
グレースシティの今年のミニストリーヴィジョンは「Serve,Enjoy,Renew！キリスト
の弟子づくり」です。覚えていますか？福音を分かち合いキリストと都市の必要に仕
え、神との交わりとコミュニティを喜び、福音によって霊的につくり変えられる歩み
です。
　この秋には、ダビデの生涯を取り上げて、神とともに生きるキリストの弟子の人
生について考えています。ダビデ王は多くの人にとって非常に魅力的な人物です。
その魅力の秘密は彼の心にありました。神はダビデの心を見て「わたしの心にか
なった者」と呼んだのです。しかし、彼の心にはむらがあり、不信仰であったり、過ち
や罪を犯したり利己的であることも多く、たくさんの血を流しました。それが彼の本
性でしたが、ダビデはいかなるものよりも神を愛したのです。
　イエスの生涯を現代的な一言で表すことができるなら「サーバントリーダーシッ
プ仕えるしもべ」と言えるでしょう。「人の子が来たのも、仕えられるためではなく、
かえって仕えるためであり、また、多くの人のための、贖いの代価として、自分のい
のちを与えるためなのです。」（マルコ福音書10章45節）このような自己犠牲を払っ
て仕えるイエスの愛にこたえて、神を愛する人は特別な新しい歩みをするのです。
　このような人生は消費主義Consumerismと呼ばれる現代社会では人気がない
かもしれません。しかし、キリストが愛してくれる私たちの人生を喜びをもって用い
て、周りの人たちの必要に貢献するなら、新しい価値を生み出す生きがいのある人
生を歩むようになるのではないでしょうか。イエスが私たちの人生にもたらしてく
れる自己実現を越える新しい生き方に心の目を開きましょう。

 This year's ministry vision at Grace City church is “Serve Enjoy, Renew! Making Disciples of Christ." Do you remember when we rolled 
this out? Sharing the gospel, proclaiming Christ in the city, rejoicing in fellowship with God and one another, and having our spiritual 
walk remade by the gospel. 
 This fall, while looking at the life of David, we have been thinking through what it means to have togetherness with God through life as 
a disciple of Christ. For many, King David stands as an amazing figure. The secret to his appeal was his heart. When God looked at 
David's heart, He called him, “A man after my own heart.” But, David's heart contained inconsistencies and lack of faith. He made 
mistakes, sinned deeply, often acted in pure self interest, and shed much blood. That was the “real” David,  yet he was loved by God 
more than any other.
 If one were to sum up the life of Christ in a modern phrase, perhaps one could say, "Servant Leadership - Attending Servant." For even 
the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.” (Mark 10:45). The only response to this 
self-sacrificing, debt-paying, surpassing love of Christ is to walk as a lover of God in newness of life.
 This kind of life may not be very popular for this generation of consumerism. But having received the love of Christ, we find joy in our 
lives being used. As we contribute to the needs of those around us, it produces in us a new sense of worth and turns our lives into ones 
full of meaning and purpose. Let's open our eyes to how Jesus brings about a new way of life that surpasses mere self-fulfillment.

 

日曜日に教会で神と出会い賛美しても、翌日には賛美や信仰を忘れ、自分中心の生活を送ってしまうということはありませんか？日曜日にメッセー
ジされた聖書箇所は日常でどのように適用できるのでしょうか？コミュニティグループは3～8人程度のグループでカフェや家庭などに集まり、聖書
の学びと伴に日常での信仰の励まし合い、祈り合いをします。神様が三位一体というコミュニティを通して愛を働かせているように、私たちもコミュ
ニティを通して信仰を高め合うことができます。また、教会の小グループミニストリーに精通していたジョージ・カールは「毎週教会に通っていても
小グループに所属をしなければ、2・3年以内にその教会を離れてしまう」というような内容を語っていました。ある方はコミュニティグループで信仰
を支え合う仲間を作ることができました。またある方は、職場で手に負えなくなった問題をみんなで共有したことで、はじめて神様にゆだねる勇気
を手に入れました。職場で神を想って仕事をするため、また家庭で神を中心とした家族生活を送る等、日常の信仰を保つためにコミュニティグルー
プを活用していただくことができます。

