
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>  
5/31 Service I Canceled      

  Service II  Canceled 

6/5 PAWS Canceled 

<Coming Week>　 
6/7 Service I Canceled      

  Service II  Canceled 

6/12 PAWS Canceled 

<Next Communion>   Not yet decided    

<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＞ 　 5/31 礼拝 I (日本語)　 お休みです 
   礼拝 II  (日本語・英語) お休みです 

  6/5 PAWS  お休みです 
  

＜次週の集まり＞ 　 6/7 礼拝 I (日本語)　 お休みです 
   礼拝 II  (日本語・英語) お休みです 

  6/12 PAWS  お休みです 
  
<次回の聖餐式> 未定 

<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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当分の間、チャペルでの礼拝集会は行いません。 
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5/31/2020 (Acts 2:1-6, 43-47; John 6:53-57, 63; John 14:15-26, 13:34-35; 1 Corinthians 12:12-27) 

Let Us Become the Body of Christ 
Through the Holy Spirit                 Mari Ikeda 

A. The church came into existence through the Holy Spirit (Acts 

2:1-6, 43-47) 

B. The church lives by eating Jesus’ Hesh (John 6:53-57, 63) 

C. The Holy Spirit allows us to see the invisible Jesus (John 14:15-26, 

13:34-35) 

D. The Holy Spirit allows us to form Jesus’ body (1 Corinthians 

12:12-27) 

Summary 

None of us can know Jesus or believe in him without the help of the Holy 

Spirit. Because of our sinful nature, we easily lose sight of the fact that Jesus 

loves us and we fail to love each other. Through the work of the Holy Spirit, let 

us remember once again that Jesus died for us. We have been gathered 

together to remember Jesus' death on our behalf, to encourage each other, and 

to share this good news with the world. As we are changed by the Holy Spirit 

and grow through our relationships with one another, let us strive to become a 

unique part of the Body of Christ.   

For Discussion  

1. What have you been taught about the church? What is the church to you? 

2. How does the Holy Spirit help us grow? 

1 When the day of Pentecost came, they were all together in one place. 2 Suddenly a sound like 
the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were 
sitting. 3 They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each 
of them. 4 All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as 
the Spirit enabled them.5 Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every 
nation under heaven. 6 When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, 
because each one heard their own language being spoken. 

43 Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the 
apostles. 44 All the believers were together and had everything in common. 45 They sold 
property and possessions to give to anyone who had need. 46 Every day they continued to meet 
together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and 
sincere hearts, 47 praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to 
their number daily those who were being saved.  

53 Jesus said to them, “Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and 
drink his blood, you have no life in you. 54 Whoever eats my flesh and drinks my blood has 
eternal life, and I will raise them up at the last day. 55 For my flesh is real food and my blood is 
real drink. 56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. 57 Just 
as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will 
live because of me. …63 The Spirit gives life; the flesh counts for nothing. The words I have 
spoken to you—they are full of the Spirit and life.  

15 “If you love me, keep my commands. 16 And I will ask the Father, and he will give you 
another advocate to help you and be with you forever— 17 the Spirit of truth. The world cannot 
accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you 
and will be in you. 18 I will not leave you as orphans; I will come to you. 19 Before long, the 
world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. 20 On 
that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. …25 “All 
this I have spoken while still with you. 26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father 
will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to 
you. 

34 “A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one 
another. 35 By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”  

12 Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is 
with Christ. 13 For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or 
Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink. 14 Even so the body is not 
made up of one part but of many. 15 Now if the foot should say, “Because I am not a hand, I do 

not belong to the body,” it would not for that reason stop being part of the body. 16 And if the 
ear should say, “Because I am not an eye, I do not belong to the body,” it would not for that 

reason stop being part of the body. …27 Now you are the body of Christ, and each one of you 
is a part of it.  

