
 私たちの人生には、自分の力や知恵や経験ではコントロールすることのできない、
苦しみや悲しみをもたらす思いがけない出来事が満ちています。しかし、聖書は驚く
べきことに、すべてのことが私たちの人生に益をもたらすと約束しています。

「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべ
てのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。」（ローマ8:28）
　私も先月思いがけない経験をしました。狭心症であるため、カテーテルの検査
（手術）をしたのですが、その際血栓が脳に入り脳梗塞を引き起こして言語障害にな
りました。軽い気持ちで何の心配もなく病院に行ったものですから、本当に思いが
けない出来事でした。幸いすみやかに最善の治療がなされて血栓を取り除きまし
たので、言葉にも身体にも何の麻痺や後遺症もなく回復しました。
　この思わぬ出来事は、神の力が私たちの人生にどのように働くのかを改めて教え
られました。私たちは自分の力で自分の人生をコントロールすることができません
が、神の恵みの力は私たちの弱さのうちに現われるのです。

「しかし、主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱
さのうちに完全に現れるからである」と言われたのです。ですから、私は、キリストの力
が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。」（2コリント12:9）
　神はクリスマスに弱さの中にある人として私たちのところに来てくださいました。
永遠の力ある栄光の神が、弱さを抱えた人となるのは文字通り思いがけない出来
事です。それは、キリストの恵みの力が私たちの弱さを通して現わされるためなの
です。

 We cannot control our lives by our power, wisdom or experience. Sadness and difficulties come in ways we can never expect. 
Yet, the surprising thing that scripture promises is that all these things are actually working together for our benefit.  
“We know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose.” Romans 8:28
I myself had an “unexpected happening” last month. I went to the hospital for an expected minor surgery to place a catheter to 
prevent future heart attacks. What was supposed to be a minor procedure caused a blood clot to occur which triggered stroke 
like symptoms which completely disabled my language function. I went to the hospital without much concern, taking the 
procedure very lightly, so this stroke and its attendant difficulties was truly unexpected. Thankfully, I was able to make a speedy 
recovery, the clot was removed, all body and language functions returned to normal and I made a full recovery.
 This whole experience caused me to really reflect on the power of God working in our lives. We cannot control our lives but 
through weakness, God’s powerful grace is evidenced.
 “But he said to me, ‘My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness.’ I will rather boast most gladly of my 
weaknesses, in order that the power of Christ may dwell with me.” 2 Corinthians 12:9
 God at Christmas came in weakness to where we are. The God of all glory from eternity past coming wrapped as a weak person 
is literally the most unexpected happening you can imagine. That is the power of God’s grace showing forth in weakness.

グレースシティは、11月20日から二部礼拝を開始しました。1月の終わりまで第一礼拝を午後1時、第二礼拝を午後3時半から始めるという二
部礼拝形式を試し、それにより教会のビジョンをより健全に促進することができるかどうかを評価する予定です。現在、２つの礼拝で合計200
名以上の方が出席されることがありますが、KDDIホールの座席数は190席以下しかありません。礼拝を二部に分ける事により、空席を目にす
ると寂しく感じる方もおられるかもしれませんが、この数ヶ月間の満席状態に比べると、今では新しい方が来られても十分な席数があり、教会
が成長できる余地があります。心置きなく友達を誘う事ができるのは喜ばしい限りですし、クリスマスや新年にもっと大きな会場で特別な合
同礼拝を捧げられることも楽しみです。礼拝の音楽、会場の設置（セットアップ）、子どもの音楽、ウェルカムチーム、お祈りなどでサポートしな
がら仕えたいと考えておられる方は、是非ご連絡下さい！ 

Grace City held its first Sunday of 2 worship services on November 20! Through the end of January, the church plans to try this new 
schedule of 2 worship services at 1:00 and 3:30, and then assess if this schedule is healthy and empowering the vision of the church. 
So far, with both services included, we have been having a total of over 200 people in attendance, yet KDDI Hall only holds less than 
190 seats. So, although some may now feel that the number of empty seats is a bit depressing, we rejoice that after months of 
overcrowding, we have room to grow! While we delight in the opportunity now to bring friends, we look forward to the special occa-
sions, such as Christmas and New Year's, when we will have one big joint worship service at a larger location. If you feel led to 
support this ministry in any way, such as worship music, Sunday church set up, kids music, welcome team, prayer, etc., please let us 
know!

