
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>  
1/26 Service I   9:30-10:30 (Japanese)      

  Service II  11:00-12:30 (Japanese and English / Kid’s Mini Church)  
  M’s kitchen (Lunch Service) 
  Members’ Huddle 13:30-15:00 

1/31 PAWS 20:00-21:00 

<Coming Week>　 
2/2 Service I    9:30-10:30 (Japanese)      
  Communion 10:30-45 

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

2/7 PAWS 20:00-21:00 

<Next Communion>    2/2 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＞ 　 1/26 礼拝 I (日本語)　9:30-10:30 
   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） 
   メンバーズハドル　13:30-15:00 

  1/31 PAWS 20:00-21:00 
  

＜次週の集まり＞ 　 2/2 礼拝 I (日本語)　9:30-10:30 
   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 

  2/7 PAWS 20:00-21:00 

  
<次回の聖餐式> 2/2  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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January 26, 2020 (Mark 10:17-31) 
What You Cannot Gain Without Letting 
Go of Everything　                       Mari Ikeda 

A.  Letting go of self-confidence  

1. The mistake of trying to win God's approval with good deeds 
(17-20) 

2. What God desires is for us to let go of everything in order to love 
him (21-22) 

B. Letting go of wealth 

1. The sin of the wealthy (23-25) 

2. Only God can change people's hearts (26-27) 

C. Letting go of loved ones (28-31) 

Summary 

Jesus wants us to leave everything behind and follow him. Do we love 
Jesus more than we love ourselves, our wealth, and our loved ones? 

This is a question we must continue to ask ourselves throughout our 

lives. Jesus offers us eternal love, hope, and peace, which we cannot 
?nd for ourselves, ?nd in other people, or buy with money. 

For Discussion 

1. How can we let everything go for Jesus? 

2. What is the eternal life that Jesus gives us? 

17 As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his 
knees before him. “Good teacher,” he asked, “what must I do to 

inherit eternal life?” 18 “Why do you call me good?” Jesus answered. 

“No one is good—except God alone. 19 You know the commandments: 
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not 

steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor 

your father and mother.’” 20 “Teacher,” he declared, “all these I have 
kept since I was a boy.” 21 Jesus looked at him and loved him. “One 

thing you lack,” he said. “Go, sell everything you have and give to the 

poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.” 22 

At this the man’s face fell. He went away sad, because he had great 
wealth. 

23 Jesus looked around and said to his disciples, “How hard it is for 
the rich to enter the kingdom of God!” 24 The disciples were amazed 

at his words. But Jesus said again, “Children, how hard it is to enter 

the kingdom of God! 25 It is easier for a camel to go through the eye 
of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of 

God.” 26 The disciples were even more amazed, and said to each 

other, “Who then can be saved?” 27 Jesus looked at them and said, 

“With man this is impossible, but not with God; all things are possible 
with God.” 

28 Then Peter spoke up, “We have left everything to follow you!” 29 
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers 

or sisters or mother or father or children or ?elds for me and the 

gospel 30 will fail to receive a hundred times as much in this present 
age: homes, brothers, sisters, mothers, children and ?elds—along with 

persecutions—and in the age to come eternal life. 31 But many who 

are ?rst will be last, and the last ?rst.” 

　



2020/1/26 (マルコ 10:17-31) 

全てを失くさなければ手に入れられないもの　
池田真理 

A. 自分自身への自信 

1. 良い行いで神様に認められようとする間違い (17-20) 

2. 神様が求めるのは私たちが全てを捨てて神様を愛すること (21-22) 

B. 自分の財産 

1. 金持ちの罪 (23-25) 

2. 人の心を変えられるのは神様だけ (26-27) 

C. 自分の愛する人たち (28-31) 

メッセージのポイント 

イエス様は私たちに、全てを捨てて従ってくることを求めています。私たちは、自分

自身よりも、財産よりも、愛する人たちよりも、イエス様を愛しているでしょうか？一

人ひとりが自分とイエス様の関係の中で、一生を通して問い続ける必要がありま

す。イエス様は私たちに、私たちが自分の力では手に入れることができない、人間

には与えることのできない、お金では買うことのできないものを与えたいと願われ

ています。永遠になくならない愛と希望と平和です。 

話し合いのために 
1. どうしたらイエス様のために全てを捨てることができますか？ 

2. イエス様のくださる永遠の命とはなんですか？ 

17 イエスが道に出て行かれると、ある人が走り寄り、ひざまずいて尋ねた。「善い

先生、永遠の命を受け継ぐには、何をすればよいでしょうか。」18 イエスは言われ

た。「なぜ、私を『善い』と言うのか。神おひとりのほかに、善い者はだれもいない。

19 『殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え』という戒

めをあなたは知っているはずだ。」20 するとその人は、「先生、そういうことはみな、

少年の頃から守ってきました」と言った。21 イエスは彼を見つめ、慈しんで言われ

た。「あなたに欠けているものが一つある。行って持っている物を売り払い、貧しい

人々に与えなさい。そうすれば、天に宝を積むことになる。それから、私に従いなさ

い。」22 彼はこの言葉に顔を曇らせ、悩みつつ立ち去った。たくさんの財産を持っ

ていたからである。 

23 イエスは弟子たちを見回して言われた。「財産のある者が神の国に入るのは、

なんと難しいことか。」24 弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスは重ねて言

われた。「子たちよ、神の国に入るのは、なんと難しいことか。25 金持ちが神の国

に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい。」26 弟子たちはますます驚

いて、「それでは、だれが救われることができるのだろうか」と互いに言った。27 イ

エスは彼らを見つめて言われた。「人間にはできないが、神にはできる。神には何

でもできるからだ。」 

28 ペトロがイエスに、「このとおり、私たちは何もかも捨てて、あなたに従って参りま

した」と言いだした。29 イエスは言われた。「よく言っておく。私のため、また福音の

ために、家、兄弟、姉妹、母、父、子ども、畑を捨てた者は誰でも、30 今この世で、

迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を百倍受け、後の世では永遠の命を

受ける。31 しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。」

　


