
メンバーシップ誓約 Membership Covenant 

MUSTARD SEED クリスチャン教会　京都 

Mustard Seed Christian Church - Kyoto 

メンバーシップとは What is Membership? 
教会メンバーシップとは、すべてのクリスチャンが聖書的なコミュニティで生きるために、神の目的を正式なものにする共同の誓約の
ことです。 

Church membership is covenanting together to formalize God’s intention for every Christian to live in biblical community. 

二通りの誓約の執行 This commitment goes two ways: 

1. 教会メンバーは、MUSTARD SEEDクリスチャン教会京都を自身の地域教会組織として献身する。これは、聖書的な教会の権威に
従う積極的意志と他の教会メンバーを愛し、仕え、励まし、そして互いに祈り合うことへの献身を承認することを含みます。メン
バーシップはつまり、全員が従う指導者層と全員が加えられている同胞層から成ります。 
Church members commit to Mustard Seed Christian Church - Kyoto as their local church body. This involves acknowledging a 
desire to submit to biblical church authority and a commitment to the other church members, to love, serve, encourage, and pray 
for one another. Membership identifies the leadership to whom we submit and the fellow Christians to whom we are joined. 

2. 教会の指導者層は教会メンバーの相談に乗り、仕え、励まし、祈り、教え、導くことに献身する。メンバーシップはつまり、指導
者層が牧会するクリスチャンたちから成ります。 
Church leadership commits to give counsel, serve, encourage, pray for, teach and guide church members. Membership identifies 
the Christians whom the leadership is to shepherd. 

だれがメンバーになることができるか Who can become a member? 

MUSTARD SEEDクリスチャン教会のメンバーシップは、以下のキリスト教信仰を持つすべての者に開かれている。Membership in 

Mustard Seed Christian Church is open to all persons of the Christian faith who: 
• イエスがキリストであり、生きた神の子であると告白する者  

Confess Jesus to be the Christ, the Son of the Living God 
• イエスがよみがえった救い主であると信じ、自身の主であると告白する者 

Who believe Jesus to be the risen Savior and confess him as their Lord 
• 父・子・聖霊の御名によって洗礼を受けた者 

Have been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit 
• MUSTARD SEEDクリスチャン教会の信仰の基本声明に同意する者 

Are in agreement with Mustard Seed Christian Church’s Foundational Statement of Faith 
• メンバーシップ誓約に同意する者 

Are in agreement with the Membership Covenant 
どうやってメンバーになるか How can one become a member? 

1. 当教会のメンバーシップ誓約をしっかり読む 
Review our Membership Covenant 

2. 牧師と会う 
Meet with a pastor 

3. メンバーシップ誓約に署名する 
Sign our Membership Covenant 

いつメンバーになるべきか When should one become a member? 
神の目的は、すべてのクリスチャンが聖書的なコミュニティで生きることです。ある人が自分の罪を悔い改め、キリストが主であると
告白し、洗礼を受ける時、その人はすぐに地域教会（たいていその人に洗礼を授けた地域教会）のメンバーになるべきです。それゆ
え、MUSTARD SEEDクリスチャン教会である人が洗礼を受ける時、その人が洗礼を受けたその日に、メンバーになるよう招かれます。 

God’s intention is that every Christian live in biblical community. When someone repents of their sins, confesses Christ as Lord, and is 
baptized they should immediately become a member of a local church, usually the local church that baptized them. Therefore, when 
someone is baptized at Mustard Seed Christian Church they will be invited to become a member on the day of their baptism. 

もし（転居やその他聖書的な理由によって地域教会を変えるために）別の教会からMUSTARD SEEDクリスチャン教会にクリスチャンの
人が来る場合は、その人が教会を詳しく知るための十分な時間を持ち、教会の指導者層がその人のことを知ったあとに、その人がメン
バーシップに加えられるかどうかが考慮されます。より大きなキリストのからだとしての一致を創り出すことを目的として、他の近隣
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の地域教会から移ってくるクリスチャンは、MUSTARD SEEDクリスチャン教会の指導者層と以前の教会指導者層にメンバーシップを移
動させる理由を伝えるよう求められることもあります。 

If Christian(s) come to Mustard Seed Christian Church from another church (due to moving or other biblical reasons for changing local 
churches), they may be considered for membership as soon as they have had enough time to evaluate the church and for the church 
leadership to get to know them. In hopes of creating unity throughout the greater body of Christ, Christians transferring from other 
nearby local churches may be asked to communicate to the leadership of Mustard Seed Christian Church and to their previous church’s 
leadership the reason for transferring membership. 

