
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> 　  
2/21 Sunday Worship Service (Japanese and English) 9:30am-   

<Next week> 　  
2/28 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/ 

1-10-10 Morino, Machida, Tokyo 194-0022     Pastor: Mari Ikeda, Andy Nagahara 
Phone: 042-812-8851 e-mail: contact@yourchurch.jp 
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“The difference between me and you is  
you use scripture to determine what love means  

and I use love to determine what scripture means.” 

　



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> 
 2/21 (日) 礼拝 (日本語・英語)　　　   9:30am- 
　  

<来週> 
 2/28 (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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「私ときみたちとの違いは、 
きみたちは愛の意味するところを決めるために聖書を使い、 

私は聖書の意味するところを決めるために愛を使うというところなんだ。」 

　



February 21, 2021 (Romans 1:18-32) 

Let's Read the Bible 
From Jesus' Perspective 　　Mari Ikeda 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 

A. What Paul wanted to say 

1. Theme: All people are sinful (18) 

2. Idol worship is the sin we all have in common (19-23) 

3. As a result, human society is full of evil (24-32) 

B. The insights that are revealed when we read from Jesus' 

perspective 

1. Misunderstanding: God is angry with us and is deliberately causing us 

to sin (18, 24, 26, 28) 

2. Misunderstanding: We can understand God through nature and our 

own conscience (19-20) 

3. Error: Homosexuality as sin (26-27) 

Summary 
The Bible teaches us about God and what it means to live a life of 
faith, but it is not God in and of itself. The Bible is God's word 
revealed through human beings. Because it has been revealed through 
people, it is bound by time and culture and the authors' own values 
and prejudices. On top of that, we, the readers of the Bible, have the 
same limitations, often layering our erroneous interpretations on top 
of the authors' errors. When we read the Bible, it is important to read 
it from Jesus' perspective as much as possible. 

For Discussion  
1. How can we move closer to adopting Jesus' perspective? 
2. How should we respond to those who condemn homosexuality 

based on verses 26-27 

18 The wrath of God is being revealed from heaven against all the 
godlessness and wickedness of people, who suppress the truth by 
their wickedness,  
19 since what may be known about God is plain to them, because God 
has made it plain to them. 20 For since the creation of the world 
God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have 
been clearly seen, being understood from what has been made, so that 
people are without excuse.  
21 For although they knew God, they neither gloriQed him as God nor 
gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish 
hearts were darkened. 22 Although they claimed to be wise, they 
became fools 23 and exchanged the glory of the immortal God for 
images made to look like a mortal human being and birds and animals 
and reptiles. 
24 Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts 
to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. 
25 They exchanged the truth about God for a lie, and worshiped and 
served created things rather than the Creator—who is forever praised. 
Amen.  
26 Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their 
women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. 27 In 
the same way the men also abandoned natural relations with women 
and were inYamed with lust for one another. Men committed shameful 
acts with other men, and received in themselves the due penalty for 
their error. 
28 Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the 
knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that 
they do what ought not to be done. 29 They have become Qlled with 
every kind of wickedness, evil, greed and depravity. They are full of 
envy, murder, strife, deceit and malice. They are gossips, 30 
slanderers, God-haters, insolent, arrogant and boastful; they invent 
ways of doing evil; they disobey their parents; 31 they have no 
understanding, no Qdelity, no love, no mercy. 32 Although they know 
God’s righteous decree that those who do such things deserve death, 
they not only continue to do these very things but also approve of 
those who practice them. 

　



2021/2/21   (ローマの信徒への手紙 1:18-32) 

聖書はイエス様の視点で読もう　池田真理 

A. パウロが言いたかったこと 

1. テーマ：全ての人間は罪深い (18) 

2. 全ての人間が持つ罪とは偶像礼拝 (19-23) 

3. その結果、人間の社会は悪に満ちている (24-32) 

B. イエス様の視点で読むと見えてくること 

1. 誤解：神様は私たちに怒って、私たちにわざと罪を犯させている (18, 

24, 26, 28) 

2. 誤解：自然界と良心を通して神様を知ることができる (19-20) 

3. 間違い：同性愛は罪である (26-27) 

メッセージのポイント 
聖書は私たちに神様のことを教え、神様を信じて生きるとはどういうことなのか教

えてくれる書物ですが、聖書自体が神様ではありません。聖書は人間の言葉を通し

て語られた神様の言葉です。人間を通している以上、時代と文化、書き手個人の価

値観や偏見による制約を受けています。また、読み手である私たちにも同じ制約が

あるため、書き手の誤りにさらに誤った解釈を重ねてしまうことが起こります。聖

書を読む時に大切なのは、できるだけイエス様の視点に近付いて読もうとすること

です 

話し合いのために 

1. どうしたらイエス様の視点に近付けますか？ 

2. 26-27節を根拠にして同性愛を断罪する人に、私たちはどう対応するべきです

か？ 

18 不義によって真理を妨げる人間のあらゆる不敬虔と不義に対して、神は天から

怒りを現されます。 

19 なぜなら、神について知りうる事柄は、彼らには明らかだからです。神がそれ

を示されたのです。20 神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界

の創造以来、被造物を通してはっきりと認められるからです。従って、彼らには弁

解の余地がありません。 

21 なぜなら、彼らは神を知りながら、神として崇めることも感謝することもせ

ず、かえって、空しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。22 自分では

知恵ある者と称しながら愚かになり、23 不滅の神の栄光を、滅ぶべき人間や鳥や

獣や地を這うものなどに似せた像と取り替えたのです。 

24 そこで神は、彼らが心の欲望によって汚れるに任せられ、こうして、彼らは互

いにその体を辱めるようになりました。25 神の真理を偽りに替え、造り主の代わ

りに造られた物を拝んでこれに仕えたのです。造り主こそ、永遠にほめたたえられ

る方です、アーメン。 

26 それで、神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然な関係を自然に

反するものに替え、27 同じく男も、女との自然の関係を捨てて、互いに情欲を燃

やし、男どうしで恥ずべきことを行い、その迷った行いの当然の報いを身に受けて

います。 

28 彼らは神を知っていることに価値があると思わなかったので、神は、彼らを無

価値な思いに渡され、そのため、彼らはしてはならないことをするようになりまし

た。29 あらゆる不正、邪悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、邪念

に溢れ、陰口を叩き、30 悪口を言い、神を憎み、傲慢になり、思い上がり、見栄

を張り、悪事をたくらみ、親に逆らい、31 無分別、身勝手、薄情、無慈悲になっ

たのです。32 彼らは、このようなことを行う者が死に値するという神の定めを知

っていながら、自らそれを行うばかりか、それを行う者を是認さえしています。

　


