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ニュースレター
クリスマス号

贈り物の力
先日友だちから手作りのアップルパイをいただきました。アイスクリームが添えられたアップルパイは、
家族みんなを笑顔にしました。舌とお腹を喜ばせ、お互いの会話を盛り上げて、家族の結束力を強めて
くれたのです。愛のこもった贈り物は、私たちの心を喜ばせ、人生に活力を与え、コミュニティを強める
ものです。クリスマスの時期に多くの人たちが贈り物をするのはそのためです。

神は私たちの傷んでいる心と人生をいやし、互いの関係を回復させるために、ひとり子であるイエス・
キリストを贈ってくださいました。しかも神の贈り物には、十字架の犠牲を伴う変わることのない愛が
込められているのです！

「神は、実にそのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、
一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。」（ヨハネ福音書3章1 6節）

このクリスマスに、あなたはだれにどんな贈り物をしますか？

G R E E T I N G S
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祝クリスマス！ 恵みに満ちた2019年を迎えることができますように. . .

M ERRY  CHR I S TMAS  &  A  HAPPY  N EW  Y EAR  2 0 1 9

B I B L E  C O L L E G E
S T U D E N T S
神学生の学びの祝福のために

お祈りとサポートをお願いします。

倉智崇司  T a k a s h i  K u r a c h i

細川伊織  I o r i  H o s o k a w a

問合せ
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これから、オーストラリアの神学校に行こうとしている
スチュアート・シャリーさんの為に祈りとサポートをお
願いいたします。 スチュアート & 幸歩・シャリーさんは
1月にオーストラリアへ引っ越しその後、神学校へ入学
します。 グレースシティのコミュニティが彼らにとって大
きな励ましと助けになるでしょう。

Please pray and support Stuart Sharry who will be enrolling 

at bible college in Australia early next year. Stuart and 

Yukiho are going to move to Australia in January 2019. 

The Grace City Community will be a great help for them.  
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The Power of a Gift  by Makoto Fukuda

The other day a friend gave our family a homemade apple pie. Served together with some ice cream, it put a smile on everyone's face. 
The pie was delicious and satisfying, and while we were eating, we enjoyed a lively conversation. You could even say that pie 
strengthened our family bonds. A gift given with love brings joy to the heart, energy to everyday life, and strength to a community. 
This is why so many people give gifts during the Christmas season.

God gave his son, Jesus Christ, in order to heal our hurting lives and restore our relationships. 
And he gave him with the unfailing love which was even willing to subject him to the sacrifice of the cross for our sake.

"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." (John 3:16)

What kind of gifts will you give to others this Christmas?
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S t u a r t  S h a r r yスチュアート・シャリー



おめでとうございます！ Congratulations!

グレースキッズのお友達が2018年12月16日（日）に
洗礼を受け、信仰告白をしました！

洗礼 Baptism
トゥルータ はな  Hanna Truter

信仰告白 Confession of Faith
天海春輝  Haruki Amagai   平田ぬの  Nuno Hirata

塩入御民  Mityami Shioiri  ラウザー・コーエン  Coen Lowther  

グレースキッズのお友達に、こんな質問をしてみました。
Interview with Grace Kids. 

① あなたにとって、教会とはどんなところ？まだ教会に来たことのないお友達に、どんな風に教会を説明する？
    教会のどんなところが好き？
      What does church mean to you? How do you describe church to your friends? What do you like about church?

☆ 神様の愛によって（イエス様が十字架にかかってくださった）、私たちの罪が許された
    Our sins are forgiven by God’s love. (Jesus died on the cross for us.)
☆ 気持ちを整理すことができる A place where I can clear my feelings.
☆ 神を礼拝するところ  A place to worship God
☆ 主イエスを礼拝するところ A place to worhip the Lord Jesus
☆ イエス様をお祈りしたり、礼拝するところだよ  A place to pray and worship

② 教会が今よりどう変わったら嬉しい？ How would you like the church to change?

☆ 楽しいところ To be more fun
☆ もっと人が神のことを信じる For more people to believe in God
☆ イエス様を知らない人も神様を知れて、沢山の人がいる教会になってほしい（嬉しい）
    I’d love to see more people who don’t know Jesus come to know about God, and that church become filled 
    with many people 

③ あさ起きたらイエス様がお家のリビングルームにいました。 「今日はわたしと一緒に1日を過ごそう。 何がしたい？ 何でも一緒にやる 
    よ。」 と聞いてきました。 何をする？どう過ごす？
      If you woke up one morning and Jesus was in your living room and he said to you “Let’s spend a day together. What do you wanrt to do?”
      What would you do? How would you spend the day?

☆ イエス様に仕えて良いことをする。 I would serve Jesus and do something good.
☆ 空を飛ぶ Flying the sky with him
☆ 怪我を治してもらう、空を飛ぶ世界 I will get my wounds healed and fly the sky
☆ 特に何もしない I won’t do anything
☆ 神に悪いことをしたときのことを祈る I will pray about what I did wrong to God
☆ 楽しく家族みんなでディナーしたい Have dinner together with my family

④ 友達や家族とボール遊びをしていたら、知らない家の窓ガラスを割ってしまいました！なんと、そのお家からイエス様が出てきました。  
    ガラスを割ったあなたに、イエス様は何と言われた？
       If you were playing with your friends and you broke the window of a house. Jesus came out from this house, what did he say to you?

   
☆ ごめんさないと謝ったら、ゆるしてくれた。 （イエス様は正直な人をゆるしてくれる）  
    I would said sorry, and he would forgive me. (Jesus forgives people who are honest.)
☆ 大丈夫だよ It’s okay
☆ 別にいいよ、十字架にかかったのだから It’s okay because I went on the cross
☆ わからない I don’t know
☆ 怒った→私は謝った→ゆるしてくれた→その人の窓を割ったことを本人に言った→弁償した
    Got angry→I apologized→Was forgiven→I told that person that I broke the glass→Paid the price 

BLESSING ON GRACE KIDS
今年は、グレースシティチャーチの家族に沢山の赤ちゃん達が誕生しました！ グレースシティでは、毎週日曜日に0歳～3歳までのナーサリー、
4歳～13歳までの子ども達が礼拝メッセージの時間に、別室で子どもメッセージを聞いて聖書の御言葉を学ぶ時間があります。
中高生、大学生など各世代に合わせたミニストリーが必要とされており、今後その様な課題について祈りながら取り組む必要があります。
ぜひ、キッズプログラムの今後の導きと祝福をお祈りください。

Grace Kids members were baptised and 
confessed their faith on Sun 16th Dec 2018

There were many babies born
in Grace City this year. We have both nursery

(0-3 yr old) and the Grace Kids program 
(4-12 yr old) which are held during the service.

We also see many needs for teenagers and 
university students in the church.

We are praying for those in
different age groups and the future 
direction of this ministry. Please pray

for blessings on all of these programs. 

グレースキッズの祝福の報告と今後の課題


