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V. 私たちの運営 

私たちはどのように行うのか 

 

 

「キリストによって、からだ全体は、あらゆる節々を支えとして組み合わされ、

つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛

のうちに建てられることになります。」エペソ 4:16 

 

 

 

  キリストのからだとしての教会はどのように機能するのでしょうか。 

  教会の秩序や健全性はどのようにして保たれるのでしょうか。  

 

 

「私たちの信仰」から始まり、「私たちのビジョン」、「私たちの働き」につ

いて、ともに確認してきました。そして、Ⅴ章はそれにもとづいて「私たちの

運営」について学びましょう。 

この項目の重要さはどこにあるでしょうか。その一つは、「私たちの信仰」

つまり私たちの信じていることと、「私たちの運営」私たちのしていることが

首尾一貫しているということです。私たちの陥りやすい過ちは、信じているこ

とと実際に行っていることが異なる考え方で行われることです。信仰につい

ては聖書に従いながら、運営についてはこの世的な価値観に流されてしまう

ということであってはなりません。 

ビジョンについて語られる時に引用される聖句に次のものがあります。  
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「幻がなければ、民はほしいままにふるまう。 

しかし律法を守る者は幸いである。」箴言 29：18 

「幻をもつ」ことは強調されることが多いのですが、この聖句は「幻をもつ」

ことと「律法を守る」ことが裏表のように語られています。それは、教会の働

きにおける遠心力と求心力のようなもので、私たちのビジョンにもとづく働

きを「幻」とするなら、「律法」は教会と私たちの一貫したあり方にあたりま

す。これが一つであること、つまり、これまで語ってきたビジョンを実現して

いくために、私たちの運営が一貫していることが大切なのです。 

 

A. 教会の組織についての聖書の教え 

 

キリストのからだとしての教会の組織について、聖書はどのように教えて

いるのでしょうか。聖書には、教会を表したいくつかの言葉がありますが、教

会の組織と運営の面から、次の三つの姿を確認しておきましょう。  

 

１ 神の民、神の家族として  

「あなたがたは以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、あわれ

みを受けたことがなかったのに、今はあわれみを受けています。」  

１ペテロ 2:10 

私たちは、神によって召された、神の民、神の家族です。ですから私たちは、

人種、国籍、出身、性、年齢、その他いろいろなことにおいて異なりますが、

すべての人は神の家族の一員であり、大切な存在なのです。 

また、教会は、神がその民のために指導者を立てて導いてこられたように、

神が立てられたリーダーによって導かれます。リーダーについては次の項目

で述べます。 

 

２ キリストのからだとして  
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「一つのからだには多くの器官があり、しかも、すべての器官が同じ働きを

してはいないように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つのからだであ

り、一人ひとりは互いに器官なのです。私たちは、与えられた恵みにしたがっ

て、異なる賜物を持っているので…。」ローマ 12:4- 

私たち一人一人には、それぞれにふさわしい賜物、経験、情熱が与えられて

います。それらは、私たちがキリストのからだの各部分としてお互いに支え、

活かし合うために与えられているのです。 

「家族」また「からだ」が各人や各部分が集まってできあがったものではな

いように、教会もまた神様によって集められたものです。からだに与えられた

いのちが、各部分を活かすように、からだ全体のバランスがとれた健康な姿を

求めていきたいと思います。 

 

３ 聖霊の宮、聖霊の交わりとして  

「平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなたがたが

召された、その召しの望みが一つであったのと同じように、からだは一つ、御

霊は一つです。」エペソ 4:3-4 

「ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わ

りがあり、愛情とあわれみがあるなら、あなたがたは同じ思いとなり、同じ愛

の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。

何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自

分よりすぐれた者と思いなさい。」ピリピ 2:1-3 

私たちは、人間的な共通項で「一つとなる」のではなく、むしろ聖霊によっ

て与えられている一致を大切にします。私たちは、与えられた一致を保ち、イ

エスキリストにあって互いに愛し合い、仕え合いましょう。 

 

以上のことをふまえた上で、「ニューコミュニティ」という私たちの教会が、

ひとつのからだとしてどのように機能していくのかを考えます。  
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B. ニューコミュニティ、チャペル、小さなエクレシア  

