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2019 年度 グレースシティチャーチ東京 年次報告書 

2019 Grace City Church Tokyo Annual Report 
 

グレースシティ・ヴィジョン｜ 

キリストの教会であるグレースシティは、東京に恵みの福音を満たすことによって 

神の栄光をあらわします。そのために個人的な人生の変革、コミュニティの回復、 

都市の刷新、社会的な必要のために仕えます。 

 

ミッション 2020｜ 

  2020 年までに東京都心に違った文化的特徴をあらわす 2 つの教会を生み出します。 

 

ごあいさつ Greeting 

 

グレースシティが東京の都心で教会開拓を始めて、2020 年は 10 周年を迎えます。これまで神の恵

みと福音の力によって導かれてきたことを、まず主に感謝し、十字架で贖いを成し遂げ復活して生きて

おられるキリストの御名を心から賛美いたします。また、グレースシティという神の民のコミュニティ

に加わり、祈りと奉仕とささげものをもって協力してくださっている多くの皆さまにも感謝を申し上げ

ます。 

 

大きな恵みがあることを感謝しつつも、グレースシティは非常に難しい時を迎えています。昨年も

礼拝の参加者は減少しました。キリストの弟子として仕えるより多くのサーバントリーダーを必要とし

ていますが、まだ十分ではありません。昨年の会計は満たされましたが、今もなお経済的な困難に直面

していることには変わりありません。 

 

都心におけるミニストリーには文化的にも、経済的にも特有の難しさがあります。仕事のために忙

しいライフスタイル、孤独になりやすくコミュニティを作り難い人間関係、消費至上主義とも言うべき

自己中心的な傾向。このような霊的な戦いの中で、神の子どもという確かなアイデンティティを与え、

愛と信頼をもって苦しみさえ互いに負い合うコミュニティを生み出し、神の国のために仕える新しい人

生の目的に導くキリストの福音だけが、究極的な救いをもたらすことができると信じています。 

 

この 10 年間、主の助けによってサバイバルさせていただききましたので、聖霊に導かれてリバ

イバルする歩みに進んでいきましょう。今新型コロナウィルスの感染拡大という困難に直面しています

が、私たちのために犠牲を払って救いといやしをもたらしてくださった主イエスにより頼みましょう。 

 

「世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝ちました。」 

（ヨハネ福音書 16 章 33 節） 

 

グレースシティが東京都心に置かれた意義は、東京と世界のためにとりなし祈ること、神の国の希望

を指し示すこと、愛をもって仕えること、そしてキリストの福音を宣べ伝えることです。お一人お一人

の上に、三位一体の神のとこしえに変わることのない祝福が豊かにありますように。 

 

     主の恵み！  

 

     福田真理 
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礼拝 Worship & Fellowship ｜ 

 

2019 年 感謝のハイライト | 

 

2019 年において、神様がグレースシティの必要を忠実に満たしてくださったことを感謝します。グレ

ースシティに小会が正式に結成され、発足してから初めて丸一年が経ち組織化された教会として、一年

目を終えたことは感謝なことでした。 また子どもたちやユースの中高生を引き続き成長させてくださ

った神様を感謝します。ユースの 5 人全てがセットアップチームに加わっただけでなく、4 月からセッ

トアップとワーシップの間の時間を使ってユースグループの時間も持つようになりました！また 2 人

の成人の方たちと共にユース／小学生 2 人が洗礼を受けることができたことは特に感謝でした。さら

に小学生の子ども 1 人が信仰告白に導かれ、4 人の乳児が洗礼を授けられました。 

 

私たちは、昨年主にもっと沢山のリーダーを起こしてくださいと祈り、その祈りが聞かれたことを賛美

します。野村隆嗣が伝道師として教会に招聘されました。またジョエルとエレイン・ローエンをスタッ

フとして加わるよう、主が導いてくださったことも感謝です。また奉仕チームに若い人々が加えられた

ことを主に感謝いたします。過去一年、自分たちの経験を分かち合い、礼拝においてリーダー的な立場

を担ってくれたシングルの人々のパワーに大いに助けられました。また 2019 年において私たちのコミ

ュニティにおいて 4 組のカップルが結婚をすることで、共に礼拝するクリスチャンファミリーが増え

たことも感謝なことでした。 様々な方法でリーダーシップを発揮してくださってる方々に神様の豊か

な恵みが注がれると同時に、神様が引き続き教会の中から新たなリーダーを起こしてくださいますよう

に。 

 

