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

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

2/１４ PAWS 20:00-21:00 

<Coming Week>　 
2/16 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) 
  Sunday Paws 13:30-14:30 

2/21 PAWS 20:00-21:00 

<Next Communion>    3/1 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＞ 　 2/9 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 

  2/14 PAWS 20:00-21:00 

  
＜次週の集まり＞ 　 2/16 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（ランチサーヴィス） 

   サンデーPAWS　　13:30-14:30 

  2/21 PAWS 20:00-21:00 

  
<次回の聖餐式> 3/1  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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February 9, 2020 (Mark 10:32-45) 

The Road Where Jesus Leads　                
Mari Ikeda 

A. Jesus leads the way (32-34) 

B. The mistake of following Jesus hoping for something in 
return 

  1. Friends become enemies (35-41) 

     

  2. Following Jesus means making sacrifices (42-45) 

C. Living as Jesus says, not as the world says 

Summary 

Sometimes we *nd ourselves following Jesus hoping for something in 
return. In doing so, we compete with other followers of Jesus. The 

road where Jesus leads is marked by self-sacri*ce and suffering. This 

is the only way to *nd true love, end strife, and bring God's kingdom 
into the world. 

For Discussion 

1. Why do you choose to follow Jesus? 

2. What, speci*cally, does it mean for you to live a life of self-

sacri*ce? 

32 They were on their way up to Jerusalem, with Jesus leading the 

way, and the disciples were astonished, while those who followed 
were afraid. Again he took the Twelve aside and told them what was 

going to happen to him. 33 “We are going up to Jerusalem,” he said, 

“and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the 
teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him 

over to the Gentiles, 34 who will mock him and spit on him, Log him 

and kill him. Three days later he will rise.” 

35 Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. 

“Teacher,” they said, “we want you to do for us whatever we ask. 36 

“What do you want me to do for you?” he asked. 37 They replied, “Let 
one of us sit at your right and the other at your left in your glory.” 38 

“You don’t know what you are asking,” Jesus said. “Can you drink the 

cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with?” 39 
“We can,” they answered. Jesus said to them, “You will drink the cup I 

drink and be baptized with the baptism I am baptized with, 40 but to 

sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to 

those for whom they have been prepared.” 41 When the ten heard 
about this, they became indignant with James and John.  

42 Jesus called them together and said, “You know that those who are 
regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high 

of*cials exercise authority over them. 43 Not so with you. Instead, 

whoever wants to become great among you must be your servant, 44 
and whoever wants to be *rst must be slave of all. 45 For even the 

Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life 

as a ransom for many.” 

　



2020/2/9 (マルコ 10:32-45) 

イエス様が先頭を立って行かれる道　   
池田真理 

A. イエス様が先頭を立って行かれる (32-34) 

B. 報いを期待してイエス様に従う間違い 

1. 仲間が敵になる (35-41) 

2. イエス様に従うことは自分を犠牲にして生きること (42-45) 

C. この世界のやり方ではなく、イエス様のやり方で生きる 

メッセージのポイント 

私たちは、イエス様に従うことで何か見返りをもらえると勘違いしていることがあり

ます。そうすると、イエス様を信じる仲間すら、競争相手になってしまいます。イエス

様が先導する道は、自分を犠牲にする苦しみを伴う道です。でも、その道だけが本

当の愛に通じる道であり、私たちが互いに争うのをやめて、この世界に神様の国を

もたらす方法です。 

話し合いのために 
1. あなたはなぜイエス様に従っていますか？ 

2. あなたにとって自分を犠牲にして生きるとは、具体的にどういうことですか？ 

32 さて、一行はエルサレムへ上る途中にあった。イエスが先頭を立って行かれる

ので、弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び十二人を呼び寄せて、

自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。33 「今、私たちはエルサレ

ムへ上って行く。人の子は、祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死

刑を宣告して、異邦人に引き渡す。34 異邦人は人の子を嘲り、唾をかけ、鞭打ち、

殺す。そして、人の子は三日後に復活する。」 

35 ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出て、イエスに言った。「先生、お願いする

ことをかなえていただきたいのですが。」36 イエスが、「何をしてほしいのか」と言

われると、37 二人は言った。「栄光をお受けになるとき、私どもの一人を先生の右

に、もう一人を左に座らせてください。」38 イエスは言われた。「あなたがたは、自

分が何を願っているか、分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける

洗礼を受けることができるか。」39 彼らが、「できます」と言うと、イエスは言われ

た。「確かに、あなたがたは、私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることにな

る。40 しかし、私の右や左に座ることは、私の決めることではない。定められた

人々に許されるのだ。」41 ほかの十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのこと

で腹を立て始めた。 

42 そこで、イエスは一同を呼び寄せて言われた。「あなたがたも知っているよう

に、諸民族の支配者と見なされている人々がその上に君臨し、また、偉い人たちが

権力を振るっている。43 しかし、あなたがたの間では、そうではない。あなたがた

の中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、44 あなたがたの中で、頭になりた

い者は、すべての人の僕になりなさい。45 人の子は、仕えられるためではなく仕え

るために、また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのである。」

　