思いがけない出来事
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　皆さんは“導き”を感じた事がありますか。
私が30歳にして洗礼を受ける事になった“導き”についてお話したいと思います。
背景 - 私は物心がついた時から、聖書の教えと共に育ち、一度も神様の存在を疑った事はありませ
んでした。しかし、海外で生まれ、外国人の親であることもあり、来日した際は、日本に教会があるとは思って
おらず、25年間教会へ通う事も、洗礼を受ける事もなく、“聖書と祈り”だけで生きてきました。
心と体の過ち - 私は社会人になり、信仰を見失いました。会社で業績が自らの力によるものだと錯覚し、自分
の能力を過信し、傲慢な考え方になっていったのです。
　また、どんなに働いても壊れない丈夫な体を酷使し、仕事の他にサッカークラブの経営や、大学院の勉強
と、無休で働き続ける事を誇りに思っていました。そして案の定今年の春、過労により脳の病気を患い倒れ
てしまったのです。
気付きと洗礼への決意 - 病気のおかげで、私は聖書と向き合うことが出来、そして下記の事に気づきました。

1. 神様を疑うことだけが不信仰だと思っていたが、傲慢になり神様の恵みを忘れることもまた不信仰である
    (第一ペテロ5: 6-11)
2. 自分の体を自分のものだと思っていたが、私達の体もまた神の一部であり、体を酷使することも不信仰で
     ある  (第一コリント 6:19)
人生の出来事を通じて教訓されたこの気付きによって、これまで以上に深い理解と信仰を持ちたいと願
い、またキリストの福音による赦しの必要性を実感し、今回洗礼を受ける決意に至りました。

導き - 病気で倒れる直前、親友の結婚式で福田牧師の息子に出会い、グレースシティーに導かれた事は
偶然ではないと思っています。神様は私の性格を良くご存じで、遅かれ早かれ私が必ず神様に対して罪
を犯す事を知っておられたのです。最も適切な時に、気付きと悔い改めに導き、教会につながる機会を
与え、イエス・キリストの福音による赦しを与え、神様が今回の洗礼の場を用意してくださったと信じてい
ます。これが、私が洗礼を受けるまでに感じた 神様の“導き”であり、この恵み豊かな神様に心から感謝し
ています。

Have you ever felt as though you are ‘being lead?’ I want to talk about how I ‘was led’ to be baptized now at the age of 30.
  As background, let me explain that I was raised with a knowledge of the scriptures and never once doubted God's existence. But, 
having been born overseas of foreign parents, when I came to Japan I had no idea there was an active Japanese church so for 25 
years did not go to church nor ever receive Baptism. My Christian walk was limited to personal Bible reading and prayer.
When I entered the workforce, I lost sight of my faith. I considered my job was something that I accomplished with my own power and 
began to grow prideful and arrogant. I thought I could do anything and was willing to take on any job. I involved myself in manage-
ment in a girls’ soccer club and started graduate school as well. I was on the go endlessly without rest. I considered this something to 
be proud of. But as you can expect, this caught up with me. Having worked myself to exhaustion, in the spring of this year, I crashed.
Thanks to this sickness, I once again turned to the scriptures and discovered the following things: 
  1. Previously, I thought that a lack of trust in God alone was evidence of lacking faith, but I came to realize that pridefulness and 
forgetting God’s grace is a lack of faith as well (1 Peter 5:6-11). 
  2. I had thought that my body was my own but, I came to realize that our bodies  are God’s and that exploitative overuse of the 
body is also a result of a lack of faith (1 Cor 6:19).    
Through my life circumstances was taught these things and came to a place where I wanted a deeper understanding and faith. 
Through the gospel, I realized my need for forgiveness. As a result, I decided to be baptized.
 As I look back I can see the path on which I was being lead. Right before I got sick and passed out, I met Pastor Fukuda’s son at a 
wedding of my best friend. From that meeting, I was lead to Grace City. This was a real surprise to me at the time. God knows me well 
and was showing me through my coming exhaustion my own sin. And, at the right time I was lead to repentance, was connected to 
a church, was given the gospel of Jesus Christ and finally was brought to a place where I could be prepared for baptism. I thank God, 
in his infinite grace and mercy, for His leading me all the way to baptism.

