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ごあいさつ　 Greeting

 
グレースシティチャーチは2010年から始まり、いよいよ10年目に向かって歩みを進めていこ
うとしています。東京の都心に福音中心の教会を開拓し、さらに福音の働きがムーブメントと
して増え広がるように祈りつつ取り組んできましたが、良くもここまでサバイバルした（生き
延びてきた）と思います。ひとえに神の恵みによることなので、すべてのことを感謝しながら
主なる神を賛美いたします。

2018年には教会の永続的なリーダーである牧師、長老、執事が立てられて組織的にも整えられ
ました。多くの方々がキリストの体である教会のメンバー（各器官）として加えられ、賜物に
応じて奉仕し、経済的にも支えてくれる姿は何と美しいことでしょうか。教会として成長し年
数を経るにつれてメンバーたちも入れ替わり、教会が生きて働く様子を垣間見るものです。

とは言え、都心にある教会開拓の厳しさも味わっています。グレースシティは、ほぼ9年に渡
って人数的にも経済的にも成長し続けてきましたが、昨年ははじめてその成長に停滞が見られ
ました。コミュニティの弱さも痛感しています。より多くの成熟したリーダーを必要としてい
ます。

キリストの福音は、このような厳しさについても励ましと力と希望を与えてくれるものです。
私たちと教会の弱さを正直に認めながら、「わたしの力は弱さのうちに完全にあらわれる」と
約束した主により頼みましょう。そして「滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たち
には神の力」である十字架のことばを味わいながら、東京に満たしていきましょう。

主の恵み！
福田真理

Grace City Church Tokyo was planted in 2010, and we are now looking forward to its 10th 
anniversary. Grace City is prayerfully working to spread the Gospel and plant Gospel-
centered churches in center city Tokyo. It is entirely by the Grace of God that we have 
been able to continue this work until now. We thank and praise God for everything.

In 2018, Grace City became formally established as a church and elected a pastor, el-
ders and deacons to serve as long-term leaders. How beautiful to see each member as 
an organ in the body of Christ, engaging in service and giving in accordance with each 
one’s gifts. God brings new members in year by year, and we can see church progress-
ing in His hands. 

However, we are also experiencing the difficulties that come along with planting a church 
in the heart of a metropolis. Grace City experienced 9 years of consecutive growth in at-
tendance and giving, but last year we experienced negative growth for the first time. We 
are also aware of weakness in our church’s community. We have need of more mature 
leaders.

The Gospel of Christ gives us hope, power and encouragement even during this tough 
time. We all need to honestly recognize our weakness and that of our church and to trust 
the Lord’s promise that “my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in 
weakness.” (2 Corinthians 12:9). And as we ourselves live out the message of the cross, 
which “is folly to those who are perishing, but to us who are being saved...is the power of 
God” (1 Corinthians 1:18), let us spread it throughout the city of Tokyo.

In His Grace!
Makoto Fukuda

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。

グレースシティ・ヴィジョン   Grace City Vis ion 

「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。
古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。」

（2コリント書5章17節）

すべての人がキリストにある新しさを経験し、キリストの恵みの力によってつくり変
えられる必要があるのではないでしょうか。

　それゆえ、私たちは「東京に福音を満たします！」これがグレースシティの願いで
あり祈りです。人生の変革のために、一人一人の人生をつくり変える福音の個人的な
伝道と礼拝が必要です。コミュニティの回復は、コミュニティグループのような犠牲
的な愛の関係によってもたらされます。都市の刷新のためには、信仰と仕事、信仰と
芸術が福音によって統合されるミニストリーによって取り組んでいます。また、神の
正義とあわれみをあらわすために、「HOPEミニストリー」によって社会的な必要の
ために仕えています。

「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。」

“ Therefore, i f  anyone is in Christ ,  he is  a new creation. The old has 
passed away; behold, the new has come. ” (2 Cor inthians 5:17)

Surely al l  people need to exper ience the renewal found in Chr ist  and to 
be changed by the power of his  grace.

For this  reason, we str ive to “saturate Tokyo with the Gospel!” This  i s  our 
desi re and our prayer.  In order for individuals’  l ives to change, each one 
needs to personal ly receive the Gospel and come to God in worship. 
Communit ies can be renewed through relat ionships of sacr i f ic ial  love, as 
we try to foster in Community Groups. We seek the transformation of our 
city by engaging in Faith and Work and Faith and Art minist r ies,  integrat ing 
the Gospel with those f ields.  And we seek to serve the needs of our society 
through “hope minist r ies” in order to display God’s just ice and mercy.

“ As a church of Christ ,  Grace City glor i f ies God by f i l l ing Tokyo with 
the Gospel of grace, in order to see people’s l ives changed, community 
formed, the city renewed, and society’s needs met.  ”

GRACE
CITY 

VISION

As part of Christ’s 
Church, Grace City 
seeks to reveal the 

glory of God by 
saturating Tokyo 

with the gospel. She 
seeks to be used 
to change lives, 

renew communities, 
reform the city, and 

meet the needs of 
the society.
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WORSHIP & FELLOWSHIP｜礼拝

2018年 感謝のハイライト ｜

　神がグレースシティの2018年の必要のために忠実にお働きくださったことを心よ
り感謝しています。2018年の3月に2人の長老が選ばれ、福田牧師とともに教会を導
くこととなり、教会の組織が整えられました。同時にグレースシティの礼拝は、成
熟した教会として沢山の挑戦がありました。教会が初めて大きく成長することはな
く、2017年に175人の平均出席者数は2018年には165人となりました。教会内の献
金総額も2017年には1,836万円でしたが、2018年は1,602万円へと減少しました。
数字が増加したり、成長しなかったことは、がっかりすることでもありますが、それ
を通して中心メンバー、奏楽者、スタッフたちは、新しい礼拝のコミュニティを生み
出すことへと招かれました。

教会開拓者であるアンディ・ダンカンとクリスチャン・ゼブリーの二人は、上野と六
本木にて礼拝を開始しました。ティエリ・リチャーズは新たな教会開拓のためにコア
チームの立ち上げを始めました。

神の国が東京で成長するために、リーダーシップが生み出されていることにワクワク
すると同時に、グレースシティの礼拝出席者や献金にも影響を与えています。ですの
で、グレースシティは与えられた予算を節約し、正しく用いるために、2018年10月
から礼拝を１つにしました。

