
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> 
11/15 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 

<Next week>　  
11/22 Sunday Service I (Japanese) 9:30am-   

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

11/27 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> 　 11/15 (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 

<来週> 11/22 (日)  礼拝 I    (日本語)　　　   9:30am- 
   礼拝 II  (日本語・英語) 11:00am- 
　   
 11/27 (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 15, 2020 (Mark15:42-16:8) 

Mark Entrusted Us With Jesus’ Post-Resurrection Story
Mari Ikeda

A. Jesus’ death: The result of our sin (15:42-47)

B. Jesus’ resurrection: The power of God that inspires fear   
    (16:1-8)

C. Each of us encounters the risen Jesus
1. Like the women  

 
 
 

 

2. Like the disciples

Summary 
We all need to encounter the risen Jesus for ourselves. This means that we 

come face to face with our sin, which resulted in Jesus death, and with the 

power of God which brought him back from the dead. Only through Jesus 

can we receive God's love and forgiveness and the strength to believe that 

our sadness will turn to joy and that our despair will turn to hope. This is 

the story of life being born of death. Each of us plays a part in this story, 

relays it to others, and that is how the story goes on. 

For Discussion  
1. How did you come to believe in Jesus' resurrection? 

2. What can you do when your sadness and despair won't go away? 

15:42 It was Preparation Day (that is, the day before the Sabbath). So as 
evening approached, 43 Joseph of Arimathea, a prominent member of the 
Council, who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to 
Pilate and asked for Jesus’ body. 44 Pilate was surprised to hear that he 
was already dead. Summoning the centurion, he asked him if Jesus had 
already died. 45 When he learned from the centurion that it was so, he 
gave the body to Joseph. 46 So Joseph bought some linen cloth, took down 
the body, wrapped it in the linen, and placed it in a tomb cut out of rock. 
Then he rolled a stone against the entrance of the tomb. 47 Mary 
Magdalene and Mary the mother of Joseph saw where he was laid. 

16:1 When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of 
James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ 
body. 2 Very early on the first day of the week, just after sunrise, they 
were on their way to the tomb 3 and they asked each other, “Who will roll 
the stone away from the entrance of the tomb?” 4 But when they looked 
up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. 5 
As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe 
sitting on the right side, and they were alarmed. 6 “Don’t be alarmed,” he 
said. “You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has 
risen! He is not here. See the place where they laid him. 7 But go, tell his 
disciples and Peter, ‘He is going ahead of you into Galilee. There you will 
see him, just as he told you.’” 8 Trembling and bewildered, the women 
went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone, because 
they were afraid. 

"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) 

　



2020/11/15 (マルコ15:42-16:8) 

マルコはイエス様復活後の物語を私たちに委ねた 
池田真理 

A. イエス様の死：私たちの罪がもたらすもの(15:42-47) 

B. イエス様の復活：私たちに恐れを起こす神様の力 (16:1-8) 

C. それぞれが復活したイエス様と出会う 

1. 女性たちのように 
 
 

 
 
 
 
 

2. 弟子たちのように 

メッセージのポイント 

私たちは一人ひとり、死からよみがえられたイエス様に自分で出会う必要がありま

す。それは、イエス様に死をもたらした私たちの罪を知り、同時に、イエス様を死か

らよみがえらせた神様の力を知ることです。私たちは、ただイエス様を通して、神様

の愛と赦しを受け取り、どんな悲しみも喜びに変わること、どんな絶望も希望に変

わることを信じる力を与えられます。それは、死から命が生まれる物語であり、私た

ち一人ひとりが自分で体験し、他の人につないでいくように委ねられている、今も

続いている物語です。 

話し合いのために 

1. あなたはイエス様が死からよみがえられたことをどうやって信じましたか？ 

2. 悲しみや絶望が消えない時、どうすればいいですか？ 

15:42 すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であった

ので、43 アリマタヤ出身のヨセフが、思い切ってピラトのもとへ行き、イエスの遺

体の引き取りを願い出た。この人は高名な議員であり、自らも神の国を待ち望んで

いた人であった。44 ピラトは、イエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百

人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねた。45 そして、百人隊長に確

かめたうえで、遺体をヨセフに下げ渡した。46 ヨセフは亜麻布を買い、イエスを取

り降ろしてその布に包み、岩を掘って造った墓に納め、墓の入り口に石を転がして

おいた。47 マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの納められた場所を見

届けた。 

16:1 安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメは、イエス

に油を塗りに行くために香料を買った。2 そして、週の初めの日、朝ごく早く、日の

出とともに墓に行った。3 そして、「誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるで

しょうか」と話し合っていた。4 ところが、目を上げて見ると、あれほど大きな石がす

でに転がしてあった。5 墓の中に入ると、白い衣を着た若者が右手に座っているの

が見えたので、女たちはひどく驚いた。6 若者は言った。「驚くことはない。十字架

につけられたナザレのイエスを捜しているのだろうが、あの方は復活なさって、ここ

にはおられない。御覧なさい。お納めした場所である。7 さあ、行って、弟子たちと

ペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。かねて

言われたとおり、そこでお目にかかれる。』」8 彼女たちは、墓を出て逃げ去った。震

え上がり、正気を失っていた。そして、誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからで

ある。

　


