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第２章 戦前の神の教会の開拓（１９２４年～１９４５年） 
 
  戦前の日本神の教会は、前述した如く、１９０８年（明治４１年）矢島宇吉師 

 がその使命をもって、アレキサンダー宣教師と共に、大井、武蔵境、本郷と伝道 

 し、前川忠次郎師や岩城師等がこれに加わった。 

  １９１７年、本郷にて矢島宇吉師が神の教会を建て、１９２２年に来日した  

 アダム・Ｗ・ミラー宣教師と共に、伝道された。その後、ミラー師が巣鴨に宮仲 

 神の教会を、練馬に矢島師が新しく神の教会の開拓をし、本郷神の教会は谷口茂寿 

 師が、宮仲神の教会は清水長晃師がそれぞれ引継いだ。また、尾久には谷力師が、 

 三河島には太田琢治朗師が、江北には笠井福松師が神の教会を始め、向島に 

 は、小林虎之助師が、滝野川には、アクシー・ボライソ宣教師によって始められ 

 た神の教会を牧野勝太郎師が受け嗣いだ。一方、地方では群馬で釜山倉一師、 

 和歌山に山崎師、伏見に奥村師、宮城県丸森に大橋英一師が神の教会を始められ 

 たが、これら多くの神の教会は、終戦とともに消滅した。  

 

 １節 本郷神の教会    

  

  １９１７年（大正６年）、本郷神の教会が建設され、武蔵境より本郷区追分町 

 ３０番地に木造、洋館２階建ての家を購入し、その２階を会堂とした。こうして 

 神の教会運動の本拠地は、武蔵境より本郷の地に移った。 

  １９２０年、アレキサンダー師一家が米国に帰国、代わりにジョン＆パール・ 

 クロース宣教師一家が来日した。ズダ・チェンバーズ師、アクシー・  

 ボライソ師及びアダム・ミラー師夫妻等の宣教師と共に矢島宇吉師は本郷神 

 の教会牧師として尽くされた。 

  当時、クロース師は、実に霊的な指導者で、毎木曜日の東大赤門前の路傍伝道 

 或いは、天幕伝道、バイブル・クラス、または懇談会と、それらの集会は東大、 

 早稲田、明治、慶応等の学生信者５０～６０名を与えられる盛大なものであったと 

 いう。クロース師は、２年間日本に滞在し、多くの人に深い感銘を残して帰国した。  

  矢島師一家は、追分町の会堂にしばらく、アダム＆グレース・ミラー師一家、 

 チェンバーズ師らと共に住み伝道していたが、１９２５年（大正１４年） 

 ４月、練馬江古田の地に開拓伝道のため移ったため、松本学牧師が２代目とし 

 て、１９２５年から１９２８年の間、本郷神の教会の牧会に当たった。 

  松本師は、１９２８年（昭和３年）  

 ２月召天し、その後に谷口茂寿師に引継 

 がれた。この頃には、信者は１０数名で 

 あったという。本郷神の教会は、徐々で 

 あるが進展し、大音楽会を開く等して  

 ２階の会堂を改装するに至った。この頃 

 になると、宣教師はもうおらず、日本人 

 だけの伝道であったが、練馬の矢島師、 

 宮仲の清水師、そして本郷の谷口師が牧 

 会している神の教会へ加わりたいと申し出 

 が続いた。即ち、駒込のペンテコステ教会 
１９２９年（昭和４年）頃の本郷教会 
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 から谷力師（後、練馬神の教会牧師）、ホーリネスの滝野川教会から牧野勝太郎 

