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信徒総会説明会資料

グレースシティチャーチ東京の組織化
わたしがあなたがたを引いて行ったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄は、あな
たがたの繁栄になるのだから。（エレミヤ書29章7節）
グレースシティヴィジョン｜GRACE CITY VISION
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。
グレースシティ小史｜SHORT HISTORY
Dream Teamが東京都心の教会開拓を夢見て祈り始める。
2008年

福田真理が家族とともに東京都心に転居。

2009年

グレースシティチャーチ東京の開拓のローンチチーム（教会開拓コアグループ）を開始。

2010年

毎週の礼拝を始めて正式にグレースシティチャーチ東京を開始。@T

s（Caspa）銀座（5

月ペンテコステ）。最初の回心者と洗礼。
2011年

さまざまなミニストリーを開発して発展させる。

2012年

礼拝参加者が増加し、銀座から大手町のKDDIホールに礼拝場所を移転。

2013年

日本長老教会に加入。グレースハーバーチャーチ（豊洲）の開拓が始まる。

2014年

ニューコミュニティーチャーチ（品川）の教会開拓が始まる。

2015年

創立5周年を記念してワーシップCDをリリース。

2016年

礼拝人数の増加により第2礼拝を開始。グレース教会開拓ネットワークが始まる。

教会｜CHURCH
教会はイエス・キリストを救い主と信じる者たちの有機的な共同体であるとともに、牧師・長老・
執事というリーダーシップによって治められて宣教に仕える制度的な組織体でもあります。福音によ
って絶えず霊的に刷新される生きたキリストの体である教会は、みことばの務めを果たす牧師、教会
を見守りながら導いて治める長老、そして慈善や愛のわざを行なう執事たちからなる制度によって支
えられています。それによって教会はキリストから委託された弟子をつくる宣教の働きを怠りなく、
効果的に進めていくことができます。
（マタイ16:15-19、エペソ1:22-23、使徒6:1-6、14:23、20:28,32）
リーダーシップ｜LEADERSHIP
教会は主キリストだけが権威のある究極的なリーダーですが、主はご自身の働きを聖霊によって行
うために、通常神によって召された牧師、長老、執事のサーヴァントリーダーを用います。特に教会
全体を導くために、牧師と長老はともに祈ったり、ヴィジョンやミニストリーを導いたり、訓練を行
うために小会SESSIONと呼ばれる会議を定期的に開催します。
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（これまでグレースシティには牧師と長老がいなかったので、開拓伝道者と他教会の長老2名が暫定小会を組織して、
グレースシティの働きを監督しましたが、今後はグレースシティ独自の牧師と長老によって導かれます。）

牧師｜PASTOR
牧師とは、福音のみことばを語り教えて信徒たちを整え、教会を導く働き人であり、長老とと
もに宣教や訓練のために仕えます。（エペソ4:11-12、1テモテ5:17）
長老｜ELDER
長老とは、牧師とともに教会を導くリーダーであり、信仰生活において自ら模範となるだけで
はなく、教会の霊的成長と健全さのために祈り、宣教、牧会、訓練のために仕えます。（1テモテ
3:1-7、1ペテロ5:1-4）
執事｜DEACON
執事とは、特に正義とあわれみの奉仕のために任命される働き人であり、主イエスのあわれみ
の働きにならって慈善の奉仕を行ない、広く隣人と社会に対しても愛の奉仕をもたらします。（1
テモテ3:8-13、ピリピ1:1）
信徒総会｜CONGREGATIONAL MEETING
イエス・キリストの信仰を告白して洗礼を受けた教会員は祈り、宣教、奉仕に励み、信徒総会を構
成して、牧師、長老、執事の選出、経済的な支援（会計）、教会の存立に責任を持ちます。現在の教会
員（メンバー）：陪餐会員87名、未陪餐会員13名（子ども）。
信徒総会は平素礼拝に出席して教会を支えている陪餐会員によって構成され（小会が決定する）、そ
の権利と責任は次の通りです。(1)牧師候補者への同意投票
師の退職の承認