また、神が子どもたちやユースたちを育ててくださっていることに感謝しています。
その中で5人の中学生がセットアップチームに加わってくれました。また大人2名と子
ども1名が洗礼を受け、3名の赤ちゃんが幼児洗礼を受け、4名の子どもがイエスへの
信仰を告白しました。10の名赤ちゃんが生まれ、グレースシティのコミュニティに多
くの母親と父親が誕生しています！

今後の課題 ｜

 礼拝場所が人で一杯になった際に、予算とのバランスをどう上手く調整するのかが課
題となっています。私たちは神の祝福を受けながら、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。

祈りの課題 ｜

• リーダーがさらに生み出され、霊的に成長し、他の人を祝福することができるよ
うに。

• 神が喜んで捧げる心を与えてくださり、東京に福音を満たすことに喜んで参加で
きるように。

• 神が引き続きグレースシティを用いて、人々を育て、働き人を遣わし、協力者が
増加し、東京の教会開拓がさらに前進し、そのための必要が与えられるように。

• 奏楽チーム、パワーポイント、セットアップ、通訳チームなど、必要な奉仕チー
ムに多くのボランティアが与えられるように。

教会奉仕に関する詳細はコチラ   https://www.gracecitychurch.jp/volunteers

ご興味がある方は、ぜひご連絡ください！ info@gracecitychurch.jp 

WORSHIP & FELLOWSHIP

2018 Praise Highl ights  |

We are thankful for God’s faithfulness in providing what Grace City needed for 
2018! We praise God for raising up two elders to join Rev. Fukuda in leading 
the church so that Grace City could be particularized in March 2018. At the 
same time, worship during Grace City’s first year as a full fledged church has 
been full of challenges. This was the first year that she has not grown, as seen in 
the average attendance for 2017 of 175 and the average in 2018 of 165 and 
a decrease in offerings from 18,360,000 yen in 2017 to 16,020,000 yen in 2018. 
Although the lack of growth is discouraging, we rejoice that it is at least in part 
a result of core members, musicians, and staff being called out of Grace City 
to birth new worshipping communities in Tokyo. This includes Andy Duncan and 
Christian Zebley as they were called out to start worship in Ueno and Roppongi 
respectively, and Thierry Richards, as he begins to build a core group for another 
new church plant. The leadership recognized both the exciting overall growth 
of God’s Kingdom in Tokyo, but also the cost to Grace City attendance and 
offerings, so in order to regroup and save resources, Grace City returned to one 
joint worship service in September 2018. 

We also praise God for the growth among our children and youth, with all 5 of 
our junior high and high school students joining the set up teams! We especially 
rejoice that in addition to the 2 adult baptisms, 4 youth professed faith, 1 youth 
and 3 infants received baptism, and 10 babies were born in the Grace City 
community to believing parents in 2018! There is much new life for which to be 
thankful.

Ongoing Issues  |

Space in the one worship service is at full capacity but balancing finances 
continues to be an issue, so we need creative ideas and God’s blessing on our 
resources in order to find ways to grow again. May God strengthen our faith and 
use us especially in our weakness for His glory. 

Prayer Requests  |

• That leaders would be raised up and spiritually nourished so that they can 
bless others.

• That God would give us all generous hearts, rejoicing to be a part of filling 
Tokyo with the gospel.

• That God will keep using Grace City to freely build up and send out people 
and resources to multiply Tokyo church planting and that what is needed 
for these efforts would be provided.

• That many volunteers would be provided for the music teams, power point 
team, set-up teams, translation team.

https://www.gracecitychurch.jp/volunteers
If you are interested in joining any of these service teams, please contact us!

info@gracecitychurch.jp 

https://www.gracecitychurch.jp/volunteers
mailto:info@gracecitychurch.jp
https://www.gracecitychurch.jp/volunteers
mailto:info@gracecitychurch.jp
http://www.gracecitychurch.jp/volunteers
mailto:info@gracecitychurch.jp
http://www.gracecitychurch.jp/volunteers
mailto:info@gracecitychurch.jp
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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133:1

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謳われているように、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
独を覚える事が多く、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10箇所で開催  | リーダー会月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 

2018年の感謝のハイライト｜9月よりコミュニティグループの各リーダーは礼拝でのメッセー
ジ箇所に沿って、質問を作成しバイブル スタディを導いている。各コミュニティグループのサ
ポーター（長老や教会スタッフ）を明確にし、サポートを強化した。月一回のコミグルリーダ
ー会では、リーダーシップやメンタリングについて実践的な学びを深めている。コミグル月間
と10月に開催したコミグルパーティーを通して、新しい参加者が加えられた。

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
• 新しいコミグルリーダーが起こされること
• 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、互いに励まし合えるように

祈り会  |  毎月第3日曜日、礼拝前 | 参加人数 : 毎月3-5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、社会における様々な必要に応えら
れるように、とりなして祈る

感謝のハイライト | 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。4月にはプレイヤーウォークのトライアルを実施しました。

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の増加 ・ プレイヤーウォーク
の開催

リトリート  |   年2回 (5月/9月)| 参加者:春 39名 秋37名 | 軽井沢リトリートセンター

感謝のハイライト |  春 「REBUILT福音によって建て直す」をテーマに人生のフラストレーシ
ョンについて取り上げ、福音による悔い改め・赦し・癒し・回復についてヨナ書を通して分か
ち合った。夫婦での参加も多く、普段交流の少ない人同士で良い時間を過ごすことができた。 
秋 「イエスの弟子として生きる」をテーマに福音にインスパイアされて歩む新しいライフスタ
イルについて学び、分かち合った。若い世代の参加者が多く、賑やかな良い交流の時をもつこ
とができた。

BBQイベント   |  年一回 7月開催 ｜参加人数42名 |  3連休初日のため渋滞に巻き込まれた方が
多数いましたが、気持ち良い天気の下、汗を流しながら楽しくお腹いっぱいに！BBQ後は芝生
の上で水風船で盛り上がり、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られた。 

クリスマスパーティー   |   12月 勝どき | 参加人数 40名 |  家族参加も多く、大人も子供も一
緒にクリスマスキャロルの賛美とゲーム、食事を楽しんだ。クリスマスのショートメッセージ
を通して、クリスマスの本当の意味や福音を分かち合うことができた。

感謝のハイライト| 教会に足を踏み入れた事がない方やグレースシティのイベントに初めて参加
された方がいたこと。グレーシティの礼拝に出席している方たちの良い交流の時となったこと。

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、励まし合える関係を築くことができるように。

COMMUNITY FORMATION 1 
Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!   Psalm 133:1
Praise the Lord! Just as Psalms celebrates the happiness of brothers living together in unity, we also 
have need of renewal through gathering together, receiving encouragement from the Word of 
God and applying it to our lives. This is true not only in Sunday worship, but also in the midst of our 
everyday lives and activities. Loneliness is a common problem for people who live in the city, so the 
development and renewal of community is very important.