MUSTARD SEEDクリスチャン教会の指導者層はなにに献身しているか  

What are the leaders of Mustard Seed Christian Church committing to? 
1. 私たちは、あなたに愛にあふれたケアを施し、キリストにあるあなたの成長を求め、そして伝道の働きのためにあなたを備えるこ

とに献身しています（エペソ人への手紙4:11-16）。 
We commit ourselves to lovingly caring for you, seek your growth in Christ, and equip you for the work of ministry (Ephesians 
4:11-16). 

2. 私たちは、聖書からの教えと相談を与えることを誓います（テモテへの手紙第二4:1-5、使徒の働き20:27-28）。 
We covenant to providing teaching and counsel from the Scriptures (2 Timothy 4:1-5, Acts 20:27-28). 

3. 私たちは、あなたの必要がはっきりされた時、必要の時期にあなたを助けることを誓います（使徒の働き2:42-47、4:32-35、ヨハ
ネの手紙第一3:16-18）。 
We covenant to helping you in times of need as your needs are made known. (Acts 2:42-47, 4:32-35; 1 John 3:16-18). 

4. 私たちは、要請があればMUSTARD SEEDクリスチャン教会の財政状況の報告を提供して、会衆から私たちに委ねられた財政資源
の信仰にあふれた賢い執事的管理職務を全うすることを誓います（コリント人への手紙8:16-21）。 
We covenant to faithful and wise stewardship of the financial resources entrusted to us by the congregation, providing reports of 
Mustard Seed Christian Church's financial status upon request (2 Corinthians 8:16-21). 

5. 私たちは、長老や執事が聖書の中で割り当てられた基準を満たすことを誓います（テモテへの手紙第一3:1-13、5:17-22、テトス
への手紙1:5-9、ペテロの手紙第一5:1-4）。 
We covenant that your elders and deacons will meet the criteria assigned to them in the Scriptures (1 Timothy 3:1-13, 5:17-22, 
Titus 1:5-9, 1 Peter 5:1-4). 

6. 私たちは、定期的にあなたのために祈ることを誓います（エペソ人への手紙6:18）。 
We covenant to praying for you regularly (Ephesians 6:18). 

7. 私たちは、必要な時に教会の教練を実行することを誓います（マタイの福音書18:15-20、コリント人への手紙5章、ガラテヤ人へ
の手紙6:1）。 
We covenant to exercising church discipline when necessary (Matthew 18:15-20, 1 Corinthians 5, Galatians 6:1). 

8. 私たちは、聖書を学び、聖霊に従っていく中で、 私たちの教会コミュニティのために、私たちの能力の最大限を尽くして、神の御
心を求めます（使徒の働き20:28、ペテロの手紙第一5:1-5）。 
We covenant to seeking God’s will for our church community to the best of our ability as we study the Scriptures and follow the 
Holy Spirit (Acts 20:28, 1 Peter 5:1-5). 

9. 私たちは、模範を提示し、あなたを教会メンバーの義務を満たす手助けをすることを誓います（コリント人への手紙第一11章、ピ
リピ人への手紙3:17、テモテへの手紙第一4:12）。 
We covenant to setting an example and to joining you in fulfilling the duties of church members (1 Corinthians 11, Philippians 
3:17, 1 Timothy 4:12). 

10. 私たちは、意志をもって、熱心に、喜びをもって、教会である神の会衆を牧会することを誓います（ペテロの手紙第一5:1-5、ヘブ
ル人への手紙13:17）。 
We covenant to willingly, eagerly, and joyfully shepherding God’s flock, the church (1 Peter 5:1-5, Hebrews 13:17). 

メンバーはなにに献身しているか What is a member committing to? 

1. 私は、イエスがキリストであり、生きた神の子であると告白します（マタイの福音書16:16）。私は、イエスが死からよみがえっ
たことを信じ、またイエスが私の主であることを告白します（ローマ人への手紙10:9）。 
I confess that Jesus is the Christ, the Son of the living God (Matthew 16:16). I believe that Jesus is risen from the dead and 
confess him to be my Lord (Romans 10:9.  

