
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> 
7/19 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 

<Next week>　  
7/26 Sunday Service I (Japanese) 9:30-10:30am   

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

7/31 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/ 

1-10-10 Morino, Machida, Tokyo 194-0022   Pastors: Mari Ikeda, Andy Nagahara 
　　　　Phone: 042-812-8851    　e-mail: contact@yourchurch.jp 

https://yourchurch.jp 

								
	bulletin 

July 19th 2020 Vol.27 No. 29 
 

　



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> 　 7/19(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 

<来週> 7/26(日) 礼拝 I    (日本語)　　　   9:30-10:30am 
  礼拝 II  (日本語・英語) 11:30am-0:30pm 
　   
 7/31(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/ 
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7/19/2020 (Psalm 83) 

O God, Do Not Keep Silent   Andy Nagahara 

A. Is God silent? 

1) When it feels like God is silent?(1) 

2) Our refusal to listen  

(2-8, Genesis 10：14,15,  16:11, 19:37, 25:29-34Jeremiah 5:21, Acts7:57) 

B. Who is the enemy? 

1) Beyond dualistic thinking (9-17, Numbers 31、Judges 4、5) 

2) Jesus: the center of all reconciliation (18, Colossians 1:19, 20) 

Summary 

As humans, we have a tendency toward dualistic or binary thinking, 

that is, reducing reality into two mutually exclusive categories. This is 

true even in our understanding of the things of God. Friend and foe, 

good and evil, justice and injustice, the kingdom of God and the world, 

the righteous and sinners, believers and heathens. It is tempting to 

use these categories and they might even appear to be useful, but 

reality is never that simple. Jesus' harsh rebuke of legalism was, in 

part, a rejection of dualistic, or binary, thinking. People who use 

binary thinking to judge other people are not followers of Jesus.    

For Discussion  

1. Who is God's enemy? 

2. What is the problem with dualistic thinking? 

0 A song. A psalm of Asaph.  

1 O God, do not keep silent; be not quiet, O God, be not still.  

2 See how your enemies are astir, how your foes rear their heads.  

3 With cunning they conspire against your people; they plot against 

those you cherish.  

4 "Come," they say, "let us destroy them as a nation, that the name of 

Israel be remembered no more."  

5 With one mind they plot together; they form an alliance against 

you--  

6 the tents of Edom and the Ishmaelites, of Moab and the Hagrites,  

7 Gebal, Ammon and Amalek, Philistia, with the people of Tyre.  

8 Even Assyria has joined them to lend strength to the descendants of 

Lot. <Selah>  

9 Do to them as you did to Midian, as you did to Sisera and Jabin at 

the river Kishon,  

10 who perished at Endor and became like refuse on the ground.  

11 Make their nobles like Oreb and Zeeb, all their princes like Zebah 

and Zalmunna,  

12 who said, "Let us take possession of the pasturelands of God."  

13 Make them like tumbleweed, O my God, like chaff before the wind.  

14 As `re consumes the forest or a aame sets the mountains ablaze,  

15 so pursue them with your tempest and terrify them with your 

storm.  

16 Cover their faces with shame so that men will seek your name, O 

LORD.  

17 May they ever be ashamed and dismayed; may they perish in 

disgrace.  

18 Let them know that you, whose name is the LORD-- that you alone 

are the Most High over all the earth.  

　



2020/7/19 (詩編 83) 

神よ、沈黙しないでください　　永原アンディ 

A.　神様は沈黙しているのか？ 
 

1) 神様が沈黙しているように感じられる時 (2) 
 

 
 
 
2) 耳を閉ざす私たち 

(3−９, 創世記10：14,15, 16:11, 19:37, 25:29-34 使徒7:57, エレミヤ5:21) 
 

B.　敵とは誰か？ 
 

1) 二元論的思考を超えて (10-18, 民数記31、士師記4、5) 
 

2) イエス-あらゆる和解の中心(19, コロサイ1:19, 20) 

 

 
 

メッセージのポイント 

私たちは、二元論的（あるいは二者択一的）思考で物事を考えてしまいがちです。
神様の事に関しても例外ではありません。敵と味方、善と悪、正義と不義、神の国
と世界、義人と罪人、信者と異教徒・・・それは単純でわかりやすいのですが、現実
はそんなに単純ではありません。イエスが律法主義を厳しく非難したのは、それが
人を二者択一で切り捨てる思考だったからでもあります。二者択一思考で他を裁く
者はイエスに従う者ではありません。 

話し合いのために 

1. 神の敵とは何ですか？ 
2. 二元論的思考のどこに問題がありますか？ 

1 【歌。賛歌。アサフの詩。】 
2 神よ、沈黙しないでください。神よ、押し黙らないでください。静まり返らないでく
ださい。 

3 御覧ください。　あなたの敵が騒ぎ立ち　あなたを憎む者は頭をもたげました。 
4 彼らはあなたの民に陰謀をめぐらし　あなたにかくまわれている人たちに　悪だく
みをを働いています。 
5 彼らは言います　「さあ、彼ら、国民（くにたみ）を滅ぼそう。イスラエルの名が　
再び思い起こされることのないように」。 
6 彼らは共謀し　あなたに逆らって契約を結びます。 
7 それは天幕に住むエドム人、イシュマエル人、モアブ、ハガル人 
8 ビブロス、アンモン、アマレク　ペリシテ、それにティルスに住む者。 
9 アッシリアも加わり　ロトの子らの片腕となりました。〔セラ 

10 かつてあなたがミディアンに　また、キション川でシセラとヤビンにされたように　
彼らにも行ってください。 
11 彼らはエン・ドルで滅ぼされ　大地の肥やしとなりました。 
12 彼らの諸侯たちをオレブとゼエブのように王侯たちすべてをゼバとツァルムナ
のようにしてください。 

13 彼らは言いました　「神の牧場を我らのものにしよう。」 
14 わが神よ、彼らを風に転がる枯れあざみのように　風に舞うわら屑のようにし
てください。 
15 林を焼く火のように　山々を焦す炎のように 
16 あなたの嵐によって彼らを追いやり　あなたのつむじ風によって　彼らをおのの
かせてください。 
17 主よ、彼らの顔を恥にまみれさせ　あなたの名を求めさせてください。 
18 いつまでも彼らが恥を受け、おののき　辱められて、滅びますように。 

19 こうして彼らは知るようになります　あなたの名は主　あなただけが　全地の上
におられるいと高き方であることを。

　