Community Groups | Groups meet in 10 locations throughout the city | A Leader Meeting is 
held once a month | Participants study the Bible together, share about their lives, experience Christ, 
serve with love, and bear witness to the Gospel.

2018 Praise Highl ights | Since September, the leaders of each group have been preparing 
questions and leading Bible study based on the passage covered in the Sunday sermon. Supporters 
(elders and church staff) were assigned to each group and support for leaders was strengthened. 
At the monthly Leader Meetings, leaders have been learning about practical leadership and 
mentoring. Additional members joined as a result of Community Group Month and the Community 
Group Party in October.
Ongoing Issues & Prayer Requests |
• That Gospel-centered communities would be formed throughout all of Tokyo.
• That new Community Group leaders would be raised up.
• That leaders would be spiritually protected, would grow, and that they would experience 

change in their lives through the Gospel.
• That relationships between leaders would be deepened, and that they would mutually 

encourage each other

Prayer Meetings  |   Held the third Sunday of every month prior to the worship service | 3-5 
participants per month | Praying and interceding that the church would grow as a community 
with Jesus Christ as its head and that she would be able to respond to the many needs of society.

Praise Highl ights |  Our God, who is far beyond our imagination, has provided for our needs. We 
were able to widen the circle of prayer by sharing prayer requests with Community Group leaders 
and leaders of various ministries. We conducted a trial Prayer Walk in April.
Ongoing Issues & Prayer Requests | That new leaders would be provided for the Prayer 
Meeting, and for the ability to meet more often. For future Prayer Walks.
 
Retreats |  Held twice a year,  In May and September | 
Part icipants:  39 (spring),  37 ( fal l)  | location: Karuizawa Retreat Center

Praise Highl ights |  
Spring: Took up the topic of life’s frustrations with the theme of “Rebuilt by the Gospel.” Learned 
about Gospel repentance, forgiveness, healing, and renewal through the book of Jonah. Many 
married couples participated, and many people had the opportunity to enjoy time together with 
others they do not ordinarily interact with.
Fall: Learned about walking in a new lifestyle inspired by the Gospel with the theme of “Living as 
Disciples of Jesus.” Many young people participated, and participants were able to mingle in a 
lively atmosphere.

BBQ Event | Held once a year in July | 42 participants | Many people got caught in traffic due 
to the 3-day weekend, but once everyone arrived they were able to enjoy a fun and delicious (if 
sweaty) time in the pleasant weather. After the meal some shenanigans ensued involving water 
balloons on the lawn. Many people enjoyed the opportunity to converse with those they don’t get 
the chance to talk with often at church, or those they met for the first time.

Christmas Party | held once in December | 51 part icipants
We enjoyed worshipping with Christmas carols, playing games, and of course, eating. We also 
listened to a short message and discussed together about the Gospel as it relates to the true 
meaning of Christmas.

Praise Highl ights |Guests included some who had never set foot in a church and 
some for whom it was their first Grace City event. It was a good opportunity for them to 
interact with those who regularly attend Grace City’s worship services.
Ongoing Issues & Prayer Requests |
• That through this event, people would be able to share in God’s love and grace and 

in the Gospel.
• That guests would have a fun time and would be able to get to know each other 

better as God’s family and as brothers and sisters in Christ.
• That guests would be able to build relationships of prayer and mutual encouragement.
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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）と礼拝メッセージの時間帯に子ども達が聖書を学ぶグレースキッズ プログラ
ムを実施。2018年4月より「成長」という教材を導入し、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。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。

2018年 感謝のハイライト ｜ 
•   キッズのイベントを通して、初めて教会に来られた家族がいた。
•   12月に4名が信仰告白し、1名が洗礼を受けた。キッズの洗礼準備会を開催し、希望者が5週
     かけて一緒に聖書を学び、洗礼準備会をきっかけに参加者の親御さんが教会に来始めた。
•   子ども教材「成長」を導入することにより、スタッフも子ども達も聖書の御言葉をより深く学ぶ事が
　  でき、聖句を覚える機会が多くなった。
•   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た。
•   2018年に赤ちゃん達が10人以上誕生した！

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 & 大人スタッフ18名 
大人が礼拝メッセージを聞いている間に、子ども達は賛美を捧げて、聖書のメッセージを聞き、ワークブ
ックや塗り絵をして、適用を祈り、聖句を覚えます。年3回、礼拝の中で前に出て歌いました。

バイブル for KIDS | 子どもに聖書を教えるための大人のトレーニング | 7月に2回 | 参加者20名

今後の課題 & 祈りの課題 |  子どもが全体的に増えている中で、それぞれに必要なサポートができるよう
に。キッズの奉仕者が月に一度の奉仕で運営していけるように。子ども達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。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。

ナーサリー ｜  毎週日曜日 | 参加人数 乳幼児 2-8名 & 大人スタッフ7名
0-3歳の子ども達が、託児室で神の家族の一員としてケアされている

今後の課題 & 祈りの課題 | 沢山の赤ちゃん達が誕生し、神の家族が増えているので授乳室が必要。子ども達の
年齢差が著しいので、安全に健全な保育ができるように、工夫が必要。ナーサリーの奉仕者が月に一度の奉仕で
運営していけるように。子育ての重荷を負いあうコミュニティとして教会が成長するように。