2. 私は父・子・聖霊の御名によって洗礼を受けました（マタイの福音書28:19）。 
I have been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit (Matthew 28:19). 

3. 私は、信仰の基本声明を読み、同意しました。 
I have read and am in agreement with the Foundational Statement of Faith. 

4. 私は、私の信仰のための、また私が誓約していることのアカウンタビリティを保持するため、地域教会の指導者層に従います（ヘ
ブル人への手紙13:17、テサロニケ人への手紙第一5:12-13）。 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I submit myself to the leadership of the local church to be held accountable for my faith and for that which I am covenanting 
(Hebrews 13:17, 1 Thessalonians 5:12-13).  

• 私は、集団礼拝に定期的に参加し、聖書的コミュニティに一貫して関わることを通してキリストに対する献身を実践した
いと望んでいます（詩篇119:97、105、使徒の働き2:42-47、ヘブル人への手紙10:23-25）。 
I desire to demonstrate my commitment to Christ through my regular participation in the corporate worship services and 
consistent involvement in a biblical community (Psalms 119:97, 105, Acts 2:42-47, Hebrews 10:23-25). 

• 私は、定期的に聖書を読み、祈り、福音伝道をし、交わること、そしてその他の霊的な訓練を通して主との緊密な関係を
維持することを望んでいます。 
I desire to maintain a close relationship with the Lord through regular personal Bible reading, prayer, evangelism, 
fellowship and the practice of the other spiritual disciplines.  

• 私は、MUSTARD SEEDクリスチャン教会と全世界的な教会の両方を建て上げるために、自分に与えられた霊的な賜物を用
いることを望みます（ペテロの手紙第一4:10-11、ローマ人への手紙12:1-8、コリント人への手紙第一12:7-13）。 
I desire to use the spiritual gift(s) God has given me for the building up of the church, both at Mustard Seed Christian 
Church and universally (1 Peter. 4:10-11, Romans 12:1-8, 1 Corinthians 12:7-13). 

• 私は、時間、賜物や才能、態度、金銭や所有物、また犠牲的であり喜んで与えるMUSTARD SEEDクリスチャン教会への定
期的な献金を含む、神が私に与えた資源を適切に管理することを望みます（コリント人への手紙第二8章と9章、エペソ人
への手紙5:15-18、ローマ人への手紙12:1-2、エペソ人への手紙4:1-16、ガラテヤ人への手紙5:22-26、箴言3:9-10）。 
I desire to properly manage the resources God has given me, including my time, gifts and talents, attitudes, finances and 
possessions, including regular giving to Mustard Seed Christian Church that is both sacrificial and cheerful (2 Corinthians 8 
and 9, Ephesians 5:15-18, Romans 12:1-2, Ephesians 4:1-16, Galatians 5:22- 26. Proverbs 3:9-10).  

• 私は、万が一必要性が起これば、教会の聖書的な教練過程に従うことを望みます（マタイの福音書18:15-17、ガラテヤ人
への手紙6:1-5）。 
I desire to follow the biblical procedures of church discipline if the need should ever arise (Matthew 18:15-17, Galatians 
6:1-5). 

• 私は、聖書にあって熱心に勧められている、私の「互い」であるMUSTARD SEEDクリスチャン教会のメンバーを愛し、仕
え、励まし、そして祈ることを望みます（ヨハネの福音書13:34、ガラテヤ人への手紙5:13、テサロニケ人への手紙第一
5:11、ヤコブの手紙5:16）。 
I desire to love, serve, encourage, and pray for the members of Mustard Seed Christian Church, who are my “one 
another” toward which I am exhorted in the Bible (John 13:34,  Galatians 5:13, 1 Thessalonians 5:11, James 5:16). 

5. 私は、すべての点において最終の決定者である聖書の権威に服従します（詩篇119章、テモテへの手紙第二3:16-17） 
I submit to the authority of the Scriptures as the final arbiter on all issues (Psalm 119, 2 Timothy 3:16-17). 

私は、MUSTARD SEEDクリスチャン教会の教会メンバーと教会指導者層に対して私が行なう献身を理解しました。 

I understand the commitment I am making to the church members and church leadership of Mustard Seed Christian Church. 

