
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>  
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 

<Coming Week> 
10/13 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30-45 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

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

10/18 PAWS   20:00-21:00 

<Next Communion>     10/13  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＞ 　 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 
  

＜次週の集まり＞ 　 10/13 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  
   
  10/14  ★バーベキュー★     参加申込書に記名してください！ 

  10/18 PAWS 20:00-21:00  

＜次回の聖餐式＞ 10/13　　 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。 
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October 6, 2019 (Mark 9:14-29) 
Confession of Unfaith  Mari Ikeda 

A. The reality of the world contrasting to the mountaintop: 
hostility, disappointment, suffering (14-19) 

B. Jesus’ intervention 

1. He wants us to confess our suffering (20-22) 

2. He wants us to confess our unbelief (23-24) 

3. He raises us from dead (25-27) 

C. To seek His help in our unbelief is the true prayer and the 
faith (28-29) 

Summary 
The faith to believe in Jesus is not to keep our state always full of hope. There are 
times when we get distressed at the reality and even lose hope in Jesus. What Jesus 
wants us is not to discard all the unbelief we may have, but instead is to still seek 
His help in the midst of the unbelief. “True faith is always aware how small and 
inadequate it is.” That is also the way a true prayer should be.  

For Discussion 
Share with others your experience that you asked (or are asking) Jesus’ help like 
this father did. 

14 When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and 
the teachers of the law arguing with them. 15 As soon as all the people saw Jesus, 
they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. 16 “What are you 
arguing with them about?” he asked. 17 A man in the crowd answered, “Teacher, I 
brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of 
speech. 18 Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the 
mouth, gnashes his teeth and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the 
spirit, but they could not.” 19 “You unbelieving generation,” Jesus replied, “how 
long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me.” 

20 So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy 
into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth.
21 Jesus asked the boy’s father, “How long has he been like this?” “From 
childhood,” he answered. 22 “It has often thrown him into fire or water to kill him. 
But if you can do anything, take pity on us and help us.” 23 “‘If you can’?” said 
Jesus. “Everything is possible for one who believes.” 24 Immediately the boy’s 
father exclaimed, “I do believe; help me overcome my unbelief!” 

25 When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure 
spirit. “You deaf and mute spirit,” he said, “I command you, come out of him and 
never enter him again.” 26 The spirit shrieked, convulsed him violently and came 
out. The boy looked so much like a corpse that many said, “He’s dead.” 27 But 
Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. 

28 After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, “Why couldn’t 
we drive it out?” 29 He replied, “This kind can come out only by prayer.” 

　



2019/10/6 (マルコ 9:14-29)  

不信仰の告⽩ 池⽥真理                                    

A. ⼭上とは対照的な現実：敵意・失望・苦悩 (14-19) 

B. イエス様の介⼊ 
1. 苦しみの告⽩を促す (20-22) 

2. 不信仰の告⽩を求める (23-24) 

3. 死から⽴ち上がらせてくださる (25-27) 

C. 不信仰の中で助けを求めることが真実な祈りであり信仰 
(28-29) 

メッセージのポイント 
イエス様を信じる信仰とは、いつでも希望にあふれている状態を保つことではあり
ません。私たちは時に現実に苦悩し、イエス様に希望を置くこともできなくなってし
まいます。イエス様は私たちがその疑いを全て捨て去ることを求めているのではな
く、その疑いを持ったままでもイエス様に助けを求めることです。「真実の信仰は、
それがどれほど小さく不十分であるかを、常に知っている。」それが本当の祈りの
あり方でもあります。 

話し合いのために 
この父親のようにイエス様に助けを求めた（求めている）経験をシェアしてくださ
い。 

14 一同がほかの弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれ
て、律法学者たちと議論していた。15 群衆は皆、イエスを見つけて非常に驚き、
駆け寄って来て挨拶した。16 イエスが、「何を議論しているのか」とお尋ねになる
と、17 群衆の一人が答えた。「先生、息子をおそばに連れて参りました。この子は
霊に取りつかれて、ものが言えません。18 霊がこの子を襲うと、所構わず引き倒
すのです。すると、この子は泡を吹き、歯ぎしりをして体をこわばらせてしまいま
す。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでし
た。」19 イエスはお答えになった。「なんと不信仰な時代なのか。いつまで私はあ
なたがたと共にいられようか。いつまで、あなたがたに我慢しなければならないの
か。その子を私のところに連れて来なさい。」 

20 人々はその子をイエスのところに連れて来た。霊は、イエスを見ると、すぐにそ
の子に痙攣を起こさせた。その子は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。21 
イエスは父親に、「いつころからこうなったのか」とお尋ねになった。父親は言っ
た。「幼い時からです。22 霊は息子を滅ぼそうとして、何度も息子を火の中や水
の中に投げ込みました。もしできますなら、私どもを憐れんでお助けください。」23 
イエスは言われた。「『もしできるなら』と言うのか。信じる者には何でもできる。」24 
その子の父親はすぐに叫んだ。「信じます。信仰のない私をお助けください。」 

25 イエスは、群衆が走り寄って来るのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。「もの
を言わせず、耳も聞こえさせない霊、私の命令だ。この子から出て行け。二度と入
ってくるな。」26 すると、霊は叫び声をあげ、ひどく痙攣を起こさせて出て行った。
その子は死人のようになったので、多くの者が、「死んでしまった」と言った。27 し
かし、イエスが手を取って起こされると、立ち上がった。 

28 イエスが家に入られると、弟子たちはひそかに、「なぜ、私たちはあの霊を追い
出せなかったのでしょうか」と尋ねた。29 イエスは、「この種のものは、祈りによらな
ければ追い出すことはできないのだ」と言われた。

　