 

それでは、「神の民・家族」「キリストのからだ」「聖霊の宮」である教会を、

この日本において教会形成と福音宣教を進めていくために、どのように具体

化していくことができるのでしょうか。私たちは、「一教会・複数チャペル」

の理念にたってこのことに取り組んでいます。 

 

１ ニューコミュニティは、一人一人の働き、小さなエクレシア、そしてチ

ャペルの働きをサポートする  

 

Ⅳ章「交わりを生み出すための働き」の中で、「小さなエクレシア」、「チャ

ペル」、「ニューコミュニティ」について簡単に触れましたが、ここでは、「図

２」によって、それぞれについて説明したいと思います。  

私たち一人一人は、三つのチャペルのいずれかに所属していますが、「ニュ

ーコミュニティ」という一つの教会のメンバー（教会員）です。 

そして、そのような私たち一人一人がクリスチャン生活をしていく交わり

が、小さなエクレシアであり、チャペルです。チャペルは、教会の働き（礼拝、

交わり、成熟、奉仕、伝道）を実際に進めていきます。 

４章で学びましたように、「小さなエクレシア」は、最初は、教会の働きを

行うための「私の行動ビジョン」から生まれます。そして、そのような「小さ

なエクレシア」は、一つのキリストのからだとして相互につながっています。

からだの細胞のように、新しく生まれ、そしてまた新しく生まれ代わっていく

ようなことが、自然にまた次々に起こっていくことが教会のめざす姿です。 

その中のある「小さなエクレシア」が、新たなチャペルになる場合も想定さ

れます。チャペルとは「小さなエクレシア」が成長したかたちであり、最初一

つの働きであった「小さなエクレシア」が、複数の教会の働きをめざすように
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なり、地域の方々に対して開かれた礼拝を行うことがチャペルの特徴です。1 

その場合、「ニューコミュニティ」の役割は何でしょう。ニューコミュニテ

ィは、それ自体が教会の働きの現場を持っているのではなく、チャペルや小さ

なエクレシアによって、教会の働きを行なっています。具体的には、チャペル

や小さなエクレシアの働きをサポートするとともに、運営面や信仰面の健全

性を保つ役割がニューコミュニティとしての重要な役割となります。  

そのように、「ニューコミュニティ」は、メンバーの一人一人の「私の行動

ビジョン」を支援し、現場である「小さなエクレシア」や「チャペル」の５つ

の働きをバックヤードとして支えるサポート機能を担います。実際にはそれ

は背後の見えない働きでもあり、教会の働きの主体は「小さなエクレシア」や

「チャペル」です。現在は、西宮チャペルのメンバーがサポート機能の多くを

担っていますが、三田や学園都市のメンバーもともに教会としての働きを行

なっているという意識が大切であると思います。 

運営の責任については、各チャペルは、チャペルのリーダーを中心に主体的

な働きを行います。また、ニューコミュニティは、ニューコミュニティ執事会

によって運営されます。またニューコミュニティ執事会は宗教法人責任役員

会を兼任しています。  

 

２ 一人一人が、「力に応じて」、そして「力をあわせて」 

 

