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OUR VISION
We are forgiven our sins by the Blood of Jesus Christ and born-again into the
Kingdom of God, being united with Him in His death and resurrection. Now we
are a New Creation and the citizens of heaven, and our names are registered in
the Book of Life.
We are planted as a local church here, being the members of the Body of Christ
and also His bride preparing for the coming marriage with the Lamb of God. We
are united under the headship of Christ, doing His will on earth, and responsive
to the call of the Great Commission, "Therefore go and make disciples of all
nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy
Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you", in the faith of
Christ Jesus.
We, the members of the Body of Christ, are all those redeemed by the precious

Jesus' Blood, so that we want to keep in touch with each other not in the
relationship between clergy and layman, but first of all as brothers and sisters in
God's family. We want to be built up as God's temple united in love and truth,
servicing each other according to the gifts given by the Spirit.
We don't pay attention to the frame of so-called denominations humanly
organized in the church history. Irrespective of the difference of our Christian
background, doctrines and practices, our main aim is to share the life of Christ
among the members of the Body of Christ.
We would like to serve all the Body of Christ as Kingdom Fellowship Ministries,
as well as we welcome any ministry anointed by the Spirit.
We, Kingdom Fellowship Ministries, are in the Covenant Relationship with
Kingdom Faith Ministries U.K., director Colin Urquhart, which intends to
establish a relationship to help and build up each other standing on the apostolic
perspective of the Church and recognizing each others autonomy and
independence of local churches before God.

キングダム・フェロシップ・チャーチ

シニアパスター（大牧者）：ナザレのイエス・キリスト
パスター（牧者）：Dr.ルーク・カラサワ

私たちはキリスト･イエスの十字架の血によって、罪を赦され、彼の死と復活に
与って、神の国に生れ、新しい創造とされました。今や国籍は神の国（God's
Kingdom）にあります。すなわち私たちは神の国の市民とされています。
私たちは現在、神の教会時代のディスペンセーションにおいて、キリストの体の
肢体として、また花嫁として整えられつつある存在として、この地域教会として
植えられました。頭なるキリストに連なり、頭なるキリストの御旨を実行し、「出て
行 っ て 福 音 を 宣 べ 伝 え 、 す べ て の 国 民 を 弟 子 と せ よ 」 と い う The Great
Commission の召しに信仰によって応えます。
キリストの体の肢体である私たちは、みなキリストの尊い血によって贖われた者
であり、第一義的には教職とか信徒の立場ではなく、兄弟姉妹としての交わり
に与ります。それらの職制はキリストの体を建て上げるために奉仕する教会に
与えられた機能です。私たちは兄弟姉妹として互いに愛のうちに、真理によっ
て建て上げられ、それぞれの賜物に従って肢体の機能を果たすことにより、神
の神殿また神の住まいとして組み合わされて完成されることを願います。

人間が歴史的経緯の中で組織してきたいわゆる教団・教派のフレームに束縛
されることなく、また教義や実行の違いに目を留めることなく、第一義的にキリス
トのいのちを共有する同じ御体の肢体として、すべてのクリスチャンに開き、交
わりを求めます。
私たちはキングダム・フェロシップ・ミニストリーとして、全キリストの体に仕えるこ
とを意図しますが、一方ですべての御霊に導かれた他の純粋なミニストリ―を
受け入れます。
キングダム・フェロシップ・ミニストリ―は英国の Colin Urquhart による Kingdom
Faith Ministry と Covenant Relationship を結んでいます。これはそれぞれの地
において使徒的ミニストリ―のヴィジョンを共有しつつ、互いにそれぞれ地域教
会としての独立性と主体性を重んじながら、助け合い、交わりを推進する関係
です。

私たちの実行

// サーヴィスについて //
主に感謝と賛美を捧げたいと願う方であれば、どなたでも歓迎いたします。

// 献金について //
献金は基本的に自由意志によって、神様との個人的な関係において、神様に
お捧げするものです。マタイ６：３「右の手がしていることを左の手に知らせるな」
の原則に従って、原則的に無記名です。もちろん記名されても結構ですが、そ
れが公表されることはありません。
献金額は、マラキ３：１０に従って、いわゆる十分の一献金でもよいですし、第２
コリント９：７に従って、ご自分の心で決めた額でもかまいません。大切な点は、
額の問題ではなく、喜びと感謝を持って、惜しみなくお捧げすることです。主は
豊かに刈り取らせて下さいます。
特定の人に対して、また特定の目的のために捧げる場合は、その意図を記入
して下さい。特定の人に対する場合は「指名献金」とし、特定の目的のために
は「特定献金」と致します。無記名の場合は、「一般献金」と判断します。 会計
は毎月一回報告されます。

// パン裂き（聖餐式）について //
これは教団教派を問わず、父と子と聖霊の名によって水のバプテスマを受けら
れ、霊的にはキリストの体にバプテスマされた方々であれば、どなたでも与るこ
とができます。大切な点は、キリストの体をわきまえていることです（第一コリント
１１：２９）。

// 教籍について //
私たちの霊的な戸籍は天国にあります（ルカ１０：２０）。また教会は組織ではあ
りません。よって私たちは名簿は作成しますが、これは事務手続き上のことに
過ぎず、いわゆる教籍なるものにはこだわりません。どの教会に属されていても
（もともとキリストの体なる教会はひとつしかありません）、天に国籍のある方々が
自由に集まって、主を賛美し、褒め称えることを願います。