昨年は KDDI ホールが安定して使用できない週が多くあったにもかかわらず、2019 年グレースシティ

は平均礼拝出席者 130 名の合同礼拝を毎週一回持つことができ、感謝でした。これは 2018 年の平均

礼拝出席者 165 名からは減少となりました。2019 年における礼拝献金額は 18,257,769 円でした。

グレースネットワークの教会における礼拝出席者の合計は増え続けており、東京において神様は確実に

働いてくださっています。グレースシティの中から教会開拓に召された者や、東京において新たな教会

を始めるため準備期間としてグレースシティの礼拝に過去数年加わっていた者が始めた教会を通して、

神様がどのように働かれるのか、今後楽しみにしています。 

これら教会には、豊洲の青柳聖真、品川のドリュー・チョ、六本木のクリスチャン・ゼブリー、そして

もっと最近では上野のアンディ・ダンカン、丸の内のティエリ・リチャーズ、そして昨年銀座において

開拓を始めた下村明矢を含みます。神様がこれからも東京を福音で満たしてくださいますように！ 

 

今後の課題 | 

 

2019 年の間何回も KDDI ホールを使えず、組織的な不安と難しさがあり、これからさらに安定した又

は安い場所に神の導きがありますように。引き続き、どのように予算とのバランスを取るのかが課題と

なっています。私たちは神の祝福を受けてさらに成長するために、独創的なアイディアを必要としてい

ます。神が私たちの信仰を強めてくださり、弱さの中にも神の栄光が表れますように。 
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礼拝 Worship & Fellowship ｜ 

 

祈りの課題 | 

 

・生み出されたリーダーは励まされて、霊的に成長し、他の人を祝福することができるよう、さらにリ

ーダーが生み出されるように。 

・神が喜んで捧げる心を与えてくださり、東京に福音を分かち合うことに参画できますように。そのた

めグレースシティの必要が与えられますように。 

・神がグレースシティの礼拝とコミュニティをさらに深めて、リバイバルしてくださり、文化と都会の

プレシャーに負けないように。 

・ユースとキッズのミニストリーはさらに成長し、子供がグレースシティに誘われ、神と出会いができ

るように。その次の世代のための必要とリーダーが与えられますように。 

 

 
  

2019 年の礼拝＠KDDI ホール            ユースの一人が洗礼を受けました。 
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コミュニティ・フォーメーション 1  

 

見よ。なんという幸せ なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって ともに生きることは !   

（詩篇 133 篇 1 節）  

 

主を賛美します！詩篇に、兄弟達が一つとなって生きる幸せが歌われているように、日曜の礼拝だけで

はなく、日々の暮らしの中で、わたしたちは共に集まり、主の御言葉によって励まされ、福音を人生、

生活に適応しながら日々新しくされる必要があります。都市に住む人々は孤独を覚えることが多く、コ

ミュニティの回復と発展はとても大切なものです。 

 

コミュニティグループ | 都内 11 箇所で開催  | リーダー会隔月 1 回開催 |  

 

共に聖書を学び、互いの人生を分かち合い、キリストを経験し、愛をもって仕え、福音を証しする。 

 

2019 年の感謝のハイライト｜ 

 

新しいグループやリーダーが加えられました。コミグル内でのライフストーリーの分ち合いを励ましま

した。隔月一回のコミグルリーダー会でも、証の練習をするなど宣教的なコミュニティ作りについて学

びを深めました。コミグル月間では新しいリーダーのライフストーリーを通して、多くの方が励まされ

ました。  

      

              夏に浴衣パーティを行いました                       コミグルの様子 

 

今後の課題 ＆ 祈りの課題 |  

 

• 東京全体に福音中心のコミュニティが形成されるように。  

• リーダー達が霊的に守られ、成長し、福音によって人生が変えられる経験を得られるように。  

• リーダー同士の関係も深まり、互いに励まし合え、コミグルに新しく参加される方が増し加えられる

ように。 
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コミュニティイベント 

リトリート | 年 1 回 (5 月)| 参加者:春 56 名  | 天城山荘  

感謝のハイライト |   

初めてグレースハーバーチャーチと合同開催しました。 「新しい王の即位」をテーマに、真の王キリス

トについて学びを深めました。家族や新しい方の参加、また普段交流の少ないグレースハーバーチャー

チのメンバーとも良い交流をすることができました。 

浴衣パーティ | 年 1 回 7 月開催 ｜参加人数 45 名 |   

グレースハーバーチャーチとの合同で開催しました。リトリートに続いて、良い交流の機会となりまし

た。新しく参加して下さった方や友人を連れて参加下さった方も多くいました。 

BBQ イベント |  年 1 回 10 月開催 ｜参加人数 44 名 |   

豊洲での開催で、家族連れも気軽に参加することができました。夕日のきれいな BBQ サイトで、教会で

はゆっくり話せない人や初対面の方と交流を深めながら、お腹も心も満たされる良い時間になりました。 

クリスマスパーティ | 12 月 各コミグル |  

各コミグルがシェアグレースとして、クリスマスパーティを開催してくれました。大人数のパーティに

は参加しづらい方も参加しやすく、アットホームな雰囲気で行うことができました。 

感謝のハイライト |  

新しくグレースシティに通い始めた方々が参加されたこと。グレーシティの礼拝に出席している方同士

が、より知り合う良い機会となったこと。  

今後の課題 & 祈りの課題 |   

• イベントを通して、神の愛と恵み、福音を分かち合うことができるように。  

•楽しい時間を共に過ごし、神の家族、兄弟姉妹としてお互いをより深く知りあうことができるように。  

 

