
There is only one Sunday service (10:00 to 11:30)  

until further notice. 

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> 

10/2 Service (Japanese and English/FaceBook Live) 1０:00-1１:30 

  Communion (after the service) 

<Next week>  

10/9 Service (Japanese and English/FaceBook Live) 1０:00-1１:30 

  

<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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日曜礼拝は当分の間10:00-11:30（日本語と英語）の一回のみです。 

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>   

10/2 (日)  礼拝 (日本語・英語／配信)  10:00-11:30 

  聖餐式（礼拝後） 

<来週>　  

10/9 (日)  礼拝 (日本語・英語／配信)  10:00-11:30 

<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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October 2, 2022 (Romans 16) 
Last Sermon in the Series on Paul's Letter to the Romans 

Church: A Community of Mutual Support 
that Transcends Sex, Status, and Ethnicity　 

Mari Ikeda 

A. Women in Action 
1. Phoebe (1-2) 

2. Priscilla (3-5) 

3. Junia (7) 

4. The other 6 

B. Both slaves and free 

C. Both Jews and gentiles 

D. The church is a community of people who help one another 
1. The meaning of “greetings" 

2. Paul was supported by many people (21-23) 

Summary 

At the end of Paul's letter to the Romans, we find a long list of names that 

cannot be found in any of his other letters. What we understand from this 

long list is that women were central in the life and work of the church, 

that there was a mix of people, both slaves and free, that there were 

Jews and gentiles, and that rather than being a solitary evangelist, Paul 

was supported by the work of many people. Our faith in Jesus transcends 

sex, status, and ethnicity and binds us together, enabling us to help one 

another.  

For Discussion 

1. What do you think about the changes in interpretation around "Junia"? 

2. Do you think there is any discrimination in Your Church based on sex, 

status, or ethnicity? 

1 I commend to you our sister Phoebe, a deacon, of the church in 

Cenchreae. 2 I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of his 

people and to give her any help she may need from you, for she has been 

the benefactor of many people, including me. 

3 Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. 4 They risked 
their lives for me. Not only I but all the churches of the Gentiles are 
grateful to them. 5 Greet also the church that meets at their house. Greet 
my dear friend Epenetus, who was the first convert to Christ in the 
province of Asia. 6 Greet Mary, who worked very hard for you. 7 Greet 
Andronicus and Junia, my fellow Jews who have been in prison with me. 
They are outstanding among the apostles, and they were in Christ before 
I was. 8 Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord. 9 Greet Urbanus, 
our co-worker in Christ, and my dear friend Stachys. 10 Greet Apelles, 
whose fidelity to Christ has stood the test. Greet those who belong to the 
household of Aristobulus. 11 Greet Herodion, my fellow Jew. Greet those 
in the household of Narcissus who are in the Lord. 12 Greet Tryphena 
and Tryphosa, those women who work hard in the Lord. Greet my dear 
friend Persis, another woman who has worked very hard in the Lord. 13 
Greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother, who has been a mother 
to me, too. 14 Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas and 
the other brothers and sisters with them. 15 Greet Philologus, Julia, 
Nereus and his sister, and Olympas and all the Lord’s people who are 
with them. 16 Greet one another with a holy kiss. All the churches of 
Christ send greetings. 

21 Timothy, my co-worker, sends his greetings to you, as do Lucius, Jason 
and Sosipater, my fellow Jews. 22 I, Tertius, who wrote down this letter, 
greet you in the Lord. 23 Gaius, whose hospitality I and the whole church 
here enjoy, sends you his greetings. Erastus, who is the city’s director of 
public works, and our brother Quartus send you their greetings. 

　



2022/10/2  ローマ16章　ローマ書シリーズ最終回 

教会：性別・身分・民族の壁を超えて助け合う共同体 
 池田真理 

A. 女性の活躍 

1. フェベ（1-2) 

2. プリスカ（3-5） 

3. ユニア（7） 

4. その他６人 

B. 奴隷も自由人も混在 

C. ユダヤ人も異邦人も混在 

D. 教会は助け合う共同体 

1. 「よろしく」の意味 

 

２. パウロは多くの人に支えられていた(21-23) 

メッセージのポイント 

ローマの人々への手紙の最後には、他のパウロの手紙と比べて明らかに多い数の人の名

前が列挙されています。その長いリストから分かるのは、教会の働きの中で多くの女性が

活躍していたこと、奴隷も自由人も裕福な人も混在していたこと、ユダヤ人も異邦人も混

在していたこと、そしてパウロは孤独な伝道者ではなく多くの人に支えられていたことで

す。イエス様を信じる信仰は、性別・身分・民族の壁を超えて私たちを結びつけ、互いに助

け合うことができるようにさせてくださるのです。 

話し合いのために 

1. 「ユニア」の解釈の変遷について、どう思いますか？ 

2. ユアチャーチには性別・身分・民族による差別はありませんか？ 

1 ケンクレアイにある教会の奉仕者でもある、私たちの姉妹フェベを紹介します。2 どう

か、聖なる者にふさわしく、主にあって彼女を迎え入れ、必要とする物があれば、どんなこ

とでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の援助者であり、私自身の援助者でもあ

りました。 

3 キリスト・イエスにあって私の協力者であるプリスカとアキラによろしく。4 命がけで私

を守ってくれたこの二人に、私だけでなく、異邦人のすべての教会が感謝しています。5 

また、彼らの家の教会にもよろしく。私の愛するエパイネトによろしく。彼はアジアの初穂と

してキリストを信じた人です。6 あなたがたのために非常に苦労したマリアによろしく。7 

私の同胞で、一緒に捕らわれの身となったことのある、アンドロニコとユニアによろしく。こ

の二人は使徒たちの間で評判がよく、私より前にキリストを信じる者となりました。8 主に

あって愛するアンプリアトによろしく。9 キリストにある私たちの協力者ウルバノと、愛する

スタキスとによろしく。10 キリストにあって適格者と認められたアペレによろしく。アリスト

ブロ家の人々によろしく。11 私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソ家の中で主を信じ

ている人々によろしく。12 主にあって苦労して働いているトリファイナとトリフォサによろし

く。主にあって非常に苦労した愛するペルシスによろしく。13 主にあって選ばれたルフォ

スと、その母によろしく。彼女は私の母でもあります。14 アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、

パトロバ、ヘルマス、および彼らと一緒にいるきょうだいたちによろしく。15 フィロロゴとユ

リア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、そして彼らと一緒にいる聖なる者たち一同によろ

しく。16 聖なる口づけをもって、互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会が

あなたがたによろしくと言っています。 

21 私の協力者テモテ、また同胞のルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなたがたによろしくと言

っています。22 主にあってこの手紙を筆記した私テルティオが、あなたがたに挨拶いたし

ます。23 私と全教会との家主であるガイオが、よろしくとのことです。市の会計官エラスト

と兄弟クアルトが、よろしくと言っています。

　