// その他 //
その他の規則や会則などは一切ありません。御言葉の基準ですべてを運営し
ていきます。集会の参加も不参加もまったく自由です。大切な点は、一人一人
が御霊の油塗りに服し、それぞれの経験したキリストを互いに分かち合うことで
す。

Kingdom Fellowship Celebration

キングダム・フェロシップ
セレブレーション
実施の詳細
■時間と場所
現在、場所は基本的に横浜ランドマークタワー 25F カンファレンスルームです。
ルームはサイトにて確認してください。時間は 13:00 から 17:00 です。変更があ
る場合は、その都度 Dr.Luke のブログ(http://blog.dr-luke.com)にてお知らせい
たします。あるいはこちら（info＠kingdomfellowship.com）にお問い合わせくだ
さい。

■セレブレーションのあり方
また現在 KFC にはひじょうに広範な地域からお集まりいただいております。そ
こでみなさんにサーヴィスを十分にエンジョイしていただくために、開始・終了
時間について工夫が必要です。
セレブレーションの目的はイエスの復活と勝利を共に祝い喜ぶことです。いわ
ゆる日本型の時間から時間までの窮屈な“お勤め”ではなく、各人が霊を解放
しつつ、喜びをもって自由にかつ主体的に楽しむことが大切です。
そのためには式次第などの形式から解放されて、御霊の導きに霊･魂・体をお
委ねすることが大切です。しかし一方で地理や時間の制約がありますので、次
のような大枠で進めたいと思います。





13:00-ウォーミングアップ/自由集合
14:30-セレブレーション（ワーシップ＆メッセージ）
17:00-フェローシップ/自由散会

時間配分は目安です。大切な点は霊の流れに身を委ねることです。 ウォーミ
ングアップはそれぞれ自由に祈ったり、準備や打ち合わせなど、またワーシッ
プを歌って霊を暖めて下さってもけっこうです。
フェローシップも自由な交わりの時間とします。お茶菓子などもご自由にお持
ちくださってかまいません。教会では飲み物とスナック程度をご用意いたしま
す。
Dr.ルークがリードするのはセレブレーションです。それぞれのスケジュールに
合わせて参加できる部分を選んで下さい。

キーワードはエンジョイ・クライストです

献金の振込み先のお知らせ
APPRECIATING YOUR SOWING
本ミニストリーを通して神の国に種まきをし、その繁栄のために貢献されたい方々、ま
たネットでのメッセージの聴取などに対して献金をしたいと言われる方々から、振込み
先を教えて欲しいとのお申し出があります。まことに感謝なことであります。献金をご希
望される場合は、次の口座までお願い致します。

■郵便振替口座 (JAPAN P.O. SAVINGS TRANSFER ACCOUNT)：
>>口座番号 (ACCOUNT NUMBER)： ００２１０-２-３６３０
>>口座名義 (BENEFICIARY NAME)： キングダム・フェロシップ・ミニストリー
(KINGDOM FELLOWSHIP MINISTRIES)

■ゆうちょ銀行(JAPAN YUCHO BANK, Code:9900)：
>>支店名(BENEFICIARY BRANCH)：〇二九店(Branch#２９)
>>口座番号(ACCOUNT NUMBER)：(当座) ０００３６３０
>>口座名義(BENEFICIARY NAME)：キングダム・フェロシップ・ミニストリー
(KINGDOM FELLOWSHIP MINISTRIES)

■銀行口座 (BANK ACCOUNT)：
>>銀行名 (BANK NAME)： みずほ銀行(MIZUHO BANK)
>>支店名 (BENEFICIARY BRANCH)： 横浜駅前支店(Branch# ２９２
YOKOHAMAEKIMAE)

>>口座番号 (ACCOUNT NUMBER)： (普通) ３７１９０３４
>>口座名義 (BENEFICIARY NAME)： キングダム・フェロシップ・チャーチ
(KINGDOM FELLOWSHIP CHURCH)
注：キングダム・フェロシップ・チャーチはひとつのローカルチャーチ（地域教会）
として立てられています。キングダム・フェロシップ・ミニストリーは Dr.ルーク
個人に主から与えられたミニストリー（働き）です。よってエクシレア全体に仕え
るものです。献金もチャーチへのものと、Dr.ルークの働きへのものとを区別してく
ださいますようにお願いします。

●メーリングリストについて●
セレブや各種イベントなどの連絡のために Google メーリングリストを用意してあ
ります。携帯やスマホあるいは PC でのメールの送受信が可能な方は誰でもご
利用できます。希望の方は下のメアドまでお申し込みください。

●お問い合わせはこちら●
Phone: 090-1760-6840 （Dr.ルーク直通）
Mail: info@kingdomfellowship.com
郵便振替口座 00210-2-3630
キングダム・フェロシップ・ミニストリー

●Who Is Dr.ルーク・カラサワ●

1956 年生まれ、東京大学医学系大学院修了、医学博士
専門は精神病理学と精神分析学
英国 Kingdom Faith Bible College 修了
Kingdom Fellowship Ministries 代表、同チャーチ・パスター

God bless you！