　



2020/5/31 （使徒2:1-6,43-47; ヨハネ6:53-57,63; ヨハネ14:15-26, 13:34-35;  エフェソ4:1-16） 

聖霊様によってキリストの体になろう　池田真理 

A. 聖霊様によって教会は誕生した (使徒2:1-6, 43-47） 

B. 教会はイエス様の体を食べて生きる (ヨハネ6:53-57, 63) 

C. 聖霊様によって見えないイエス様を見る (ヨハネ14:15-26, 
13:34-35) 

D. 聖霊様によってイエス様の体になる (１コリント12:12-27) 

メッセージのポイント 

私たちは誰も、聖霊様の助けなしには、イエス様のことを知ることも信じることもできません。
イエス様に愛されていることも、互いに愛し合うことも、私たちはすぐに自分の罪の性質によ
って分からなくなってしまいます。聖霊様によって、もう一度、イエス様が私たちのために死な
れたことを思い起こしましょう。そのことを互いに思い起こし合い、励まし合い、一緒に世界
に伝えるために、私たちは集められました。聖霊様によって自分を変えていただき、互いの関
係を成長させられ、世界に一つだけのキリストの体の一部になりましょう。 

話し合いのために 
1. 教会とは何だと教えられていますか？また、あなたにとって教会とは何ですか？ 
2. 聖霊様はどのように私たちを成長させてくださいますか？ 

1 五旬祭の日が来て、皆が同じ場所に集まっていると、2 突然、激しい風が吹いて来るよう
な音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。3 そして、炎のような舌が分かれ分
かれに現れ、一人一人の上にとどまった。4 すると、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるま
まに、他国の言葉で話しだした。5 さて、エルサレムには天下のあらゆる国出身の信仰のあ
つい人々が住んでいたが、6 この物音に大勢の人が集まって来た。そして、誰もが、自分の
故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけにとられた。 

43 すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な業としるしが行われてい
たのである。44 信者たちは皆一つになって、すべての物を共有にし、45 財産や持ち物を売
っては、必要に応じて、皆がそれを分け合った。46 そして、毎日ひたすら心を一つにして神
殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心をもって食事を共にし、47 神を賛美していたの
で、民衆全体から好意を寄せられた。こうして、主は救われる人々を日々仲間に加えてくだ
さったのである。 

53 イエスは言われた。「よくよく言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あ
なたがたの内に命はない。54 私の肉を食べ、私の血を飲む者は、永遠の命を得、私はその
人を終わりの日に復活させる。55 私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だか
らである。56 私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私の内にとどまり、私もまたその人の内に
とどまる。57 生ける父が私をお遣わしになり、私が父によって生きるように、私を食べる者も
私によって生きる。…63 命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた
がたに話した言葉は霊であり、命である。 

15 「あなたがたが私を愛しているならば、私の戒めを守るはずである。16 私は父にお願い
しよう。父はもうひとりの弁護者を遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるようにしてくだ
さる。17 この方は、真理の霊である。世は、この霊を見ようとも知ろうともしないので、それ
を受けることができない。しかし、あなたがたは、この霊を知っている。この霊があなたがたの
もとにおり、これからも、あなたがたの内にいるからである。18 私は、あなたがたをみなしご
にはしておかない。あなたがたのところに戻って来る。19 しばらくすると、世はもう私を見な
くなるが、あなたがたは私を見る。私が生きているので、あなたがたも生きることになる。20 
かの日には、私が父の内におり、あなたがたが私の内におり、私があなたがたの内にいるこ
とが、あなたがたに分かる。…25 私は、あなたがたのもとにいる間、これらのことを話した。
26 しかし、弁護者、すなわち、父が私の名によってお遣わしになる聖霊が、あなたがたにす
べてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。 

34 あなたがたに新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなたがたを愛したよう
に、あなたがたも互いに愛し合いなさい。35 互いに愛し合うならば、それによってあなたが
たが私の弟子であることを、皆が知るであろう。 

12 体は一つでも、多くの部分から成り、体のすべての部分は多くても、体は一つであるよう
に、キリストの場合も同様です。13 なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も、奴隷も
自由人も、一つの霊によって一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもら
ったからです。14 実際、体は一つの部分ではなく、多くの部分から成っています。15 足が、
「私は手ではないから、体の一部ではない」と言ったところで、体の一部でなくなるでしょう
か。16 耳が、「私は目ではないから、体の一部ではない」と言ったところで、体の一部でなく
なるでしょうか。…27 あなたがたはキリストの体であり、一人一人はその部分です。

　