キッズのイベント  |  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た 
イースターエッグハント & ピクニック  | 参加者 20名ほど  | インターネットで情報を知って、教会に来た
ことのない親子が参加した。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た。
奥多摩ハイキング | 参加者10名 | 小学2年生以上、中高生が参加 | 中高生が参加できた
秋のピクニック  | お弁当プロジェクトや、教会メンバーの皆さんと一緒に参加しました。子ども達が学校
や幼稚園のお友達を誘って参加し、初めて教会に来られた方もいました。
キッズ クリスマスパーティー | 持ち寄りパーティ : 人形劇 & クリスマス クイズ大会  | 参加者 20名 
新しいお友達が参加しました。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ること

大人のイベント  | 
独身者のための結婚セミナー | 6月に1度開催  | 大勢の参加者が与えられ、独身者が結婚を現実的に捉え
る良い機会となった
結婚生活について分かち合うディスカッション | 女性向けに2回、男性向けに2回開催 
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。ライフステージにあわせた集まりが必要とされている。 

COMMUNITY FORMATION 2 

Family Minist r ies |  We see a need for fellowship and support among people  according to 
their circumstances. Each week during Sunday worship children study the Bible together with 
the help of many volunteers as part of Grace Kids Program. We have started to use a kids bible 
study program called SEICHO, which means growing. We sing, give a children sermon and study 
workbooks according to their age. In addition to children we also began ministries to meet the 
particular needs of men and women, such as premarital counseling or marriage seminars.

2018 Praise Highl ights
• People came to the church for the first time through the kids events.
• One Grace Kids member was baptised and 4 confessed their faith in December 2018. We 

held a kids baptism study session for 5 weeks. One parent started attending church after 
that.

• Through using the Seicho-Bible study program, not only kids but also adult volunteers began 
to understand the bible more deeply and started memorising bible verses. 

• We held a volunteer support meeting each week after the service. We hear short sermons 
from the service and pray for each other. 

• 10 babies were born in 2018!

Grace Kids | Every Sunday | 15 children and 17 adult volunteer staff
Each week while the adults are listening to the sermon, the children worship and study the Bible 
and workbooks. Three times during the year, the children had the chance to sing during the 
adult worship service.

BIBLE FOR KIDS | Training to teach the bible to children |Twice in July | 20 participants 

Ongoing Issues & Prayer Requests | 
• The number of kids is growing. In order to provide the appropriate support for children we 

need enough people to be able to run and allocate volunteers (once a month only). 
• That everyone who is involved can experience the power of love in Christ. 
• That people can receive enough care and support to grow. 
• We require wisdom to provide care for junior high school students and teenagers.

Nursery |  Every Sunday | 2-8 infants and 7 adult staff
Children ages 0-3 are cared for as members of God’s family in the nursery.

Ongoing Issues & Prayer Requests | 
• The number of babies is increasing, so we need more nursing room facilities. 
• More births means God’s family is growing, so we need additional help in the nursery.
• To be able to look after children safely amongst age difference issues. 
• To share the burden of raising children together.

Kids’ Events  |  4 times a year

Praise Highl ights | Several children who don’t normally attend church joined our events this 
year.
Easter Egg Hunt & Picnic |  about 20 participants | Someone who has never been to church 
joined this event through the website information.
Hiking Event | Children over 8 went hiking in Okutama | 10 participants
Autumns Picnic | We held a picnic event with regular church members and the homeless 
ministry. Children invited their friend’s families from school.
Kids Christmas Party  | Pot Luck Party and puppet show with a Christmas quiz. We had new 
friends attend who do not usually come to church. 

Prayer Requests  |  That the children who came to church for the first time would remain 
connected to the church.

Adult  Events  |  

Marr iage seminar for s ingles | June |We had many participants who are thinking 
about marriage. 
Women’s Discuss ion & Men’s Discuss ion  | Women twice / Men twice in 2018

Ongoing Issues  | We currently offer premarital counseling, but there is also a need for 
couples’ counseling and for parenting classes. We see a need for fellowship among people 
according to life stage.
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シティリニューアル 1

シティーリニューアル・ミニストリーは、教会の外の社会に、仕事や芸術の働きを通
して、福音を伝え、都市が回復することを目的としています。

信仰と仕事  |  

2018年 感謝のハイライト  | 

ランチタイムミーティング ｜ バイブルスタディ形式により、仕事により関係す
る学びとともに、話合いやお祈り時間も持て、参加者への励ましとなった。
海外からの短期宣教チーム | 春にロンドンチームが、秋にニューヨークのミュー
ジックチームが続けて来てくださり、続けて教会間の関係が深まった。
LIGHTプロジェクト | 信仰と仕事トレーニングコース（信仰を仕事に適用する
ための基礎コース）を正式に東京と名古屋で開始することが出来た。
 
ランチタイムミーティング |  都内5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）九段下（月1回、9月からお休み） | 参加人数 2 -10人 (場
所によって人数の上下がある。) | 内容: 聖書の４要素（創造、堕落、贖い、完成）に関し
ての学び、第一ペテロの学び、詩篇23篇の学びを開催。ロンドン短期宣教チームの各グル
ープ訪問、仕事と信仰の証等。短い聖書箇所をじっくり読む事によって、ディスカッショ
ンを更に促して、仕事への適用を促していった。

今後の課題 & 祈りの課題  | 
• 皆さんが、継続的に参加出来るように。
• 参加者主体による運営への移行を模索したいので、中心人物の発掘と育成。

海外からの短期宣教チーム | ロンドンチームは全員でコミグルに参加し、様々な
証しをしてくださった。ニューヨークチームにより、教会への献金の助けとなっ
た。教会のメンバー間の繋がりを深めた。

今後の課題 & 祈りの課題 |  2019年は、ニューヨークより芸術分野と、信仰と
仕事分野の２チームが10月に来日予定。教会間の関係強化。未信者の方への取り
込み。

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。

ビジョン  |  イエス・キリストの光を職場にもたらし、東京に満たす

信仰と仕事ワークショップ  |   |  1月、3月、6月、9月に開催 | 
各回11以上の教会から30名超の参加者 | 
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
を一緒に探った。日頃の課題を分ち合い、神からのヒントを共に探り求めた。
2018年より始動する3カ月コースの告知ができた。

信仰と仕事トレーニングコース（８～9課の基礎コース）  | 
東京: 9月から15名（当教会から5名）名古屋 : 10月から19名の参加者 | 
神が一人一人をユニークに取り扱われ、人生が変わった人もいる。

今後の課題：活動の継続と拡大をする上での、様々なステップにおける神様の知恵。

CITY RENEWAL MINISTRIES 1

The goal of City Renewal ministries is to share the Gospel with the broader society 
outside the church through work, art, and other fields, and to bring about restoration 
and renewal in the city. 

