
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>   
10/17 Sunday  
Service (Japanese and English) 10:00-11:00  

<Next week>  
10/24 Sunday  
Service (Japanese and English) 10:00-11:00 

  

<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>  
10/17 (日) 礼拝 (日本語・英語)  10:00-11:00 
　 
<来週>  
10/24 (日)  礼拝 (日本語・英語)  10:00-11:00 

<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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October 17, 2021 (Romans 8:31-39) 

The Irreplaceable Love of God     
Mari Ikeda 

A. A God who never stops loving us


1. He gives us all things (31-32) 

2. He intercedes for us (33-34) 

  

B. We cannot be separated from God


1. Even if we suffer for our belief in God (35-37) 

   

2. Because God's love is irreplaceable (38-39) 

Summary 

God loves us unrelentingly. The love that God pours out on us 

does not change despite our sinfulness or our tendency to grieve 

and anger God. This is because God himself died on our behalf, 

taking on all of our sin and suffering. Nothing can take away the 

love of God that is revealed to us in the cross of Jesus, no matter 

how sad or troubled we are and despite our sin and weakness. 

For Discussion 

1. What does it mean that God is for us and that he will give us all 

things? 

2. Have you ever wanted to walk away from Jesus? 

31 What, then, shall we say in response to these things? If God is 

for us, who can be against us? 32 He who did not spare his own 

Son, but gave him up for us all—how will he not also, along with 

him, graciously give us all things?  

33 Who will bring any charge against those whom God has 

chosen? It is God who justifies. 34 Who then is the one who 

condemns? No one. Christ Jesus who died —more than that, who 

was raised to life —is at the right hand of God and is also 

interceding for us.  

35 Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or 

hardship or persecution or famine or nakedness or danger or 

sword? 36 As it is written: “For your sake we face death all day 

long; we are considered as sheep to be slaughtered.” 37 No, in all 

these things we are more than conquerors through him who loved 

us.  

38 For I am convinced that neither death nor life, neither angels 

nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, 

39 neither height nor depth, nor anything else in all creation, will 

be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus 

our Lord. 

　



2021/10/17　ローマ8:31-39 

何にも代え難い神様の愛 池田真理 

A. 私たちを愛してやまない神様

1. 私たちに全てのものを与えて下さる (31-32)


2. 私たちのために執り成して下さる (33-34)


B. 神様から離れられない私たち

1. 神様を信じるがゆえに苦しんでも (35-37)


2. 神様の愛が何にも代え難いから (38-39)


メッセージのポイント 
神様は、私たちを愛してやまない方です。私たちがどんなに罪深く、神様を怒ら

せ悲しませる存在だとしても、神様が私たちに注いで下さる愛は決して変わりま

せん。なぜなら、私たちの罪と苦しみを全て引き受け、私たちの代わりに死なれた

のは、他ならぬ神様ご自身だからです。私たちは自分たちの罪と弱さの中で苦し

み、不安や悲しみに飲み込まれそうになりますが、イエス様の十字架で示された

神様の愛を打ち消すことは、誰にも何にもできません。 

話し合いのために  
１）神様が私たちの味方で、全てのものを私たちに与えて下さるとは？（31-32

節） 

２）イエス様から離れたいと思ったことはありますか？ 

31 では、これらのことについて何と言うべきでしょう。神が味方なら、誰が私たち

に敵対できますか。32 私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡

された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょう

か。 

33 誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なの

です。34 誰が罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ復活させられ

た方であるキリスト・イエスが、神の右におられ、私たちのために執り成してくださ

るのです。 

35 誰が、キリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。苦難か、行き詰

まりか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。36 「私たちはあなたのゆえに、日

夜、死にさらされ、屠られる羊と見なされています」と書いてあるとおりです。37 

しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは、私たちを愛してくださる方によっ

て勝って余りあります。 

38 私は確信しています。死も命も、天使も支配者も、現在のものも将来のもの

も、力あるものも、39 高いものも深いものも、他のどんな被造物も、私たちの主

キリスト・イエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。

　


