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

<Coming Week>　 
1/5 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30- 
  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

<Next Communion>     1/5 10:30  
<Next PAWS>  1/17 20:00    

<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＞ 　 12/29 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  
  

＜次週の集まり＞ 　 1/5 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 
   

＜次回の聖餐式＞ 1/5　　 10:30   
<次回のPAWS> 1/17  20:00 

<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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December 29, 2019 (Matthew 11:28-30, Hebrews 11:1, 8-10, 13-16) 
Let's Journey on Toward God's House　Mari Ikeda 

A. The place where we need to return (Matthew 11:28-30) 

B. Let's journey on (Hebrews 11) 

1. Believing and hoping in what we cannot see (1) 

2. God calls us on a journey without revealing the destination (8) 

3. Living as sojourners (9-10) 
 

C. God's house here and now (Hebrews 11:13-16) 

Summary 
In order to find true rest, we need to return to Jesus' arms. At the same time, our 
goal is to see the love of Jesus revealed in this world. In this world, we are limited 
in our ability to reveal the love of Jesus and to love one another well. Sometimes 
we can feel like this is an impossible task. Despite our limitations, God has called 
us into this world to reveal his love. Let us trust God's call on our lives, journeying 
on to proclaim his love and relying on him to use us even in our weakness. 

For Discussion 
1) What does it mean that God calls us to a journey without revealing the 
destination? 
2) Looking back on this past year, describe an experience of being in God's house 
(kingdom).  
  

(Matthew 11:28-30) 
28 Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, 
and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is 
light. 

(Hebrews 11) 
1 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not 
see. 

8 By faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his 
inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. 

9 By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign 
country; he lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the 
same promise. 10 For he was looking forward to the city with foundations, whose 
architect and builder is God.  

13 All these people were still living by faith when they died. They did not receive 
the things promised; they only saw them and welcomed them from a distance, 
admitting that they were foreigners and strangers on earth. 14 People who say such 
things show that they are looking for a country of their own. 15 If they had been 
thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. 16 
Instead, they were longing for a better country―a heavenly one. Therefore God is 
not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. 

　



2019/12/29 (マタイ 11:28-30, ヘブライ 11:1; 8-10; 13-16) 

神様の家を求めて旅を続けよう 池⽥真理                                    

A. 私たちの帰るべき場所 (マタイ 11:28-30) 

 

B. 旅を続けよう (ヘブライ11章) 

1. 見えないものを信じて期待して (1) 

 

 

 

 

 

2. 神様は行き先を知らせずに私たちを旅に呼び出す (8) 

 

 

 

 

 

3. 仮住まいを続ける (9-10) 

 

 

 

 

C. 今ここにある神様の家 (ヘブライ 11:13-16) 

メッセージのポイント 

私たちが休むために帰るべき場所はイエス様の腕の中です。同時に、私たちが
目指している場所はイエス様の愛が実現するところです。目に見えるこの世界の
中で、どうやってイエス様の愛を実現するのか、どうやって他の人と愛し合うことが
できるのか、それぞれにできることは限られており、実現不可能と思われることもあ
ります。それでも、神様は私たちをその目的のためにこの世界に置かれていま
す。神様の呼びかけを信頼して、できないことは神様に委ねて、自分の周りから神
様の愛が実現するように、それぞれの歩みを続けましょう。 

話し合いのために 

1) 神様が行き先を知らせずに私たちを旅に呼び出すとはどういうことですか？ 
2) 今年一年を振り返って、神様の家（国）を感じた経験を教えてください。 

 (マタイ 11:28-30) 
28 すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなたがたを休
ませてあげよう。29 私は柔和で心のへりくだった者だから、私の軛を負い、私に学
びなさい。そうすれば、あなたがたの魂に安らぎが得られる。30 私の軛は負いや
すく、私の荷は軽いからである。 

 (ヘブライ11章) 
1 信仰とは、望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するものです。 

8 信仰によって、アブラハムは、自分が受け継ぐことになる土地に出て行くように
召されたとき、これに従い、行く先を知らずに出て行きました。 
9 信仰によって、アブラハムは、他国人として約束の地に寄留し、同じ約束を共に
受け継ぐイサク、ヤコブと共に幕屋に住みました。10 アブラハムは、堅固な土台の
上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し、建設されたの
は、神です。 

13 この人たちは皆、信仰を抱いて死にました。約束のものは手にしませんでした
が、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、滞
在者であることを告白したのです。14 彼らはこのように言うことで、自分の故郷を
求めていることを表明しているのです。15 もし出て来た故郷のことを思っていたの
なら、帰る機会はあったでしょう。16 ところが実際は、彼らはさらにまさった故郷、
すなわち天の故郷にあこがれていたのです。だから、神は彼らの神と呼ばれること
を恥となさいません。事実、神は、彼らのために都を用意しておられたのです。

　