FAITH AND WORK |

2018 Praise Highl ights

Lunchtime Meetings | Through a Bible study format, participants learned about 
building relationships through work. They were also encouraged through discussion 
and prayer time.
Short term missions teams from abroad | Once again teams visited from London 
in the spring and New York in the fall. We continued to build deeper relationships 
between churches.
LIGHT Project | We were able to officially begin the Faith and Work Training Course, a 
basic training course for applying one’s faith in the workplace, in Tokyo and Nagoya.
 
Lunchtime Meetings | Held in 5 locations around the city : Otemachi (twice 
a month), Akasaka (twice a month), Kasumigaseki (twice a month), Marunouchi 
(twice a month), and Kudanshita (once a month; on hold since September) | 
Number of participants varies from 2 to 10 depending on location | Topics studied 
include the four elements of the Bible story (creation, fall, redemption, restoration), 
the book of 1 Peter, and Psalm 23. The members of the London team also visited 
each Lunchtime Meeting and shared testimonies about faith and work. Focused 
on taking short Bible passages and reading them carefully and thoroughly, which 
further enhanced discussion and application to participants’ work.

Ongoing Issues & Prayer Requests | 
• That all participants would be able to attend regularly.
• We would like to transition to a participant-led model, so please pray for leaders 

to   come forward and be trained.

Overseas Short-Term Miss ion Teams |All members of the London team joined 
Community Groups and shared various testimonies. The New York team gave help 
with donations to the church. Church members deepened their connections.

Ongoing Issues & Prayer Requests |
Two teams are planning to visit from New York in October, one focused on Art and 
one on Faith and Work in 2019. Please pray that relationships between the churches 
would be strengthened and for nonbelievers to be drawn to the events.

L IGHT Project | Training and encouraging Christians working in secular society 
to shine the light of Jesus Christ in the workplace.

Vis ion |  To bring the light of Jesus Christ into Tokyo’s workplaces and thereby to all 
of Tokyo.

Faith & Work workshops |  Held four times, in January, March, June, and 
September | Each time, over 30 people from more than 11 churches participated 
Participants were encouraged through sharing about the problems they face at 
work and sought guidance from God together by studying the Bible.

Faith and Work Training Course (8-9 part basic t raining course) | 
In Tokyo, 9-15 people participated (5 from Grace City) beginning in September. 
In Nagoya, 19 people participated beginning in October. 
God worked in each person’s life uniquely, and some lives were greatly changed.

Ongoing Issues & Prayer Requests | For God’s wisdom in carry ing out 
the many steps involved in continuing and growing the program.
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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 ｜ 1〜2年に一度という頻度で、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」というテーマが選ばれてきました。2019年6月15日（土）には、
「新しい始まり-All Things New」というテーマで、再創造や造り変えられる行程に
よる美に着目します。2020年にはオリンピックに関連したテーマ、2021年には、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

コンサート開催  | 2018年は多数のコンサートを開催しました。以前、日本に短
期宣教のために来日していたレイチェル・リースがチェロとトランペット奏者と共に
再来日し、ペンテコステのグレースシティの教会創立記念をお祝いしました。また10
月にチェロ奏者であるダイアナ・チェンが、NYからグループを率いて来日し、ファ
ンドレイズのミニコンサートを開催したり、老人ホームを訪問するミニストリーを助
けることができました。12月には、歌手であるセプテンバー・ペン史が夫のアイヴァ
ン・ペン氏（NYタイムス紙の記者）と共に来日し、クリスマスのゴスペル礼拝＆コ
ンサート、トークイベントを開催しました。

映画deディスカッション   |  1月-3月 |

• スターウォーズ8 最後のジェダイ : 全てを善悪で片付けることができる
か？贖い（誰かのために、誰かが犠牲になり得ること）は全ての人に当て
はまるのか？救いはどこから来るのか？

• 君の名は : この映画は、日本文化をどのように包括し、批評しているか？
忘れられてしまった愛する人のことについてどう語っているか？

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

今後の課題 & 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るように

• 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るように

CITY RENEWAL MINISTRIES 2

FAITH AND ART | 

Grace City Church Tokyo seeks the renewal of people’s lives and

the transformation of the city through the gospel. We believe gospel

transformation not only impacts individuals, but brings a gospel culture of

hope to the city.

CONFERENCE | Every year or two, Grace City Church Tokyo hosts conferences 

to look into aspects of beauty unique to Japanese culture. Past themes include 

“BROKEN” and “HIDDEN BEAUTY.” On June 15, 2019, we engage the theme “All 

Things New” looking at beauty that comes through re-making and re-creating. We 

plan for the 2020 conference to engage the Olympics and the 2021 conference to 

remember the 10th anniversary of the Great East Japan Earthquake.

GRACE CITY GOSPEL CHOIR | Rehearsal takes place twice a month, averaging 

15-18 in attendance, participating in 3-4 concerts a year. 

We always welcome new members!

www.gracecitychurch.jp/gospel

CONCERTS | Numerous concerts took place during the year. Rachel Reese, violinist, 

returned with a cellist and trumpeter to help celebrate the church’s birthday on 

Pentecost Sunday. Diana Chen, cellist, brought a group from New York City for a 

fund-raising concert in October and joined in the retirement home ministry. In 

December, September Penn gave a concert while her husband Ivan Penn, New York 

Times reporter, gave a talk on the calling of Christians in media.

MOVIE DISCUSSIONS | January-March 

• Star Wars VIII : The Last Jedi Are good and evil evenly matched? Is redemption 

possible for anyone? Where does salvation come from?

• Your Name  How does this movie embrace Japanese culture? How does it 

critique it? What does it tell us about a forgotten lover?

PARTNERSHIP | Community Arts Tokyo seeks to transform lives through the arts, 

while building connections with church communities. www.communityarts.jp  

Ongoing Issues & Prayer Requests |

• For God to grab hold of our imaginations for the gospel to take hold in every 

aspect of our lives.