署名 SIGNATURE __________________________ 

付録A APPENDIX A: 

信仰告白文 Statement of Faith  

神 God 

私達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、 唯一の神を信じています。(第一ペ
テロ1:2) 

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)  

イエス Jesus 

私達はイエス・キリストが世界の基の置かれる前から神のひとり子であり、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り、聖書の御言葉の とおり、私達の罪のために完全かつ最終的な捧げ物として十字架の
上で死なれ、 さらには死からよ みがえり、 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ています。(ルカ1:34-35、第 

一テモテの2:5、ヘブル8:1-2; 10:12、第一ヨハネ2:2) 

We believe that Jesus Christ is the eternally begotten Son of God. In the Incarnation he was conceived of the Holy Spirit and born of 
the Virgin Mary as truly human and truly God. He died on the cross a perfect and complete sacrifice for our sins according to the 
Scriptures. Further, he rose bodily from the dead and ascended into heaven, where he sits at the right hand of God the Father. (Luke 
1:34, 35; 1 Timothy 2:5; Hebrews 8:1,2; Hebrews 10:12; 1 John 2:2)  
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聖霊 Holy Spirit 

私達は聖霊なる神が父なる神、子なる神と共に一つの神として存在している事、人に罪を認めさせて 罪人を新生させる事、全てのキリ
スト者のうちに住まれ、神に喜ばれる歩みをし、仕える事が出来る ように導き、教え、力を与える方であると信じています。(ヨハネ
16:7-14; 第二コリント2:10-13) 

We believe the Holy Spirit exists eternally in perfect union with God the Father and God the Son. He convicts the world of sin and 
regenerates the sinner. The Holy Spirit indwells the life of every Christian, and guides, instructs, and empowers the believer for godly 
living and service. (John 16:7-14; 2 Cor 2:10-13)  

聖書 The Bible 

私達は聖書が旧新約ともに、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ています。(第二テモテ3:16) 

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)  

人間と罪 Humanity and Sin 

私達は全ての人間が神のかたちとして創造されていながら、罪の結果として、新生されていない人間 は神に背いた状態であり、永遠の
刑罰を受けなければならない事を信じています。(創世記 3; ローマ 3:9-20; エペソ2:1-3)  

We believe that all humanity is created in the image of God. However, as a result of sin, all unregenerate humanity is now in rebellion 
against God and under eternal condemnation. (Genesis 3, Romans 3:9-20, Ephesians 2:1-3)  
      

救い Salvation 

私達は救いは恵みのゆえの、キリストへの信仰によってのみもたらされ、イエスキリストの身代わり の死と復活のみが信じる全ての者
への義認と救いの根拠となる事を信じています。(使徒4:12; ローマ 3:21-26, 5:15–19, 8:15–17; エペソ2:8-9)  

We believe that salvation is by grace alone through faith alone in Christ alone. The sacrificial death of Jesus Christ and His resurrection 
provide the only ground for justification and salvation for all who believe, and thus become the children of God. (Acts:4:12; Romans 
3:21-26, 5:15–19, 8:15–17; Ephesians 2:8-9)  

キリストの再臨 Return of Christ 

私達はキリストが肉体を持って再び来られる事、その再臨がキリスト者のあゆみと奉仕に大きな影響 を与えるという事を信じていま
す。(ヨハネ14:2, 3, 第一ヨハネ3:2,3) 

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

復活と永遠 Resurrection and Eternal States 

私達は死者が肉体を持って復活する事、イエスが生きている人と死んだ人をさばき、キリスト者を主 ご自身と過ごす永遠の祝福と喜び
に、信じない者を永遠の刑罰と滅びにより分けられる事を信じてい ます。(マタイ25:46, 第一テサロニケ4:13-18, 第二テサロニケ
1:5-10, ヘブル9:27) 

We believe in the bodily resurrection of the dead and that Jesus will judge the living and the dead: of the believer to everlasting 
blessedness and joy with their Lord, and the unbeliever to eternal punishment and everlasting destruction. (Matthew 25:46, 1 
Thessalonians 4:13-18, 2 Thessalonians 1:5-10, Hebrews 9:27)  

教会 Church 

私達は真の教会がイエスキリストへの信仰をもち、聖霊によって新生され、キリストをかしらとす る、キリストの体の一員とされてい
る人々全てによって形成されている事を信じています。(第一コ リント12:12,13) 

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)  
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付録B APPENDIX B: 

使命 Mission: 

The Mission of the church is to worship God and lead others to worship God in Christ. 
教会の使命は、キリストにあって神様を礼拝し、人々を礼拝するように導くこと。 

価値観 Values 
福音の真理：私たちは、すべての聖書箇所が、イエス・キリストの福音を指していることを信じます。私たちは、真理を教え、真理を
守り、真理を私たちの生活に適用することに献身します。 

Gospel Truth - we believe all Scripture points to the Good News that through Jesus we are reconciled to God. We are committed to 
teaching the truth of God’s Word and guarding sound doctrine. 

