
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.  

We will have only ONLINE service（9:30-10:30) from July 18th 
because of the state of emergency will be declared again（7/１２-）! 

<This week>   
7/11 Sunday  
First Service (Japanese)       9:30 - 10:30  
Second Service (Japanese and English) 11:00 - 12:30  

<Next week>  
7/18 Sunday  
ONLINE Service (Japanese and English)   9:30 - 10:30  

  

<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。　 

再度の緊急事態宣言発令（7/１２〜）を受けて、 
18日から配信のみの礼拝（9:30-10:30)となります。 

<今週>  
7/11 (日) 第一礼拝 (日本語)   　 　 　9:30-10:30 
 第二礼拝 (日本語・英語)   　 １１:０0-1２:30 

　 
<来週>  
7/18 (日) オンライン礼拝 (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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July 11, 2021 (Romans 6:15-23) 

Captivated by Jesus   Mari Ikeda 

A. We have one of two choices: Being slaves to sin or slaves of 
God (15-16) 

B. We are no longer slaves to sin (17-18) 

1. "The pattern of teaching that has now claimed your allegiance” 

2. "You have come to obey from your heart” 

C. What it means to be slaves of God (19-23) 

1.  "I am using an example from everyday life” 

2. Reject "impurity and wickedness" and embrace 
"holiness" (John 13:12-17) 

Summary 

It is impossible to free ourselves from the power of sin. We all want to 

live in freedom and we deceive ourselves into thinking that we are free by 

making ourselves our own gods when in reality, we are under the power 

of sin. True freedom comes from knowing God's love, trusting in God 

rather than trusting ourselves, and giving our lives over to him. Please 

know God's love through Jesus and be captive to him. Jesus will guide us 

to where we should go, give us strength for the journey, and walk with us 

for eternity. 

For Discussion 

1. What does it mean that we are no longer slaves to sin?  

2. What does it mean to be "holy"? 

15 What then? Shall we sin because we are not under the law but under 

grace? By no means! 16 Don’t you know that when you offer yourselves 

to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey —

whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, 

which leads to righteousness?  

17 But thanks be to God that, though you used to be slaves to sin, you 

have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now 

claimed your allegiance. 18 You have been set free from sin and have 

become slaves to righteousness. 

19 I am using an example from everyday life because of your human 

limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and 

to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to 

righteousness leading to holiness. 20 When you were slaves to sin, you 

were free from the control of righteousness. 21 What benefit did you reap 

at that time from the things you are now ashamed of? Those things result 

in death! 22 But now that you have been set free from sin and have 

become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the 

result is eternal life. 23 For the wages of sin is death, but the gift of God 

is eternal life in Christ Jesus our Lord. repay us according to our iniquities. 

　



2021/7/11 (ローマ6:15-23) 

イエス様のとりこ　　　　池田真理 

A. 私たちは罪の奴隷になるか神様の奴隷になるかどちらかしかない 
(15-16) 

B. 私たちはもう罪の奴隷ではない (17-18) 

1. 「伝えられた教えの基準」 

2. 「心から聞き従って」 

C. 神様の奴隷になって生きるとは (19-23) 

1.  「分かりやすい物言いをしています」 

2. 「汚れと不法」を捨て、「聖なる者となりなさい」 (ヨハネ13:12-17) 

メッセージのポイント 

私たちは誰でも、自分の力で罪の力から自由になることはできません。誰にも何

にも縛られずに自由に生きたいと思っても、実は自分自身を神にして自分の罪に

支配されているに過ぎません。私たちが本当の自由を手に入れるのは、神様の

愛を知り、自分よりも神様を信頼し、自分の人生を神様に委ねる時です。イエス

様を通して神様の愛を知り、イエス様のとりこになってください。イエス様は私た

ちに進むべき方向を示し、歩み続ける力をくださり、永遠に共にいてくださる方で

す。 

話し合いのために 

1. 私たちはもう罪の奴隷ではないとはどういうことですか？ 

2. 「聖なる者となりなさい」とは具体的にどういうことですか？ 

15 では、どうなのか。私たちは、律法の下ではなく恵みの下にいるのだから、罪

を犯そうということになるのでしょうか。決してそうではない。16 知らないのです

か。あなたがたは、誰かに奴隷として従えば、その人の奴隷となる。つまり、罪に

仕える奴隷となって死に至るか、神に従う奴隷となって義に至るか、どちらかなの

です。 

17 しかし、神に感謝すべきことに、あなたがたは、かつては罪の奴隷でしたが、

伝えられた教えの基準に心から聞き従って、18 罪から自由にされ、義の奴隷と

なったのです。 

19 あなたがたの肉の弱さを考慮して、私は分かりやすい物言いをしています。

かつて、五体を汚れと不法の奴隷として献げて不法に陥ったように、今は、五体

を義の奴隷として献げて聖なる者となりなさい。20 あなたがたは、罪の奴隷で

あったときは、義に対しては自由の身でした。21 では、その時、どんな実りがあり

ましたか。あなたがたが今では恥とするものです。その行き着くところは死です。

22 しかし、今や罪から自由にされて神の奴隷となり、聖なる者となるための実を

結んでいます。その行き着くところは永遠の命です。23 罪が支払う報酬は死で

す。しかし、神の賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠の命なのです。

　