(5)予算総額の決定及び決算の報告

(2)長老の選挙

(3)執事の選挙

(6)地区教会の重要財産の取得及び処分

(4)牧
(7)

地区教会の中会所属の変更、合併、退会及び解散
牧師の同意投票
暫定小会から推薦された者に対する同意投票を行います。任期は5年です。出席者の3分の2以上
の賛成が必要です。その後東京中会における審議と就職式を実施します。
（予定候補者：福田真理）
長老の選挙
暫定小会から推薦した者を含めて陪餐会員の中から選挙します。任期は4年としますが、長老と
しての身分は終身です。出席者の3分の2以上の賛成が必要です。その後東京中会による試問（面
接）と任職式を実施します。
（推薦予定者：スティーブ・サックス、ジェームズ・ライト）
執事の選挙
暫定小会から推薦した者を含めて陪餐会員の中から選挙します。任期は2年です。出席者の2分
の1以上の賛成が必要です。その後グレースシティ小会による試問（面接）と就職式を実施します。
（推薦予定者：ピーター・カブラル、イ・ジュヨン、細川伊織、岡村三子、アンディ・ユー、林
桃子）
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スケジュール｜SCHEDULE
信徒総会 説明会
↓

（信徒総会構成員の確定、資料の作成）

信徒総会
↓

11月26日

信徒総会構成員の2分の1以上の出席が必要、委任状は取り扱わない

（信徒総会の結果を東京中会に報告と提案、牧師招聘状の作成）

東京中会 定期会議
↓

10月22日

2018年2月12日

牧師の選出の報告と審議、長老選出の報告

（長老の試問）

牧師、長老、執事の就職式
長老政治｜PRESBYTERIAN GOVERNMENT
キリストはみことばの働きと牧会のために牧師と長老を定め、彼らの共同の奉仕によって神の国の
宣教を導いています。各教会にある牧師と長老の会議は小会（Session）と呼ばれ、地域ごとの牧師と
長老の会議は中会（Presbytery）と言い、さらに大会（General Assembly）があります。特に牧師
や長老は中会において審査されてその働きに任命されます。より大きな信仰や宣教に関する課題は大
会において取り扱われます。
【グレースシティ組織図】
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congregational meeting

Grace City church Tokyo organizational meeting
But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its
behalf, for in its welfare you will find your welfare.

( Jeremiah 29:7)

GRACE CITY VISION｜グレースシティヴィジョン
Grace City is a church of Jesus Christ that looks to fill Tokyo with the grace of the gospel
thereby displaying God

s glory. To do this we look to see lives reformed, community restored

and the city impacted.
SHORT HISTORY｜グレースシティ小史
The Dream Team formed and began praying for a church plant in the heart of the city.
2008 The Fukuda family moved to downtown Tokyo.
2009: The Grace City launch team (church planting core team) was formed.
2010: Weekly worship for ally began at T