 師、向島の小林虎之助師、同盟教会から柳瀬忠治師、その後、前川忠次郎師が戻 

 られ、群馬の斧山倉一師、三河島の太田琢治朗師、浦和の笠井福松師、和歌山の  

 山崎師、伏見の奥村師等が加わり、全国に１０数の神の教会があちらこちらに出 

 来て、古くからの「純福音」誌等によって神の教会は方々に知られるように 

 なった。 

  谷口師は、１９３０年（昭和５年）４月から２年制の神学校である「日本聖書 

 学校」を創立して、伝道者の養成を始めた。同校は、１９４２年（昭和１７年） 

 ３月「東洋使徒神学校」へ、翌年「日本神学校」へ合併されるまで２０名の卒業 

 生を出した。 

  １９３７年の日支事変頃から独立教会同盟が組織され、日本神の教会もこれに 

 加わっていたので、１９４１年６月、日本基督教団の創立の際には、谷口師はそ 

 の創立１０人の中の一人にさせられ、神の教会全部が日本基督教団に加わった 

 が、本郷教会だけは神の教会に留まることができた。 

  １９４５年（昭和２０年）３月１０日暁の大空襲の際、本郷神の教会は被災し 

 た。会堂兼牧師館は全焼したため、３月２０日に臨時総会を豊島教会で開き、 

 谷口師は、静養のため浜松へ疎開し、本郷神の教会は、当日、 豊島教会へ合併、 

 清水牧師の下に、信者が導かれるように定まったのであった。   

  １９４５年８月１５日終戦の宣布がされた時、神の教会として残ったのは、 

 豊島教会、久美愛教会、及び練馬神の教会のみとなった。そして、戦後の日本神 

 の教会の再建はここから始まったのである。 

 

 谷口茂寿師については、「谷口茂寿・人と信仰」を参考にし、以下に紹介する。 

  

  谷口茂寿師は、１８９５年  (明治 

 ２８年)、四国の元土佐藩士の家に生 

 まれた。彼が生まれた時、彼の父親 

 は大阪高裁の判事であった。谷口師 

 は母の影響から、姉と共に組合派の 

 大阪天満教会に通い、同教会の長田 

 牧師より１９１０年(明治４３年)に 

 洗礼を受けた。彼は旧制の第３高等 

 学校卒業後、京都帝国大学に進学し 

 たが、内村艦三主筆の月刊誌『聖書の 

 研究』に触れたことから、内村師の教 

 えを受けることを願って東京帝国大学 

 法科へ転じて上京した。彼は内村師の 

 集会である今井館へ出席が許されて、じかに内村師の薫陶を受けた。彼はそこで 

 旧新約聖書全巻が神の言葉であるとする十全霊感の立場を教えられた。同時に、 

 藤井武師、塚本虎二師、黒崎幸吉師など、内村師の高弟等の感化も受けた。谷口 

 師は１９２０年東京帝大法科を卒業、神戸にある当時の三菱造船株式会社（現、 

 三菱重工業株式会社）に入社した。その後も彼は組合教会に出席を続け、１９２ 

 ０年、東京の番町組合教会にて露子と結婚式を挙げた。その後、彼らは１９２２ 

 年に東京に移り、彼の両親と共に本郷に住んだ。 

昭和１９年夏本郷教会にて 谷口茂寿師家族 

左から 

茂寿師、次男和幸、母幸、長女静江、妻露子 
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  谷口師の一大転機は１９２３年に関東大震災が関東地方を襲った時にやって来 

