
Our Distinctives

DOCTRINES OF GRACE 恵みの教義

Scripture presents the all-glorious, triune God as the source and end of all things (Romans 
11:36), sovereignly working all things according to the counsel of His will (Ephesians 1:11). 
聖書は、栄光に満ちた三位一体の神が全ての源、始まりであり終わりであり、全てを御心
により統治していると述べています。At the center of God’s purposes in the world is the 
exaltation of His glory through the redemption of sinners (John 17:1–26).  神のこの世での
目的の中心は、罪人を救う事により自身の栄光を現す事です(ヨハネ17:1-26).  To this end, 
we believe that God sovereignly chooses men and women to be saved in order to display 
His immeasurable grace and glory (Ephesians 1:3–6; Romans 9:11).  その目的に向けて、
神の計り知れない恵みと栄光を示すため、神が主権者として救われる者達を選ばれると私
達は信じています(エペソ1:3-6,ローマ9:11)。God’s sovereign grace in salvation humbles 
us, fills us with gratitude, and compels us to worship Him and share the message of His 
grace to all nations (Matthew 28: 19).  神の主権者としての恵による救いは私達を謙らせ、
感謝で満たし、神を礼拝し全ての国々に神の恵みを分かち合いたいという思いへ駆り立て
ます。 We believe that to believe in the doctrines of grace and not be gracious to others, 
whose beliefs differ from us, is a profound contradiction.  恵みの教義を信じながら他の人
達に恵み深くないというのは私達の信じている事は異なり、大きな矛盾だと考えていま
す。Therefore, we seek not only to be theologically clear but also to model our belief as 
chief repenters (1 Timothy 1:15).  そのため、私達はただ神学的に明確であるだけでなく、
悔い改めた“罪人のかしら”としての模範となる事を求めています。

GOSPEL-CENTERED DOCTRINE AND PREACHING 福音中心の教義と説教
We believe that the gospel—the good news of God’s saving activity in Jesus Christ—is the 
pinnacle of His redemptive acts (Ephesians 1:9–12), the center of the entire Bible’s story 
(Luke 24:44–47), and the essential message for our faith, life, and witness (1 Corinthians 
15:3–11).  私達は、福音-神のイエス・キリストを通した救いという良い知らせ-が贖いの
働きの頂点であり(エペソ1:9-12)、聖書の中心であり(ルカ24:44-47)、信仰と命、そして証
に必要不可欠なメッセージであると信じています(1コリント15:3-11))。We are committed 
to preaching the gospel, singing the gospel, praying the gospel, living out the truths of the 
Gospel, and building our churches upon the gospel (2 Timothy 4:2; Colossians 3:16; 
Matthew 16:18).  私達は福音を伝え、福音を歌い、福音を祈り、福音の真理に生き、福音
の上に教会を建て上げる事に従事しています(2テモテ4:2;コロサイ3:16;マタイ16:18 )。 
Our ultimate hope in all that we do is not our plans and labors, but the perfect life, 
substitutionary death, victorious resurrection, and glorious ascension of Jesus Christ. We 
believe that the gospel is not merely an entry point into Christianity but also the power to 
grow as Christians forming all aspects of life (Titus 2:11-14). 私達の究極の希望は、私達の
計画や労働ではなく、イエスの完全な命、私達の身代わりとしての死、勝利の復活、栄光
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ある再臨にあります。福音はキリスト教への入り口ではなく、人生の全ての側面において
成長させるものだと信じています(テトス2:11-14)

CONTINUATIONIST PNEUMATOLOGY 継続した聖霊論
With the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost, God’s purpose to dwell among His 
people entered a new era (Exodus 34:14–16; Leviticus 26:12; John 14:16–17; Acts 2:14–
21).  ペンテコステの日に聖霊が注がれて以来、神が神の民と共にいるという目的は新し
い展開を迎えました。We believe that each believer is commanded to be filled continually 
with the Holy Spirit (Ephesians 5: 18) with increased power for Christian life and witness, 
including the giving of His supernatural gifts for the building up of the church and for 
various works of ministry in the world (Acts 1:8; Galatians 5:16–18; 1 Corinthians 12:4–7).  
私達は全ての信者が聖霊に満たされ続けるよう命じられ(エペソ5:18)、教会を建て上げる
事やこの世での様々な宣教活動における超自然的な力を含めた、クリスチャンとしての生
活と証人として生きる力を与えられると信じています(使徒1:8;ガラテヤ5:16-18;1コリン
ト12:4-7)。We are keenly aware of the abuses of the gifts of the Spirit, therefore, we seek 
the ‘still more excellent way’ to love one another as the basis for unity instead of being 
divisive by majoring on secondary issues  (I Corinthians 13).  私達は賜物が乱用されている
事を真剣に捉え、重要でない問題のために分裂する事よりも”さらに勝る道”としてお互い
に愛し合い一致する事を求めています(1コリント13)。We are eager to pursue God’s 
active presence in all its breadth, that Christ may be magnified in our lives, in the church, 
and among the nations (Psalm 105:4; 1 Corinthians 14:1; Ephesians 2:22). 私達は神の臨
在の広がりを全ての場所に求めています。つまり、私達の人生、教会、国々でキリストが
讃えられる事を。(詩篇105:4;1コリント14:1;エペソ2:22)。
 
