー 10/14　参加申し込み書に記名してください！ ★

＜今週の集まり＞ 　 9/29 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  

  10/4 PAWS 20:00-21:00 
  
＜次週の集まり＞ 　 10/6 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  

  10/11 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意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	

			2019/9/29	Vol.26	No.39	

Photo	by Viviana	Rishe on Unsplash	

　



September 29, 2019 (Jeremiah 17:5-8, John 4:6b-15, 19-24) 
Like a tree planted by the water  Andy Nagahara 

A. Choosing one of two ways to live 

1. Relying on something other than the Lord  (5,6) 

2. Relying on the Lord (7,8) 

B. Those who trust in the Lord... 

1. ...are nourished, healed, grow and produce fruit (John 4:6b-15) 

2. ...walk with the Lord throughout life (John 4:19-24) 

Summary 
In general, there are only two ways to live. We can live by relying on our own 
strength or we can choose to rely on the Lord. The results of this choice are starkly 
different. If we trust in the Lord, our hearts are nourished and healed. We 
experience growth and produce good fruit as we walk with the Lord through 
eternity.  

For Discussion 
1. What kind of life does a "tree planted by the water" symbolize? 
2. What is "water welling up to eternal life?"  

5 This is what the LORD says: "Cursed is the one who trusts in man, who depends 
on flesh for his strength and whose heart turns away from the LORD. 6 He will be 
like a bush in the wastelands; he will not see prosperity when it comes. He will 
dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives.  

7 "But blessed is the man who trusts in the LORD, whose confidence is in him. 8 
He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It 
does not fear when heat comes; its leaves are always green. It has no worries in a 
year of drought and never fails to bear fruit." 

Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the sixth 
hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you 
give me a drink?" (His disciples had gone into the town to buy food.) The 
Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How 
can you ask me for a drink?" (For Jews do not associate with Samaritans. )  Jesus 
answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, 
you would have asked him and he would have given you living water."  "Sir," the 
woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you 
get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well 
and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?" Jesus 
answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever 
drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will 
become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to 
him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming 
here to draw water.” (John 4:6b-15) 

"Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our fathers worshiped on 
this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in 
Jerusalem." Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will 
worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans 
worship what you do not know; we worship what we do know, for salvation is from 
the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will 
worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father 
seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth.” (John 
19-24) 

　



2019/9/29 (エレミヤ書 17:5-8, ヨハネによる福音書4:6b-15, 19-24)  

⽔のほとりに植えられた⽊のように 永原アンディ                                    

A. ⽣き⽅は⼆つに⼀つ 
1. 主以外のものに頼って⽣きる (5,6) 

2. 主に信頼して⽣きる (7,8) 

B. 主に信頼する⼈は 
1. 主がくださる栄養で癒され、成⻑し、実を結ぶ (ヨハネ 4:6b-15) 

2. 主と共に⽣き続ける (ヨハネ 4:19-24) 

メッセージのポイント 
人の生き方は二種類に集約できます。自分の力に頼って生きるか、主に信頼して
生きるかの二つです。そしてその選択の結果は正反対です。主に信頼して生きる
なら、主が豊かに与えてくださる心の栄養で、癒され、成長し、実を結び、主と共
に永遠を生きます。 

話し合いのために 
1)  水のほとりに植えられた木とはどのような人生を象徴していますか？ 
2)  永遠の命に至る水とはどのようなものでしょう？ 

5 主はこう言われる。呪われよ、人間を頼みとし　肉なる者を自分の腕として　その
心が主から離れる人は。6 彼は荒れ地のねずの木のようになり　幸いが来ても見
ず　荒れ野の乾いた地　人の住まない塩の地に住む 

7 祝福されよ、主に信頼する人は。主がその人のよりどころとなられる。8 彼は水
のほとりに植えられた木のようになり　川の流れにその根を張り　暑さが来ても恐れ
ず。その葉は茂っている。旱魃の年も恐れず　絶えず実を結ぶ。 

イエスは旅に疲れて、そのまま井戸のそばに座っておられた。正午ごろのことであ
る。サマリアの女が水をくみに来た。イエスは、「水を飲ませてください」と言われ
た。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。すると、サマリアの女は、「ユ
ダヤ人のあなたがサマリアの女の私に、どうして水を飲ませてほしいと頼むのです
か」と言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しなかったからである。イエスは答え
て言われた。「もしあなたが、神の賜物を知っており、また、『水をください』と言っ
たのが誰であるか知っていたならば、あなたのほうから願い出て、その人から生け
る水をもらったことであろう。」女は言った。「主よ、あなたは汲む物をお持ちでない
し、井戸は深いのです。どこからその生ける水を手にお入れになるのですか。あな
たは、私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、
彼自身も、その子どもや家畜も、この井戸から飲んだのです。」イエスは答えて言
われた。「この水を飲む者はだれでもまた渇く。しかし、私が与える水を飲む者は
決して渇かない。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水が湧
き出る。」女は言った。「主よ、渇くことがないように、また、ここに汲みに来なくても 
いいように、その水をください。」(ヨハネ4b-15) 

女は言った。「主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山
で礼拝しましたが、あなたがたは、礼拝すべき場所はエルサレムにあると言ってい
ます。」イエスは言われた。「女よ、私を信じなさい。あなたがたが、この山でもエル
サレムでもない所で、父を礼拝する時が来る。あなたがたは知らないものを礼拝し
ているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るから
だ。しかし、まことの礼拝をする者たちが、霊と真実をもって父を礼拝する時が来
る。今がその時である。父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は
霊である。だから、神を礼拝する者は、霊と真実をもって礼拝しなければならな
い。」(ヨハネ19-24)

　