祈りのミニストリー 

祈り会 |  毎月第 3 日曜日、礼拝前 | 参加人数 : 毎月 8-12 名前後｜教会が、イエス・キリスト

を頭とする共同体として成長し、社会の様々な必要に応えられるように、とりなして祈る。 

今後の課題 & 祈りの課題 |   

•祈り会のリーダーの備えと開催回数が増やされますように。   

•プレイヤーウォーク が継続的に開催できますように  

•運営チームにメンバーが加えられますように。 

女性ミニストリー | 女性のための祈り | 毎月第 2 日曜日、礼拝前 | 9 月より女性のための祈り

会をスタートしました。自分のために祈ること、神の性質を知ること、悔い改めなどを学びながら、安心

して分かち合い祈り合える場として成長しています。 

プレイヤーウォーク | 年 2 回 | 参加者 15 名 | KDDI HALL を出発し、大手町〜丸の内〜神保町ま

で歩きながら、祈る時を持ちました。 

90 日の祈り | 10 月〜12 月まで、教会の必要のために、90 日間毎日祈るというキャンペーンを開催し

ました。 

 

2019 年 感謝のハイライト | 

・9 月から祈り会の祈りの課題が英訳され、バイリンガルになりました。 

・10 月〜12 月まで「90 日の祈り」という祈りのキャンペーンを通して、教会全体で一致しながら、教会

の必要のために祈ることができました。 

・私たちの想像をはるかに超えた神が必要を満たしてくださいました。奉仕 グループリーダーやコミュニ

ティグループリーダーにも課題を共有し、祈りの輪を広げることができました。中高生も定期参加するよ

うになりました。6 月と 11 月にプレイヤーウォークを実施することができました。 
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コミュニティ・フォーメーション 2  
 
ファミリーミニストリー | それぞれのライフステージに合わせたサポートが必要とされています。日

曜日 には、ナーサリー（託児室）と、グレースキッズを行っています。グレースキッズは「成長」という

教材を用いながら賛美、メッセージ、各年齢に合わせたワークブックを通して聖書の御言葉を学んでいま

す。2019 年 4 月より中高生ユースミニストリーがスタートしました。その他、独身者のための結婚セミ

ナーや、結婚カウンセリングなど男女それぞれのニーズに応じた働きも行なっています。  

 

2019 年 感謝のハイライト ｜ 
・中高生たちが、セットアップチームなど奉仕チームに積極的に参加し、礼拝に仕えてくれています。 

・赤ちゃん達とママのための授乳室が備えられました。 

・ナーサリーの子どもたちがキッズに、キッズが中高生ミニストリーに進級し、子ども達が確実に成長し

ています。 

・4 月より中高生のミニストリーがスタートして、礼拝前に奉仕、学び、交わりの時を持っています。 

・4 名が幼児洗礼、1 名が信仰告白し、2 名が洗礼を受けました。 

・キッズの洗礼準備会を開催し、親御さんとの交流も深まりました。 

・キッズイベントを通して、宣教的な働きが励まされ、子ども達を通して、初めて教会に来られた家族が

沢山いました。 

・教材「成長」に慣れてきて、スタッフや子どもたちも聖書の御言葉をより深く学ぶことができ、聖句を

覚える機会が増えました。  

・キッズとナーサリーボランティアの霊的サポートのために、毎週、礼拝後にミニメッセージを聞いて一

緒に祈る時間を作り、交流を深めることができました。 

 
グレースキッズ | 毎週日曜日 : 礼拝メッセージの時間 | 参加人数 子ども 15 名&大人 15 名  

大人が礼拝メッセージを聞いている間に、子どもたちはキッズ賛美を捧げて、聖書のメッセージを聞き、ワークブック

や塗り絵の後に、適用を祈り、聖句を覚えます。年 3 回、礼拝の中で、会衆の前に出て歌いました。 

中高生ユースミニストリー | 4 月より毎週日曜日 礼拝前 | 参加人数 中高生 5〜6 名&大 6 名 
中高生が礼拝前のセットアップチームに参加した後に、昼食を一緒に食べて、礼拝メッセージの事前の学

び、分かち合い祈る。月一度の教会主催の祈り会にも参加しました。 

ユースの皆で長野にリトリートへ行きました ! 