Do you feel that although you meet God in praise and worship on Sunday, during the week faith is forgotten and life returns to a 
self-centered daily existence? How can one apply the scriptures from Sunday's message to one's daily life? Community groups consist 
of 3-8 people gathering in cafes or homes to study the scriptures, encourage one another in faith, and pray for one another. Just as 
God works and relates within the close community of the Trinity, so too we strengthen our faith by being in community. George Carl, an 
expert in regards to small group ministry, said something to the effect of, “Even if a person attends Sunday worship weekly, if that person 
is not in a small group within 2-3 years, that person will leave the church.” Some have had their faith deepened by the friendships made 
in their community group. Others have had unmanageable problems at work and, through sharing them with other community group 
members, for the first time are able to entrust these difficulties to God. These groups can be utilized to enable members to better reflect 
on God while in the workplace, to be more intentional about placing God at the center of family life, and in general to sustain faith. 
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 主の恵みを感謝いたします。この数ヶ月間、グレースシティチャーチ東京の礼拝出席者数が増え、会場の定員に近くなってきました。スタ
ッフがかなりの時間をかけて他の会場探しに尽力しましたが、貸ホール、貸会議室、イベントスペース等を見学しながら２つのことが明
確になりました。第1に、グレースシティの必要は通常のレンタルスペースが提供できる条件には収まりきれないということ。第2に、KDDI
ホールが当教会に必要な条件を最も満たしているということ。つまり、KDDIホールは立地条件が良く、音楽演奏、セミナーや子どもプログ
ラム（ナーサリーを含む）、物品販売、飲食が許されており、他の団体に気兼ねなく交わりをすることができます。

 それらのことを検討した結果、神様が次の最善の場所を用意してくださる時までは、礼拝を二部制にするという結論に至りました。幸い
なことに、KDDIホールの毎週の使用時間を延長することにより、少なくとも年間47週の日曜日を予約できることになりました。今現在の
通訳、子どもプログラム、ナーサリーを提供する形態の礼拝は第一礼拝として1時開始へと移行し、第二礼拝はメッセージと賛美の曲目は
同じ内容で、他プログラムの提供がない礼拝が3時半開始にするという計画です。各礼拝の間となる2時半～3時半までが、それぞれの礼
拝参加者がゆっくりと交わる時間となることを期待しています。

 礼拝二部制のアイディアは、私たちの教会内に新しい会衆を生み出すような試みです。もちろん、多くの問題点や難題を解決する必要が
あり、同じ内容の礼拝であったとしても、違う雰囲気の礼拝となるので、それぞれの礼拝に出席する方のタイプも異なることが予想されま
す。それはまだ福音を聞いたことのない方々に神を紹介する良い機会となり、また神の栄光のためにより多くのリーダーが訓練されるこ
とも意味しています。この大きな転換期を迎えようとしている教会のために、ぜひ皆様のご理解、ご協力とお祈りをお願いします。

礼拝二部制に関するアンケートのご協力をお願い 
 Please kindly spare your time to answer the questionnaire about having two services

www.gracecitychurch.jp/questions

 

 God has blessed! Worship at Grace City has been near maximum capacity for many months now. Our staff team has 
worked very hard for over a year to search for a location that would meet the needs of our growing church.
 
 As we visited various halls, conference centers, and event spaces, 2 things became clear. One, that Grace City's needs 
had outgrown what most rental locations could provide. Two, that KDDI hall provides us with more than most at a fraction 
of the cost of most. We are grateful for the ability at KDDI to play music, run various children's programs and seminars, 
provide food and drinks, sell various books and resources for individual needs, and have space to fellowship  without 
becoming a nuisance to neighbors.

 With this in mind, we have decided to try having two services at Grace City until God provides the next location. We 
contracted with KDDI hall for at least 47 Sundays out of the year in exchange for renting for a longer period each Sunday. 
The service that exists now will move to 1:00 and will continue to include the English translation, children's programs, and 
nursery. The second service, added at 3:30, will not include child care or translation but will contain the same songs and 
sermon. Our hope is that the time in between the services, 2:30-3:30, will become a rich time for both congregations to 
fellowship together.