福音の経験： 神は私たちが神の子の中にあって神の愛を喜び楽しむことを意図されていると、私たちは信じます。福音の真の経験は、
神への礼拝の喜びに満ちた表現へとつながります。私たちは、御霊と真理の中で神を礼拝するときに、私たちの心、魂、精神、そして
力をもって神を愛することに献身します。 

Gospel Experience - we believe that God intends for us to live in the enjoyment of experiencing his love for us in his Son. A true 
experience of the gospel leads to joyful expressions of worship to God. We are committed to loving God with our heart, soul, mind, 
and strength as we worship him in spirit and in truth. 

福音のコミュニティ：私たちは、神が御自身だけではなく互いに和解を執り成してくださったこと、民族、社会的地位、年齢、あるい
は生活環境・出身に関係なく、私たちすべてがキリストにあってひとつであり、また福音が、互いに関連し、作用し、一致し合う私た
ちの手段を変えたことを信じます。私たちは、福音によって知識を与えられ、強められ、ひとつにされ、そして変えられたコミュニティ
となることに献身します。 

Gospel Community - we believe that in the gospel God has not only reconciled us to himself but to each other. The gospel changes 
how we relate to, interact with, and identify one another--regardless of our ethnicity, social status, age, or demographic, we are all one 
in Christ. We are committed to being a culture of community that is informed, empowered, unified, and transformed by the gospel. 

福音の服従：私たちは、イエスの勝利を通して罪の力から自由にされ、福音の召命にふさわしい人生を歩むために聖霊によって強めら
れていることを信じます。私たちは、私たち自身を否定するために福音の召命に従い、そして人生のすべての領域においてイエスに付
き随いながら、弟子として継続的に成長することに献身します。 

Gospel Obedience - we believe that through the victory of Jesus we are set free from the power of sin and empowered by the Holy 
Spirit to live lives worthy of the calling of his gospel. We are committed to continually growing as disciples as we obey the call of the 
gospel to deny ourselves and follow Jesus in every area of our life. 

福音の使命：私たちは、福音は自分たちの秘密だけにとどめておくにはあまりに良いもので、すべての人たちに分かち合われるべきも
のだと信じています。神への私たちの愛、そして他者への私たちの愛に突き動かされて、私たちは福音を宣べ伝えること、弟子訓練を
する弟子を作ること、そして教会の開拓に献身します。 

Gospel Mission - we believe the gospel is too good to keep to ourselves and must be shared with everyone. Compelled by our love 
for God and our love for others, we are committed to proclaiming the gospel, making disciple-making-disciples, and planting 
churches. 

ビジョン Vision: 
教会のビジョンは、以下のムーヴメントを見ることである。 

The vision of the church is to see a movement of people 
1. 人々がイエスを知ること（ヨハネによる福音書17:3） 

Knowing Jesus (John 17:3) 
2. 人々がイエスを礼拝すること（第一テサロニケ人への手紙1:4-10） 

Worshiping Jesus (1 Thessalonians 1:4-10) 
3. 人々がイエスを分かち合うこと（使徒の働き8:4） 

Sharing Jesus (Acts 8:4) 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付録C APPENDIX C: 

牧師／長老主導の教会 PASTOR/ELDER LED CHURCH 

新約聖書を通して一貫して見ることができるのは、信者たちの地域組織のそれぞれが、資格のある男性牧師／長老たちの兼任によって
牧会されていることです。簡潔に述べると、これが新約聖書において与えられた教会の指導者層の唯一の型ということになります。牧
師／長老は、祈り、聖句研究、教会の人々の牧会とケア、ミニストリーをするために教会を備えること、教会のために神に申し開きす
ること、模範的な生活を送ること、説教や教え、病気の者のために祈ること、健全な教理を教えたりや誤りを論駁することといった、
いくつかの具体的な義務に召されています。 

The consistent pattern throughout the New Testament is that each local body of believers is shepherded by a plurality of qualified, 
male pastors/elders. Simply stated, this is the only pattern for church leadership given in the New Testament. Pastors/elders are called 
to a number of specific duties including: prayer, Scripture study, shepherding and caring for the people in the church, equipping the 
church to do ministry, giving an account to God for the church, living exemplary lives, preaching and teaching, praying for the sick, 
teaching sound doctrine and refuting error. 

