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

<Next week>  
10/31 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>  
10/24 (日) 礼拝 (日本語・英語)  10:00-11:00 
　 
<来週>  
10/31 (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 24, 2021 (Psalm 107:33-43) 

Let Us Heed These Things  Andy Nagahara  

A. Reasons for withering and flourishing (33-38) 

B. Those who have more will be humbled and those who are poor 
will be lifted up (39-41) 

C. Those who are wise will heed these things and consider the 
love of the LORD (42, 43) 

Summary 
Who does God stand beside? It is the poor, the thirsty, and small and the 
oppressed. This is not just about social or financial status, but rather our 
approach to life. God also stands with those who care for the poor and 
do not despise them. With Jesus and like Jesus, let us love and walk 
alongside the poor and the small.  

For Discussion 
1) Who is the upright? 
2) What does it mean to consider the great love of the LORD?  

He turned rivers into a desert, flowing springs into thirsty ground, and 

fruitful land into a salt waste, because of the wickedness of those who 

lived there. 

He turned the desert into pools of water and the parched ground into 

flowing springs; there he brought the hungry to live, and they founded a 

city where they could settle. They sowed fields and planted vineyards 

that yielded a fruitful harvest; he　blessed them, and their numbers greatly 

increased, and he did not let their herds diminish. (33-38) 

Then their numbers decreased, and they were humbled by oppression, 

calamity and sorrow; he who pours contempt on nobles made them 

wander in a trackless waste. But he lifted the needy out of their affliction 

and increased their families like flocks. (39-41) 

The upright see and rejoice, but all the wicked shut their mouths. 

Whoever is wise, let him heed these things and consider the great love of 

the LORD. (42-43)  

"Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you 

rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and 

humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy 

and my burden is light." （Matthew 11:28-30）  

"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 

Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the 

meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and 

thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for 

they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see 

God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. 

Blessed are those who are persecuted because of righteousness,"Blessed 

are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of 

evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is 

your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets 

who were before you.（Matthew 5:3-12） 

　



2021/10/24　詩篇 107：33-43 

これらのことを心に留めよう 永原アンディ 

A. 枯れる理由と潤う理由 (33-38)


B. 持つ者は低くされ、貧しい者は引き上げられる (39-41)


C. 知恵ある人は皆、これらのことを心に留め主の慈しみを悟る
(42,43)


メッセージのポイント 
神様はどのような者と共にいてくださるのでしょうか？貧しい者、飢え渇いている
者、小さい者、虐げられている者です。それは経済・社会的な事だけを指すので
はありません。むしろ生きる態度のことを指しています。そして、そこにはそのよう
な人々を蔑ろにしない人々も含まれます。正義を軽んじる者、人の苦しみを顧み
ない者ではなく、イエスとともに、イエスのように、貧しいものとして、小さい者と
して、互いに愛し合い歩んでゆきましょう。 

話し合いのために  
１）正しい人とはどのような人ですか？ 
２）主の慈しみを悟るとはどういうことでしょうか？ 

主は河を荒れ野とし　水の湧く所を干からびた地とし 
実り豊かな地を塩の地とした。　そこに住む者らの悪事のために。 
主は荒れ野を池とし　乾いた地を水の湧く所とし 
飢えた者をそこに住まわせたので　彼らは人の住む町を築いた。 
畑には種を蒔き、ぶどう畑を作り　豊かな実りを得た。 
主が祝福したので、彼らは大いに増えた。　主は家畜も減らさなかった。
(33-38) 

しかし、虐げと災いと苦悩により　彼らは数を減らし、衰えた。 
貴族らに蔑みを浴びせ　道もない不毛の地に迷い込ませた方は 
貧しい人を苦しみから高く上げ　氏族を羊の群れのようにした。(39-41) 

正しい人はこれを見て喜び　すべての不正はその口を閉ざす。 
知恵ある人は皆、これらのことを心に留め主の慈しみを悟るがよい。(42-43) 

「すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなたがたを休ま
せてあげよう。私は柔和で心のへりくだった者だから、私の軛を負い、私に学び
なさい。そうすれば、あなたがたの魂に安らぎが得られる。私の軛は負いやすく、
私の荷は軽いからである。」（マタイ11:28-30） 

「心の貧しい人々は、幸いである　天の国はその人たちのものである。悲しむ
人々は、幸いである　その人たちは慰められる。へりくだった人々は、幸いである　
その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は、幸いである　その人たちは満
たされる。憐れみ深い人々は、幸いである　その人たちは憐れみを受ける。心の
清い人々は、幸いである　その人たちは神を見る。平和を造る人々は、幸いであ
る　その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害された人々は、幸いである　
天の国はその人たちのものである。私のために、人々があなたがたを罵り、迫害
し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなたがたは幸いである。喜びなさ
い。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなたがたより前の預言者た
ちも、同じように迫害されたのである。」（マタイ5:3-12）

　