 た。彼はその時、非常に強い神の恵みと献身への召命を感じた。「谷口茂寿・人 

 と信仰」は、谷口師はこの地震は単なる偶然の出来事ではなく、日本国民の不道 

 徳と不正義への神の裁きであると感じたと述べている。「谷口茂寿先生記念誌」 

 の中で、六ツ崎常武（練馬神の教会員）は、こう書いている。 
 「先生は・・・エリート・コースに足を踏み入れられたのである。然し、関東

大震災によって家財は烏有に帰し、大きな精神的衝撃を受けられ、ヨブ記１章２０節 

の『エホバ与え、エホバ取り給う』の御言葉を通して、神の召命を感じられ、大

正１２年末に三菱本社を退社し、伝道者としての道を選び取り、その歩み 

を始められたのである。」 
  谷口師はその後、文書伝道の道を選び、「基督者の生活」と言う月刊誌を発行 

 し、また、処女作である「基督に歩みつつ」を出版、続いて「聖書生活」を発刊 

 した。彼は同誌の出版を、戦時中の中断を除いて、１９６８年(昭和４３年)まで 

 続けた。「谷口茂寿・人と信仰」は、「聖書生活」の中で谷口師は「我等は教派 

 心を除いてキリストの教会に帰る。我等は信条を超越して聖書に信じ従う。我等 

 は等しく、主イエス・キリストに属する・・・」と主張したと述べる。 

  この頃矢島宇吉師は谷口師の本を読み、伝道を助けてくれるよう彼を誘った。 

 こうして谷口師は本郷神の教会での説教を通して矢島師を助けるようになった。 

 谷口師はまた、アダム・ミラー師たちとも交わりを持つようになった。１９２４年  

 (大正１３年)にミラー師が西巣鴨宮仲で開拓伝道を始めた時、谷口師はそこの 

 日曜学校の責任を持つように要請された。谷口師はこれを受け入れ、清水長晃師 

 が１９２６年に米国から帰国し、谷口師の後任となるまでの約１年間、宮仲神の 

 教会を助けた。「谷口茂寿・人と信仰」は、谷口師が彼らを助けるようになった 

 のは「ミラー師の教会論との一致ならびに聖霊の導きを感じたからだ」と述べて 

 いる。 

  清水師が日本に帰国した後は、谷口師は再び文書伝道に専念するようになっ 

 た。しかし、１９２８年２月に本郷神の教会の松本学牧師が急逝した時、谷口師 

 は、矢島師と本郷神の教会から次期牧師就任の要請を受けた。米国神の教会本部 

 の承認のもとに、谷口師は同年３月、本郷神の教会牧師となった。１９３０年 

 (昭和５年)１０月、谷口師は矢島師から按手礼を受けた。彼は同じ年本郷神の教 

 会内に、日本における神の教会の最初の神学校である「日本聖書学校」を開設し 

 た。それは２年制の神学校であり、生徒は神の教会だけでなく、他の教派や、  

 韓国や台湾等のアジア諸国からの生徒も受け入れた。この学校は、神の教会が、 

 日本政府の命令により第二次大戦の数年前に作られた日本基督教団に合流し 

 た時、東京神学校に統合された。 
  こうして、特に１９２７年にミラー宣教師夫妻が米国へ帰国し、１９３２年に 

 矢島師が召天して以降、清水師と谷口師が日本の神の教会における中心リーダー 

 になった。 

 

（参考文献：機関紙「神の教会」第６号、谷口茂寿師「宣教５０年本郷神の教会」 

      練馬神の教会４０年史、５０年史、 

      写真提供 日高静江姉（谷口師の長女）） 
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 ２節 宮仲神の教会（現、戸山教会） 

   
  １９２４年（大正１３年）９月、西巣鴨宮仲の地に住居を移したアダム・  

 ミラー師は直ちに日曜学校を始めた。これがこの教会の始まりである。当時は 

 地名を取って、宮仲神の教会と称した。ささやかな日本住宅の借家であった。  

  つづいて礼拝がもたれるようになり、主として矢島宇吉師、谷口茂寿師などが 

 中心となって宣教師を助け、講壇を守った。１９２７年（昭和２年）１月、ミラ 

 ー夫人の体調が不調となることも多く、ミラー師夫妻は一時帰国されることにな 

 ったが、帰米されるに際して、後任に清水長晃師を推薦し牧会を依嘱された。 

 これはミラー師の再帰任までという約束であったが、ミラー師はそのまま米国に 

 留まってついに帰らず、清水師は以後６０年の長きにわたりその牧会を続けられ 

 ることになる。 

   宮仲神の教会週報（山田斐章戸山教会牧師提供）によると、１９２９年（昭  

  和4年）１月6日（日）本郷神の教会で合同礼拝が行われ、続いて第１回神の教 

  会年会が開かれた記録があるので、下記に紹介する。 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

   

 

 