• For God to provide an art space

www.gracecitychurch.jp/gospel
www.communityarts.jp
www.gracecitychurch.jp/gospel
http://www.gracecitychurch.jp/gospel
http://www.communityarts.jp
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HOPE MINISTRY  /  旧あわれみの働き

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。グレースシティのあわれみの働きにおいては、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。

2018年 感謝のハイライト  ｜
• 引き続き他教会の方、未信者の方など、多くの参加者が与えられた
• リーダーシップやプロジェクトを通して伝道するという召命観を働きの中で示された 

お弁当プロジェクト   ｜   隔週、年間24回開催  | 参加人数 20 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、関係を作る

感謝のハイライト | しっかりとした関係を作ることができたホームレスの方々を招 いて
クリスマスパーティを持つことができ、礼拝に参加された。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)様との関係強化、お弁当をバンに運んできてく
ださる、堆朱（ついしゅ）敏男先生（千住キリスト教会牧師）との協力関係が与えられた
事。

今後の課題 & 祈りの課題   |  
• 2018年のクリスマスパーティに参加された方々が、継続的に礼拝に来られる

ように、神様との関係、教会コミュニティとの関係が深まるように。
• 路上生活をされている方の必要が満たされますように。

老人ホーム訪問  ｜ 月1回  |  参加人数 約５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
相手になる

感謝のハイライト  |  月一回での訪問ですが、引き続き老人ホーム方々との関係が守られ
ている事。

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うことができるように
• 継続的な協力者・参加者の必要が与えられるように

グレースシティリリーフ ｜西日本豪雨に伴う広島県呉市周辺での社会人ボランティア
2018年8月5日(日)～ 8月10日(金) | グレースシティから2名参加 | ボランティアセンタ
ーが指定する、呉市周辺の教会 に宿泊し浸水した教会の泥だし作業を行う。

東北社会人ボランティア | ボランティア派遣について話し合い、2019年1月の活動準備を
行いました。

今後の課題 & 祈りの課題   | 
• 時間が経つに連れて人々の記憶や興味が薄れており、現地に住んでいる人た

ち、彼らのために働いている人たちのために継続的に祈り、訪れつつ励まし
続けること。

• 2019年6月に東北石巻に社会人ボランティアが派遣されることになっていま
す。現在調整中。

HOPE  / formerly Mercy Minist r ies

Prayer, fasting, and acts of mercy are recognized as three biblical pillars of good 
works in the Christian faith. Grace City’s Hope Ministries seek to demonstrate 
leadership, take the initiative to identify the needs of those who are struggling, 
and share daily bread with them as brothers and sisters. These works might be 
small, but through them we are trained for continued and growing ministry, and 
we gain new friends. And as we serve the needs of the city, we are transformed 
into the likeness of Jesus.

2018 Praise Highl ights | 
• God continued to bring in many participants who attend other churches or are 

nonbelievers.
• Those who led and participated in the Hope Ministry projects we received a greater 

sense of calling to evangelism.

Obento Project (Lunch box Project) | Held bi-weekly, 24 times a year | 
20 participants on average | Held at the Imperial Palace Gardens, Hibiya Park, and 
in the Yurakucho area | Shared lunchboxes with homeless people, engaged in 
conversation, and build relationships.

Praise Highl ights |We held a Christmas Party with our homeless neighbors. Through this 
we were able to build stronger relationships with them, and some of the guests visited a 
Grace City worship service. We strengthened our relationship with Second Harvest Japan 
(2HJ), who prepares 50 lunchboxes for this ministry every other week. We were also able 
to join in cooperation with Pastor Toshio Tsuishu from Senju Christ Church, who drives the 
van to pick up the lunchboxes.

Ongoing Issues & Prayer Requests |
That those who attended this year’s Christmas party would feel comfortable continuing 
to attend services and would be able to deepen their relationships with God and with 
the church community. That their daily needs would be met.

Ret i rement Home Vis i ts  |  once a month | about 5 participants
We visited a retirement home in Shintomicho and built relationships with the residents by 
playing games, making conversation, and generally keeping them company.

Praise Highl ights | Despite only v is i t ing once a month, we have been 
able to maintain our relat ionships with the res idents.

Ongoing Issues & Prayer Requests | 
• That non-believing participants would encounter Christ and be led to salvation.
• That the ongoing need for facilitators and participants would be fulfilled.

Grace City Rel ief | West Japan Torrential Rain Relief in Hiroshima Kure City 
August 5th - 10th | 2 people from Grace City joined a team of three churches to help 
with the removal mud from inside the church caused by flooding.

North East Japan Relief Work | Planning and communication to send a team to help in  
January 2019

Ongoing Issues & Prayer Requests |
• As time passes, people’s memories and interest fade. Please pray that we ourselves 

would be encouraged and built up as we continue to pray for and visit the people 
living in Tohoku and those who are working on their behalf.

• We are planning to send a team to Ishinomaki in June 2019.
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ムーブメント ・ 教会開拓運動  

東京に福音を満たし、すべての人たちがキリストの良い知らせを聞くために、グレー
スシティだけではなく、より多くの新しい教会とクリスチャンを必要としています。
現在クリスチャンの数は全人口の0.81%に過ぎません。しかも0.4%の減少傾向を示
しています。

神は福音宣教の主要な手段として教会を用いてくださいますので、グレースシティは
より多くの異なる新しい教会が開拓される働きにコミットしています。教会開拓が有
機的なムーブメントとして増え広がることを願って取り組んでいます。

2018年感謝のハイライト ｜

• 福音のムーブメントに仕える働き人の養成のためにSALTのトレーニング
を3名で行いました。

• アンディ・ダンカンは開拓伝道者として、上野で東京国際長老教会を開拓
し、毎月3回の礼拝を定期的に行ってきました。

• ティエリ・リチャーズは、5年間に渡ってグレースシティのスタッフとし
て働いた後に開拓伝道者となり、東京ステーションチャーチの開拓の準備
を進め、数年後に正式に発足する予定です。

• グレース教会開拓ネットワークでは、リディーマー六本木教会が毎月1回
の礼拝をささげ、豊洲では豊洲コミュニティチャーチが始められ、これま
で7個の教会が生まれました。

• 秋には「都市における福音」セミナーを実施しました（参加者47名）。

祈りの課題  |

• 教会開拓運動に仕えられるために、グレースシティが健全に成長して人材
的にも経済的にも安定した働きができるように。

• 開拓伝道者ばかりではなく、都市に福音を満たすために仕える信徒リーダ
ーが生み出され、必要な資金も与えられるように。

• 東京で開拓伝道者のための本格的なトレーニングを実施するとともに、継
続的なコーチングや訓練を施すことができるように。

www.gracecitychurch.jp/movement

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。

MISSION 2020

To ezstablish 
at least 
2 new churches, 
each with 
its own 
characteristics 
by 2020. 

