
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> 

1/29 Service (Japanese and English) 1０:00-1１:30 

<Next week>  

2/5 Service (Japanese and English) 1０:00-1１:30 

  Communion 

  

<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>   

1/29 (日)  礼拝 (日本語・英語)  10:00-11:30 

<来週>　  

2/5 (日)  礼拝 (日本語・英語)  10:00-11:30 

  聖餐式 

  

<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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1/29/2023 (John 1:43-51) 

 "You Will See Greater Things"　Mari Ikeda 

 

A. Philip 

1. Discovered by Jesus (43-44) 

2. A coward? (6:5-7) 

B. Nathaniel 

1. Caught up in prejudice, he did not try to know Jesus (45-46) 

2. Surprised by how much Jesus knew about him (47-49) 

C. "You will see greater things" (50-51) 

Summary 
Jesus knows each of us well before we know him. And even 
before we ask, he wants to walk with us. We are surprised and 
delighted to meet Jesus, who finds us and calls us, but Jesus 
wants to show us something even bigger. Believing in Jesus means 
repeatedly discovering that God's love is far greater than we can 
imagine. 

For Discussion 
1. Have you ever asked Jesus, "How do you know me?" 
2. What are the "greater things" that Jesus wants to show us? 

43 The next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, 

he said to him, “Follow me.” 44 Philip, like Andrew and Peter, was 

from the town of Bethsaida.  

45 Philip found Nathanael and told him, “We have found the one 

Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets 

also wrote —Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” 46 “Nazareth! 

Can anything good come from there?” Nathanael asked. “Come 

and see,” said Philip. 

47 When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, “Here 

truly is an Israelite in whom there is no deceit.” 48 “How do you 

know me?” Nathanael asked. Jesus answered, “I saw you while 

you were still under the fig tree before Philip called you.” 49 Then 

Nathanael declared, “Rabbi, you are the Son of God; you are the 

king of Israel.” 

50 Jesus said, “You believe because I told you I saw you under 

the fig tree. You will see greater things than that.” 51 He then 

added, “Very truly I tell you, you will see ‘heaven open, and the 

angels of God ascending and descending on’ the Son of Man.” 

6:5-7 When Jesus looked up and saw a great crowd coming 

toward him, he said to Philip, “Where shall we buy bread for these 

people to eat?” He asked this only to test him, for he already had 

in mind what he was going to do. Philip answered him, “It would 

take more than half a year’s wages to buy enough bread for each 

one to have a bite!” 

　



2023/1/29　（ヨハネによる福音書1:43-51）  

「もっと大きなことをあなたは見る」 池田真理 

 
A. フィリポ 

1. イエス様に見つけ出される (43-44) 

2. 小心者？（6:5-7) 

B. ナタナエル 

1. 偏見にとらわれてイエス様を知ろうとしない (45-46) 

2. イエス様が自分のことを知っていて驚く (47-49) 

C. 「もっと大きなことをあなたは見る」 (50-51) 

メッセージのポイント 

私たちがイエス様を知る前から、イエス様は私たち一人ひとりのことをよく知って

います。そして、私たちが願う前から、私たちの人生を共に歩みたいと願ってくだ

さっています。私たちは、私たちを見つけ出して呼びかけてくださるイエス様と出

会って、驚き、喜びますが、イエス様はもっと大きなことを私たちに見せてくださろ

うとしています。イエス様を信じて生きることは、神様の愛が私たちの想像をはる

かに超えて大きいということを繰り返し発見することです。 

話し合いのために 

1. 「どうして私を知っておられるのですか」とイエス様に聞いた経験はあります

か？ 

２. イエス様が見せてくださるという「もっと大きなこと」とは何でしょうか？ 

43 その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとしたときに、フィリポに出会って、「私に

従いなさい」と言われた。44 フィリポは、アンデレとペトロの町、ベトサイダの出

身であった。 

45 フィリポはナタナエルに出会って言った。「私たちは、モーセが律法に記し、預

言者たちが書いている方に出会った。ナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。」46 

ナタナエルが、「ナザレから何か良いものが出ようか」と言うと、フィリポは、「来

て、見なさい」と言った。 

47 イエスは、ナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われ

た。「見なさい。まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。」48 ナタナエル

が、「どうして私を知っておられるのですか」と言うと、イエスは答えて、「私は、あ

なたがフィリポから話しかけられる前に、いちじくの木の下にいるのを見た」と言

われた。49 ナタナエルは答えた。「ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエ

ルの王です。」 

50 イエスは答えて言われた。「いちじくの木の下にあなたがいるのを見たと言っ

たので、信じるのか。それよりも、もっと大きなことをあなたは見るであろう。」51 

さらに言われた。「よくよく言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に

昇り降りするのを、あなたがたは見ることになる。」 

6:5-7 イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに

言われた。「どこでパンを買って来て、この人たちに食べさせようか。」こう言った

のはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知ってお

られたのである。フィリポは、「めいめいが少しずつ食べたとしても、二百デナリオ

ン分のパンでは足りないでしょう」と答えた。 

　