   第一回神の教會年會 

    報  告 

 協議し議決せられし事 

  一、各教會それぞれ青年會と婦人會を設けて相互に聯絡を取る事 

  一、禮拝の説教者を月一回交換し、牧師と各教會員との親睦を圖ること 

  一、各教會の日曜学校の先生方は月一回集會して共に協議し研究し聯絡 

    をとること 

  一、二月から毎月第一と第三の月曜の夕、本郷の會堂に於て矢島先生の    

    神の教會の眞理、主張に關する聖書講義及び講演が開かれること 

  一、年中行事（各教會の聯合） 

    春 季  日曜學校の野外禮拝 

    夏 季  修養會 

    秋 季  洗禮式 

    冬 季  年 會 

  一、各教會の事業は主として各教會之に當り他の教會は援助すること 

  一、神の教會の日本に於ける宣教方針として「純福音」をもっと神の 

    教會機關誌たらしむる様に編輯し、各教會員が出来るだけ多く 

    購求して搬布すること 

  年會は終始谷口先生の御指導と御世話を受け、私共は唯出席させて戴 

  いただけで、何の働きもなし得ず申譯ありませんでした。年會の主旨 

  が充分徹底しなかった爲か、或は又正月の事とて旅行其他のお差支へ 

  によった為か、宮仲からの出席者は僅かに小林兄、岩岡兄、小池兄と 

  私の四人で、本多兄、岩崎姉の如き代表的の兄姉の御参加を與へられ 

  なかった事は残念でした。始めての事とて寂しい集まりではありまし 

  たが、本當に恵まれた事を感謝致しました。年會に於て議決せられま 

  した事が、主の聖旨に適ふ事によって、本年の方針として有終の美を 

  なす事を得る様共に祈り共に勵みたいと思ひます。（清水） 
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  宮仲神の教会週報２００号記念（１９２９年８月１８日～２４日）には、清水 

 長晃師が、「宮仲神の教会の近状」を書いているので、紹介する。 

 

   此の宮仲神の教曾には牧師は居りません。それは牧師があつてはいけないと  

  云ふのでなく、今のところその人が興えられてゐないからでです。教職にある 

  者でも、役員と稱せられるべき責任の地位に立つ人でも、單なる求道者でも、 

  皆主イエスによって救われ導かれて居る、同じ立場にある兄弟であり、姉妹で 

  あります。 

   「主にありて一つである」事が此の教曾の現状です。そして主によつて召さ 

  れ求められしが故に、此の愚かな私が集曾で主の御言をお取次ぎさせて頂い 

  て、共に教えられてゐます。 

   此の教曾にも日曜學校の先生を初めとして、色々のお働きをして下さる諸兄姉 

  がございますが、すべて何の報酬もない献身的奉仕であります。 

   此の教曾には、曾員制度はございません。主イエスの救を受けて居られる方 

  は廣い意味での曾員で集曾に出席して下さる方は狭い意味の曾員とでも申しま 

  せうか。ですから曾員になつたからと云つても曾費も何も徴収致しません。 

   そんならどうして維持されて居るかと申しますと、曾堂の家賃はアメリカか 

  ら送金され、他の諸經費は来曾者の献金で支拂はれて居ります。 

   以上は現状の一端です。此の現状にあつて私共は次の事を信じてゐます。即 

  ち此の教曾の牧者は主イエス御自身である事、此の教曾の建設者にして維持者 

  は父なる神様御自身である事、又教曾の仕事は献身的な諸兄姉をとほして聖霊 

  がなして居て下さると云う事です。 

   そして現在の集曾出席者はまことに少うございますが、私共が純福音の信仰 

  に立つて、主イエスに忠節を全うい致しますれば、主はその愛し給ふ兄姉を、 

  御自ら建て給ひし神の教曾に加へ給ふ事を私共は信じてゐます。 

   愛する諸兄姉よ、主許し給はゞ此の信仰をもつて共に新しき生涯の第一歩を 

  ふみ出さうではありませんか。                               

  宮仲神の教会 週報 

昭和４年度 
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  宮仲神の教会はその後、付近の小屋に移り、１９３７年（昭和１２年）、さら 