 教会に所属するメンバーが、所属するチャペルによって責任や負担が偏る

ことがないようにということも、私たちが「一教会・複数チャペル」のあり

方をとっている大切な点です。実際に、都会の大きな教会と地方の小さな教

会では、教会員としての活動や経済の負担が異なっているという現実があり

ます。そのために人々が大きな教会に移っていき、それによってその状況が

さらに大きくなっていくことがあります。私たちは、それが大きなチャペル

でも、あるいは開拓チャペルでも、その人がどのチャペルに所属していても

同じように主に献身していくことができる運営のあり方をとっています。  

 
1 【脚注】三田、学園都市チャペルが生み出された経緯については、第Ⅳ章「B．交わりを

生み出す働き」の「４．チャペルを生み出す」の項目を参照してください。 



 6 

 そのことをニューコミュニティの会計の仕組みによってそのことを説明し

たいと思います。「図３」にもとづいて説明します。 

まず、献金についてですが、西宮チャペルのメンバーである A さん、三田

チャペルのメンバーである B さん、学園都市チャペルのメンバーである C さ

んがささげられた月定献金や礼拝献金などの献金は、それぞれのチャペルで

「チャペル会計」として管理され、チャペルの働きを進めていくために用い

られます。そして、その「チャペル会計」からニューコミュニティとしての

サポート機能のために「ニューコミュニティ共通会計」を支出します。 

 「ニューコミュニティ共通会計」は教団本部費や人件費などに用いられま

すが、各チャペルの負担額は、現在の三つのチャペルの献金の規模によって

決めています。それによって、私たちの教会のメンバーがどのチャペルに所

属していても、同じように主への献金をささげ、働きへの重荷を負っていく

ことができるのです。  

 一方、ニューコミュニティには、新しい開拓チャペルを生み出していくた

めに用いられてきた「開拓伝道会計」があります（これについては、新たな

働きのために名称や使用目的を検討しています）。三田チャペルや学園都市

チャペルも、それによって開拓が行われました。この「開拓伝道会計」は、

各チャペル会計からの分担金ではなく、私たちがそれぞれのビジョンや思い

にもとづいて直接ささげる献金によって成り立っています。つまり、どのチ

ャペルに所属するメンバーもそれぞれが自由な思いで、「力を合わせて」捧

げることができるのです。 

以上のように、私たちは、皆が「力を合わせて」福音宣教の働きを進め、

そして、一人一人が「力（規模）に応じて」、教会の働きを支えていくこと

をめざしています。しかし、これらは「一教会・複数チャペル」の理念に立

つ一つの仕組みであって、完全なものではありません。私たち一人一人が、

イエスキリストへの愛と献身の思いをもって喜びをもって捧げていくことが

なければ、何ひとつ機能していくことはできないのです。 

 

３ 教会の健全性を守る  
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さらに、私たちが多くの「小さなエクレシア」と複数の「チャペル」であり

ながら、「ニューコミュニティ」として一つの教会を形成していくことにはど

のような意味があるのでしょうか。それが、最後に共有したいことです。 

それは、私たちはこのことによって、私たちの信仰や教理などの健全性が保

たれ、ビジョンや理念に沿って長く継続的に運営されることをめざしている

ということです。 

また、一つの教会の中に、規模の大小を始め特色のある各チャペルやさまざ

まなエクレシアがあることは、「神の家族」「キリストのからだ」としても健全

な姿です。教会の働きを行うということにおいては同じであっても、その具体

的なあり方においてチャペルの独自性や多様性を持っていることも、教会と

しての強みとなるのではないでしょうか。 

「一教会・一会堂・一牧師」による教会形成が日本全体で見直され始めてい

る現在、私たちの取り組んできたあり方は新たなビジョンと期待を与えるも

のとなると思います。  

 

C. リーダーについての聖書の教え 

 

教会には、その最初の時から指導者・リーダーが立てられてきました。「使徒

の働き」をみると、初代の教会には、使徒たちのもとに人々の食卓のことに仕

えるために選ばれた人々がいたことが記されています。少し時間が過ぎると、

教会宛の手紙には「牧師、教師、長老、監督、執事」などの職務が生まれてい

たことがわかります。立場や働きについて具体的な説明は詳しく記されていま

せん。また教会の歴史においては、監督制、長老制、会衆制と呼ばれるような

多様なあり方が生まれてきました。 

むしろ、聖書はリーダーの務めまた目的について述べています。それは大き

く次の三つに要約できると思います。 

 

１ 神のみことばを第一にするために 
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「そこで、十二人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。『私たちが神のこ

とばを後回しにして、食卓のことに仕えるのは良くありません。そこで、兄弟

たち。あなたがたの中から、御霊と知恵に満ちた、評判の良い人たちを七人選

びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと、みこ

とばの奉仕に専念します。』」使徒 6:2~4  

教会の最初に立てられた務めは、使徒たちが「みことばの奉仕」を優先し、

同時に「弱い立場にある人たちに必要で十分なケア」が与えられるためでした。

後者の働きを行うためにやがて「執事」と呼ばれるリーダーが立てられました。 

しかし、食卓に仕えるために選ばれたステパノやピリポが説教を語り、洗礼

を施したことなどが記されているように、与えられた務めは異なっても、主の

弟子としてのあり方にはちがいはありません。  

 