 

ユースミニストリートレーニング | 年 1 回開催（3 月）| 参加者 15 名 |  

ブルックス・ケインさんをお迎えして子ども達や中高生にどう関わって行くのが良いかを考える大人ため

のトレーニングを開催しました。  

 

今後の課題 & 祈りの課題 |  
・それぞれの年代、言語、文化の違いを受け入れながら、子どもたちを愛し、関わりながら、信頼関係を 

  深めていけるように。 

・キッズの奉仕者がさらに与えられ、ひとりあたり月に一度の頻度で運営していけるように。 

・子どもたちとボランティアスタッフの一人一人が、キリスト・イエスの福音を聞き、神の恵みの中に生 

  かされていくこと。 

・関係者全員がイエスの愛を体験できるように。子ども達だけでなく保護者、ボランティア達に十分な霊 

  的ケアが与えられ、成長できるように。 

・中高生が増えているので、中高生のミニストリーの必要が満たされるように。  
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ナーサリー ｜ 毎週日曜日 | 参加人数 乳幼児 2-5 名 & 大人スタッフ 7 名 |  

0-3 歳の子どもたちを、託児室で神の家族の一員としてケアされています。 

 

今後の課題 & 祈りの課題 |  
・ナーサリーの奉仕者さらに与えられ、ひとりあたり月に一度の頻度で運営していけるように。 

・保護者が安心して子どもを預けられる環境を整えられるように。 

・子育ての重荷を負いあうコミュニティとして成長できるように。  

 

キッズ & ナーサリー ボランティア フォローミーティング | 毎週日曜日 礼拝後 |  

グレースキッズの奉仕者とナーサリーの奉仕者は、礼拝メッセージを聞くことができないので、
礼拝後にメッセージのダイジェスト版を聞き、分かち合い、祈る時を持っています。 
 

キッズ & ユースのイベント | 年 4 回 | 感謝のハイライト |  

普段教会にきていない子ども達が参加してくれました。  

イースターエッグハント & ピクニック | 参加者 70 名以上 |  

インターネットの情報を通して、教会に来たことのない親子が参加しました。子ども達が学校や幼稚園の

友達を誘って、新しいお友達が参加しました。  

 
ユース秋のリトリート | 参加者 中高生 3 名 大学生 2 名 大人 2 名 |  

ユースメンバーが長野にリトリートに行きました。自然豊かな環境の中で、自炊しながら温泉や、主にあ

る交わりを満喫しました。 

キッズ クリスマスパーティ| 参加者 子ども 36 名 + 保護者 |  

教会に来たことのないお友達が沢山参加し、クリスマスのお話を聞いて、スヌーピーの映画を見て、楽し

い時間を過ごしました。パーティの後に子ども達が礼拝で歌い、洗礼式がありました。  

 

祈りの課題 | イベントで初めて教会に来たキッズたちが、引き続き教会につながりますように。 

 

結婚セミナー | 独身者のための結婚セミナー | 2 月開催 | 参加者 50 名 |  
大勢の参加者が与えられ、独身者が結婚を現実的に捉える良い機会となりました。  

 
今後の課題 | 結婚前カウンセリングが行われているが、今後は、夫婦カウンセリングや子育てについて

の 学びなども必要です。ライフステージにあわせた集まりが必要とされています。  
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2019 年度 グレースシティチャーチ東京 年次報告書 

2019 Grace City Church Tokyo Annual Report 
 

シティリニューアル 1 信仰と仕事 

シティーリニューアル・ミニストリーは、仕事や芸術を通して、都市が福音によって刷新・回復するこ

とを目的としています。  

 

2019 年 感謝のハイライト | 

ランチタイムミーティング ｜ 聖書の学び、仕事に関係する適用を話し合い、お互いのために祈るこ

とで、参加者への励ましとなりました。  

NY 短期宣教チーム | 秋にニューヨークの信仰と仕事チームが続けて来てくださり、 教会やミニスト

リーとの更なるつながりと支援になりました。 

LIGHT プロジェクト | 信仰と仕事トレーニングコース（基礎）とワークショップを、東京、名古屋、

関西で開催できました。 神がコースを通して、一人一人を取り扱ってくださいました。 

 

ランチタイムミーティング | 都内４か所で開催 |  

大手町（月 2 回）赤坂（月 2 回）霞ヶ関（月 2 回）丸の内（月 2 回）| 参加人数 2 -10 人 

内容: 詩編２３編、ピリピ書、へブル書から、毎回約３節を注意深く読むことに焦点をあて、参加者が

日々の職場への適用について話合い、お互いへの祈りをおこないました。  

祈りの課題 | 

・当教会の参加者がいないため、教会開催を再検討する余地があります。  

 

NY 短期宣教チーム |  

ニューヨークの信仰と仕事チームが３人訪日し、ランチタイムでは信仰と仕事の証と、コミグルで救い

の証を話し、男性ミニストリーや教会メンバーとの時間を過ごしてくださった。また、LIGHT プロジェ

クトの最初のバイリンガルワークショップを手伝ってもらい、霊的支援となったとともに、教会への献

金も助けとなりました。 

祈りの課題 | 2020 年は、ニューヨークから信仰と仕事チームが来日予定です。  

 