 に大塚の近くに土地、６０坪を得て新築、再移転した。その名称も従来の地 

 名を捨てて当時の区名をとり、豊島神の教会と改め、１９４２年、日本基督教団 

 の設立と共に、豊島教会と改めた。この教会も１９４５年４月の戦火に焼かれて 

 消滅した。現戸山教会はこの豊島教会の更新の姿である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  前記ミラー師は、帰米に際し、清水長晃師を後任牧師に推すと同時に、  

 日本神の教会の指導をも嘱した。由来、清水師は、本郷神の教会谷口茂寿牧師と 

 相提携して、「教派打破、教会一致」を旗印として、日本における神の教会運動 

 の中心力として活動し、この小さな一団を日本基督教界の一勢力とならしめた。 

 豊島教会々堂に教界各派の代表者を招き「教会真理研究会」を開いたのもその 

 運動の一つの現れであり、基督教会館その他各所に超教派公開集会を開いて一致 

 を叫んだのも、この運動の一端であった。 

  これらの運動に呼応して、各地に神の教会の真理に歩もうとする者が起こっ   

 た。神の教会の名はようやく東京各地に、更に名古屋、和歌山、大島、群馬等の 

 地に広がるに至ったのである。清水師はまた大橋英一牧師を助けて、南洋諸島に 

 神の教会伝道を進めた。 

  日本基督教団の設立は、たとえ当時の為政者の便宜により、又強権によるもの 

 とはいえ神がこれを通してよく神の教会の旗幟たる「教派打破、教会一致」の祈 

 願を達成せしめたものとして、以後、清水師の目標は一転して、教団の改善育成 

 に向けられた。 

  清水長晃師については、今野嗣世師のアンダーソン神学校卒論に詳しいので、 

 以下に、紹介する。 
   
   清水師は１９０３年(明治６年)に東京神田で印刷所を営んでいた清水ハナ吉、 

  タマの子として生まれた。京橋商業高校卒業後、彼は将来父の事業を継ぐ準備 

  として、経営学を学ぶため渡米した。しかし、彼の人生は、彼のアルバイト先 

  の同僚であるデビッド・ストーンとの出会いによって大きく変わリ始めた。  

  ストーンはクリスチャンであり、間もなく清水師もクリスチャンになった。 

   清水師が２０才の時、彼はストーンと共にマサチューセツ州にある神学校  

  （聖書学校）へ入学した。この学校に１年ほど通った後、清水師は日本へ帰国した。  

  彼が米国を離れる直前、彼のための送別会が開かれた。そのパーティーの場で、 

戦災で焼けるまでの豊島教会 アダム・Ｗ・ミラー師と清水長晃師 

昭和１２年頃豊島神の教会にて 
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  清水師はある老婦人から、日本にいるアダム・ミラー師という宣教師宛の   

