
If you want to become a COVENANT MEMBER 2020, 
Please mark your calendars and join the First Huddle  

on January 26th 13:30-15:00  

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>  
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)  

<Coming Week>　 
1/12 Service I     9:30-10:30 (Japanese)      

  Communion 10:30- 

  Service II   11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  

1/17 PAWS  20:00-21:00 

<Next Communion>     1/12 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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2020年（も）カヴェナントメンバーになりたい方は、 
ぜひ1月26日 13:30-15:00 に開かれる第一回ハドルにご参加ください 

（どうしても都合がつかない方は牧師にご相談ください） 

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＞ 　 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 
  

＜次週の集まり＞ 　 1/12 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 

  1/17 PAWS 20:00-21:00 

＜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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January 5, 2020 (2 Timothy 1:3-14) 
The Good that is Entrusted to Us　Mari Ikeda 

A. The joy of inheriting faith (3-5) 

B. What it means to inherit faith 

1. Fan the flame of the Holy Spirit (6-7) 

2. Join in suffering (8) 

3. Remember that we are part of God's plan (9-10) 

4. Proclaim our trust in Jesus (11-12) 

5. Guard what has been entrusted to us with the help of the Holy Spirit    
                                                                                                    (13-14) 

Summary 
We have been given the joy of loving Jesus and loving each other. This 
privilege is not something we earned but something we are given by the 
grace of God. God's grace doesn't change even when our suffering and 
the suffering of our loved ones makes it difficult to be joyful. In order to 
share in each other's suffering and to hold on to God's grace even in 
the midst of suffering, we need to rely on the Holy Spirit. With the help 
of the Holy Spirit, let us fan the flame of love for Jesus and our love for 
one another.  

For Discussion 
1. What does it mean for you to inherit the faith? How does that impact 
how you live? 
2. What specifically does it mean to rely on the Holy Spirit to fan the 
flame of faith? 
  

3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear 
conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. 
4 Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. 
5 I am reminded of your sincere faith, which first lived in your 
grandmother Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded, now 
lives in you also. 

6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is 
in you through the laying on of my hands. 7 For the Spirit God gave us 
does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.  

8 So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me his 
prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel, by the power 
of God.  

9 He has saved us and called us to a holy life—not because of anything 
we have done but because of his own purpose and grace. This grace 
was given us in Christ Jesus before the beginning of time, 10 but it has 
now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, 
who has destroyed death and has brought life and immortality to light 
through the gospel.  

11 And of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a 
teacher. 12 That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for 
shame, because I know whom I have believed, and am convinced that 
he is able to guard what I have entrusted to him until that day. 

13 What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, 
with faith and love in Christ Jesus. 14 Guard the good deposit that was 
entrusted to you—guard it with the help of the Holy Spirit who lives in 
us. 

　



2020/1/5 (２テモテ 1:3-14) 

私たちに委ねられている良いもの　池田真理                                    

A. 信仰を引き継ぐ喜び (3-5) 
 
 

 

B. 信仰を引き継ぐとは 
 
1. 聖霊の力を燃え立たせる (6-7) 
 
 
 
 
 
 
2. 苦しみを共にする (8) 
 
 
 
 
 
 
3. 神様の計画に参加していることを思い起こす (9-10) 
 
 
 
 
 
 
4. イエス様への信頼を言い表す (11-12) 
 
 
 
 
 
 
5. 委ねられたものを聖霊によって守る (13-14) 
 
 
 

メッセージのポイント 

私たちには、イエス様を愛し互いに愛し合う喜びが与えられています。それは私た
ちが自分の力で手に入れたのではなく、神様の恵みです。自分自身の困難や愛す
る人たちの苦しみによって喜べない時も、私たちに委ねられているその恵みは変わ
りません。どんな時でも互いの苦しみを共にし、神様の恵みを忘れないためには、
聖霊様に頼るしかありません。聖霊様によって、イエス様を愛し互いに愛し合う喜
びを燃え立たせましょう。 

話し合いのために 
1) あなたにとって信仰を引き継ぐとは、どのような生き方をすることを指します
か？ 
2) 聖霊様に頼って信仰を燃え立たせるとは、具体的にどうすればいいですか？ 

3 私は、夜も昼も祈りの中で絶えずあなたのことを思い起こし、清い良心をもって

先祖以来仕えている神に感謝しています。4 私は、あなたの涙を忘れられず、あな

たに会って、喜びに満たされたいと願っています。5 また、あなたが抱いている偽り

のない信仰を思い起こしています。その信仰は、まずあなたの祖母ロイスと母エウ

ニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると、私は確信しています。 

6 こういうわけで、私はあなたに注意したいのです。私が手を置いたことによって

あなたに与えられた神の賜物を、再び燃え立たせなさい。7 神が私たちに与えてく

ださったのは、臆病の霊ではなく、力と愛と思慮の霊だからです。 

8 ですから、私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはなり

ません。むしろ、神の力に支えられて、福音のために、苦しみ共にしてください。 

9 神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行

いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは、永遠の昔に

キリスト・イエスにあって私たちに与えられ、10 今や、私たちの救い主キリスト・イ

エスが現れたことで明らかにされたものです。キリストは死を無力にし、福音によっ

て命と不死とを明らかに示してくださいました。 

11 この福音のために、私は宣教者、使徒、教師に任命されました。12 そのため

に、私はこのような苦しみを受けているのですが、それを恥じていません。私は自

分が信じてきた方を知っており、私に委ねられたものを、その方がかの日まで守る

ことがおできになると確信しているからです。 

13 キリスト・イエスにある信仰と愛をもって、私から聞いた健全な言葉を手本とし

なさい。14 あなたに委ねられた良いものを、私たちの内に宿っている聖霊によって

守りなさい。

　