LIGHT プロジェクト｜一般社会で働くクリスチャンがイエス・キリストの光（Light)を職場で輝かすた

め、励まし訓練するプロジェクトです。  

信仰と仕事ワークショップ｜ 

1 月、4 月、9 月に東京、10 月に初めてバイリンガルで、9 月に始めて名古屋で、10 月に始めて神戸で

開催 | 2017 年から合計 90 教会から、累積 174 名が参加しました。 | 仕事における悩みを分かち合

うことにより励まされ、聖書の学びと神様から導きを一緒に探りました。 

信仰と仕事トレーニングコース（基礎コース）｜ 

東京、名古屋、神戸で開催し、2018 と 2019 年で、42 教会から合計 86 名が受講（当教会：12 名） 

神が一人一人をユニークに取り扱われました。仕事や休息

の本来の意味や、クリスチャンとして仕事を通して神に仕

えることを探求する体験をしています。  

 

今後の課題｜プロジェクトの活動と計画に神の導きと知恵

がありますように。また、助け手とチームが形成されますよう

に。  
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2019 年度 グレースシティチャーチ東京 年次報告書 

2019 Grace City Church Tokyo Annual Report 
 

シティリニューアル 2 信仰と芸術  

グレースシティチャーチ東京は、福音により街と人々の人生が変えられ刷新されることを願っています。

福音による変革は、個人だけでなく、街全体の文化に大きなインパクトを与えると信じています。 

 

芸術カンファレンス ｜  

年1回、グレースシティチャーチ東京主催のアートカンファレンスを開催しています。あらゆる角度から日

本文化の中に見いだせるユニークな美しさを再確認すべく「BROKEN〜傷ついた世界」「隠れた美〜Hidden 

Beauty」「新しい始まり〜All Things New」というテーマが選ばれました。東京オリピックをお祝いする

ために東京国際フォーラムで2020年6月27日（土）には、「REACH〜限界を超えたその先へ」という国際

芸術文化祭が行います。2021年3月１３日には、東日本大震災から10年後に覚えるカンファレンスを計画

しています。 

 

グレースシティ ゴスペル | リハーサル 月 2 回 | 参加者15〜18名 |  

コンサート 年3〜4 回開催 

新しいメンバーを常時募集しています。詳しくは www.gracecitychurch.jp/gospel. 

 

GRACE ART WEEK | 

10月のグレースウィークの期間中に、画家のパートリッジ・ジャレッド氏を迎え、 

吉祥寺のアートギャラリーにて、アート、音楽パフォーマンスと共に、個展を開催しました。 

 

映画deディスカッション | 1月-3月 | 

• メアリと魔女の花：この映画の中で「創造、堕落、贖い、回復」のパターンがありますか。この映画

は希望について何を語っていますか。この映画の中で、キリストのような人物がいるとしたら誰でし

ょうか等を分ち合いました。 

• メリー・ポピンズ リータンズ：映画の中で、壊れの解決はどうやって表していますか。映画の物語で

光のシンボルはどういうふうに表していますか等を分ち合いました。 

パートナーシップ |  

コミュニティアーツ東京は、芸術を通して人々の人生が変革され、人と人の繋がりを通して教会のコミ

ュニティを建て上げる働きを支援しています。www.communityarts.jp 

 

祈りの課題 | 

• 神が私たちの想像力に働きかけて、福音の力やインパクトが人々の人生のあらゆる部分に表されます

ように。 

• 宣教のために用いることができるアートスペースが与えられますように。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gracecitychurch.jp/gospel
http://www.communityarts.jp/
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2019 年度 グレースシティチャーチ東京 年次報告書 

2019 Grace City Church Tokyo Annual Report 
 

HOPE ミニストリー 

 
祈りと断食とあわれみの働きはキリスト教信仰を行いとして告白する聖書的な三本柱です。HOPE ミ

ニストリーおいては、リーダーシップを発揮すること、困難のうちにある人の必要を自主的に見出すこ

と、兄弟姉妹として日々の糧を分かち合うこと を、小さな働きへの継続的かつ発展的な参加を通して

訓練され、新たな仲間が与えられま す。そして、都市の必要に仕えつつ、イエスのご性質に似たもの

とされていきます。  

 

お弁当プロジェクト ｜ 隔週、年間 24 回開催 | 参加人数 10 人 ｜皇居外苑、日比谷公園、 

有楽町周辺にてホームレスの方にお弁当や衣料品を配布し、話をしながら仕え、信頼関係を作ります。 

 

2019 年 感謝のハイライト ｜ 

• 祈りが聞かれ、クリスマスパーティをきっかけに礼拝に来られた方のうち、3〜4 名が継続して礼拝

に参加され、ともに主を賛美できています。 

• 他教会を含め継続的に参加される方が与えられました。 

• お弁当を 50 食用意して下さるセカンド・ハーベスト・ジャパン(2HJ)様との関係が強化されまし

た。 

 

今後の課題 & 祈りの課題 | 

• 教会が主の導きによって、路上生活をされている方、路上生活から脱出された方をつなぎ続けるコミ

ュニティとして用いられますように。 

• クリスマスパーティ以外でも、温かい食事でおもてなしできる機会についてお知恵をいただけますよ

うに。 

 