２ 聖徒たちを整えるために 

 

「こうして、キリストご自身が、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、

ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。

それは、聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て上げる

ためです。」エペソ 4:11~12  

 

教会には牧師や伝道者などの職務が与えられていたことがわかります。しか

しここで大切なことは、どんな職務とその内容があるかというよりも、「聖徒た

ちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て上げる」という目的の

ために人々がそれぞれ必要な職務を負ったということだと思います。 

「ある人を」と繰り返されているように、それぞれに与えられた働きは異な

ります。しかしその重要性において違いはありません。むしろ相互に依存して

おり、教会としての一貫した働きが求められます。 

 

３ 群れの全体を指導するために  



 9 

 

「あなたがたは自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を

もって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなたがたを群れの監

督にお立てになったのです。」使徒 20:28 

 

「ですから監督は、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を

制し、慎み深く、礼儀正しく、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでな

く、乱暴でなく、柔和で、争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十

分な威厳をもって子どもを従わせている人でなければなりません。自分自身の

家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができる

でしょうか。また、信者になったばかりの人であってはいけません。高慢にな

って、悪魔と同じさばきを受けることにならないようにするためです。また、

教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。嘲られて、悪魔の罠

に陥らないようにするためです。 

同じように執事たちも、品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不

正な利を求めず、きよい良心をもって、信仰の奥義を保っている人でなければ

なりません。この人たちも、まず審査を受けさせなさい。そして、非難される

点がなければ、執事として仕えさせなさい。」1 テモテ 3:2-10 

 

「あなたがたの指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人た

ちは神に申し開きをする者として、あなたがたのたましいのために見張りをし

ているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらする

ことにならないようにしなさい。そうでないと、あなたがたの益にはならない

からです。」ヘブル 13:17  

 

教会には、人々を指導し教会を牧会するために「長老」と呼ばれる人たちが

立てられました。あるところでは「監督」とも呼ばれています。  

主任牧師には、教会全体の「監督」としての責任が与えられています。他の

リーダーとともに教会全体を導き、教会を建てあげていかなければなりません。  

聖書をみると、リーダーにはその働きや能力よりもむしろ信仰と品性が求め

られていることがわかります。教会でどんな仕事ができるかではなく、家庭で
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どのような存在であるかが大切なことなのです。 

リーダーには、メンバーに仕える責任が与えられており、メンバーにはリー

ダーに従う責任が与えられています。それらはリーダーを立てられたのは教会

の主である神だからです。聖書は教会の一致の重要性を強調しています。  

 

D. ニューコミュニティにおけるリーダーとその働き 

 

以上のような聖書の教えに従って、私たちの教会は立てられたリーダーによ

って教会の働き全体が導かれています。具体的なことを述べる前に、教会のリ

ーダーについてまず考えてみたいと思います。  

リーダーには、「任命される」、「選ばれる」、そして「生み出される」という

三つの要素があります。それぞれが大事な意味があります。「任命される」とい

うのは、その立場が与えられるということです。クリスチャンはある意味では

みな神様からそれぞれの働きに任命されています。ですから牧師は教団から任

命され、執事も主任牧師から任命されるかたちをとります。同時に、人々によ

って「選ばれる」ということも大切なことです。また、「生み出された」と表現

しましたが、教会には、任命も選出もされておらず役職や立場がなくても、と

もに歩んで来た交わりの中で、「この人は私たちのリーダーである」と人々が認

めている人たちもいます。 

私たちのめざしていることは、教会の交わりの中で「生み出された」リーダ

ーが、人々が参与したかたちによって「選ばれ」、そして組織的に「任命される」

ことがもっとも望ましいかたちだと思います。執事の選出においてはそのこと

を大切にした選出の仕方をしています。 

しかし、牧師を含めて私たちはみな、不完全な者であり主の弟子としての成

長をめざして歩んでいる者たちです。不完全な者をも神様は用いられるのであ

り、大事なことは人の不完全さを見るのではなく、完全な神様を見ることです。

私たちは個人である前に、神の家族でありキリストのからだなのです。ある部

分に欠けや不完全さがあるとすれば、それはからだ全体のものであり、それを

自らのものとして受けとめていく姿勢が大切です。 
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１ 牧師とその働き 