  手紙を託された。しかし、この時、老婦人も清水師もこの宣教師が日本のどこ 

  に住んでいるかを知らなかった。帰国後、清水師はミラー師を一生懸命に探し 

  たが、最初は何の手掛かりも得られなかった。彼が神田のＹＭＣＡでミラー師 

  のことを訪ねた時、彼は遂にミラー師がどこにいるかを突き止めた。こうして 

  彼はミラー師と知り合いになった。 

   これが清水師と神の教会運動との出会いであり、やがて彼はそのメンバーと  

  なるのであった。ミラー師は清水師が神学校に通っていたことを知り、彼に助 

  手になるよう求めた。こうして清水師は、それまで谷口茂寿師が責任を持って 

  いた宮仲神の教会の日曜学校を担当することによって、ミラー師を助けるよう 

  になったのである。ところで、この時期、清水師は父が始めた印刷会社の社長 

  でもあった。 

   １９２７年にミラー師が帰国しなければならなくなった時、彼は清水師に、  

  彼らがまた返ってくるまでの間、宮仲神の教会を守って欲しいと頼んだ。ミラー師 

  は彼の妻の具合が良くなり次第、また日本に戻ってくるつもりだったと言われ 

  ている（戸山教会７０年史）。清水師はこの申し出を受け入れ、宮仲神の教会 

  で毎週説教するようになった。 
   しかしながら、何らかの理由で、ミラー師は戻っては来なかった。その結 

  果、清水師は宮仲神の教会の初代日本人牧師となったのである。これは、彼は 

  神田にある印刷会社と宮仲神の教会の両方の責任を同時に持たねばならなかっ 

  たことを意味する。彼はまた永年に渡り、「純福音」の印刷と記事執筆によっ 

  て矢島宇吉師をも助けた。特に、第２次大戦勃発後、ほとんどの教会は紙不足 

  に悩まされた。しかし、清水師は印刷会社を持っていたため、紙を手に入れる 

  ことが出来、神の教会のみならず、他の教派をもこの面で助けたと言われる。 

  始めの頃、清水師は聖日礼拝と聖書クラスのために神田と宮仲をいつも往復し 

  ていた。しかし、集会出席者は徐々に減り、清水師は悩んだ。彼は遂に、牧師 

  は遠方からの通い牧師ではだめだと悟り、１９３５年頃に大塚駅近くの栄橋に 

  一軒の家を買い、神田から引っ越してそこで牧師業に本腰を入れることにした 

  （戸山７０年史 )。この際、かってボライソ師によって購入された旧伝道所は 

  閉鎖となった。 

 （参考文献：機関紙「神の教会」第４号「日本に於ける神の教会史（岩岡卯吉郎）」、   

 「戸山教会７０年史」） 

 

 

 

 