老人ホーム訪問｜ 月 1 回 | 参加人数 約５〜10 人  

新富町の老人ホームを訪ね、ゲームなどを通して関係を作り、一緒に楽しみながら、話し相手になって

います。 

  

感謝のハイライト |  

• 月 1 回での訪問ですが、引き続き老人ホーム方々との関係が守られています。 

• お母さん友達を通して、１０名以上の子供の参加者が与えられました。 

• 利用者の方々が私たちとの触れ合いの時を心待ちにしてくれています。 

 

今後の課題 & 祈りの課題 |  

• プロジェクトに関わる未信者の方がキリストに出会えますように。 

• 新富町の老人ホーム利用者の人々に神の福音を伝えていくことができますように。 

• お母さん友達を通して、更なる参加者が与えられ、敬老者に対して深い興味、関心が与えられますよ 

うに。 

• 継続的な協力者・参加者の必要が与えられるように。 
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2019 年度 グレースシティチャーチ東京 年次報告書 

2019 Grace City Church Tokyo Annual Report 
 

グレースシティリリーフ ｜ 

2019 年 1 月東北宮城県石巻市の渡波キリスト教会へのボランティア訪問。 グレースシティから 7 名

参加。  2019 年 10 月 千葉県富津市のマリーンヒルチャペルを通して台風 19 号で被災した家の修理、

修繕のボランティアチームを派遣。グレースシティから６名参加。 

 

 
 

感謝のハイライト| 

 

• 教会が主催する子供食堂にて地域の人たちと共に食事の触れ合い、震災被害者の証、ゴスペル教室へ

の参加、病院訪問等を通して被災地域の人々と交われました。 

• マリーンヒルチャペルの安宣教師を通して、台風 19 号で被災した、千葉県富津市の家の修理修繕を     

• 手伝いながら、現地の方々と交わりが与えられました。 

 

今後の課題 & 祈りの課題 | 

 

• 震災、台風災害から時間は経過していますが、完全な復興に至っていない現実を見て、引き続き関係

を保ちながら、どの様に関わっていくべきかを主からの知恵を頂きたいと思う。 
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2019 年度 グレースシティチャーチ東京 年次報告書 
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ムーブメント｜教会開拓運動 

 

イエスは救いのみわざを行うために、弟子たちとともにイスラエルの首都であるエルサレムに行って十

字架に着いて贖いを成し遂げました。それはエルサレムが政治、経済、宗教、文化の中心であり、そこ

から世界中に福音が広げられることを願ったからです。グレースシティは東京に福音を満たして世界宣

教に仕えるために、東京都心で福音のムーブメントに取り組んでいます。福音中心的な教会開拓のため

に祈り、新しい開拓伝道者の発掘やトレーニングにも協力し、リソースを分かち合いたいと願っていま

す。 

 

2019 年感謝のハイライト| 
 
・アンディ・ダンカンは上野で東京国際長老教会を開拓し、毎週礼拝を行うようになり、教会として独立

しました。https://www.tokyoipc.com 

 

・ティエリ・リチャーズは、丸の内で福音宣教に仕えるために「東京丸の内パートナーシップ」を立ち上

げ、聖書の学びを中心とする「オフィスグループ」を始める準備をしました。また、インターンシップ

のトレーニングである「SAMURAI PROJECTS」の準備も進め、将来的には教会開拓に進んで行こうと

しています。 https://tokyomarunouchipartnership.com 

 

・グレース教会開拓ネットワークは、東京に新たな教会開拓を生み出すために定期的な「ムーブメントミ

ーティング」を行い、開拓伝道者の発掘トレーニングを行いました。早稲田では Bread of Life 教会が

始まり、準備中の教会も含め、東京に福音中心的な教会は 10 教会になりました。 

 

・日本の主要都市で教会開拓ムーブメントを進展させるために、City to City Japan が始まりました。東

京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌などの都市に福音中心的な教会開拓を進めるために、City to City 

Asia Pacific とも協力しながらトレーナーやコーチのトレーニングも行ないました。   

    https://www.citytocityjapan.com 

 

 
 

祈りの課題 | 

・グレースシティが教会として成長し、新しい働き人やサーバントリーダーとなるクリスチャンたちを東

京に送り出して行けますように。 

・引き続き福音中心的な教会開拓に仕える開拓伝道者たちが新しく生み出され、ふさわしいトレーニング

やコーチングを受けられますように。 

・グレース教会開拓ネットワークが東京のために用いられるとともに、日本の主要都市の教会開拓運動に

仕える City to City Japan の働きが用いられますに。  

https://www.citytocityjapan.com/
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教会運営  
 

グレースシティが東京に福音を満たすために、適切に情報を発信して交わりを促進するインフォメーショ

ン＆コミュニケーションの働きや、福音のパートナーとなって献金をささげて経済的に支援する会計の働

きがあります。いずれも神の愛によって用いられるときに、福音の拡大に貢献し、継続的な宣教の働きを

可能にします。多くの皆さまが献金によって支え、福音の情報発信をサポートしてくださることを心から

感謝いたします。  

 

