
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> 
9/20 Sunday Service I (Japanese) 9:30am-   

   Service II (Japanese and English) 11:00am- 

9/25 Friday PAWS (Praise and Worship Service, No Message)    

  8:00-9:00pm    

<Next week>　  
9/27 Sunday Service I (Japanese) 9:30am-   

   Service II (Japanese and English) 11:00am- 

10/2 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> 　 9/20 (日) 礼拝 I    (日本語)　　　   9:30am- 
  礼拝 II  (日本語・英語) 11:00am- 
　   
 9/25 (金) PAWS  礼拝と賛美 (メッセージはありません)　8:00-9:00pm 

<来週> 9/27 (日) 礼拝 I    (日本語)　　　   9:30am- 
  礼拝 II  (日本語・英語) 11:00am- 
　   
 10/2 (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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September 20, 2020 (Mark 14:53-65) 

The Temple Jesus Built  Mari Ikeda 

A. Becoming our own god and rejecting the true God (53-59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. The true God suffered for us (60-65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Encountering God in the new temple that Jesus built (58) 

 

Summary 

When we discover the limitations of living for ourselves and of 

human beings trying to control one another, we long for a 

superhuman presence. Jesus showed us a God who is not an 

abstract idea, but is someone who suffered and died for us. When 

we encounter Jesus, we learn about God's love. Though we still 

have a tendency toward self-centeredness and place too much 

trust in human beings, Jesus rebuilds us time and time again. The 

eternal temple of God, not built by human hands.　 

For Discussion  

1. Share about a time you found yourself becoming your own God. 

2. Where can we find God when we lose sight of him? 

53 They took Jesus to the high priest, and all the chief priests, the 

elders and the teachers of the law came together. 54 Peter 

followed him at a distance, right into the courtyard of the high 

priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. 

55 The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for 

evidence against Jesus so that they could put him to death, but 

they did not find any. 56 Many testified falsely against him, but 

their statements did not agree. 57 Then some stood up and gave 

this false testimony against him: 58 “We heard him say, ‘I will 

destroy this temple made with human hands and in three days will 

build another, not made with hands.’” 59 Yet even then their 

testimony did not agree. 60 Then the high priest stood up before 

them and asked Jesus, “Are you not going to answer? What is this 

testimony that these men are bringing against you?” 61 But Jesus 

remained silent and gave no answer. Again the high priest asked 

him, “Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?” 62 “I 

am,” said Jesus. “And you will see the Son of Man sitting at the 

right hand of the Mighty One and coming on the clouds of 

heaven.” 63 The high priest tore his clothes. “Why do we need any 

more witnesses?” he asked. 64 “You have heard the blasphemy. 

What do you think?” They all condemned him as worthy of death. 

65 Then some began to spit at him; they blindfolded him, struck 

him with their fists, and said, “Prophesy!” And the guards took him 

and beat him.  

　



2020/9/20 (マルコ 14:53-65) 

イエス様が建てた神殿　池田真理 

A. 自分を神にして、本当の神様を否定する私たち (53-59) 

B. 本当の神様は私たちのために苦しまれた (60-65) 

C. イエス様が建てた新しい神殿で、私たちは神様と出会う (58) 

メッセージのポイント 

私たちは、自分中心に生きることの限界に気付いて、あるいは、人間が人

間を支配する限界に気付いて、人間を超えた存在を求めます。イエス様

は、抽象的な神様ではなく、私たちのために苦しんで死なれた神様を教え

てくれました。私たちはイエス様を知り、神様の愛を知りました。自分中心に

生きようとしたり、人間に過信してしまったりする間違いを繰り返す私たち

ですが、何度打ち砕かれても、その度にイエス様は新しく建て直してくださ

います。人の手によらない、永遠に崩れることのない神殿は、私たちの内に

あります。 

話し合いのために 

1) 自分を神にしていると気付いた例を教えてください。 

2) 神様がどこにいるのか分からなくなる時、私たちは神様をどこに探せば

いいのでしょうか？ 

53 人々は、イエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法

学者たちが皆、集まって来た。54 ペトロは、遠くからイエスの後に付いて、

大祭司の中庭まで入り、下役たちと一緒に座って、火にあたっていた。55 

祭司長たちと最高法院の全員は、死刑にするためイエスにとって不利な証

言を求めたが、得られなかった。56 イエスに対する偽証をした者は多かっ

たが、一致しなかったのである。57 ついに、数人の者が立ち上がって、イエ

スに対する偽証をして言った。58 「この男が、『私は人の手で造ったこの神

殿を壊し、三日のうちに、手で造らない別の神殿を建ててみせる』と言うの

を、私たちは聞きました。」59 しかし、この場合も、彼らの証言は一致しなか

った。60 そこで、大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出て、イエスに尋ね

た。「何も答えないのか。この者たちが不利な証言をしているが、どうなの

か。」61 しかし、イエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで、重

ねて大祭司は尋ね、「お前はほむべき方の子、メシアなのか」と言った。62 

イエスは言われた。「私がそれである。あなたがたは、人の子が力ある方の

右に座り、／天の雲に乗って来るのを見る。」63 大祭司は、衣を引き裂い

て言った。「これでもまだ証人が必要だろうか。64 諸君は冒涜の言葉を聞

いた。どう思うか。」一同は、イエスは死刑にすべきだと決議した。65 そし

て、ある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをしてこぶしで殴りつけ、「言い

当ててみろ」と言い始めた。また、下役たちもイエスを平手で打った。

　