清水師一家 
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 ３節 練馬神の教会 
 

  １９２５年（大正１４年）４月、本郷追 

 分町にあった本郷神の教会の牧会を谷口茂 

 寿師に譲った矢島宇吉師は、練馬の江古田 

 駅付近の家に移り、家庭集会を始めた。 

  これが練馬神の教会開拓の一歩である。  

 当時はその地区は東京府北豊島郡下練馬村 

 字羽沢と称し、駅周辺は畑が多く、民家は 

 まばらに散在していたが、次第に上野の音 

 楽学校や美術学校の学生等の若い人が出入 

 りするようになり、また、江古田地区の産 

 婆会の人々が開拓教会の主力を成すように 

 なった。これらの人々によって、新会堂建 

 設の計画が進められ、矢島牧師の弟矢島孫 

 三郎氏から総工費約２千円の約半額が奉げ 

 られ、新会堂が建設された。 

  献堂式が行われたのは１９２９年（昭和 

 ４年）１１月２４日であったが、献堂式 

 後、３日間伝道集会、求道者会等が行われ 

 たが、後々練馬神の教会の中核となった、 

 永井すぎの、六ッ崎ふみ、橋本礼子、六ッ崎常武等が受洗したのは、この頃の  

 矢島師による熱心な伝道活動によるものである。 

  矢島宇吉師の生涯は、聖書のみ言葉に生き抜いた生涯であった。午睡している時 

 も、聖書を枕にして身体を横たえていた。旧新約聖書６６巻の全ての言葉を暗記 

 していた。それは日本語だけではなく英語訳も暗記していたと伝えられている。  

 １９３１年頃になると、師の生活は経済的に苦しくなっていたので、牧師館か 

 ら、会堂内に増設された室に移られたが、この頃から、師の健康状態は悪化して 

 きたので、出席できないときは、谷口茂寿師、清水長晃師、谷力師をはじめとす 

 る他の教会の牧師が交代で説教を担当した。 

  矢島師が病に疲れ果て、痩せ衰えた身体を収容した寝台車が保田に向かったの 

 は１９３２年１０月半ばの雲った日であった。湿気を含んだ風が、教会の庭にあ 

 る植木の枝や葉を揺り動かしていた。見送る人も少なく、誠に淋しい決別であっ 

 たという。このときから、地上における練馬神の教会には帰ざる人となった。  

 それ以後、矢島師は保田の農家において療養を続けていたが、１１月２７日、遂 

 に召天された。矢島師は、「天国に凱旋 するのであるから、死亡通知は金枠でし  

 て貰いたい」と看護していた近親の人々に告げて永眠した。 

  肉体的にも、 経済的にも、恵まれなかったが、打算を超越し、功利を求めずひ 

 たすらに聖書のみ言葉の上に立って生き抜いた矢島師の生涯は、多くの人々に深 

 い、大きな教訓を与えた。 

  矢島宇吉師亡き後、練馬神の教会は谷力師、大田垣戌師に託された。 

 １９３３年１月末から尾久神の教会を牧していた谷師が、矢島師の牧会思想を 

 継承し、練馬神の教会を牧会した。谷師はペンテコステ教会の神学校でヂュルゲ 

 ン宣教師から神学教育を受け、同教会の副牧師をしていたが、神の教会の趣旨に 

１９２９年１１月２４日献堂式終了直後 

最初の練馬神の教会 
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  賛同され、尾久地区のスラム街で尾久神の教会を牧会し、貧困と戦 

 いながら自給伝道を続けていた。「主は一つ、信仰は一つ、バプテ 

 スマは一つ」というエペソ書のみ言葉のように、信仰を基盤とした交 

 わりが率直に行われていた。 

  当時、教会員および出席者は極めて少なく、教会の財政状態も 

 豊かでなかったが、教会の霊的状態は状態は充実した時代であっ 

 た。しかし、１９４０年（昭和１５年）頃になると、日支事変の 

 拡大とともに教会にも暗い影がさしてきた。教勢は一向に進展せ 

 ず、谷師の生活は経済的にも恵まれないことによって、深い苦悩が 

 谷師の上にのしかかってきた。谷師は、アルゼンチンのブエイノス 

 ・アイレスへの赴任を決意され、同年５月、旅立っていった。 

  病弱の大田垣戌師が後を引継いだ。大田垣師が礼拝説教に於い 

 て強調したことは、「律法の行為によっては義とされない。信仰 

 によって義とされる。」という点であった。大田垣師は、少ない 

 出席者に向かって、燃え尽きようとする弱い肉体に鞭打って、  

 パウロ神学の真髄を説いた。しかし、１９４２年7月１５日、長い 

 闘病生活に終止符を打ち、不帰の人となった。 

   その後を白戸二郎師が暫く礼拝説教を担当され、次に石島潔師 

   がそれを行ったが、この間に戦局はいよいよ苛烈の度を極め、 

 宗教団体法が制定され、政府の宗教統制はこれにともなって激しくなり、戦後ま 

 で無牧の時代となった。この法律に従って練馬神の教会は日本基督教団の第十部  

 （単立教会同盟）に加入した。 

                               （参考文練馬神の教会 ４０年史、５０年史） 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    谷力師、太田垣戌師時代（１９３９年） 

谷 力師 

大田垣 戌師 
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 ４節 吉祥寺伝道所 (今野嗣世師論文より掲載) 