会計 | 会計報告は、14 - 15 ページおよび別紙をご参照ください。  

 

2019 年 感謝のハイライト | 
• 祈りと神の導きによって会計の必要が満たされました。 

 

情報 |インフォメーション＆コミュニケーション  
 
各ミニストリーの内部 & 奉仕チーム同士のコミュニケーション |  
各奉仕チームにリーダーが立てられ、それぞれの方法で連絡をまとめています。 

教会の情報発信 | ウェブサイトの運営、週刊メールの配信（週 1 回）、インスタグラム（不定期）、

Facebook の更新（週 2 回 + 「90 日の祈り」の期間は毎日）、印刷物による配布物、フライヤー、プログ

ラムの作成をしています。 

 

2019 年感謝のハイライト |  
• 前広な情報開示を意識しながら、毎週月曜日にウェブサイトを更新しました。 

• Instagram、Facebook 他メディアと連携を持たせて、教会スケジュールを告知しました。 

• 各ミニストリーに連絡調整をするリーダーが与えられ、ミニストリーの運営が守られました。  

 

今後の課題 & 祈り課題 |  
 
• 礼拝奉仕チームに十分な人員が与えられ、リーダー、連絡 & 調整担当者の重荷が軽減されますよう

に。  

• 福音を東京に満たすために、各メディアを通して効率的にかつ、効果的に宣教できますように。 

• そのために必要な賜物を持った、人材が十分に与えられますように。  

 

メディアチーム | インターネットを通して東京に福音を満たす働きを促すために、Facebook の更新、

週刊メールの配信、インスタグラムの運営（不定期更新）をしています。 

 
2019 年 感謝のハイライト ｜ 
 
• 教会ウェブサイトだけではフォローができない情報を発信することができました。 

• インスタグラムを通して、不特定多数の方々に聖書の御言葉を発信できました。 

• 印刷物を通して、大勢の方が教会に来てくれました。 

• クリスマス特別礼拝のために、レッスン＆キャロルのプログラムを配布し、未信者の方に説明ができ

ました。 

 

今後の課題 & 祈り課題 ｜ 
 

• メディアチームのメンバーが様々な事情で、継続ができなくなりました。東京に福音を満たすための

情報発信するために、必要な人材が与えられますように。 

• 神の恵みをより多くの人が体験し、福音中心のメッセージを大勢の人たちに届けることができますよ

うに。  

• デザイナー、イラストレーター、ライター、カメラマン、編集者、プログラマーなどクリエイティブ

な人材が福音により励まされながら、用いられる場が増えますように。 
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活動計算書 Income Statement 
2019/1/1 ~ 2019/12/31 

単位：円  Unit: Yen 

経常収入 

Revenue 

 
 

2018 年度決算 

2018 Results 

2019 年度決算 

2019 Results 

2020 年度予算 

2020 Budget 

教会内献金収入 

Internal Church Donations 

16,022,727 18,257,769 18,500,000 

海外献金収入 

Overseas Donations 

10,400,644 9,458,703 10,000,000 

その他収入 

Other Revenue 

－ 4,926,550 2,400,050 

借入金 

Loan 

－ 4,293,200 0 

収入合計 

Total Revenues 

26,423,371 36,936,222 30,900,050 

経常費用 

Expenses 

   

一般管理費 

General Administration Expenses 

13,637,740 14,540,729 16,050,000 

宣教・伝道費 

Missions & Evangelism Expenses 

868,495 3,604,860 2,850,000 

礼拝関係費 

Worship Related Expenses 

13,197,444 11,900,942 11,200,000 

その他費用 

Other Expenses 

－ 3,711,829 1,650,000 

経常費用合計 

Total Expenses 

27,083,410 33,758,360 31,750,000 

  損益 

  Net Income 

(659,961) 3,177,862 (849,950) 

 

貸借対照表 Balance Sheet 

2019 年 12 月 31 日現在 

資産部 

Assets 

2018 年 12 月 31 日現在 

As of 12/31/2018 

2019 年 12 月 31 日現在 

12/31/2019 

現金  Cash 7,417,466 10,432,636 

資産合計 Total Assets 7,417,466 10,432,636 

負債部 

Liabilities 

  

City to City Renewal Fund 9,963,412 14,256,612 

負債合計 Total Liabilities 9,963,412 14,256,612 

  正味財産 Net Assets  (2,545,946) (3,823,976) 
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収入 Revenue 

2019 年の総収入は約 3,690 万円で、2018 年に比べ 1,050 万円（39.7％）増加しました。収入の内訳は、約 1,830 万

円の教会内部献金と約 950 万円の海外献金となります。2019 年の予算と比較すると、教会内部献金や海外献金の予算

は、それぞれ 1,850 万円（国内）と 1,000 万円（海外）でした。 総収入の予算は 2,850 万円でしたが、グレースシテ

ィチャーチは約 3,690 万円（予算額より約 840 万円プラス）を実現しました。 

 