千葉 恵美 さん
Emi  Chiba

2016年12月25日（日） 受洗予定  
Will be baptised on 25th Dec

証し  T E S T I M O N Y

12月25日（日）にメンバーになる事を予定されている方々  People who will become members on 25th December

受洗 | Baptisms　

栗原万奈（Mana Kurihara）  黒岩奈央（Nao Kuroiwa）  千葉恵美（Emi Chiba）  丹羽里美（Satomi Niwa）

幼児洗礼 | Infant Baptisms

ダンカン早矢（Saya Duncan）  平田にこ（Nico Hirata）

信仰告白 | Professions of Faith

原田契（Kei Harada）   塩入君道（Kimimichi Shioiri） 

転入 | Transfer of Membership

佐藤浩司(Hirotsuka Sato)  塩入同（Tomo Shioiri）  塩入純子（Junko Shioiri）  塩入御民（Mitami Shioiri）
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お祈りと献金のお願い  |   神は私たちのためにイエス様をこの世に送ってくださり、大いなる犠牲の愛と恵みを与えてくださいました

三菱東京UFJ銀行
堀留（ほりどめ）支店（322）
普通　0006326
名義　グレースシティチャーチ東京

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Branch Name : Horidome Branch （322）
Account Number : 0006326

Bank Holder’s Name : Grace City Church Tokyo

毎月の献金は、ぜひオンラインバンキングをご利用ください。 

アメリカからの献金は、下記よりお手続きください。

To make a donation from the U.S., please use the following site.

Redeemer City to City

https://www.redeemercitytocity.com/gracecity

TKPガーデンシティ竹橋  東京都千代田区一ツ橋1-2 -2                                                         住友商事竹橋ビル

入場無料 |  どなたでもお気軽にお越しいただけます。
問合せ info@gracecitychurch.jp

クリスマス クラシック合同礼拝
12月25日（日）2PM 

-  クラシック音楽と聖書朗読  -  

A  S p e c i a l  C l a s s i c a l  S e r v i c e
1 2 . 2 5  S U N  2 P M  a t  T K P  G a rd e n  C i t y  Ta k e b a s h i

HAPPYChristmas
2016

このクリスマスの時期に、神は私たちの必要のためにイエス様をこの世に送ってくださり、大いなる犠牲の愛と恵みを与えてくださったことを
覚えつつ、皆さまがグレースシティの働きのために、お祈りと献金をもって支えてくださる事を心から感謝いたします。
2016年は教会の礼拝参加者が200名に達して、11月から2部礼拝が始まるという大きな恵みが与えられました。洗礼者や転入者が与えられ、
新しい家族も続けて増し加えられています。また、特別に、おゆみ野教会のダン・アイバーソン牧師のご尽力により宣教団体MTWのマッチン
グファンド（幕屋プロジェクト)が与えられ、国外と教会内部の皆様から目標額以上の合計570万円（2017年3月まで）が約束されました。これ
は本当に大きな恵みです。しかし、同時に2部礼拝を開催するために、毎週日曜日にかかる経費は、会場費やその他の費用を含めて今までよ
り約8万円、年間では約400万円以上が追加で必要となります。さらに、ミニストリーの必要も大きくなり、教会全体の年間必要経費は3,500万
円以上となります。
この1年を振り返って、私たちが活動している東京、教会、お一人お一人に神が与えてくださったあらゆる恵みに感謝しましょう。そして、来年
も引き続き東京における主の働きに加わり、イエス様の素晴らしさを共に味わうことができますように、お祈りしています。ぜひ、経済的な必
要が満たされますよう、皆さまにお祈りと献金のご協力をお願いいたします。 2017年もキリストにある恵みと平和がありますように！ 