 

私たちの教会の主任牧師は、教会の包括団体である基督兄弟団によって任

命されます。主任牧師は、教団の定めた過程と審査を経て「正教師」として按

手礼を受けた者であり、教会としては主任牧師、そして宗教法人としては代

表役員となります。これらのことは、教団規則および教会規則に定められて

います。 

 

２ 執事とその働き  

 

 執事は、教会の運営だけではなく、教会の働きにおけるリーダーです。二年

を任期として、教会総会で選任されます。選任の方法は、現在の執事会におい

て定数の倍数を候補者として選び、候補者に対する教会員の投票によって選

ばれた方々を総会で承認し、牧師が任命するという形式をとっています。私

たちは、そのプロセスの中に主のみ心が表されることを信じています。  

 執事は、教会の働きである、伝道、礼拝、交わり、成熟、奉仕、そして総務、

財務の働きの、それぞれ担当執事としての責任を持ちます。原則として毎月

一回の定例の会議を行います。 

 また、各チャペルのリーダーとしての責任も持ちます。 

 

３ 宗教法人責任役員 

  

 上記の執事の中から、互選によって宗教法人責任役員を選び、総会で承認

を受けて選出されます。責任役員会の実質的な業務を執事会が兼ねることに

よって、教会の働きの一体化と会議の効率化を行っています。 

 

４ チャペルリーダー  

 

各チャペルにはリーダーが立てられ、教会としての働きを行います。各チ

ャペルのリーダーはチャペルにおいて選任され、執事会において承認を受け

ます。 
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５ 小さなエクレシアのリーダー  

 アパルームや小さなエクレシアのリーダーは、「私の行動ビジョン」に従う

自発的な申し出によるものであり、牧師が任命します。  

 

E. 信仰生活の手引き  

 

教会では、私たちの信仰生活の中で、霊的な養いや働きのために助けとなる

「信仰生活の手引き」というテーマ別のパンフレットを用意しています。教会

ホームページでも閲覧できます。今後、皆様から要望や意見をいただき、必要

なテーマについては、パンフレットにしたり、教会ホームページに掲載したり、

充実を図っていきたいと考えています。ここでは、既に用意されている「信仰

生活の手引き」の要約を紹介します。詳しい内容については、ぜひパンフレッ

ト、あるいは教会ホームページをご覧ください。 

 

１ 毎日のデボーションについて  

 

デボーションは、英語では「献身」を表す言葉ですが、ここでは「神との交

わりの時間」のことを言います。神とともに歩む歩みが成長していくためには、

毎日、神のことばに耳を傾け、祈り、そのようにして神との交わりのときをも

つことが大切です。 教会では、すべての方に充実したデボーションを保ち続け

ていただくために、毎日の聖書日課「バイブルノート」を発行していますので、

ぜひ用いてください。  

 

２ アパルームへのお誘いと集まりの持ち方  

 

アパルームとは、英語の”Upper Room”（マルコ 14:15 の「2 階の広間」）か

ら来ています。聖書をみると、初代教会のクリスチャンたちは、神殿に集まる

だけではなく、それぞれの家に集まる小さなグループの交わりがあったことが

わかります。私たちの教会も礼拝堂で集まるだけでなく、１で紹介した「バイ

ブルノート」で与えられた恵みや思いを分かち合い、互いに祈り合うことで、
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神のみことばの真実や深さを味わい、体験していくことができます。参加を希

望される方は、牧師にご連絡ください。  

「信者となった人々はみな一つになって、・・・毎日心を一つにして宮に集ま

り、家々でパンを裂き、喜びと真心をもって食事をともにし、神を賛美し、・・・」  

    （使徒 2:44～） 

 

３ 家庭やグループでの礼拝のささげ方  

 

私たちの礼拝の場所は、教会堂だけではありません。コロナ禍で、ともに集

まることが困難だった時、礼拝場所が会堂から家庭へと移されていきました。

しかし、聖書をみると、初代教会では、家々で礼拝がささげられ、小さな交わ

り（エクレシア）によって、地域の教会（エクレシア）が形成されていたこと

がわかります。クリスチャンのご家庭でしたら、家庭で礼拝をささげましょう。

あるいは近所の方と一緒に礼拝をささげましょう。家庭で礼拝をささげるため

の幾つかの原則やアドバイスが記されています。 

 

