
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.  

NO PUBLIC SERVICES UNTIL 2/28/2021 
ARCHIVE →　https://www.youtube.com/c/YourchurchJp/playlists 

No Friday PAWS until the state of emergency of coronavirus is lifted! 

<This week> 　  
1/17 Sunday Worship Service (Japanese and English) 9:30am-   

<Next week> 　  
1/24 Sunday Worship Service (Japanese and English) 9:30am-   

<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。　 

２０２１/2/28まで 礼拝は全てFacebook Liveの配信のみで行っています 
録画はこちらから →　https://www.youtube.com/c/YourchurchJp/playlists/ 

緊急事態宣言が解除されるまで金曜日のPAWSはお休みします。 

<今週> 
 1/17 (日) 礼拝 (日本語・英語)　　　   9:30am- 
　  

<来週> 
 1/24 (日) 礼拝 (日本語・英語)　　　   9:30am- 
　  

  

<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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January 17, 2021 (Psalm 92) 

Let Us Praise the Name of the Lord Again This Year 　

　Andy Nagahara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

1. Worship--the fount of joy (1-7) 

2. In a reality that we cannot control... 

a. ...evil may triumph for a time (8-10) 

b. ...the Lord will fill you with good things (11-15) 

Summary 
Even as we struggle with the suffering brought on by 
coronavirus, let us commit ourselves to worship as the core of 
our existence this year. It is in worship that we will ;nd God's 
blessings. Whatever is the source of our troubles, let us 
surrender it to the Lord, and walk though this time in his 
company.  

For Discussion  
1. Who are the evildoers in your life? 
2. Why is it important to make worship the center of our lives? 

0 A psalm. A song. For the Sabbath day.  
1 It is good to praise the LORD and make music to your name, 
O Most High,  
2 to proclaim your love in the morning and your faithfulness at 
night,  
3 to the music of the ten-stringed lyre and the melody of the 
harp.  
4 For you make me glad by your deeds, O LORD; I sing for joy 
at the works of your hands.  
5 How great are your works, O LORD, how profound your 
thoughts!  
6 The senseless man does not know, fools do not understand,  

7 that though the wicked spring up like grass and all evildoers 
Xourish, they will be forever destroyed.  
8 But you, O LORD, are exalted forever.  
9 For surely your enemies, O LORD, surely your enemies will 
perish; all evildoers will be scattered. 

10 You have exalted my horn like that of a wild ox; ;ne oils 
have been poured upon me.  
11 My eyes have seen the defeat of my adversaries; my ears 
have heard the rout of my wicked foes. 
12 The righteous will Xourish like a palm tree, they will grow 
like a cedar of Lebanon;  
13 planted in the house of the LORD, they will Xourish in the 
courts of our God.  
14 They will still bear fruit in old age, they will stay fresh and 
green,  
15 proclaiming, "The LORD is upright; he is my Rock, and there 
is no wickedness in him." 

　



2021/1/17  (詩編92)　 

今年も主の名をほめ歌おう　永原アンディ 

1. 礼拝 - 喜びの泉  (1-7) 

　 

2. 思い通りにならない現実の中で 

a. 悪は一時的に栄える (8-10) 

b. 主はあなたを良いもので満たす (11-15) 

メッセージのポイント 
まだしばらくコロナのために困難を強いられている状況ですが、私たちは

この一年、礼拝することを全ての営みの中心とすることをあきらめずに歩

んできました。そこに神様の祝福があります。原因が何であれ、全てを主

に委ねて期待し、主と共にこの時を乗り越えましょう。 

話し合いのために 

1) あなたにとって、滅ばされるべき悪しき者とは？ 

2) なぜ礼拝が生活の中心であるべきなのでしょう？ 

1 【賛歌。歌。安息日のために。】 

2 いと高き方よ、なんと喜ばしいことか　主に感謝し　あなたの名をほめ

歌うことは。 

3 朝に、あなたの慈しみを　夜ごとに、あなたのまことを告げ知らせるこ

とは 

4 十弦の琴に合わせ　竪琴に合わせ　琴の調べに乗せて。 

5 主よ、あなたの働き私を喜ばせる。私はあなたの手の業を喜び歌おう。 

6 主よ、あなたの業はなんと大きく　あなたの計らいはいかに深いこと

か。 

7 思慮なき者はそれを知らず　愚かな者は悟ろうともしない。 

8 悪しき者が野の草のように茂り　悪事を働く者が皆、花を咲かせても　

彼らは永遠に滅ぼされる。 

9 しかし、主よ　あなたはとこしえに高きにおられる方。 

10 主よ、あなたの敵は必ず　あなたの敵は必ずや滅び　悪事を働く者は

皆、散らされる。 

11 あなたは私の角を野牛の角のように上げ　新しい油で私を潤した。 

12 私の目は敵を見据え　私の耳は悪者の来襲のとどろきを聞く。 

13 正しき人はなつめやしのように茂り　レバノンの杉のようにそびえる。 

14 主の家に植えられ　我らの神の庭で茂る。 

15 年老いてもなお実を結ぶ　命豊かに、青々として 

16 そして告げ知らせる、「主はまっすぐな方　わが岩、御もとには不正が

ない」と。

　


