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ミッション	MISSION	

グレース ガーデン チャーチ	Grace	Garden	Church	



ミッション	MISSION	

私たちのミッション（使命）	
人々がイエスキリストを信頼し、イエス・キリストの恵みを受け、
イエス・キリストの弟子として成長するコミュニティをつくること	

	
Our	Mission	
CreaBng	a	community	of	people	who	trust	Jesus	Christ,	
receive	His	grace,	and	grow	as	His	disciples.		



ミッション MISSION	

私のたましいは黙って、ただ
神を待ち望む。私の望みは神
から来るからだ。神こそ、わが
岩。わが救い。わがやぐら。わ
たしはゆるがされることはない。
私の救いと、私の栄光は、神
にかかっている。私の力の岩
と避け所は、神のうちにある。
民よ。どんなときにも、神に信
頼せよ。あなたがたの心を神
の御前に注ぎ出せ。神は我ら
の避け所である。	
詩篇	62篇	5-8	
	

Yes,	my	soul,	find	rest	in	
God;	my	hope	comes	from	
him.	Truly	he	is	my	rock	
and	my	salvaBon;	he	is	my	
fortress,	I	will	not	be	
shaken.	My	salvaBon	and	
my	honor	depend	on	God;	
he	is	my	mighty	rock,	my	
refuge.	Trust	in	him	at	all	
Bmes,	you	people;	pour	
out	your	hearts	to	him,	for	
God	is	our	refuge.	Ps	62:5-8	

1. イエスを信頼する	 1. Trusting Jesus	



ミッション MISSION	

	
キリストの福音は、人々を勝ち
組にするための成功の教えで
はなく、弱さを抱える人々への
恵みの知らせです。	
	
イザヤ	57:15	
コロサイ	1:6	

	
The	gospel	of	Christ	is	not	a 
teaching	of	how	to	become	
a	successful	person,	but	
the	news	of	grace	to	the	
weak.					
	
Isaiah	57:15	
Colossians	1:6	

2. キリストの恵みを受ける	 2. Receiving His Grace	



ミッション MISSION	

	
わたしは、高く聖なる所に住み、
心砕かれて、へりくだった人と
ともに住む。へりくだった人の
霊を生かし、砕かれた人の心
を生かすためである。	
イザヤ57:15	
	

	
I	live	in	a	high	and	holy	
place,	but	also	with	the	
one	who	is	contrite	and	
lowly	in	spirit,	to	revive	the	
spirit	of	the	lowly	and	to	
revive	the	heart	of	the	
contrite.	
Isaiah	57:15	

2. キリストの恵みを受ける	 2. Receiving His Grace	



ミッション MISSION	

	
この福音は、あなたがたが神
の恵みを聞き、それを本当に
理解した時以来、あなたがた
の間でも見られるとおりの勢
いをもって、世界中で、実を結
び広がり続けています。福音
をそのようにしてあなたがに届
いたのです。	
コロサイ3:6	

	
In	the	same	way,	the	
gospel	is	bearing	fruit	and	
growing	throughout	the	
whole	world—just	as	it	has	
been	doing	among	you	
since	the	day	you	heard	it	
and	truly	understood	God’s	
grace.	
Colossians	1:6	

2. キリストの恵みを受ける	 2. Receiving His Grace	



ミッション MISSION	

•  キリストに似た者になる。	
•  古い自分を脱ぎ捨てて、キ

リストにある新しい自分に
なる。	

	
あなたがたは、古い自分をそ
の行いといっしょに脱ぎ捨てて、
新しい人を着たのです。新し
い人は、造り主のかたちに似
せられてますます新しくされ、
真の知識に至るのです。	
コロサイ	3:9b-10	

・To	become	Christ-like.	
・To	take	off	the	old	self	and	
put	on	the	new	self	in	
Christ.	
“(Y)ou	have	taken	off	your	
old	self	with	its	pracBces	
and	have	put	on	the	new	
self,	which	is	being	
renewed	in	knowledge	in	
the	image	of	its	Creator.”	
Colossians	3:9b-10		

3. キリストの弟子として成長する	 3. Growing as His disciple	



ミッション MISSION	

	
それゆえ、あなた方は行って、
あらゆる国の人々を弟子とし
なさい。そして父、子、聖霊の
御名によってバプテスマを授
け、またわたしがあなたがた
に命じておいたすべてのこと
を守るように、彼らを教えなさ
い。		
マタイ	28:19-20a	
	

	
Therefore	go	and	make	
disciples	of	all	naBons,	
bapBzing	them	in	the	name	
of	the	Father	and	of	the	Son	
and	of	the	Holy	Spirit,	and	
teaching	them	to	obey	
everything	I	have	
commanded	you.		
Ma_hew	28:19-20	

3. キリストの弟子として成長する	 3. Growing as His disciple	



Grace	Garden	Church		

Grace-filled	
Growing		
ChrisBan	

	
		

恵みに満たされ 
	
成長する	

クリスチャン	



             	

           	

       	

ビジョン	VISION	

グレース ガーデン チャーチ	Grace	Garden	Church	



ビジョン	VISION	

	
私たちのビジョン（将来像）	
イエス・キリストの恵みがあふれ流れる 「恵みの庭（キリストを信
じる人々のあつまり）」を広げていくこと。	
	

Our	Vision	
To	expand	‘the	garden	of	Grace’	(assembly	of	the	
believers),	where	the	grace	of	Jesus	Christ	is	flourishing.		