重要な点 Key Points: 

• MUSTARD SEEDクリスチャン教会は、資格のある男性長老の兼任によって主導され、統括されている。 
Mustard Seed Christian Church is led and governed by a plurality of qualified male elders. 

• MUSTARD SEEDクリスチャン教会は、メンバー投票制を持つ会衆主導の教会ではない。会衆との相談をもって、長老が意思決
定をする。 
Mustard Seed Christian Church is not a congregational-led church with member voting. Decisions are made by the elders with 
counsel from the congregation. 

聖書 Scripture: 

第一テモテ3:17, テトス1:6–9, 使徒の働き20:28, 第一ペテロ5:2–4, ヘブル13:17, 第一テモテ5:17 

1 Timothy 3:1–7, Titus 1:6–9, Acts 20:28, 1 Peter 5:2–4, Hebrews 13:17, 1 Timothy 5:17 

付録D APPENDIX D: 

洗礼と聖餐式 BAPTISM AND THE LORD’S SUPPER 

私たちは、洗礼と聖餐式が、主であるイエス御自身が命じられたことであると信じます。前者は新しい契約のコミュニティへの加入と
連結しており、後者は現行の契約の刷新と連結しています。その二つは私たちへの神の公約であり、同時に神聖に命じられた恵みの手
段であり、かつて十字架に掛けられたがいまはよみがえられたキリストに対する服従への私たちの公の誓いであり、そしてイエスの帰
還と万物の完成への期待です。 

We believe that baptism and the Lord’s Supper are ordained by the Lord Jesus himself. The former is connected with entrance into the 
new covenant community, the latter with ongoing covenant renewal. Together they are simultaneously God’s pledge to us, divinely 
ordained means of grace, our public vows of submission to the once crucified and now resurrected Christ, and anticipations of his 
return and of the consummation of all things. 

MUSTARD SEEDクリスチャン教会では、私たちは、洗礼はイエス・キリストへの信仰に対する思慮に満ちた宣言を表明する者にのみ
適切に指揮されるものであると信じ、「信じる者の洗礼」を慣行します。この事由のために、私たちは幼児洗礼や信仰の思慮に満ちた
宣言をすることのできない小児に洗礼を授けません。私たちは、教会内の家族の中には幼児洗礼の価値観に対する異なる確信を持たれ
ている方もいることを理解しています。それゆえ、私たちは、洗礼に関する事項に同意できない者を必ずしもメンバーシップから除外
するとはかぎりません。しかし一方で、その方が幼児洗礼を支持する神学的な擁護理由を持ち、この点が教会の中で分裂を引き起こさ
ないように努めることを期待します。 

At Mustard Seed Christian Church, we practice “believer’s baptism,” believing that baptism is appropriately administered only to those 
who give a thoughtful profession of faith in Jesus Christ. For this reason, we will not baptize infants or small children that are unable to 
make a thoughtful profession of faith. We understand that some within our church family may have different convictions about the 
value of infant baptism. Therefore, we will not necessarily exclude from membership those who do not agree with our position on 
baptism, though we do expect that they have a theologically defensible reason for holding to infant baptism and that they will not 
allow this issue to cause division in the church. 

＊さらに詳しいことを知りたい方は、要請していただければMUSTARD SEEDクリスチャン教会の洗礼に関する立場についての記述をお
渡しします。 

*A more throughout description of Mustard Seed Christian Church’s position on baptism will given upon request. 

聖書 Scripture: 

マタイによる福音書28:18–20, ローマ6:3–5, マタイによる福音書26:26–28, 第一コリント11:23–26 

Matthew 28:18–20, Romans 6:3–5, Matthew 26:26–28, 1 Corinthians 11:23–26
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