S Ginza (Caspa Ginza) in May. First convert

baptism.
2011: Various ministries began.
2012: Due to increased attendance we moved from our worship in Ginza to a bigger space,
the KDDI Hall.
2013: For,ally entered the Presbyterian church of Japan. Grace Harbor church in Toyosu was
planted.
2014: New Community church in Shinagawa was planted.
201t: The release of the 5 year anniversary C.D.
2016: Due to increased attendance we began a 2nd service. Grace city church planting
network began.
CHURCH｜教会
The church is the corporate gathering of believers coordinated into one body and led by
pastors, elders and deacons. The church, as the spiritually living and constantly reformed
body of Christ in the gospel, fulfills the proclamation of the word of God through pastors, rule
through elders and works of physical service through deacons. By this, the church effectively
cares for and makes disciples.
(Matt 16:15-19, Eph 1:22-23, Acts 6:1-6, 14:23, 20:28-32)
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LEADERSHIP｜リーダーシップ
The Lord Jesus Christ is the one head and authority of the church but, through the Holy Spirit
He calls pastors, elders and deacons to become servant leaders of his body. In particular
pastors and elders are called/formed into a regularly meeting session (set aside leader group)
to lead, pray for, cast vision and disciple the church.
(Because Grace City has, until now, not had a formally recognized pastor and elders they
have been formally cared for as a church plant by 2 elders from other churches. But, from this
time forward, Grace will have its own pastors and elders.)
PASTOR｜牧師
The pastor is one who preaches the word of God, forms members, leads the church and
along with the elders fulfills the work of the church and disciples its members. (Eph
4:11-12, 1 Tim 5:17)
ELDER｜長老
The elder is one who with the pastor leads the church, not only a model of faith and life
but also one who prays for the spiritual formation and establishment of the church, works
for the mission of the church, pastorally cares for and disciplines the church. (1Tim 3:1-7、
1Peter 5:1-4)
執事｜DEACON
The deacon is one who one who cares for the physical needs of the church. The works of
compassion are to proclaim the love of Christ to neighbor and society through acts of
service. (1Tim 3:18-13, Phil 1:1)
CONGREGATIONAL MEETING｜信徒総会
Those who have faith in Jesus Christ, have been baptized and been received as members are
called to come together for special prayer, proclamation, service and encouragement in a
formal congregational meeting to discuss the selection of pastors, elders, deacons, church
budgets and other aspects of the church life. At this time there 87 members, with 13
non-communing (children) members.
The congregational meeting formed of regular communing members (decided by the session)
and through their responsibility and authority will do the following: (1) Vote on Pastoral
candidates (2) choose elders (3) choose deacons (4)approve a pastoral retirement (5)
decide and report church budgets and financial information (6) receive and sell off assets (7)
make changes to local presbytery affiliation, union, withdrawal and dissolution.
Pastoral Election｜牧師の同意投票
Based on the recommendation of The provisional session there will be a pastoral election.
The term of office will be 5 years. A vote of ⅔ of attending voters is necessary to call the
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pastor. After this the presbytery will deliberate over the terms of employment.
(Pastoral candidate: Makoto Fukuda)
Elder election｜長老の選挙
From within the body of communing members and based on recommendation from the
provisional session elders will be selected. The term of office is 4 years although eldership
is a lifelong calling. To choose, ⅔ of voting members in attendance at the meeting must
approve these selections.
(Candidates: Steve Sacks, James Wright)
Deacon election｜執事の選挙
From within the body of communing members and based on recommendation from the
provisional session, deacons will be selected. The term of office is 2 years.To choose, ½
of voting members in attendance at the meeting must approve these selections. After this,
candidates will meet with and be interviewed by the Grace City session.
(Candidates: Peter Cabral, Juyoung Lee, Iori Hosokawa, Mine Okamura, Andy Yoo,
Momoko Hayashi)
SCHEDULE｜スケジュール
Congregational jetting

22nd, October

↓ (congregational meeting confirmation, material preparation)
Congregational meeting

26th, November,

½ of communing members present, proxy votes

are not allowed
↓ (The results of the congregational meeting announced to the Tokyo presbytery, proposals
submitted, pastoral call drawn up)
th

12 , Februry,2018

The regular meeting of the Tokyo presbyter will be on 2/12 at which time

pastoral and elder selections will be announced.
↓ (elder interview)
Pastor, elder, deacon formal acceptance
PRESBYTERIAN GOVERNMENT｜長老政治
Christ has put pastors and elders in position to do ministry of the word and to lead in the
mission of the church. Each church
each area

s pastors and elders are combined called the session,

s pastors are called the presbytery. All of which combine to participate in a

national General Assembly. It is the responsibility of each presbytery to interview and judge
pastors and elders within its jurisdiction. Things of a more serious nature in regards to faith
and mission will be dealt with at the general assembly level.
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