庭	×	教会		
	

Garden	×	Church	

参照 Cf. http://gardenchurch.jimdo.com/garden-church/	



ビジョン	VISION	

日曜の礼拝だけでなく、コミュニティ・カフェ,	スポーツクラブ、ゴ
スペルグループ、コーラスグループ、各家庭…etc.	様々な「日常
の場所」でイエス・キリストと出会い、キリストの弟子として成長
する場をつくり、神の国の福音を広めていきます。	
	
In	order	to	share	the	gospel	of	God’s	Kingdom,	we	seek	to	create	
places	where		people	meet	with	Jesus	Christ	and	to	grow	as	His	
disciples,	not	only	at	Sunday	services,	but	also	at	various	‘daily	
places’	,	like	community-café,	sports	club,	gospel	choir	club,	
chorus	club,	home,	etc.		



             	

           	

       	 具体的なアイデア	
SPECIFIC	IDEAS	

グレースガーデンチャーチ Grace	Garden	Church	



料理	
Cook
ing	

フラダ
ンス	
Hula		
dance		

合唱	
Choir		

孤食	
EaBng	
withou

t	
compa
nies	

国際交
流	
IG		

寺
子
屋	

クリスチャンの様々な活動の中心になるような 
コミュニティ・カフェをつくる。 

Build up a community-café becoming a center 
of various Christian activities. 



例：  カフェコンサート		Ex.	Café	Concert	



具体的なアイデア	SPECIFIC	IDEAS	

コミュニティ・カフェ	
	
1.  地域の多様なニーズに合

わせた活動ができる場	
2.  新しい出会いが生まれ、

新しい活動を創出する場	
3.  サードプレイスとしてのく

つろぎの場	

COMMUNITY-CAFÉ		
	
1.  A	place	where	you	can	

minister	a	community	to	
meet	various	needs	of	it.				

2.  A	place	where	you	can	
make	new	friends,	and	
create	new	ministries	with	
them.		

3.  A	‘third-place’	for	relaxing.				



具体的なアイデア SPECIFIC	IDEAS	

1.  カフェ	
l  ランチ、コーヒ、サードプレ

イスとして	

2.  レンタルスペース	
l  地域のイベント、セミナー、

ゴスペル、ウェディング、聖
書研究会、子ども食堂、IG…	

3.  その他	
l  英会話プライベートレッスン、

学生の勉強スペース、寺子
屋,	etc.		

4.  日曜礼拝、祈祷会	

1.  Café		
l  Lunch,	Coffee,	Third-place	

2.  Rental	Space		
l  Events,	seminars,	gospel	

rehearsals,	wedding,	Bible	
studies,		internaBonal	
gatherings...		

3.  Others	
l  Private	English	lessons,	

students’	working	room.	
4.  Sunday	Services,	Prayer	

MeeBngs						

活用方法	 How to use? 	



料理	
Cooking	

フラダンス	
Hula		dance		

合唱	
Choir		

孤食	
EaBng	
alone	

国際交流	
IG		

寺子屋	



             	

           	

       	 グレースガーデンプロジェクト	
GRACE	GARDEN	PROJECT	

グレースガーデンチャーチ GraceGardenChurch	



グレースガーデンプロジェクトGraceGardenProject	

コミュニティ・カフェのようなキョウカイを建て上げる、	
というビジョンを実行するプロジェクト。	
	
みんなで祈り、みんなの手で（DIY）でつくりあげるプロジェクト。	



短期計画	Short	Term	Plan	

•  コミュニティセンターでの日曜
礼拝	(2pm〜)	

•  コミュニティーセンターやコ
ミュニティカフェを中心とした
アウトリーチイベント	
–  インターナショナル ギャザリング	

–  グレースガーデンキッチン	
–  片付けセミナー	
–  ゴスペルコンサート	

•  その他、各種学びのコース	
–  クリスチャン生活と証	
–  アルファ、ペアレンティング、マ

リッジ,	etc	

•  Regular	Sunday	services	at	a	
community	center	(2pm-)	

•  Outreach	events	using	community	
center.	
–  InternaBonal	Gatherings		
–  Grace	Garden	Kitchen		
–  Seminars	
–  Gospel	concert	

•  Training	opportuniBes		
–  ChrisBan	life	and	Witness	

course	(BGEA)	
–  Alpha	Course,	ParenBng	

Course,	Marriage	course.		



祈りの課題	PRAYER	REQUEST	

1.  協力者が与えられるように	
2.  場所が示されるように	
3.  経済的な必要が満たされるように	
4.  グレースガーデンチャーチを通して、多くの人がイエス・キリ

ストに出会い、キリストに信頼して生きるようになるように。	
	1.  Please pray that God send us members to work with. 
2.  Please pray that a suitable place will be given.  
3.  Please pray that our financial needs will be met.   
4.  Please pray that many will come to know Jesus Christ 

through Grace Garden Church and start trusting Him in 
their lives.  	



ありがとうございました！	
Thank	you.		

グレースガーデンチャーチGraceGardenChurch	



あなたの街を恵みの庭に  
Turn your city into the garden of Grace	


