
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> 　  
5/2 Sunday Service (Japanese and English) 9:30am-  

<Next week> 　  
5/9 Sunday 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。　 

<今週>  
5/2 (日) 礼拝 (日本語・英語)   　 　9:30-10:30  
   

　 
<来週> 
5/9 (日) 礼拝 (日本語・英語)   　 　9:30-10:30 

   

　  

<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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5/2/2021 (Romans 3:21-31) 

A Gift from God to All People　 
Mari Ikeda 

 

A. A gift from God 

1. God's desire is to save all people (21-24) 

2. To that end, he made a tremendous sacrifice (25-26) 

 

B. All we need to do is accept God's gift 

1. It is a mistake to think we can do something to receive the gift (27-30) 

2. Let's open the gift once we receive it (31) 

 
 
 
 

Summary 
God made humans in his own image and put us on this earth to partner 

with him. Forgetting our identity as God's partner, we lose sight of our 

purpose and make ourselves into our own gods. In spite of this, God 

wants to restore our relationship and he paid the price for our betrayal. 

Through the sacrifice of Jesus' life, God offers us a free gift, releasing us 

from the pain that our sin brings to us and to those around us, and 

restoring our relationship with him as his partner and as people who are 

able to give and receive love.  

For Discussion 
1. What kind of relationship does God want with us? 

2. What is the basis? 

21 But now apart from the law the righteousness of God has been 

made known, to which the Law and the Prophets testify. 22 This 

righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who 

believe. There is no difference between Jew and Gentile, 23 for 

all have sinned and fall short of the glory of God, 24 and all are 

justified freely by his grace through the redemption that came by 

Christ Jesus.  

25 God presented Christ as a sacrifice of atonement, through the 

shedding of his blood —to be received by faith. He did this to 

demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had 

left the sins committed beforehand unpunished — 26 he did it to 

demonstrate his righteousness at the present time, so as to be 

just and the one who justifies those who have faith in Jesus.  

27 Where, then, is boasting? It is excluded. Because of what law? 

The law that requires works? No, because of the law that requires 

faith. 28 For we maintain that a person is justified by faith apart 

from the works of the law. 29 Or is God the God of Jews only? Is 

he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too, 30 since 

there is only one God, who will justify the circumcised by faith 

and the uncircumcised through that same faith.  

31 Do we, then, nullify the law by this faith? Not at all! Rather, we 

uphold the law. 

　



2021/5/2 (ローマ 3:21-31) 

神様から全ての人へのプレゼント　　　　池田真理 

 

A. 神様からのプレゼント 

1. 神様は全ての人を救うことを望まれた (21-24) 

2. そのために大きな犠牲を払われた (25-26) 

 

B. 私たちはそれを受け取るだけ 

1. 受け取るために何かできると思うのは間違い (27-30) 

2. 受け取ったら中身を開こう (31) 

 
 
 
 

メッセージのポイント 

神様は人間をご自分に似せたものとして造られ、ご自分のパートナーとしてこの

世界に置かれました。私たちはそのことを忘れ、自らを神にして生きているため

に、神様のパートナーとしての身分を失ってしまいました。でも、神様は私たちと

の関係を取り戻したいと願われ、私たちが神様を裏切った代償を、私たちの代わ

りに支払われました。罪の中で自分も他人も苦しめている私たちを解放し、本来

の神様のパートナーとしての身分を取り戻して、互いに愛して愛されて生きる生

き方は、神様がイエス様の命という大きな犠牲を払って、私たちには無償で差し

出してくださっているプレゼントです。 

話し合いのために 

1)　神様は私たちとどのような関係を持ちたいと望んでいますか？ 

2)　その根拠は？ 

21 しかし今や、律法から離れて、しかも律法と預言者によって証しされて、神の

義が現されました。22 神の義は、イエス・キリストの真実によって、信じる者すべ

てに現されたのです。そこには何の差別もありません。23 人は皆、罪を犯したた

め、神の栄光を受けられなくなっていますが、24 キリスト・イエスによる贖いの

業を通して、神の恵みにより価なしに義とされるのです。 

25 神はこのキリストを、真実による、またその血による贖いの座とされました。そ

れは、これまでに犯されてきた罪を見逃して、ご自身の義を示すためでした。26 

神が忍耐してこられたのは、今この時にご自身の義を示すため、すなわち、ご自

分が義となり、イエスの真実に基づく者を義とするためでした。  

27 では、誇りはどこにあるのか。それは取り去られました。どんな法則によって

か。行いの法則によるのか。そうではない。信仰の法則によってです。 

28 なぜなら、私たちは、人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信

仰によると考えるからです。29 それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか。異

邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。30 実に、神は

唯一だからです。この神は、割礼のある者を信仰のゆえに義とし、割礼のない者

をも信仰によって義としてくださるのです。  

31 それでは、私たちは信仰によって、律法を無効にするのか。決してそうではな

い。むしろ、律法を確立するのです。 

　