  This project is in some ways like planting a new congregation within our own church. Although there will be many difficul-
ties, we believe that 2 services with the same liturgy but differing flavors will allow different types of people to come to 
worship, create more opportunities for non-christians to be introduced to God, and will raise up more leaders for His glory. 
Please pray with us as we plan for this transition! 

礼拝とは何でしょうか？
神様の前に進み出て、人生が新しくされる時です。
 
多くの方々が主を礼拝するために、みなさまのご協力が必要です。
現在、グレースシティチャーチ東京では、礼拝奉仕者を募集しています。
 興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

詳細HP  http://www.gracecitychurch.jp/volunteers

問合せ   info@gracecitychurch.jp

 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ことを心から感謝いたします。
グレースシティの会計の状況は、いつも非常に厳しい中にありますが、これまですべてのことを働かせて益としてくださった神が、これから
も恵みによって導いてくださると信じています。2016年上半期（1-6月）のグレースシティ内でささげられた献金は約630万円、そして特別に
宣教団体MTWとの間で実施した幕屋プロジェクトでは、合計570万円（来年3月まで）が約束されています。上半期から推測される今年末ま
での教会内収入の見通しは、教会内献金と幕屋プロジェクトを合わせて、約1,710万円（教会内1,260万円、幕屋450万円）となります。今年は
幕屋プロジェクトを加えた教会内献金の予算は2,000万円を計上していますので、約290万円のマイナスと予測されます。

ぜひ皆さまにお祈りとご協力をお願いいたします。神は私たちの必要のために、キリストによる大いなる犠牲的愛をもって満たしてくださ
いました。それゆえ、私たちにはどのようなときにも満ちあふれる喜びがあります！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

 We want to express our heartfelt gratitude to all of you who have sustained the work of Grace City Church with your 
many prayers and monetary gifts. Although the financial situation is always in a tight situation, we believe that the God 
who has worked all things for good so far will continue to lead us by His grace.

 The offerings given within Grace City herself during the period of January-June 2016 came to a total of about 
¥6,300,000yen. The total pledged through Mission to the World's matching fund, the Project Tabernacle, is approxi-
mately ¥5,700,000yen (including the pledges within Grace City and the matching funds promised by March of next 
year). Using the within-church income from the first half of the year to conjecture the income through the end of the 
year, the regular offerings and the Project Tabernacle combine to a total of about ¥17,100,000yen (regular offerings 
¥12,600,000yen, the Project Tabernacle ¥4,500,000yen). This year, the within-church budget, including both regular 
offerings and the Makuya Project, was calculated at ¥20,000,000yen, projecting a shortfall of ¥2,900,000yen by the end 
of the year. 

'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)

礼拝二部制について
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会計報告  F I N ANCE  R E POR T

お祈りとご協力のお願い  |   神は私たちの必要のために、キリストによる大いなる犠牲的愛をもって満たしてくださいました We are considering holding 2 services at Grace City

2016年の予算（20,000,000円）を達成するためには、次のような必要があります。
教会内献金  15,500,000円（6月末6,324,247円）　   必要：7月以降 9,000,000円
幕屋プロジェクト  5,700,000円（6月末約2,000,000円）　        必要：4,500,000円

収入 INCOME

教会内献金収入 Church Internal Income

海外献金収入 Overseas Income

        収入合計 Income Total

     支出合計  Expenses Total

    一般管理費  General Administrative Expenses

    礼拝関係費  Worship Related Expenses

            宣教費  Mission & Evangelism Expense

支出 EXPENSES

     総収支合計  Net Income

¥6,324,247

¥9,200,120 

¥15,524,367 

¥6,891,145 

¥7,184,228 

¥540,960 

¥14,616,333

 ¥908,034

-  2016年上半期（1-6月）会計収支  JUNE 2016 Finace Report  -

平均礼拝出席者数    大人 132名 小人 25名      合計157名
Average Attendance   Adult              Children           Total
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2016年の予算（20,000,000円）を達成するためには、次のような必要があります。
教会内献金  15,500,000円（6月末6,324,247円）　   必要：7月以降 9,000,000円
幕屋プロジェクト  5,700,000円（6月末約2,000,000円）　        必要：4,500,000円