CHURCH PLANTING MOVEMENT

MISSION 2020 |

In order to reach more people and spread the Gospel throughout Tokyo, we need new 
churches and Christians beyond just Grace City. Christians currently make up only 0.81% 
of the total population of Japan, and this fraction decreased by 0.4% in recent years.

We believe that God uses the church as the primary means of spreading his Gospel, 
so Grace City is committed to the continued planting of new churches. We pray that 
church planting will continue to grow and spread as an organic movement.

2018 Praise Highl ights  | 

• Through the SALT (Servant And Leader Training) program, we trained 3 participants to 
equip them to serve as workers in the Gospel movement.

• As a church planting evangelist, Andy Duncan planted Tokyo International 
Presbyterian Church (TIPC) in Ueno. TIPC now regularly holds 3 services per month.

• After serving for 5 years on staff with Grace City, Thierry Richards is preparing to plant 
Tokyo Station Church as a church planting evangelist. He plans for the church to 
formally launch in a few years.

• As part of the Grace Church Planting Network, Redeemer Church Roppongi has 
begun holding worship services once a month, and Toyosu Community Church 
was started in Toyosu. Including these, seven churches have now been born out 
of this network. The network also held a “Gospel in the City” seminar last fall with 47 
participants.

Prayer Requests | 

• That Grace City will grow in mature leadership and financial sustainability in order to 
serve in the church planting movement.

• That God would raise up not only church planters but also lay leaders to spread the 
Gospel in the city, and that he would provide necessary funds.

• That we would be able to provide ongoing coaching and training for church planting 
evangelists in Tokyo, along with one-time basic training.

www.gracecitychurch.jp/movement

www.gracecitychurch.jp/movement
ww.gracecitychurch.jp/movement
https://www.gracecitychurch.jp/movement
https://www.gracecitychurch.jp/movement
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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、別紙をご参照ください。

2018年 感謝のハイライト |

•    4月、5月に長老と執事が任命され、会計チームが発足した。
•    会計報告「Heart & Treasure Report心と宝レポート」を頻繁に行うことができた。
 
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る

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） 
                            Facebookの更新（週2回）、印刷物による配布物の作成

2018年感謝のハイライト |

• 余裕をもった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た。他メディ
アと連携を持たせて、教会スケジュールを告知できた。

•    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
      軽減されるように。
•    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
      るように。そのために必要な賜物を持った、人材が十分に与えられるように。

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
ブログ、インスタグラムの運営（不定期更新）、ニュースレターの発行（年2回発行）

2018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、継続ができなくなったので、東京に福音を満
たすための情報発信するための人材が与えられるように　。

• 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
できるように。

• 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るように。

ADMINISTRATION 

In order for Grace City to fill Tokyo with the Gospel, an ongoing effort is needed in 
the areas of information, communication and accounting. Through our information 
& communication work, we seek to distribute information in an appropriate manner 
in order to promote fellowship. Through accounting, we seek to be good stewards of 
the donations and financial support we receive from our partners in the Gospel. When 
used by God, all of this work furthers the spread of the Gospel and makes continued 
evangelism possible. We are grateful that many of you support us by your donations and 
by continuing to communicate the message of the Gospel.

F INANCES |  Please refer to the enclosed financial report.

2018 Praise Highl ights |
• Elders and deacons were appointed and formed the finance team in April / May.
• We were able to give frequent finance reports called the ‘Heart and Treasure’ report.

Information & Communication |

Church Internal Communication between minist r ies | 
Each ministry has leaders for communication so that they are able to maintain internal 
communication

Church Information Communication | website administration, 
weekly e-mail (once a week), Facebook (updated twice a week), 
preparation of printed materials.

2018 Praise Highl ights |
• We were able to communicate the church schedule ahead of time, and every 

Monday we updated the website information, working together with other social 
media.

• God provided a leader to facilitate internal communication and coordinate the 
schedules for both Sunday service teams. Internal communication became smoother.

Ongoing Issues & Prayer Requests |
• That God would provide a sufficient number of volunteers for the Sunday service 

teams and that the burdens on the team coordinator would be reduced.
• That Grace City’s existence will be communicated externally in an appropriate 

manner, that Christ may be glorified.

Media Team | promoting the work to fill Tokyo with the Gospel through the 
Internet, blog, Instagram (frequently updated) and newsletter (published twice a year)

2018 Praise Highl ights | We were able to use var ious social  media to fol low 
church information f rom the website.

Ongoing Issues & Prayer Requests |

• Existed media team members had to leave for various reasons, so we need more 
people who can support in filling Tokyo with the Gospel through media.

• That many more people will experience God’s grace, and that we will be able to 
bring Gospel-centered messages to many.

• That God will continue to provide a place for designers, illustrators, writers, 
photographers, editors, programmers, and other talented individuals to be used by 
Him while being encouraged by the Gospel.
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活動計算書	 Income Statement 
2018/1/1 ~ 2018/12/31	

 

 

単位：円  Unit: Yen 
	

経常収入 
Revenue 

2017年度決算 
2017 Results 

2018年度決算 
2018 Results 

2019年度予算 
2019 Budget 

教会内献金収入 

Internal Church Donations 
18,365,083 16,022,727 18,500,000 

海外献金収入 

Overseas Donations 
13,177,891 10,400,644 10,000,000 

収入合計 

Total Revenues 
31,542,974 26,423,371 28,500,000 

経常費用 

Expenses 
   

一般管理費 

General Administration Expenses 

14,013,019 13,637,740 16,402,960 

宣教・伝道費 

Missions & Evangelism Expenses 

2,626,861 868,495 890,000 

礼拝関係費 

Worship Related Expenses 

14,742,398 13,197,444 11,200,000 

経常費用合計 

Total Expenses 
31,382,278 27,083,410 28,492,960 

  損益 

  Net Income 
160,741 (659,961) 7,140 

 
 

