
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>  
6/7 Service I Canceled      

  Service II  Canceled 

6/12 PAWS Canceled 

<Coming Week>　 
6/7 Service I Canceled      

  Service II  Canceled 

6/19 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＞ 　 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 
  

＜次週の集まり＞ 　 6/14 礼拝 I (日本語)　 お休みです 
   礼拝 II  (日本語・英語) お休みです 

  6/19 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。 
 

　



6/7/2020 (psalm 81) 

Hear, O My People!             Andy Nagahara 

A. The decree of the LORD (1-7) 

1) Celebrate the life of God and his people (1-6) 

  

2) Listen to the LORD's prophecy and live accordingly (7-15) 

B. The joy of living in the presence of the LORD (16, 17) 

Summary 

When God came into the world as Jesus, a human being, the concept 

of "God's people" changed dramatically. It became something that 

surpassed racial, religious, or any other superLcial boundaries, having 

more to do with the hearts of all people created by God. 

Consequently, what is being asked of us today is not to become 

Lxated on following God's commands given to the people of Israel in a 

literal way, but to understand God's commands through the lens of the 

Gospel of Jesus and to walk with Jesus, following his instructions. 

For Discussion  

1. What is the most important thing God commands us to do? 

2. To whom is God referring when he says, "My people"? 

0 For the director of music. According to <gittith.> Of Asaph. 
1 Sing for joy to God our strength; shout aloud to the God of Jacob! 
2 Begin the music, strike the tambourine, play the melodious harp and 
lyre. 
3 Sound the ram's horn at the New Moon, and when the moon is full, 
on the day of our Feast; 
4 this is a decree for Israel, an ordinance of the God of Jacob. 
5 He established it as a statute for Joseph when he went out against 
Egypt, where we heard a language we did not understand. 
6 He says, "I removed the burden from their shoulders; their hands 
were set free from the basket. 
7 In your distress you called and I rescued you, I answered you out of 
a thundercloud; I tested you at the waters of Meribah. <Selah> 
8 "Hear, O my people, and I will warn you-- if you would but listen to 
me, O Israel! 
9 You shall have no foreign god among you; you shall not bow down to 
an alien god. 
10 I am the LORD your God, who brought you up out of Egypt. Open 
wide your mouth and I will Lll it. 
11 "But my people would not listen to me; Israel would not submit to 
me. 
12 So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own 
devices. 
13 "If my people would but listen to me, if Israel would follow my 
ways, 
14 how quickly would I subdue their enemies and turn my hand 
against their foes! 
15 Those who hate the LORD would cringe before him, and their 
punishment would last forever. 
16 But you would be fed with the Lnest of wheat; with honey from the 
rock I would satisfy you."  

　



2020/6/7 （詩編８１） 

わが民よ、聞け！　　　　　　　　　　永原アンディ 

A. 主の命令 (1-7) 

 
　　1)私と私の民と共に生きる人生を祝おう (1-6) 

　　2)主の預言に聞き従おう (7-15) 

B. 主と共に生きる幸い (16,17) 

メッセージのポイント 

神様が、一人の人イエスとしてこの世界にこられて、「神の民」の概念は大きく変

化しました。それは、人種的、宗教的な目に見える概念から、創造されたすべての

人間の心の概念への変化です。ですから、私たちに求められているのは、神がイス

ラエルに命じられたことを形式的に守ることではなく、神様の命令を「イエスの福

音」というフィルターを通して理解し、イエスと共に、イエスの言葉に従って生きる

ことなのです。 

話し合いのために 

1. 神様が私たちに命じられおられる一番大切なことは何でしょう？ 

2. 神様は誰に向かって「わが民よ」と呼びかけておられるのでしょう？ 

1 指揮者によって。ギティトに合わせて。アサフの詩。 

2 我らの力である神に喜び歌え。ヤコブの神に喜びの声を上げよ。 

3 歌声も高らかに、タンバリンを打ち鳴らせ　琴と竪琴の麗しい音色に合わせて。 

4 角笛を吹き鳴らせ、新月に、満月に、我らの祭りの日のために。 

5 まことに、これはイスラエルの掟　ヤコブの神の法 

6 神がエジプトの地を押さえつけて出で立ったとき　ヨセフに授けた定め。 

　　私は、いまだ耳にしたことのない言葉を聞いた。 

7 「私は彼の肩の重荷を除き　彼の手を籠から外した。 

8 あなたが苦難の中で叫ぶと　私はあなたを助け出した。　 

　　雷雲の隠れ場からあなたに答え 

　　メリバの水のほとりであなたを試みた。〔セラ 

9 わが民よ、聞け、あなたに命じる。イスラエルよ、わたしに聞き従うように。 

10 あなたのうちに他の神があってはならない。　異教の神にひれ伏してはならな

い。 

11 私は主。あなたの神　エジプトの地からあなたを上らせた者。口を大きく開け

よ、私はそれを満たそう。 

12 しかし、わが民はわが声に聞き従わず　イスラエルは私を求めなかった。 

13 私は彼らをそのかたくなな心に任せ　彼らは思いのままに歩んだ。 

14 もし、わが民が私に聞き従い　わが道をイスラエルが歩むならば 

15 たちまちその敵を屈服させ　彼らを苦しめる者に向かって手を上げよう。」 

16 主を憎む者が主に屈し　その災いの時はとしえにに続くがよい。 

17 「私は最上の小麦で民を養い　岩から出る蜜であなたを満たそう。」

　


