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マタイの福音書 8 章 23-27 節   

 

23 それからイエスが舟に乗られると、弟子たちも従った。24 すると見よ。湖は大荒れと

なり、舟は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。25 弟子たちは近寄って

イエスを起こして、「主よ、助けてください。私たちは死んでしまいます」と言った。 

26 イエスは言われた。「どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。」それから起き上が

り、風と湖を叱りつけられた。すると、すっかり凪になった。 

27 人々は驚いて言った。「風や湖までが言うことを聞くとは、いったいこの方はどういう

方なのだろうか。」 

 

Matthew 8:23-27 

 

23 And when he got into the boat, his disciples followed him. 24 And behold, there 

arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves; 

but he was asleep. 25 And they went and woke him, saying, “Save us, Lord; we are 

perishing.” 26 And he said to them, “Why are you afraid, O you of little faith?” Then 

he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. 27 And 

the men marveled, saying, “What sort of man is this, that even winds and sea obey 

him?” 

 

1. 福田さんの健康状態について 

Rev. Makoto Fukuda’s Health Update 

 

• 福田真理さんの今後の働き（予定） 

Rev. Makoto Fukuda’s job description going forward 

• 2022 年 1 月 23 日以降の活動内容の変更  Changes in his activities from 1/23/2022  

 

● 面談（カウンセリング）と訪問  半分くらいに減らす調整中  

  Reducing his counseling and mentoring by half 

● 説教  隔週で月に 2 回 Preaching only twice per month 

● 司式  どうしても必要なときのみ担当  Worship leading only in emergency situations 

 

2. 教会スタッフ、ホワイト雅子さんの引退後の業務引継ぎ  引継ぎ候補者募集中！ 

Masako White church staff replacement; seeking candidates!  

 

● 礼拝のボランティアのスケジュール管理  未解決  

Coordinating Sunday worship volunteers schedule unresolved 

● 礼拝 PPT 作成 (月 2 回)、礼拝 PPT 操作(月 1 回～2 回) 

Creating worship PowerPoint presentations (2x/month),  

PowerPoint operator (1-2x/month) 

● 新しい奉仕者トレーニング  Training Sunday worship volunteers     

● 教会運営にかかる事務全般 未解決  

General office work for church operations unresolved  
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● グレースキッズメッセージ（月 1～2 回）調整中 

Grace Kids messages (1-2x/month) under adjustment  

● キッズメッセージ用イラスト色塗り 調整中 

Illustration coloring for kids messages  under adjustment 

● キッズイベント参加、担当調整など 未解決  

    Arranging supervisors for, and participating in, kids events unresolved 

● コミグルサポーター、新しいリーダーサポート 未解決 

     Support for Community Groups and new leaders unresolved 

● その他：バンドライバー(随時)、バンのメンテナンスや車検対応など 未解決  

    Other: van driver (as needed), van maintenance and registration  unresolved 

 

3. 野村隆嗣さんの 1 月末から 3 ヶ月の育児休暇期間 

Takatsugu Nomura’s three-month paternity leave beginning late January 

 

● ユースミニストリー 未解決  Youth Ministry unresolved 

● 礼拝の司式、メッセンジャーの手配、調整 調整中 

 Coordinating preachers and worship leaders schedule under adjustment 

● コミュニティ・フォーメーションのサポート 調整中 

 Community Formation support under adjustment 

 

4. エリー・ホネアさん転職 〜 アビ・ラウザーさんの帰国までの間、賛美チーム管理 

Managing Praise Team between Ellie Honea 4/1/22 ministry transfer  

~ Abi Lowther 7/1/22 return to Japan  

 

● 6 月～7 月    ワーシップ・チームの手配と調整 未解決 

    Managing Praise Team schedule July~August 2022  unresolved 

● ピアノ奏楽  未解決  Piano accompaniment for Sunday worship unresolved 

● 聖餐式パン＆葡萄ジュースの準備 未解決 

    Preparing Holy Communion elements unresolved 

 

5. 長老 ジェームス・ライトさんとスティーブ・サックスさんは 3 月末で任期終了 

新長老 候補者募集中 

Current Grace City elders’ terms end 3/22 (James Wright and Steve Sacks),  

seeking candidates!  

 

● 役割内容：教会の牧会、運営、予算などについて牧師と相談、計画作成、管理  

Responsibilities: together with Rev. Fukuda, consulting, planning and oversight of 

pastoral care, church operations, budget etc.  

    

＊4 月以降長老がいない場合、東京中会の伝道委員会と相談し、中会から派遣してもらう 

ことになります。  

＊Without elders, we must consult with the Tokyo Presbytery’s Evangelism 

Committee which will send provisional elders from outside Grace City Church.    
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● 執事の岡村三子さん、リー・ジュヨンさん（主に HOPE/憐れみの働きを担当）、林桃子

さん（主に情報 Information & Communication の働きを担当）の任期終了 3 月末  

新しい候補者募集中 

  Terms of current deacons Mine Okamura, Juyong Lee (mostly overseeing mercy   

ministry) and Momoko Hayashi (Overseeing Information & Communication)  

end 3/22 seeking candidates 

  

6. 教会会計状況  Financial Situation 

 

● 2021.1～12 月 損益 - ¥ 4,004,427 円  

    2021 income/expenditure balance - ¥ 4,004,427 円 

● 2021.1～12 月 銀行残高変更 - ¥ 4,128,617 円   

2021 change in bank balance   - ¥ 4,128,617 円 

● 12 月末 現銀行残高（2021 年 12 月末現在） ¥10,971,486 円  

Bank balance (as of 12/31/2021)   ¥10,971,486 円  

 

7. 質疑応答 Q & A 

 

メールで質問がある方は、長老あて elders@gracecitychurch.jp にご連絡ください 

Questions may be addressed to the elders at elders@gracecitychurch.jp 

 

8. 祈り Prayer 

 

祈りの課題 Prayer Topics 

● 4 月以降の長老と執事候補者の候補者が与えられるように 

    For new candidates for church elder and deacon positions from 4/22 

● 教会運営事務や、各ミニストリーの管理者が与えられるように 

    For new staff for church administration, new supervisors for various ministries   

● 未解決のミニストリーの役割について具体的な解決法や最善の答えが与えられるように  

     For specific solutions and best answers for unresolved ministry roles.  

● グレースシティチャーチ東京の営みが神のみこころの通りになるために、 

一人一人に聖霊の満たしや必要な知恵が与えられるように 

     That Grace City Church Tokyo would be filled with the Holy Spirit and necessary    

human wisdom so that our activities would be in line with God's will. 
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