
「私はMSCCのメンバーになりたい！」

“I want to be a member of MSCC!”

Membership 
All Christians should be a member of a local church. Membership in Mustard Seed Christian Church is open to all 
persons of the Christian faith who are in agreement with the church’s statement of faith, mission, and values  and 
who have been baptized into the Christian church with a local church that professes a faith consistent with 
historic, Biblical Christianity. Members also commit to regular attendance, using their gifts to the glory of God, 
and joyfully and sacrificially contributing offering out of their own compulsion. Members also commit to an a 
active, healthy, and personal Christian life. 

Membership is also available to those who plan to live in Osaka temporarily without conflict with one’s home 
church in his/her country of origin. 

Prospective members shall be examined by a pastor and admitted if they meet the criteria stated in this 
document. Members will then be added to the church directory that is viewable to all.  

Membership may be forfeited or transferred at anytime by notifying a pastor of the reason for doing so.  

Church membership may also be lost if the member refuses to put reasonable effort towards repentance of any 
certain sin. The pastors must unanimously agree to remove someone from church membership and will only do 
so after multiple attempts to counsel the member to live according to God’s Word, the Bible. The pastors must 
not only instruct the member to put a stop to the sin in question but must also take steps to provide the church 
member with the adequate assistance and support needed to make effort towards overcoming the sin in 
question. (Matthew 18:15-20) 

Statement of Faith 
We believe the scriptures, both Old and New Testaments, to be the inspired Word of God without error in the 
original writings, the complete revelation of his will for the salvation of men, and the Divine and final authority for 
all Christian faith and life. (2 Timothy 3:16) 

We believe in one God, creator of all things, infinitely perfect, and eternally existing in three persons: Father, Son 
and Holy Spirit. (1 Peter 1:2) 

We believe that Jesus Christ is true God and true man, having been conceived of the Holy Spirit and born of the 
Virgin Mary. He died on the cross a perfect and complete sacrifice for our sins according to the Scriptures. 
Further, he rose bodily from the dead, ascended into heaven, where he is at the right hand of the throne of God 
the Father Almighty. (Luke 1:34, 35; 1 Timothy 2:5; Hebrews 8:1,2) 

We believe that the ministry of the Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ, and during this stage to convict 
men of sin, regenerate the sinner, indwell, guide, instruct, and empower the believer for godly living and service. 
(John 16:7-14) 

We believe that man was created in the image of God but fell into sin and is therefore lost. We believe that the 
shed blood of Jesus Christ and His resurrection provide the only ground for justification and salvation for all who 
believe, and that only those who have faith in Jesus Christ are indwelled by the Holy Spirit and thus become the 
children of God. (Romans 3:21-26, 5:15–19, 8:15–17; Ephesians 2:8-9) 

We believe in the personal return of the Lord Jesus Christ, and that this ‘blessed hope’ has a vital bearing on the 
personal life and service of the believer. (John 14:2, 3, 1 John 3:2,3) 

We believe in the bodily resurrection of the dead: of the believer to everlasting blessedness and joy with their 
Lord, and the unbeliever to judgment and conscious punishment.  (1 Thessalonians 4:13–18, Hebrews 9:27) 

We believe that the true Church is composed of all such persons who have saving faith in Jesus Christ and have 
been regenerated by the Holy Spirit and are united in the body of Christ of which he is the head. (1 Corinthians 
12:12,13) 

Mission and Values 
Mission: To glorify God by guiding people to know Christ and grow in Christ. 

Core Values:
• Ever-increasing love for God 
• Ever-increasing love for the church 
• Ever-increasing love for the lost 
• Joyful submission to the Word of God 
• Relentless dissemination of the Gospel Message 
• Disciples making disciples  
• Intentional development of Christian leaders 
• Holy Spirit empowered ministry 



「私はMSCCのメンバーになりたい！」

メンバーシップ 

すべてのクリスチャンは、地域の教会の会員になるべきです。 マスタードシードクリスチャン教会はこの教会の信仰宣言、使命、そし
て価値観に同意し、歴史上の聖書のキリスト教と違わない信仰を明言する教会において洗礼を受けた者すべてに会員登録の機会を与え
る。また会員は、賜物を神の栄光のために使い、自分の意思で、喜びと犠牲を持って献金をし、教会に精勤し、一人一人が行動的で健
康なクリスチャン生活を送ることとする。