ご質問 ｜ 問合せ先 ｜ Contact us 

finance@gracecitychurch.jp 
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貸借対照表 Balance Sheet 
2018年 12月 31日現在 

 

資産部 
Assets 

2017年 12月 31日現在 

As of 12/31/2017 
2018年 12月 31日現在 

12/31/2018 
現金  Cash 9,986,263 7,417,466 
資産合計 Total Assets 9,986,263 7,417,466 

負債部 
Liabilities 

  

City to City Renewal Fund 9,963,412 9,963,412 

負債合計 Total Liabilities 9,963,412 9,963,412 
  正味財産 Net Assets 22,851 (2,545,946) 

 
収入 Revenue 
 

2018年の総収入は約2,640万円で、2017年に比べ510万円（15.4％）増加しました。収入の内訳は、

約1,600万円の教会内部献金と約1,040万円の海外献金となります。2018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2,200万円（国内）と900万円（海外）でした。 2018年の総

収入の予算は3,100万円でしたが、グレースシティチャーチは約2,640万円（予算額より約460万円マ

イナス）という結果になりました。 

In 2018, total revenues were about 26.4 million yen, which decreased 5.1 million yen (16.2%) 

compared to 2017. The breakdown of the revenues is composed of internal church donations, 

which was about 16.0 million yen and overseas donations, which was about 10.4 million yen. 

However, when comparing to the 2018 budget, the budget for internal church donations and 

overseas donations were 22 million yen and 9 million yen, respectively. The budget for total 

revenues was 31 million yen, but Grace City Church realized 26.4 million yen, which was 4.6 million 

yen less than expected. 

 
支出 Expenses 
 

費用は、一般管理費、宣教伝道費、礼拝関連費用の3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。 

The expenses are divided into three categories, and they are general administration expenses, 

missions & evangelism expenses, and worship related expenses. The material expense accounts 

are worship space rental, salary, and office rent. 

mailto:finance%40gracecitychurch.jp?subject=About%20Finance
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長期負債 Long-term Obligations 
 

当期末の長期負債は9,963,412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。最後の金額は2018年 12月期中に払込

まれる予定です。 

 

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 

 

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来年度から PIF 金額を段階的に増加させる予定で

す。 

Grace City Church has long-term obligations of 9,963,412 yen, the entire balance of which is part 

of a multi-year grant given to us by Redeemer City to City. This grant was awarded to GCCT in 

early 2015, and pays out in yearly installments of $30,000, the last of which will be received during 

the current fiscal year. 

 

These obligations do not accrue interest, and do not have a fixed repayment schedule. The terms 

of the grant stipulate the following: 

1. “Pay-It-Forward” (PIF): GCCT should set aside 10% of its internal giving (tithes and 

offerings), to be pooled biannually into a CTC Tokyo fund account, designated by GCCT. 
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2. GCCT continues to PIF from its internal giving (on a best-efforts basis), with any debt 

remaining after seven years to be forgiven. 

GCCT is currently working on an updated repayment plan. Based on the financial condition of 

GCCT at the time, PIF transfers were not made in 2016, 2017, or 2018. Going forward, however, 

GCCT aims to make regular contributions to the CTC Tokyo fund, and gradually increase these 

payments as GCCT membership and total giving increase.  

 
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、リチャーズ・ティエリにお問い合わせください。 

詳細 : saltproject.jp	

The SALT Project is a ministry designed for servant leadership training in Tokyo. This is funded by 

ministry from London and New York, and the fund is separately managed. For more details about 

this fund, please contact Thierry Richards.  More info  www.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		www.lightproject.jp	

The LIGHT Project is a ministry designed for working professionals in Tokyo. This is funded by 

individuals in the US, and the fund is separately managed. For more details about this fund, please 

contact Tomoko Sacks. More info  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

シティー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317,311円を費やしました。 

The Hope Ministry is a ministry designed for serving and contributing to the needs of Tokyo. This is 

funded from Grace City’s internal church donations. Activities of this ministry includes Obento 

Project and Elder Retirement Home Visit. This year, Grace City has expended ¥317,311 yen for the 

Hope Ministry. 
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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ーチャーチ東

京の内部献金から資金援助を受けています。 例えば、品川に新しく開拓された教会であるニュー・コミュ

ニティ・チャーチに寄付しました。 今年、グレースシティーは教会開拓活動のために 397,699 円を費や

しました。 

The Church Planting Fund is a fund designed for planting new churches in Tokyo. This is funded from 

Grace City’s internal church donations. For example, this fund has donated to New Community 

Church, which is a new church plant in Shinagawa. This year, Grace City has expended 397,699 

yen for the church planting activities. 

 
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、目黒区の聖契神学校の

学生である倉智崇司と細川伊織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、グレースシティーは神学生の支援のために520,000円を費やしました。 

 

The Seminary Student Support Fund is a fund designed for support of seminary students in Tokyo. 

This is mostly funded by separate individuals who are supporting Takeshi Kurachi and Iori Hosokawa 

who are currently students at Covenant Seminary in Meguro. 

 
ご質問 ｜ 問合せ先 ｜ Contact us 

finance@gracecitychurch.jp 

mailto:finance%40gracecitychurch.jp?subject=About%20Finance


SUPPORT 献金

口座振込み
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

振替口座  ※振替用紙(手数料無料)有り

ゆうちょ銀行
口座記号番号  00190-2-387907
グレースシティチャーチ東京

Please pray for this venture: for God to work in Tokyo, affecting this city and 
its young professionals through the Gospel of Grace, for the team, and for 
the necessary funds to be raised. You can help by mobilizing prayer and 
funds. 

As of March 1, 2018, Overseas Giving to Grace City will be handled  by 
Mission to the World (MTW), the overseas missions arm of the Presbyterian 
Church in America (PCA). 
The link to the MTW website is as follows.

https://www.mtw.org/projects/details/grace-city-church-tokyo

www.gracecitychurch.jp

http://www.gracecitychurch.jp/offering
www.gracecitychurch.jp/offering
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