
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> 　  
6/２０ Sunday Online Service (Japanese and English) 9:30 - 10:30 am  

<Next week> 　  
6/2７ Sunday Online Service (Japanese and English) 9:30 - 10:30 am   

  

<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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 Rembrandt - Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem (1630)    

　



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>  
6/20 (日) 礼拝 (日本語・英語　配信のみ)   　 　9:30-10:30  
   

　 
<来週> 
6/27 (日) 礼拝 (日本語・英語　配信のみ)   　 　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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6/２０/2021 (Psalm 102) 

Pour Out Your Lament Before the LORD  
Andy Nagahara 

1. A lament is also a prayer (0-11) 

2. The Lord doesn't change (12-22) 

3. We have an eternal home (23-28) 

　　　　	

Summary 
Prayer in times of trouble and suffering can be a lament being poured out from our 
hearts. Prayer is not directed toward other people, but toward God. Our words 
don't need to be eloquent. God desires honesty and forthrightness from our 
hearts. Jesus alone will hear us so let us pour out our joys and sorrows before 
him.   

For Discussion 
1) Which part of this Psalm do you find relatable? Why?  
2) How do verses 11-12 connect with verses 17-19? 

0 A prayer of an afflicted man. When he is faint and pours out his lament before 
the LORD.  
1 Hear my prayer, O LORD; let my cry for help come to you.  
2 Do not hide your face from me when I am in distress. Turn your ear to me; when 
I call, answer me quickly.  
3 For my days vanish like smoke; my bones burn like glowing embers.  
4 My heart is blighted and withered like grass; I forget to eat my food.  
5 Because of my loud groaning I am reduced to skin and bones.  
6 I am like a desert owl, like an owl among the ruins.  
7 I lie awake; I have become like a bird alone on a roof.  
8 All day long my enemies taunt me; those who rail against me use my name as a 
curse.  
9 For I eat ashes as my food and mingle my drink with tears  
10 because of your great wrath, for you have taken me up and thrown me aside.  
11 My days are like the evening shadow; I wither away like grass. 

12 But you, O LORD, sit enthroned forever; your renown endures through all 
generations.  
13 You will arise and have compassion on Zion, for it is time to show favor to her; 
the appointed time has come.  
14 For her stones are dear to your servants; her very dust moves them to pity.  
15 The nations will fear the name of the LORD, all the kings of the earth will revere 
your glory.  
16 For the LORD will rebuild Zion and appear in his glory.  
17 He will respond to the prayer of the destitute; he will not despise their plea.  
18 Let this be written for a future generation, that a people not yet created may 
praise the LORD:  
19 "The LORD looked down from his sanctuary on high, from heaven he viewed 
the earth,  
20 to hear the groans of the prisoners and release those condemned to death."  
21 So the name of the LORD will be declared in Zion and his praise in Jerusalem  
22 when the peoples and the kingdoms assemble to worship the LORD.  

23 In the course of my life he broke my strength; he cut short my days.  
24 So I said: "Do not take me away, O my God, in the midst of my days; your years 
go on through all generations.  
25 In the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the 
work of your hands.  
26 They will perish, but you remain; they will all wear out like a garment. Like 
clothing you will change them and they will be discarded.  
27 But you remain the same, and your years will never end.  
28 The children of your servants will live in your presence; their descendants will 
be established before you." 

　



2021/6/20 (詩編１０２) 

主の前に嘆きを注ぎ出せ　　　　永原アンディ 

 

1. 嘆きも祈り (1-12) 
　 

　　 

2. 主は変わらない (13-23) 

3. 私たちは永久の住まいを得ている (24-29) 

  

メッセージのポイント 
苦しむ時、悩む時の祈りは、その心の嘆きを注ぎ出すようなものであっていいのです。祈
りは本来、人に聞かせるためのものではなく、神様への語りかけです。気の利いた言葉、
美しい言葉を使う必要はありません。神様が求めるのは率直な心の思いです。イエスだけ
が聞いていてくださいます。心の底から喜怒哀楽を伝えましょう。 

話し合いのために 

1)　この詩のどの部分に一番共感しますか、それはなぜですか？ 
2)　11-12節と17-19節はどう整合しますか？ 

1 苦しむ人の祈り。弱り果て、主の前に嘆きを注ぎ出すときに。 2 主よ、私の祈りを聞い
てください。この叫びがあなたに届きますように。  
3 苦難の日に、御顔を隠さず、私に耳を傾け　呼び求める日に、速やかに答えてください。 

4 私の日々は煙のように消え　私の”骨は炉のように焼かれた。 
5 私の心はい草のように日に焼かれて枯れ　私はパンを食べることさえ忘れた。  
6 呻きの声とともに　私の骨は肉に付く。  
7 私は荒れ野の鳥のように　廃虚のふくろうのようになった。  
8 私は眠らず 屋根にいる孤独な鳥のようになった。  
9 敵は日夜私を辱め　嘲る者は私の名によって呪う。  
10 私は灰をパンのように食べ　飲み物に涙を混ぜた。  
11 これは、あなたの怒りと憤りのゆえ。　あなたは私を持ち上げ、投げ捨てられた。  
12 私の日々は夕暮れの影のよう。 　私は草のように枯れる。 

13 しかし、主よ、あなたはとこしえに王座に着き　その名は代々に唱えられます。 
14 あなたが立ち上がり、シオンを憐れんでください。　シオンを恵まれる時、定めの時が
訪れました。 
15 あなたの僕たちはシオンの石をもいとおしみ　その塵さえ慕います。 
16 国々は主の名を地の王たちは皆、その栄光を恐れるでしょう。  
17 主はシオンを築き　栄光のうちに姿を現されます。  
18 主はすべてを失った者の祈りを顧み　その祈りを軽んじませんでした。 
19 このことは後の世代のために書き記されるべきです。　新たに創造される-民は主を賛
美するでしょう。  
20 主はその聖なる高き所から目を注ぎ　天から地を見ました。  
21 これは、主が捕らわれ人の呻きを聞いて　死に定められた子らを解き放ち 
22 人々がシオンで主の名を　エルサレムでその賛美を語り伝えるためです。  
23 その時、もろもろの民　もろもろの王国は共に集まって主に仕えます。  

24 主は道半ばで私の力を挫き 　私の生涯を短くされた。 
25 私は言う。　「わが神よ 生涯の半ばで私を取り去らないでください。 あなたの歳月は
代々にわたります。  
26 かつてあなたは地の基を据えられました。天もあなたの手の業です。  
27 天地は滅びるが、あなたは立っておられます。これらはすべて、衣のように朽ち果てま
す。あなたが上着のように取り替えると　これらは消え去ってしまいます。  
28 しかし、あなたは変わることなく　あなたの歳月は終わることがありません。」 

29 あなたの僕の子らが住まいを得　その子孫が御前に堅く立てられますように。

　