COMPLEMENTARIAN LEADERSHIP IN THE HOME AND IN THE CHURCH
家庭と教会における補完性リーダーシップ

We believe it was God’s glorious plan to create men and women in His image, giving them 
equal dignity and value in His sight, while appointing differing and complementary roles for 
them within the home and the church (Genesis 1:26–28; Ephesians 5:22–33; 1 Timothy 
2:8–15).  私達は男性も女性も神に似せて造られ、 神の目には平等な尊厳と価値を持った
者であるとともに、家庭や教会の中では異なる補完性の役割を与えられていると信じてい
ます。 Because these roles give different expressions to God’s image in humanity, they 
should be valued and pursued in joy and faith.  これらの役割は神を異なった表現で反映し
ているため、喜びと信仰によってそれらを求めるべきです。As the redeemed community 
of God, the church has a unique opportunity and responsibility to celebrate this 
complementarity, to contend for it against cultural hostility, and to protect it from sinful 
distortions. 神に贖われた共同体として、教会は文化の反感や罪による歪みと戦いながら、
この補完性を祝福する責任があります。
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ELDER-GOVERNED AND ELDER-LED CHURCH 長老による統治と長老による導き

Jesus Christ reigns as head over His church, and He gives to His church elders (or 
pastors) to govern and lead local churches under His authority (Colossians 1:18; 
Ephesians 4:11; Titus 1:5).  イエスキリストは教会のかしらであり、長老(又は牧師)に自身
の権威の元に教会を統治し導く役割を与えられました(コロサイ1:18;エペソ4:11;テトス
1:5).  We believe that men, qualified by both character and gifting, are to serve as elders 
(grk. presbyteros), shepherding God’s people as under-shepherds of Christ (1 Timothy 
2:12; 3:1–7; 1 Peter 5:1–3).   私達は性質と賜物の両面において認められた男性が、長老
(ギリシャ語でプレスブテロス)としてキリストの権威の元で神の民を牧会するべきである
と信じています。A church’s health is to a great degree dependent on the health of its 
elders, and so our aim is to strengthen the elders in our church while we prayerfully seek 
to identify and train new ones (Acts 20:28; 2 Timothy 2:2).  教会の健全さは、その教会の長
老の健全さに大きく依存するため、私達は長老を強め、祈りながら新しい長老を探し求
め、訓練します。