支出 Expenses 

費用は、一般管理費、宣教伝道費、礼拝関連費用、その他費用の 4 つのカテゴリーに分けられます。重要な費用は、礼

拝会場のレンタル料金、給与、およびオフィスの家賃です。 各費用勘定の内訳と詳細は別紙に記載されていますので、

ご参考ください。 

 

長期負債 Long-term Obligations 

当期末の長期負債は 14,256,612 円で、残高の全額は Redeemer City to City の City to シティ・リニューアル・ファ

ンド（City Renewal Fund) による資金であり、この資金は 2015 年 2 月に$120,000 の契約を締結し、毎年

$30,000 の払込みが実施されてきました。2018 年 12 月期中払込まれる予定であった最後の金額は、2019 年 3 月に

振り込まれました。その他、9 月のビジョンミーティング後に発行したニュースレターにより、10 月に新な支援金が

振り込まれました。 

 

実施日 

Funds 

Received 

資金源泉 

Source of funds 

金額（㌦） 

Amount 

(USD) 

金額（円） 

Amount 

(JPY) 

期限 

Term 

満期日 

Maturity 

Date 

2015-05-06 City Renewal 

Fund 

15,000 1,836,900 7 

years 

2022-05-06 

2015-11-19 City Renewal 

Fund 

15,000 1,746,000 7 

years 

2022-11-19 

2016-11-08 City Renewal 

Fund 

30,000 3,101,512 7 

years 

2023-11-08 

2017-07-31 City Renewal 

Fund 

30,000 3,279,000 7 

years 

2024-08-01 

2019-03-28 City Renewal 

Fund 

30,000 3,235,400 7 

years 

2026-03-28 

2019-10-25 City Renewal 

Fund 

10,000 1,057,800 7 

years 

2026-10-25 

 
上記の債務は返済スケジュールがなく、利息も付かないので通常の借入れと性質が異なります。 

契約の条件は下記の通りです。 

1. “Pay-It-Forward” (ペイ・イット・フォワード、以下 PIF): グレースシティチャーチは席上献金および約束

献金の 1 割を積み立てて、年 2 回この PIF 金額を「CTC Tokyo Fund」という教会開拓をサポートする基金

の指定口座に振替える。 

2. 実施から満期の間（7 年間）、GCCT は献金から全額を目標に設定し PIF を行う。満期日の時点で PIF され

ていない債務は免除される。 

 

グレースシティチャーチは現在 PIF 計画を策定しています。2016 年及び 2017 年には、100 万円程度の PIF を期待し

ていたものの、当時の財務状況により指定口座に振替えることは先送りすることになりました。2018 年度から CTC 

Tokyo fund への払込みを定期的に行い、教会の成長とともに PIF 金額を段階的に増加させる予定にしていましたが、

実現することができませんでした。 
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SALT プロジェクト  SALT / SAMURAI Project 

 

SALT プロジェクトは、東京におけるサーバントリーダーの育成のために始まったミニストリーです。この

プロジェクトは、ロンドンとニューヨークから資金提供を受けており、ファンドは個別に管理されていま

す。 このファンドの詳細については、ティエリ・リチャーズにお問い合わせください。詳細 : saltproject.jp 

 

LIGHT プロジェクト LIGHT Project 

 

LIGHT プロジェクトは、東京の一般社会で仕事をしている皆さんを励ましながら弟子訓練をするミニスト

リーです。 このプロジェクトは、アメリカの個人から資金を提供され、ファンドは個別に管理されていま

す。 詳細については、サックス知子にお問い合わせください。詳細 lightproject.jp 

 

HOPE ミニストリー Hope Ministry 

 
HOPE ミニストリーは、東京の社会的な必要に応えながら、貢献するミニストリーです。 これはグレース

シティチャーチの内部献金から資金援助を受けています。 このミニストリーの主な活動には、お弁当プロ

ジェクトと老人ホーム訪問のプロジェクトが含まれます。 今年、グレースシティチャーチは、HOPE ミニ

ストリーのために 243,759 円を費やしました。 

 

教会開拓基金  Church Planting Fund 

 
教会開拓基金は、東京に新しい教会を開拓するための基金です。 この働きはグレースシティチャーチ東京

の内部献金から資金援助を受けています。 例えば、マスタードシード・クリスチャン教会神戸に寄付しま

した。 今年、グレースシティは教会開拓活動のために 531,591 円を費やしました。 

 

グレースシティ神学生支援会 Grace City Seminary Student Support Fund 

 
グレースシティ神学生支援会は、東京の神学生を支援するための基金です。現在、聖契神学校の学生であ

る倉智崇司と細川伊織、Moore Theological College（オーストラリア）の学生であるスチュアート・シャ

リーをサポートしています。教会のメンバーや個人からサポートされています。 今年、グレースシティは

神学生の支援のために 1,657,544 円を費やしました。 

 

ご質問・問合せ先 ｜ Contact us 

finance@gracecitychurch.jp 

 

 