「あなたがたは、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなたがたのために貧しくなら
れました。それは、あなたがたが、キリストの貧しさによって富む者となるためです。」  2コリント書8章9節 

Request for your Prayers and Financial Support

This Christmas season, we celebrate the great sacrificial gift of love and grace that God sent us in His Son Jesus. Along with 
that, we are grateful for the prayers and gifts that everyone has offered up for the work of Grace City Church.
 In 2016, as Grace City attendance has reached 200 people, we were given the great blessing of being able to move to 
two worship services in November. Those being baptized as well as transferring have increased; new families have contin-
ued to be added to the church. With the efforts of Dan Iverson, pastor of Oyumino Church, a special matching fund was 
developed through the mission organization MTW. Through this Makuya (Tabernacle) Project, combined pledges (to be 
given by March 2017) of both Grace City members and foreign sources came to 5,700,000 yen、exceeding expectations. 
What a blessing. At the same time, two worship services involve additional expenses of about 80,000 yen each Sunday, or 
approximately 4,000,000 yen a year. Furthermore, the ministry and financial needs of the church have continued to grow 
and require more than 35,000,000 yen a year. 
 As we look back over the past year, let us be grateful for every person that God has changed, for our church, and for our 
city that we minister in. And as we look ahead to the next year of involvement in God's work in this city, we pray that we 
will taste and see that Jesus is good. We also pray that by your prayers and gifts, every need of the church will be filled. 
May the grace and peace of Christ be with us in 2017! 

'For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by 
his poverty might become rich.'  (2 Corinthians 8:9)

http://www.gracecitychurch.jp/location
https://www.redeemercitytocity.com/gracecity


今年の4月からサーバントリーダー育成を目的としたサーバント・アンド・リーダーシップ・トレーニング(略してSALT )というプロ
ジェクトが正式にスタートしました。SALTは、福音中心の聖書を教えることができる次世代のリーダーを育成し、東京を変革する
ことを目的としています。

SALTのトレーニングには３つの構成要素があります：
１）  学び:  聖書の解釈や教え方、説教の方法、クリスチャンサーバントリーダーなどの学び
２） ミニストリー:  聖書のメッセージ、子どもの聖書教育、1対1のメンタリング、スモールグループのバイブルスタディなど、
      ミニストリーにおける実践的訓練
３）  奉仕:  教会における実質的な奉仕を行い、教会と都市に仕える事を通して人格を養う訓練

毎週、SA L Tのメンバーは聖書を学びながら、教会奉仕に取り組み、福音を伝える働きをしています。2 0 1 6年はローマ
書を学びながら、御言葉を頭で理解するだけでなく、教会での働きと重ね合わせながら実践しました。御言葉を学ぶ
だけではなく、適応する事ができる機会はSA L Tの恵みの1つです。
　S A L Tの参加者は、毎年春に短期宣教チームを派遣してくださるロンドンのセント・ヘレンズ・チャーチへ研修旅行
に行く機会が与えられました。８日間ロンドンに滞在しながら、ロンドンにおけるミニストリーを見て、体験しながら
学びました。そこで彼らが何よりも御言葉を優先している姿に大きな影響を受けました。この教会が主軸にしているミ
ニストリーはグレース・シティ・チャーチと似ています。朝と夜に開催しているバイブルスタディ、お昼に開催している
ランチタイムミーティング。まるで未来のグレースシティチャーチの一部を先に見せてもらえたような光景でした。ど
うしたら、このようにミニストリーの質や規模が拡大するのか？彼らに質問すると誰からの答えも共通していました。
それは「御言葉を一番大切にしているから」というものでした。「東京で神様はどのように働かれると思いますか？」と
ある人は私たちに訊きました。「聖霊によって働かれる、と言う人もいると思うけれど聖霊も神様ですよね」と彼は言
いました。彼の答えは“神は御言葉を通して働かれる“というものでした。彼らは信仰が成長するために、真理を語る必
要性を特に強調していました。もし私たちが御言葉から離れれば、神が私たちに触れる時間が減っていきます。だから
クリスチャンに対しても、ノンクリスチャンに対しても、御言葉・真理を語ることに意味があります。神は言葉によって
この世界を創られました。パウロは牢獄の中から、仲間たちに手紙を送って真理を語り励まし続けました。この一貫し
た成長の仕組みを肌で感じる事ができたのが、私たちにとって学びであり、恵みでした。