収入 INCOME

教会内献金収入 Church Internal Income

海外献金収入 Overseas Income

        収入合計 Income Total

     支出合計  Expenses Total

    一般管理費  General Administrative Expenses

    礼拝関係費  Worship Related Expenses

            宣教費  Mission & Evangelism Expense

支出 EXPENSES

     総収支合計  Net Income

¥6,324,247

¥9,200,120 

¥15,524,367 

¥6,891,145 

¥7,184,228 

¥540,960 

¥14,616,333

 ¥908,034

-  2016年上半期（1-6月）会計収支  JUNE 2016 Finace Report  -

平均礼拝出席者数    大人 132名 小人 25名      合計157名
Average Attendance   Adult              Children           Total

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。 



　私は今は落ち着いていますが、昔はこんなに穏やかな性格ではありませんでした。昔は、劇団やフリ
ーで役者をして、誰かを蹴落として自分が成り上がろうと考える卑怯な人で、そんな自分が嫌いで自分
を信じる事が出来ずに悩んでいました。

 神様と出会ったのは５年くらい前でした。当時、私は正社員としてブラック企業で働いていました。毎
日社長に罵倒され、自分は悪い人間だ、自分が出来ないからダメなんだと思って、毎日必死に頑張って
いました。ある日社長から物みたいに｢あなたはいらない｣と解雇され捨てられました。突然で、悲しく
て、毎日どうしたら良いのかと泣いていました。

 誰も信じる事が出来ない時に、ふと思い立って近所を散歩していたら、教会が目に入りました。家に帰
ってもその教会が気になりホームページからメールすると気軽にいらして下さいと言われたので勇気
を出して行きました。牧師夫婦は、満面の笑みで迎えてくれて3時間くらい話を聞いてくれました。

 聖書を通じてあなたの存在が神様には貴いと言う御言葉と、今まで自分が嫌だなと思っていた事や自
分が許せないと思うことも、全部許してくれる神様が好きになりました。私には罪が沢山あると気付き
ました。
 
 その後、グレースシティに来るようになり、罪はイエスが十字架にかかって死んで、3日目に死に打ち勝
って蘇ってくださったことによって赦されたことと、それを信じることで永遠のいのちが与えられること
も知り、自分が嫌いな心が変えられて、何も苦しくないと感じるようになりました。神様を信じて受け入
れました。今では、信仰は心の大黒柱だと思えるようになり、どんな時にも神様がともにいてくださる事
を知り、幸せに満ちた日々を送っています。

  I am calm and relaxed now but I have not always been this way. Years ago, when I worked as an actress in a theater company, 
I was a mean person, knocking down others thinking this would help lift me up. The self hate and cowardice I felt was crippling. 
I met God about 5 years ago. At that time I was working full-time at a company that exploits its employees. Everyday as I would 
suffer the abuse of my boss, I felt that I was a bad person, that I couldn't do anything. Every day, I would work myself to death trying 
to earn respect. One day that boss said to me, “You're not needed."  And just like trash I was tossed away and fired. Suddenly, every 
day was overwhelmed by sadness as I cried out in search of what I should do.

 At a time when I could believe in no one, I made myself take a walk and happened to pass by a church. Even as I returned home 
from my walk, I had an interest I couldn't shake. After sending an email to the church's homepage, and receiving a reply to come 
on over, I gathered up my courage and went. The pastor and his wife came and met me with faces full of smiles and spent about 
3 hours listening to me.

 In reading the scriptures, you can see that your existence is precious to God. Now I can see that my self-hatred and the things I 
couldn't forgive myself for have been forgiven and I am loved. I have learned that I am a person who has committed many sins. 

 As time went on, I started coming to Grace City regularly. I came to see that Jesus went to the cross, died and rose again so that 
my sins could be forgiven and I too by faith could inherit eternal life. At this time I also began to have my heart changed so that I 
didn't feel the crushing pain that I had previously felt. I believed and received God. 

 God has come to me, He has over given me overflowing joy. Now faith has become a central pillar on which I stand. 
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あなたの存在が尊いと言う御言葉、全部許してくれる神様が好きになりました。

小野 貴子 さん
TAKAKO  ONO
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http://gracecitychurch.jp
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