４ 献金について  

 

教会のメンバーとして歩み始める時、多くの方が心配を覚える一つのこと

は、献金のことだと思います。神様は、献金やささげる額ではなく、「ささげ

る人」に関心を払っておられます。神様が求めているのは、私たちの愛です。

私たちの信仰のあり方は、私たちの富や持ち物に対する価値観や用い方に表れ

ます。また、聖書には、富の扱い方についても多くの知恵を与えています。献

金の意味について、ささげる私たちの姿勢について、聖書はどのように教えて

いるのかを確認しましょう。 

 

５ 政治とのかかわりについて  

 

私たちは、この日本の国において生活しています。ですから、私たちは政

治について無関心であってはなりません。与えられた社会的な責任を果たして

いく必要があります。では、私たちが、クリスチャンとして、さらに教会とし
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て、政治に対してどのようなスタンスで関わっていけば良いのでしょうか。基

本的な原則についてまとめたものを、教会ホームページに掲載していますの

で、ぜひお読みください。 

 

６ 異端について  

 

聖書には、初代教会の時代から、異端が教会に混乱や分裂をもたらしてき

たこと、教会が異端と闘ってきたことが記されています。明らかに間違った教

えであれば、判断でき、注意もできるかもしれませんが、最近は、非常に巧妙

に私たちに近づき、クリスチャンがいつの間にか巻き込まれたり、マインドコ

ントロールされてしまう、というようなことが起こっています。教会ホームペ

ージでは、リンク集として、「異端・カルト１１０番」のサイトに接続できる

ようになっています。このようなサイト情報も参考にしていただければと思い

ますが、疑問や不安なことがあれば、遠慮なく牧師にご相談ください。 

 

F. その他 

 

教会では、運営やコミュニケーションを円滑に進めるための幾つかのしく

みを整備しています。まだ検討途中のものもあり、プライバシーに関わるもの

もありますので、ここでは、項目のみを記しています。今後、皆様からもご意

見をいただき、整備の必要なしくみや、皆様に周知・共有していく方法につい

ても検討を進めていきたいと思います。 

 

１ にゅうこみゅにてぃ（メンバー情報誌）  

２ 教会ホームページ  

３ 連絡網（慶弔連絡、災害時の安否確認など） 

４ その他 
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おわりに 

 

・2022 年版「メンバーズクラス 101」は、いかがでしたでしょうか。今回の改訂版

は、章ごとに順次リリースしながら、皆さんからのコメントなどを伺いつつ、よ

り分かりやすい内容や表現に修正して、お届けしてきました。  

 

・この「101」をぜひ活用していただきたいと願っています。テキストにも記載して

いますように、一人で学ぶよりも、小さな交わりの中で、お互いに分かち合い、

励まし合いながら学ぶことが、より良い学びになると思います。その中で、わか

りにくい部分や丁寧な説明が必要な部分など、皆さんからのご意見をいただきな

がら、さらに修正を加えていきたいと思います。  

 

・私たちの信仰（Ⅱ章）やビジョン（Ⅲ章）にそって、具体的な働き（Ⅳ章）や運

営（Ⅴ章）が進められているのか、ということを確認していくことが大切です。

さらに、時代や環境の変化に応じて、働きや運営のあり方を見直していく必要も

あるでしょう。今回は盛り込めませんでしたが、例えば、コロナのような感染症

の拡大、頻度を増している自然災害など、様々なリスクに対する備えや行動指針

など、今後、地域社会における教会の使命やあり方の視点から、書き加えていく

必要もあると思います。ぜひ様々な観点から、皆さんのご意見もいただきたい、

と願っています。  
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・この「101」が豊かに用いられ、皆さんとともに、一人一人がイエスキリストの弟

子として成長し、互いに愛し合い、仕え合い、そして、キリストのからだが建て

上げられていくことを、心から願いつつ。  

 

ニューコミュニティ執事会  

 


