
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> 　  
4/18 Sunday Service I (Japanese) 9:30am-   
  Service II (Japanese and English) 11:00am- 

<Next week> 　  
4/25 Sunday Service I (Japanese) 9:30am-   
  Service II (Japanese and English) 11:00am- 

  

<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> 
4/18 (日) 礼拝 I  (日本語)   　 　9:30-10:30 (日本語)  
 礼拝 II  (日本語・英語)    11-12:30 (英語と日本語)  
   

　 
<来週> 
4/25 (日) 礼拝 I  (日本語)   　 　9:30-10:30 (日本語)  
 礼拝 II  (日本語・英語)    11-12:30 (英語と日本語)  
   

　  

<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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4/18/2021 (Romans 3:1-20) 

The Value of Being a “Christian”　Mari Ikeda 
 
 

1. We can prove that God will never forsake us even if we betray him 
(1-4) 
 
 

 
 
 

 
 

2. Is it meaningless to live a good life? (5-8) 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Christian or not, no one is good in and of themselves (9-18) 
 

 

4. We know that it is impossible to live a good life in our own strength 
(19-20) 

 
 
 
 

Summary 
Our sinful nature doesn't change whether or not we become a Christian. 

Even if we believe in Jesus, we can become arrogant, hurt other people, 

and grieve God. The value of being a Christian comes from knowing that 

though we cannot please God in our own strength, God will forgive us 

over and over again and will never forsake us.  

For Discussion 
1. How are you affected by stereotypes of Christians in our society? 

2. What does Paul say is our advantage? 

1 What advantage, then, is there in being a Jew, or what value is there in 

circumcision? 2 Much in every way! First of all, the Jews have been 

entrusted with the very words of God. 3 What if some were unfaithful? 

Will their unfaithfulness nullify God’s faithfulness? 4 Not at all! Let God be 

true, and every human being a liar. As it is written: “So that you may be 

proved right when you speak and prevail when you judge.” 

5 But if our unrighteousness brings out God’s righteousness more clearly, 

what shall we say? That God is unjust in bringing his wrath on us? (I am 

using a human argument.) 6 Certainly not! If that were so, how could God 

judge the world? 7 Someone might argue, “If my falsehood enhances 

God’s truthfulness and so increases his glory, why am I still condemned 

as a sinner?” 8 Why not say—as some slanderously claim that we say— 

“Let us do evil that good may result”? Their condemnation is just! 

9 What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all! 

For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all 

under the power of sin. 10 As it is written: “There is no one righteous, not 

even one; 11 there is no one who understands; there is no one who 

seeks God.12 All have turned away, they have together become 

worthless; there is no one who does good, not even one.” 13 “Their 

throats are open graves; their tongues practice deceit.” “The poison of 

vipers is on their lips.” 14 “Their mouths are full of cursing and 

bitterness.” 15 “Their feet are swift to shed blood; 16 ruin and misery 

mark their ways, 17 and the way of peace they do not know.” 18 “There 

is no fear of God before their eyes.” 

19 Now we know that whatever the law says, it says to those who are 

under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world 

held accountable to God. 20 Therefore no one will be declared righteous 

in God’s sight by the works of the law; rather, through the law we 

become conscious of our sin. 

　



2021/4/18 (ローマ 3:1-20) 

「クリスチャン」であることの価値　　　　池田真理　　　 

 

1. 私たちは神様を裏切るが、神様は私たちを見捨てないと証明できる 
(1-4) 
 
 

 
 
 

 
 

2. 正しく生きようと努力することに意味はないのか？ (5-8) 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. 「クリスチャン」でもそうでなくても、この世界に正しい者はひとりもいな
い (9-18) 
 

 

4. 自分の力で正しく生きるのは不可能だと知っている (19-20) 

 
 
 
 

メッセージのポイント 

「クリスチャン」になる前となった後で、私たちの罪の本質は何も変わりません。イエス様を

信じていながら、傲慢になったり、人を傷つけたり、神様を悲しませることを繰り返すのが

私たちです。「クリスチャン」であることの価値は、自分は自分の力で神様を喜ばせること

ができないと知っていることであり、それでも神様はそんな私たちを何度も赦して見捨て

ない方だと知っていることです。 

話し合いのために 
1)　世間の人が一般的に持つ「クリスチャン」のイメージに、あなたはどう影響されていま

すか、いませんか？ 

2)　パウロは、私たちは何が優れていると言っていますか？ 

1 では、ユダヤ人の優れた点は何か。割礼の利益は何か。2 それは、あらゆる点でたくさ

んあります。第一に、神の言葉が委ねられたことです。3 それはどういうことか。彼らの中

に真実でない者がいたにせよ、その不真実のせいで、神の真実が無にされるとでもいうの

ですか。4 決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であると

すべきです。「あなたは、言葉を述べるとき、正しいとされ／裁きを受けるとき、勝利を得ら

れる」と書いてあるとおりです。 

5 しかし、私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、何と言うべきでしょう。人間とし

ての言い方をすれば、怒りを下す神は正しくないのですか。6 決してそうではない。もしそ

うだとしたら、神はどうして世をお裁きになることができましょう。7 私の偽りによって神の

真理がいっそう増して、神の栄光となるのであれば、なぜ、私はなおも罪人として裁かれ

ねばならないのでしょうか。8 また、「善が来らせるために、悪を行おうではないか」という

ことになるのでしょうか。私たちがそう言っていると中傷する人々がいますが、彼らが裁か

れるのは当然です。 

9 では、どうなのか。私たちにはまさっているのでしょうか。そうではありません。既に指摘

したように、ユダヤ人もギリシア人も皆、罪の下にあるのです。10 次のように書いてある

とおりです。「正しい者はいない。一人もいない。11 悟る者はいない。神を探し求める者

はいない。12 皆迷い出て、誰も彼も無益な者になった。善を行う者はいない。ただの一人

もいない。13 彼らの喉は開いた墓であり／彼らは舌で人を欺き／その唇の裏には蛇の

毒がある。14 口は呪いと苦味に満ち／15 足は血を流そうと急ぎ／16 その道には破壊

と悲惨がある。17 彼らは平和の道を知らない。18 彼らの目には神への畏れがない。」 

19 さて、私たちが知っているように、すべて律法の言うところは、律法の下にある者たち

に向けられています。それは、すべての口がふさがれて、全世界が神の裁きに服するよう

になるためです。20 なぜなら、律法を行うことによっては、誰一人神の前で義とされない

からです。律法によっては、罪の自覚しか生じないのです。

　


