
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> 

5/15 First Service  (Japanese/FaceBook Live)   9:30-10:30 

  Second Service (Japanese and English/FaceBook Live)  

     11:00-12:30 

<Next week>  

5/22 First Service  (Japanese/FaceBook Live)   9:30-10:30 

  Second Service (Japanese and English/FaceBook Live)  

     11:00-12:30  

<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/ 

1-10-10 Morino, Machida, Tokyo 194-0022     Pastor: Mari Ikeda, Andy Nagahara 
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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>   

5/15 (日)  第一礼拝 (日本語／配信)      9:30-10:30 

  第二礼拝 (日本語・英語／配信)  11:00-12:30 

<来週>　  

5/22 (日)  第一礼拝 (日本語／配信)      9:30-10:30 

  第二礼拝 (日本語・英語／配信)  11:00-12:30 

<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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5/15/2022 Psalm 117 
Lord of "All Nations"  Andy Nagahara 

1. The world envisioned by the psalmist 

2. The problem facing the apostle Paul (Romans 14, 15) 

3. Our idea of war and peace (I Samuel 8) 

Summary 
The psalmist knew that the God of the people suffering under the 

oppression of other nations was also the God of all nations. 

Unfortunately, it was difficult for many Jewish people to grasp this idea. 

Jesus' arrival was necessary for this reality to set in. Paul was the apostle 

who heard the inclusive gospel of Jesus and brought it to the gentiles, 

and because he was also Jewish, he was able to serve as mediator 

between the Jewish Christians and the gentile Christians. He was able to 

reiterate Jesus' most important teaching to love God and love other 

people. This teaching also helps us navigate our lives during times of 

pandemic and war.  

For Discussion 
1. How do you think God views nations? 

2. How do you view the many other religions in our world today? 

1 Praise the LORD, all you nations;  extol him, all you peoples.  

2 For great is his love toward us, and the faithfulness of the LORD 

endures forever. Praise the LORD. (Psalm 117) 

15:7 Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to 

bring praise to God. 8 For I tell you that Christ has become a servant of 

the Jews on behalf of God's truth, to confirm the promises made to the 

patriarchs 9 so that the Gentiles may glorify God for his mercy, as it is 

written:  "Therefore I will praise you among the Gentiles;  I will sing 

hymns to your name." 10 Again, it says,  "Rejoice, O Gentiles, with his 

people." 11 And again,  "Praise the Lord, all you Gentiles, and sing praises 

to him, all you peoples.” (Romans 15:7-11) 

5 They said to him, "You are old, and your sons do not walk in your ways; 

now appoint a king to lead us, such as all the other nations have."  

 6 But when they said, "Give us a king to lead us," this displeased Samuel; 

so he prayed to the LORD. 7 And the LORD told him: "Listen to all that 

the people are saying to you; it is not you they have rejected, but they 

have rejected me as their king. … ” 

 “… and you yourselves will become his slaves. 18 When that day comes, 

you will cry out for relief from the king you have chosen, and the LORD 

will not answer you in that day.” (I Samuel 8:5-7,17b-18) 

For he himself is our peace, who has made the two one and has 

destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in his 

flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to 

create in himself one new man out of the two, thus making peace, and in 

this one body to reconcile both of them to God through the cross, by 

which he put to death their hostility. (Ephesians 2:14-16) 

　



2022/5/15  （詩編１１７） 

“すべての民”の主　　　永原アンディ 

1. 詩人が期待した世界の姿 

2. 使徒パウロが直面していた問題 (ローマの信徒への手紙14,15) 

3. 私たちが考える戦争と平和 (サムエル記上8) 

メッセージのポイント 

詩人は、周りの国々から苦しめられる民族の神が、実は全ての民の神であることを知って

いました。しかし多くのユダヤ人にとってはそれを実感できる状態ではありませんでした。

それが現実になるためにはイエスの登場が必要だったのです。パウロはイエスのすべての

人に開かれた福音を知ってそれを異邦人に広めた使徒ですが、イエスに出会う前は生粋

のユダヤ人であったので、ユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者の対立する問題を解決

するのに適任でした。それは何よりも大切な教えとしてイエスが言われた「神を愛し、人を

愛す」という原則に基づく理解です。それはこのパンデミックと戦争の時代に生きる私たち

の生き方にも示唆を与えてくれます。 

話し合いのために 

1. 神様は国家をどのように考えていると思いますか？  

2. 今世界にキリスト教以外の多くの宗教があることをどう考えますか？ 

1 主を賛美せよ、すべての国よ。 主をほめたたえよ、すべての民よ。 

2 その慈しみは私たちに力強く 主のまことはとこしえに絶えることがない。 ハレルヤ 

15:7 だから、神の栄光のためにキリストがあなたがたを受け入れてくださったように、あ

なたがたも互いに相手を受け入れなさい。8 私は言う。キリストは神の真実を現すため

に、割礼のある者に仕える者となられました。それは、先祖たちと交わした約束を揺るぎな

いものとするためであり、9 異邦人が神をその憐れみのゆえに崇めるようになるためで

す。「それゆえ、私は異邦人の間であなたに感謝し御名をほめ歌おう」と書いてあるとおり

です。10 また、「異邦人よ、主の民と共に喜べ」と言われ、11 さらに、「すべての異邦人よ、

主を賛美せよ。すべての民よ、主をほめたたえよと言われています。 (ローマの信徒への

手紙15:7-11) 

5 彼に言った。「あなたはすでに年を取られ、ご子息たちはあなたが歩んだように歩もうと

はしていません。ですから、今、他のすべての国々のように、我々を裁く王を立ててくださ

い。」6 裁きを行う王を自分たちに与えよとの彼らの言い分は、サムエルの目に悪と映っ

た。そこでサムエルは主に祈った。7 主はサムエルに言われた。「民の言うままに、その声

に従いなさい。民が退けているのはあなたではない。むしろ、私が彼らの王となることを退

けているのだ。（中略）」　「・・・　こうして、あなたがたは王の奴隷となる。18 その日、あな

たがたは自ら選んだ王のゆえに泣き叫ぶことになろう。しかし、主はその日、あなたがたに

答えてはくださらない。」 (サムエル記上 8:5-7,17b-18) 

キリストは、私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ご自分の肉によって敵意という

隔ての壁を取り壊し、数々の規則から成る戒めの律法を無効とされました。こうしてキリス

トは、ご自分において二つのものを一人の新しい人に造り変えて、平和をもたらしてくださ

いました。十字架を通して二つのものを一つの体として神と和解させ、十字架によって敵

意を滅ぼしてくださったのです。 (エフェソの信徒への手紙2:14-16)

　