The SALT Project is a Ministry Training Scheme started from April 2016. Its goal is “To raise up the next generation of gospel-
centered, expository Bible-teaching servant leaders to transform Tokyo.” 
The training has three components: 
１) Learning: training in how to understand, teach and preach the Bible, as well as in Christian servant leadership.
２) Teaching: to teach the Bible in ministries such as giving short Bible messages, children's talks, 1-on-1 mentoring, and leading 
small group Bible studies. 
３) Serving: to serve the Church and the city by doing various practical tasks in the church in order to cultivate character and 
leadership skills. 
Every week, the SALT members study the Bible, serve church and teach the Gospel. In 2016, SALT interns not only studied the 
book of Romans and grew in knowledge of God, but we have also integrated this knowledge into their work in the Church. 
This has been a great blessing to SALT participants. 
As a part of the training, SALT interns stayed for 8 days in London to learn about the ministry at St. Helen’s Church’s. There, one 
of the biggest influences was how that church prioritizes the Word of God in their lives above all else. The main ministries are 
Bible studies and Lunchtime meetings, giving us a vision of our future church. When St. Helen's leaders were asked the question, 
"How have you developed these ministries?" all answered in the same way: "By prioritizing and teaching the Word of God." 
One of them also asked SALT participants a question: "How does God work in Tokyo?" He then said that some people want to 
answer that it's through the Holy Spirit, but the Holy Spirit is God too, so that brings one back to "How does the Holy Spirit work 
in Tokyo?" His answer was that God works for us though His Word. So, the process of growth in St. Helen's Church is based on 
God's Word.
SALT interns observed that when the Word is left out of the workplace, it means there is less time for God to be with us. Interns 
experienced the great meaning in telling God's Word and truth to both Christians and non-Christians. As God made this world 
by His Word, and Paul kept telling the truth through letters even though he was in prison, the importance of The Word was a 
memorable lesson and a blessing to all.

On October 15, Grace City Church Tokyo partnered with Community Arts 
Tokyo to host our third annual arts conference entitled “BROKEN” with 183 
attendees. 28 presenters helped us through presentations, performances, 
discussions, and works of art to look at brokenness in our lives and society 
and consider where we may find gospel hope. It could not have been done 
without the hard work of over 30 volunteers! Please mark the next arts 
conference October 14, 2017 on your calendars! Are you interested in being 
on the planning committee? Let us know!
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SALT（サーバント・アンド・リーダーシップ・トレーニング）の報告

Report f rom Servant and Leadership Training (SALT)

「BROKEN -  傷ついた世界」　イベント報告  -   Report on “BROKEN” 

10月15日（土）、グレースシティ東京はコミュニティアーツ東京と共に今回で3度目となる年に一度のアートイベント「BROKEN-傷つ
いた世界」を主催し、183人もの来場者がありました。28人がプレゼンテーション、パフォーマンス、ディスカッションなどを通して発
表し、芸術を通して、私たちの傷ついた人生や社会の中で、福音の希望をどう見つけられるかを探りました。このイベントは30人以
上もの尊いボランティアの働き無しには成り立たなかったでしょう！次のカンファレンスは2017年10月14日（土）です。ぜひ、来年の
カレンダーの日程に印を付けておいて下さい！もし、実行委員としてお手伝いして下さる方がおりましたら、是非ご連絡下さい！

http://www.gracecitychurch.jp

