
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> 
11/8 Sunday Service I (Japanese) 9:30am-   

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

11/13 Friday PAWS (Praise and Worship Service, No Message) 8:00-9:00pm 

<Next week>　  
11/15 Sunday Service I (Japanese) 9:30am-   

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

11/20 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> 　 11/8 (日)  礼拝 I    (日本語)　　　   9:30am- 
   礼拝 II  (日本語・英語) 11:00am- 
　   
 11/13 (金)  PAWS  礼拝と賛美 (メッセージはありません)　8:00-9:00pm 

<来週> 11/15 (日)  礼拝 I    (日本語)　　　   9:30am- 
   礼拝 II  (日本語・英語) 11:00am- 
　   
 11/20 (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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November 8, 2020 

Make Your Worship ***** Again!  Andy Nagahara 

1. Worship with expectation (Psalm 130) 

2. Worship with focus (Deuteronomy 4:27-29) 

3. Be flexible in worship (Luke ５：３７-39) 

4. Be consistent in worship (Matthew 18:18-20) 

Summary 

Have you become complacent in your worship? If you feel like your 
worship was once a certain way, but is no longer, we need to search our 
hearts. God does not change, but offers his grace to us through worship. 

For Discussion  
1. What do you need in order to make your worship ***** again? 
2. How can you make this happen? 

Out of the depths I cry to you, O LORD;  
O Lord, hear my voice.  
Let your ears be attentive to my cry for mercy.  

If you, O LORD, kept a record of sins,  
O Lord, who could stand?  
But with you there is forgiveness;  
therefore you are feared.  

I wait for the LORD,  
my soul waits,  
and in his word I put my hope.  
My soul waits for the Lord  
more than watchmen wait for the morning, more than watchmen wait for 
the morning. 

O Israel, put your hope in the LORD,  
for with the LORD is unfailing love  
and with him is full redemption.  
He himself will redeem Israel from all their sins. (Psalm 130) 

The LORD will scatter you among the peoples, and only a few of you will 
survive among the nations to which the LORD will drive you. There you 
will worship man-made gods of wood and stone, which cannot see or hear 
or eat or smell. But if from there you seek the LORD your God, you will 
find him if you look for him with all your heart and with all your soul. 
(Deuteronomy 4:27-29) 

And no one pours new wine into old wineskins. If he does, the new wine 
will burst the skins, the wine will run out and the wineskins will be ruined. 
No, new wine must be poured into new wineskins. And no one after 
drinking old wine wants the new, for he says, 'The old is better. (Luke ５：３
７-39) 

"I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, 
and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. "Again, I tell 
you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be 
done for you by my Father in heaven. For where two or three come 
together in my name, there am I with them. (Matthew 18:18-20) 
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礼拝をもう一度 ＊＊＊＊＊に！  永原アンディ 

1. 期待することによって（詩編130） 
 
 

 
 
 
 

2. 集中することによって（申命記4:27-29） 
 
 
 
 
 
 
 

3. 柔軟になることによって（ルカ5:37-39） 
 
 
 
 
 
 
 

4. 一致することによって（マタイ18:18-20） 
 
 
 
 
 
 

メッセージのポイント 

あなたの礼拝は単なるルーティーンになってしまっていないでしょうか？もし、かつて礼拝は

〇〇〇〇のようなものだったのに、今はそうでなくなってしまったと感じているとしたら、礼拝

に臨む自分の心を点検してみる必要があります。なぜなら神様は、なんら変わることなく、恵

みを豊かに礼拝の中で表していてくださるからです。 

話し合いのために 

1. 自分の礼拝をより ＊＊＊＊＊なものにするために、あなたに必要なことは？ 

2. どのようにしてそれを実現しますか？ 

主よ、深い淵の底からあなたに叫びます。わが主よ、私の声を聞いてください。 

嘆き祈る声に耳を傾けてください。 

主よ、あなたが過ちに目を留めるならわが主よ、誰が耐えられましょう。 

しかし、赦しはあなたのもとにあります。あなたが畏れられるために。 

私は主を望みます。わたしの魂は望みます。 

主の言葉を待ち望みます。私の魂はわが主を待ち望みます 

夜回りが朝を、夜回りが朝を待つにもまして。 

イスラエルよ、主を待ち望め。主のもとに慈しみがあり 

そのもとに豊かな贖いがある。その方こそ、イスラエルをすべての過ちから贖ってくださる。 

（詩編130） 

主は、あなたがたをもろもろの民の間に散らされる。しかし主が追いやる先の国々で僅かな

者は残される。あなたがたはそこで、人の手の手で造られた神々に仕えなければならない。

それらは木と石でできていて、見ることも、聞くことも、食べることも、嗅ぐこともできない。し

かし、その場所から、あなたの神、主を探し求め、心を尽くし、魂を尽くして主を求めるなら

ば、あなたは主を見出すことができる。（申命記4:27-29） 

また、誰も、新しいぶどう酒を古い革袋に入れたりはしない。そんなことをすれば、新しいぶど

う酒は革袋を破って流れ出し、革袋も駄目になる。 新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れね

ばならない。 また、古いぶどう酒を飲めば、誰も新しいものを欲しがらない。『古いものが良

い』と言うのである。（ルカ5:37-39） 

よく言っておく。あなたがたが地上で結ぶことは、天でも結ばれ、地上で解くことは、天でも解

かれる。　また、よく言っておくが、どんな願い事であれ、あなたがたのうち二人が地上で心を

合わせるなら、天におられる私の父はそれをかなえてくださる。　二人または三人が私の名

によって集まるところには、わたしもその中にいるのである。（マタイ18:18-20）

　