CHURCH PLANTING, GLOBAL MISSIONS AND RACIAL DIVERSITY
教会開拓、国際的宣教活動と人種の多様性
Our gospel-centrality entails not only treasuring the gospel personally but sharing it 
passionately as an extension of our joy.  私たちの福音中心主義は福音を個人的に大切にす
るだけではなく、その喜びの延長として他人にも分かち合う事を必然的に伴います。 The 
risen Christ commissioned His church to make disciples of all nations (Matthew 28:18–20). 
復活されたキリストは教会に全ての国々で弟子を作るよう命じられました（マタイ
28:18-20)。 We believe that commission falls to us and to all believers (disciples), and that 
it is fulfilled primarily through church planting, whereby the gospel is proclaimed and 
converts are formed into communities of disciples (Acts 2:21–47; 14:23).  私達はこの命令
は全ての信者(弟子)に適用され、教会開拓を第一の方法とし、それにより福音が延べ伝え
られ、改宗した者たちが弟子となり共同体を建て上げていくと信じています(使徒12：
21-47;14:23)。 We are eager to pursue this mission, relying fully on the Holy Spirit, to see 
the gospel proclaimed and churches planted in Tokyo, Japan and throughout the world, so 
that God may be glorified among every tribe, language, people, and nation (Revelation 
7:9–12).  私達はこの使命を、聖霊に寄り頼みつつ熱心に追い求め、福音が教会開拓を通
して東京、日本、世界中に広がる事により神の栄光が全ての国、言語、人々、国々の中で
讃えられる 事を願っています(黙示録7:9-12).  Because Jesus has broken down the 
dividing wall of separation between races through His atoning sacrifice on the cross, we 
embrace racial diversity as we are all one in Christ (Colossians 3:11, Ephesians 2:14, 1 
Corinthian 12:13, Galatians 3:28)  イエスが十字架にかかり、自身を贖いのためのいけに
えとされた事により人種の壁は無くなり、私達はキリストにあって一つであるという人種
の多様性を大切にしています(コロサイ3:11,エペソ12:13,1コリント12:13,ガラテヤ3:28).
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UNITED IN FELLOWSHIP AND MISSION 交わりと使命における一致
We believe that the unity for which Jesus prayed among His people should find concrete 
expression among believers and churches. 私達はイエスが祈った神の民の一致が、信者
や教会の中で見られるべきだと信じています。 Indeed, the New Testament testifies to the 
interdependence of churches in the first century (John 17:20–21; Acts 16:4–5; 1 
Corinthians 11:16; Galatians 2:7–10).  実際に、新約聖書の中では初代教会同士の相互依存
について述べています(ヨハネ17:20-21;使徒16:4-5;1コリント11:16;ガラテヤ2:7-10)。 We 
seek to express a similar interdependence through our common fellowship and mission 
with other Gospel-centered Churches in Tokyo, Japan and the World. 私達は東京や日本、
世界において、初代教会と同様に福音中心主義の他の教会と、交わりと使命において相互
依存関係を持つ事を求めています。 This approach protects our church from becoming 
tribal-centered and encourages us to become Kingdom-centered—as we pray for a Gospel 
movement in our city. このアプローチは私達が都市における福音の広がりを祈る中で、教
会が部族中心主義になる事から守り、王国中心主義になるよう励まします。 Pursuing 
such unity with like-minded churches also protects us doctrinally and ethically, and enables 
us to do far more together for our neighborhood and city than we could ever do separately.  
このように同様な使命を持つ教会との一致を求める事は、教義的にも民俗的にも教会を守
ることに繋がり、近隣や都市に影響を与えていく中で、個々の教会以上の働きを行う事が
できます。 Because of the gospel, we are united in Christ with other Gospel-centered 
churches on a mission together for Christ and His coming Kingdom. 福音により、私達は
他の福音中心主義の教会と共にキリストによる一致を持ち、キリストとその王国のために
使命を果たしていく事ができます。

INAUGURATED ESCHATOLOGY 開始された終末論
Jesus inaugurated the Kingdom of God in his bodily ministry on earth and continues to 
establish it by His Spirit through his body, the church, today. イエスは肉体を取られた地上
での宣教活動において神の王国を発足され、 今日ではその働きをイエスの体である教会
を聖霊を通して継続しています。 We are aware that in the ‘already but not yet’ of the 
Kingdom there are various views on the millennium.  私達は「すでに、しかしまだ」であ
る神の王国について、千年王国に対する様々な考え方が存在する事を認識しています。
Our church subscribes to Historic premillennialism (i.e, post-tribulation millennium).  私達
の教会では「歴史的前千年王国（後患難時代千年王国）説」に同意しています。While 
respectfully engaging with those whose view differ from us we are most eager to see 
Christians united to preach the Gospel to all nations until the Savior returns.
私達と異なる考え方の人達とも敬意を持って交流しつつ、何よりもキリストが再臨するま
ではクリスチャンが一致して福音を述べ伝えるべきだと考えています。We believe that 
the Church serves as a foretaste of the future reality when all will come under Christ as 
Head.  私達みんながキリストをかしらとして御元へと来る時、教会が将来実現する現実を
先に味わうような場所になると信じています。 
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As the Church submits to Christ and serves one another and the world, the world will see 
and experience a preview of the future under the full rule and reign of Jesus Christ.  教会
がキリストに従いながら、互いにそしてこの世の中に仕えていく時に、人々がキリストに
よって統治された将来の姿を見て体験するような役割を持つ事ができます。
The consummation of the Kingdom will be fulfilled when Jesus returns (Mark 1:15: Luke 
17:20-21; Ephesians 1:10; 22-23; Revelation 20-21).  王国はイエスが再臨された時に完成
されます（マルコ1:15;ルカ17:20-21;エペソ1:10;22-23;黙示録 20-21)。 

Note:  “It is our overall view that the teachings of those who most vigorously promote the 
‘prosperity gospel’ are false and gravely distorting of the Bible” ( Laussane Movement). “概
して、‛繁栄の福音‘を強く推し進めるのは、偽りであり聖書を大きく歪めているというの
が私達の見解である”(ローザンヌ運動)


