
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> 
7/12 Sunday Service I (Japanese) 9:30-10:30am   

   Service II (Japanese and English) 11:30am-0:30pm  

7/17 Friday PAWS (Praise and Worship Service, No Message)    

  8:00-9:00pm 

<Next week>　  
7/19 Sunday Service I (Japanese) 9:30-10:30am   

   Service II (Japanese and English) 11:30am-0:30pm 

7/24 Friday PAWS (Praise and Worship Service, No Message)    

  8:00-9:00pm 

<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. 

<ONLINE GIVING> → https://yourchurch.jp/wpe/offerings/ 
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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> 　 7/12(日) 礼拝 I    (日本語)　　　   9:30-10:30am 
  礼拝 II   (日本語・英語) 11:30am-0:30pm 
   
 7/17(金) PAWS  (礼拝と賛美、メッセージはありません）　　8:00-9:00pm 

<来週> 7/19(日) 礼拝 I    (日本語)　　　   9:30-10:30am 
  礼拝 II  (日本語・英語) 11:30am-0:30pm 
　   
 7/24(金) PAWS (礼拝と賛美、メッセージはありません）　　8:00-9:00pm  

<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。 

<オンライン献金>　https://yourchurch.jp/wpj/offerings/ 

〒194-0022　東京都町田市森野1-10-10　　　　　　牧師: 池田真理・永原アンディ 
　　　Phone: 042-812-8851　email: contact@yourchurch.jp 

https://yourchurch.jp				

週報 

	2020/7/10-12 Vol.27 No. 28 

　Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

　



7/10-12/2020 (MarK 14:1-11) 

Truly Loving Jesus    Mari Ikeda 

A. What it means to truly love Jesus (3-9) 

1. Giving Jesus our treasure  

 

 
2. Having the courage to go against societal norms 

 
 
3. More important than "loving our neighbor" 

 
 
4. Sharing in Jesus' suffering 

B. The people who plotted to kill Jesus 

1. Biblical scholars (1-2) 

2. One of Jesus' disciples (10-11) 

C. The message Mark wanted to convey 

Summary 

Loving Jesus is more important than working for Jesus. Our love for 

Jesus causes us to lay down our treasures as well as our fears about 

how other people or society might judge us, encouraging us to live 

courageously. Truly loving Jesus means valuing him above anything or 

anyone else including ourselves. Jesus himself modeled this sacri?cial 

love by giving his life for us. Biblical knowledge or experience as a 

believer are not prerequisites for cultivating a truly loving 

relationship with Jesus.   

For Discussion  

1. Why did Jesus say that he should be prioritized over the poor? 

2. How can we be like the woman who washed Jesus' feet? 

1 Now the Passover and the Festival of Unleavened Bread were only 

two days away, and the chief priests and the teachers of the law were 

scheming to arrest Jesus secretly and kill him. 2 “But not during the 

festival,” they said, “or the people may riot.” 

3 While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon 

the Leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive 

perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the 

perfume on his head. 4 Some of those present were saying indignantly 

to one another, “Why this waste of perfume? 5 It could have been sold 

for more than a year’s wages and the money given to the poor.” And 

they rebuked her harshly. 6 “Leave her alone,” said Jesus. “Why are 

you bothering her? She has done a beautiful thing to me. 7 The poor 

you will always have with you, and you can help them any time you 

want. But you will not always have me. 8 She did what she could. She 

poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. 9 

Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the 

world, what she has done will also be told, in memory of her.” 

10 Then Judas Iscariot, one of the Twelve, went to the chief priests to 

betray Jesus to them. 11 They were delighted to hear this and 

promised to give him money. So he watched for an opportunity to 

hand him over. 

　



2020/7/10-12 (マルコ 14:1-11) 

イエス様を本気で愛する　　池田真理 

A. イエス様を本気で愛するとは (3-9) 

1. 自分の宝物をイエス様に献げる 

 

 
 
 
2. 時には社会の常識を破る勇気を持つ 

 
 

 
 
3. 「隣人を愛する」よりも大切 

 

 
 
 
4. イエス様の苦しみを分かち合うこと 

 
 

B. イエス様を殺そうとした人たち 

1. 聖書の専門家たち (1-2) 

 

 
 
 
2. イエス様の弟子の一人 (10-11) 

 
 

 

C. マルコが伝えたかったこと 
 
 

メッセージのポイント 

イエス様を愛することはイエス様のために働くことよりも大切です。それは、自分に

とっての宝物でもイエス様のためにならなくしてもいいと思える心であり、そのこと

を他人に批判されようと、社会の常識から外れていようと、実行する勇気を伴う行

動です。この世界の何よりも、誰よりも、自分自身よりも、イエス様を大切にすること

が、イエス様を本気で愛することです。それはイエス様ご自身が私たちを愛して命

を献げてくださった愛がそういう愛だからです。そのようにイエス様と愛し合う関係

を持つ上で、聖書の知識や信仰者としての経験などは関係ありません。 

話し合いのために 

1. イエス様は、貧しい人たちよりも自分の方が大切だと言われているのでしょう

か？ 

2. 私たちはどうしたらこの女性のようになれますか？ 

1 さて、過越祭と除酵祭の二日前になった。祭司長たちや律法学者たちは、どのよ

うにイエスをだまして捕え、殺そうかと謀っていた。2 彼らは、「祭りの間はやめてお

こう。民衆が騒ぎ出すといけない」と話していた。 

3 イエスがベタニアで、規定の病を患っているシモンの家にいて、食事の席に着い

ておられたとき、一人の女が、純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の

壺を持って来て、その壺を壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。4 すると、ある

人々が憤慨して互いに言った。「何のためにこんなに香油を無駄にするのか。5 こ

の香油は三百デナリオン以上に売って、貧しい人々に施すことができたのに。」そ

して、彼女を厳しくとがめた。6 イエスは言われた。「するままにさせておきなさい。

なぜ、この人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。7 貧しい人々はいつ

もあなたがたと一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし、私はい

つも一緒にいるわけではない。8 この人はできるかぎりのことをした。つまり、前もっ

て私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。9 よく言っておく。世界中どこで

も、福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられるだ

ろう。」 

10 十二人の一人イスカリオテのユダは、イエスを引き渡そうとして、祭司長たち

のところへ出かけて行った。11 彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。

そこでユダは、どうすれば折よくイエスを引き渡せるかと狙っていた。

　