母国の母教会との葛藤なく、一時的に大阪府内に在住する者も会員登録をすることができる。

会員になることを考えている者は牧師が検討し、ここに記す条件を満たした場合に受け入れられた上で、すべての会員に公開される教
会名簿に加えられることとする。 

牧師にその理由を知らしめた上で会員はその資格を放棄、または移すことが可能である。

罪の悔い改めの努力を拒絶する場合は会員資格の剥奪となる。会員登録の解消は牧師全員の同意を必要とし、神の御言葉である聖書に
沿って生活するように会員を導く努力を何度も行った後にのみ行われることとする。牧師は対象となっている罪を止めさせることのみ
ならず、そのために必要な適切な助けと支えを与える手順を踏まなければならない。(マタイの福音書第18章15－20節)  

信仰宣言 

我々は旧約・新約聖書ともに、原文に誤りのない、神の霊感による神の御言葉であり、人類の救いという神の御心の完全なる啓示であ
り、すべてのキリスト教信者の信仰とその人生に対して、神聖かつ最高権威を持つものであると信じる。(テモテの第二の手紙第3章16節) 

我々はすべての創造主であり、とこしえに完全で永遠に三位一体（父なる神、御子、聖霊）である、唯一の神を信じる。(ペテロの第

一の手紙第1章2節) 

我々はイエス・キリストが、聖霊により宿り、処女マリアからお生まれになった、まことの神であり、まことの人となられた方である
と信じる。また聖書の御言葉通り、この方は我々の罪のために、完全かつ成し遂げられた捧げ物として十字架の上で亡くなられ、　さ

らには死から甦り、天に昇り、万能の父なる神の御座の右に座られていると信じる。(ルカの福音書第1章34節、テモテの第一の手紙第

2章5節、ヘブル人への手紙第8章1－2節) 

我々は聖霊の働きは、主イエス・キリストに栄光を帰すためのものであると信じる。この時代にあって、聖霊は人に罪を認めさせ、罪
ある者を新生させ、神を信じる者がその信仰にふさわしく生き、働きをなすことができるように、そのうちに宿り、導き、教え、力を

与える方であると信じる。(ヨハネの福音書第16章7－14節) 

我々は人は神の御姿に似せて造られたにも関わらず、罪を犯し迷い出た。イエス・キリストの流された御血とその復活だけが信じる者
すべての義と救いの原点となり、信仰によりイエス・キリストを受け入れた者だけが、聖霊によって生まれ変わり、神の子どもとなり
うると信じる。

(ローマ人への手紙第5章15－19節・第8章15－17節、エペソ人への手紙第2章8－9節) 

我々は主イエス・キリストの再臨を信じ、この「幸いなる望み」こそ、個人の信仰生活とその働きに重要な意味を与えると信じる。(ヨ

ハネの福音書第14章2－3節、ヨハネの第一の手紙第3章2－3節) 

我々は死者はすべて甦り、キリストにある死者は主とともに永遠の祝福と喜びを受け、神に反する者は裁きと永遠なる苦しみの処罰を
受けると信じる。(テサロニケの第一の手紙第4章13－18節、ヘブル人への手紙第9章27節) 

我々は真の教会とはイエス・キリストの救いにあずかり、聖霊により新しく生まれ変わり、イエス・キリストを頭とするキリストの体
につながるすべての者たちの集まりであると信じる。(コリント人の第一の手紙第12章12－13節) 

使命と価値観 

使命：人々をイエス・キリストに導き、イエス・キリストにおいて成長できるよう助けることによって、神にご栄光をもたらすこと 

核の価値観：

• 増し続ける神への愛
• 増し続ける教会への愛
• 増し続ける迷える者への愛
• 聖書の御言葉への喜びを持っての服従

• 間断なき福音の伝播
• 弟子が弟子を生み出すこと
• 計画性ある指導者の育成
• 聖霊の力に支えられた奉仕


