
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> 
11/22 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 

<Next week>  First Sunday of Advent 2020　  
  
11/29 Sunday Service I (Japanese) 9:30am-   

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

12/4 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> 　 11/22 (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  

<来週>　2020 アドヴェント第１週 
 11/29 (日)  礼拝 I    (日本語)　　　   9:30am- 
   礼拝 II  (日本語・英語) 11:00am- 
　   
 12/4 (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 ２２, 2020 (Psalm 91) 

Becoming a Person Whose Trust is in the Lord　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Andy Nagahara 

1. Expressing our trust in the Lord (1-8)  

2. Walking with the Lord (9-13) 

3. Listening to the call of the Lord (14-16) 

Summary 
In reading this psalmist's declaration of faith, we have the 
opportunity to examine our own faith and consider whether or 
not we are truly trusting the Lord with our lives. Church is a 
community of those who trust in the Lord and through the 
church, God accomplishes his work in the world.  

For Discussion  

1. What, speciAcally, do our lives look like when we walk with 
the Lord? 
2. How does the devil encourage us to live? 

1 He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the 
shadow of the Almighty. 
2 I will say of the LORD, "He is my refuge and my fortress, my 
God, in whom I trust." 
3 Surely he will save you from the fowler's snare and from the 
deadly pestilence. 
4 He will cover you with his feathers, and under his wings you 
will And refuge; his faithfulness will be your shield and 
rampart. 
5 You will not fear the terror of night, nor the arrow that Ries 
by day, 
6 nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague 
that destroys at midday. 
7 A thousand may fall at your side, ten thousand at your right 
hand, but it will not come near you. 
8 You will only observe with your eyes and see the punishment 
of the wicked. 

9 If you make the Most High your dwelling-- even the LORD, 
who is my refuge-- 
10 then no harm will befall you, no disaster will come near your 
tent. 
11 For he will command his angels concerning you to guard you 
in all your ways; 
12 they will lift you up in their hands, so that you will not strike 
your foot against a stone. 
13 You will tread upon the lion and the cobra; you will trample 
the great lion and the serpent. 

14 "Because he loves me," says the LORD, "I will rescue him; I 
will protect him, for he acknowledges my name. 
15 He will call upon me, and I will answer him; I will be with 
him in trouble, I will deliver him and honor him. 
16 With long life will I satisfy him and show him my salvation." 

　



2020/11/22 Psalm 詩編91編 

主を頼みとする者になる       永原アンディ 

 

1. 主への信頼を言い表す (1-8) 

2. 主とともに歩む (9-13) 

  

3. 主の呼びかけを聞く (14-16) 

メッセージのポイント 

詩人の信仰がよくあらわされているこの詩を読み、正直に自分の信仰を顧みるこ

とで、本当に自分が主を頼って生きているのかどうかが分かります。そして、そのよ

うに主を頼みとする者の集まりが教会です。教会を通して神様はこの世界に働き

かけられるのです。 

話し合いのために 

1. 主とともに歩むとは実際にはどのような生活を指すのでしょう？ 

2. 悪魔はどのような生き方を私たちに勧めたいのでしょうか？ 

1 いと高き方を隠れ場とする者は　全能者の陰に宿る。 

2 私は主に申し上げる　「わが避け場、わが城　わが神、わが頼みとする方」と。 

3 まことに主はあなたを救い出してくださる。　鳥を捕る者の網から　死に至る疫

病から。 

4 主は羽であなたを覆う　あなたはその翼のもとに逃れる。　主のまことは大盾、

小盾。 

5 夜、脅かすものも　昼、飛び来る矢も　あなたは恐れることはない。 

6 闇に忍び寄る疫病も　真昼に襲う病魔も。 

7 あなたの傍らに千の人が　あなたの右に万の人が倒れようとも　その災いがあ

なたに及ぶことはない。 

8 あなたはただ、目を据えて　悪き者の受ける報いを見る。　 

9 あなたは、わが逃れ場である主　いと高き方を住まいとした。 

10 災いはあなたに降りかかることはなく　病もあなたの天幕に近づくことはない。 

11 主はその使いたちに命じて　あなたのすべての道を守られる。 

12 彼らはあなたを両手で支え　足が石に当たらないようにする。 

13 あなたは獅子とコブラを踏みつけ　若獅子と大蛇を踏みにじる。  

14 「彼はわたしを慕う。私は彼を助け出そう。　彼は私の名を知っている。　私は

彼を守ろう。 

15 彼が私を呼び求めるとき　私は答えよう　苦難の時には彼と共にいる。　彼を

助け出し、誉れを与えよう。 

16 長寿を授けて彼を満し　私の救いを見せよう。」

　


