
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>  
6/21 Service I Canceled      

  Service II  Canceled　 

6/26 PAWS Canceled 

  

<Coming Week>　 
6/28 Service I Canceled      

  Service II  Canceled 

7/3 Friday Service  20:00-21:00  

  　 

   

<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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We will restart the services at Machida Campus from July 
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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＞ 　 6/21 礼拝 I (日本語)　 お休みです 
   礼拝 II  (日本語・英語) お休みです 

  6/26 PAWS　  お休みです 
  

＜次週の集まり＞ 　 6/28 礼拝 I (日本語)　 お休みです 
   礼拝 II  (日本語・英語) お休みです 

  7/3 礼拝　20:00-21:00 
  

<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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7月からチャペルでの礼拝を再開します 
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6/21/2020 

Your Church Post-Coronavirus      
                                                                                Andy Nagahara 

A. Your Church before coronavirus 

1) Did we take our blessings for granted? 
 (1Corinthians 1:10, 27-29) 

2) Do we lose focus when we take our blessings for granted?  
      (Matthew14:25-31) 

B. Your Church during coronavirus 

1) Identifying temples that need to be destroyed (Mark 13:1-2) 

2) Changes in our relationship with God (Acts 8:1b,11:19-21) 

C. Your Church after coronavirus 

1) Our essence hasn't changed (Romans12:1-2) 

2) Things that need to change in order to keep our essence the  
     same (1Corinthians 9:19-23) 

Summary 

Over the last 5 months, our lifestyles have changed dramatically. We 
cannot go back to the way things were. The Church, which is the Body 
of Christ, doesn't change in its essence because God doesn't change. 
We have to change, both as individuals and as a church community, in 
order to remain true to what God has called us to be.  

For Discussion  

1. What has changed in your life over the last 5 months? 
2. What has our experience with coronavirus taught us about what we 
should and shouldn't change about Your Church? 

(1Corinthians 27-29) But God chose the foolish things of the world to 
shame the wise; God chose the weak things of the world to shame the 
strong. He chose the lowly things of this world and the despised 
things--and the things that are not--to nullify the things that are, so 
that no one may boast before him.  

(Matthew 14:25-31) During the fourth watch of the night Jesus went 
out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking 
on the lake, they were terriUed. "It's a ghost," they said, and cried out 
in fear. But Jesus immediately said to them: "Take courage! It is I. 
Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to 
you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the 
boat, walked on the water and came toward Jesus. But when he saw 
the wind, he was afraid and, beginning to sink, cried out, "Lord, save 
me!" Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of 
little faith," he said, "why did you doubt?"  

（Acts 8:1b) On that day a great persecution broke out against the 
church at Jerusalem, and all except the apostles were scattered 
throughout Judea and Samaria.  
(11:19-21)Now those who had been scattered by the persecution in 
connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus and 
Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, 
men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to 
Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The 
Lord's hand was with them, and a great number of people believed and 
turned to the Lord.  

（1Corinthians 9:19-23) Though I am free and belong to no man, I make 
myself a slave to everyone, to win as many as possible. To the Jews I 
became like a Jew, to win the Jews. To those under the law I became 
like one under the law (though I myself am not under the law), so as 
to win those under the law. To those not having the law I became like 
one not having the law (though I am not free from God's law but am 
under Christ's law), so as to win those not having the law. To the 
weak I became weak, to win the weak. I have become all things to all 
men so that by all possible means I might save some. I do all this for 
the sake of the gospel, that I may share in its blessings.  

　



2020/6/21  

ポストコロナのユアチャーチ　　永原アンディ 

A. コロナ以前のユアチャーチ 

1) 恵みが当たり前になっていなかったか？ (1コリント1:10, 27-29) 

2) 恵みが当たり前になると、フォーカスが甘くなる (マタイ14:25-31) 

B. コロナの中のユアチャーチ 

1) 崩れるべき神殿を知った （マルコ13:1-2) 

2) 一人一人の神様との関係に変化が起きた （使徒言行録8:1b,11:19-21) 

C. ポストコロナのユアチャーチ 

1) 本質は変わらない （ローマ12:1-2） 

2) 本質を変えないために変えるべきこと（1コリント9:19-23) 

メッセージのポイント 

この５か月の間に、私たちのライフスタイルは大きく変わりました。元に戻ることはできませ

ん。しかし、イエスの体である教会の本質は、神様ご自身が変わらないのですから変わるこ

とはありません。そうであるからこそ、私たちはライフスタイル、特にユアチャーチとしてのラ

イフスタイルを積極的に変えていかなければなりません。本質を変えないために、変わらな

ければならないのです。 

話し合いのために 

1. この5か月を通して、自分の中で変わったことは何ですか？ 

2. コロナ禍を通してユアチャーチが変わるべきことと変わってはいけないことは何ですか？ 

（1コリント1:27-29）ところが、神は知恵ある者を恥じ入らせるために、世の愚かな者を選

び、強い者を恥じ入らせるために、世の弱い者を選ばれました。また、神は世の取るに足りな

い者や軽んじられている者を選ばれました。すなわち、力ある者を無力な者とするため、無

に等しい者を選ばれたのです。それは、誰一人、神の前で誇ることがないようにするためで

す。 

(マタイ14:25-31)夜が明けるころ、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。

弟子たちは、イエスが湖上を歩いておられるのを見て、「幽霊だ」と言っておびえ、恐怖のあ

まり叫び声をあげた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。「安心しなさい。わたしだ。恐れる

ことはない。」　すると、ペトロが答えた。「主よ、あなたでしたら、わたしに命令して、水の上を

歩いてそちらに行かせてください。」　イエスが「来なさい」と言われたので、ペトロは舟から

降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。 しかし、強い風に気がついて怖くなり、沈みかけ

たので、「主よ、助けてください」と叫んだ。 イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、「信仰の薄

い者よ、なぜ疑ったのか」と言われた。 

（使徒言行録8:1b)　その日、エルサレムの教会に対して激しい迫害が起こり、使徒たちの

ほかは皆、ユダヤとサマリアの地方に散っていった。 （11:19-21)　さて、ステファノの事件

をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオ

キアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語っていなかった。ところが、その中にキ

プロス島やキレネから来た人がいて、アンティオキアへ行き、ギリシヤ語を話す人々にも語り

かけ、主イエスの福音を告げ知らせた。主の御手が共にあったので、信じて主に立ち帰る者

の数は多かった。 

（1コリント9:19-23) わたしは、だれに対しても自由な者ですが、すべての人の奴隷になりま

した。できるだけ多くの人を得るためです。 ユダヤ人に対しては、ユダヤ人のようになりまし

た。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、わたし自身はそうでは

ないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得

るためです。 また、わたしは神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従って

いるのですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました。律法を

持たない人を得るためです。弱い人に対しては、弱い人のようになりました。弱い人を得るた

めです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためで

す。福音のためなら、わたしはどんなことでもします。それは、わたしが福音に共にあずかる

者となるためです。

　