  この伝道所に関しては極く僅かのことしかわかっていない。この伝道所は、 

 １９１７年(大正６年)に麻布説教所が閉鎖されて間もなく、  

 前川忠次郎師によって恐らく１９２０年に始められたと思わ 

 れる。吉祥寺は武蔵境の隣り駅であり、本郷からは約１５キ 

 ロメートルの所に位置した。この伝道所は１９３３年(昭和 

 ８年)に前川忠次郎師が尾久教会を引き継ぐために尾久に移 

 った時に閉鎖された。 

  前川忠次郎師は、矢島師の１９１０年３月１３日の日記に 

 よれば、茨城県水戸市で浸礼教会の宣教師を手伝っていたが 

 「不義を離れるべし」との聖語に基き、辞任して上京すると 

 の手紙が来た。３月１６日には前川師は夫妻で祈祷会に出席 

 し、翌１７日には矢島師は彼らのために家を借りている  

 （練馬教会５０年史）。この時以来、前川師は矢島師と宣教師たちの重要な助け 

 手となって行ったのである。 
  岩岡卯吉郎氏が１９５０年代の神の教会夜間聖書学校で書いたレポートによる 

 と、前川師は１８７２年に大阪のクリスチャンホームに生まれた。前川師は外国 

 へ行きたいと言う強い願望を持っていた。しかし、それは彼の時代には非常に難 

 しいことであった。そこで、彼は外国航路の船員になり、外国へ渡る（密航す 

 る）チャンスを待った。そして遂に、彼は香港への密航を果たした。彼はそこか 

 らシンガポールへ渡り、イギリス人の真珠商人に雇われた。この商人はつい最 

 近、それまでイギリスの宣教団体が所有していた船を買ったばかりだった。この 

 団体はもっと大きな船を必要としていたので、この船を商人に売ったが、船の中 

 にはまだいくらかの聖書が残されていた。前川師は真珠会社に勤めていた間、そ 

 れは惨めだった。ある日、彼は船の中で聖書を見つけ、それを読み始めた。   

 また、彼は、日本に居る両親に手紙を書いた。彼が両親からの返事を受け取っ 

 時、彼は非常に驚いた。なぜなら、彼を香港へ乗せて行った船は、次の航海で  

 日本海のもくずと消えたからである。前川師は神の深い摂理と守りとを神に感謝 

 せずにおられなかった。彼はまた、自分の罪のために苦しめば苦しむほど神の愛 

 とホーリネス（聖さ）に気付いて行った。 

  それから２年後、彼はシンガポールを去り、彼が後に主を信じ、献身した地で 

 ある、オーストラリアへ行く船に乗った。１８９３年に彼はメルボルンのメソジ 

 スト教会で洗礼を受けた。その後、彼はオーストラリアのある聖書学校で２年間 

 を過ごし、卒業後、彼は１３年間、オーストラリア在住の日本人伝道の為に働い 

 た。そして、遂に１９０５年、彼は母国へと帰ることになった。 

  日本に帰国した後、前川師は東洋宣教会の中田重治師の下で働いた。清水長晃 

 師は神の教会新聞の中で以下のように述べている。 

  前川師は、東洋宣教会が運営する柏木の東京聖書学院に学んだ。しかし、中田 

 師が日本ホーリネス教団を設立しようとした時、教派主義は罪であると信じてい 

 た前川師は中田師の下を去った。その後、ウィットニーと言う宣教師と一緒に働 

 いたが、この人もまた、新しい教派を 作ろうとしたので、前川師は彼と別れざる 

 をえなくなった。次に、前川師はどのようにしてか、聖書の販売員になり、それ 

 をしていた時に、彼は、矢島師が発行していた「純福音」と出会ったのである。 

前川忠次郎師 
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  こうして前川師は日本の神の教会運動のメンバーになり、伝道者として４０有 

 余年を捧げるに至った。前川師は大井町センター、武蔵境センター、そして尾久 

 教会で牧会・伝道に当たった。１９２０年にアレクサンダー宣教師が米国に帰国 

 した後は、武蔵境センターは閉鎖され、前川師は吉祥寺に移って活動を続けた。 

 矢島師の死去に伴い、谷力師が尾久から練馬に移った時、尾久は閉鎖されようと 

 していたが、前川師がこれを引き受け、非常に熱心に働いた。  

  前川師が尾久神の教会を牧会していた間に、彼の息子の前川情師が按手礼を受 

 け、神の教会運動の正教師になった。残念なことに、前川情師は健康を害し、間 

 もなく彼は天に召された。また、教会堂は、１９４５年の東京大空襲によって焼 

 け落ち、その後再建されることはなかった。前川師は１９４７年に東京の高円寺 

 に移り住み、そこで伝道の業を続けた。戦後、日本にやって来たアイキャンプ宣 

 教師は前川師を助け、１９５０年に会堂が建てられた。また、１９５０年代後期 

 には、フィリップ＆フィリス・キンレイ宣教師夫妻が英会話教室を通して高円寺 

 伝道所を助けた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５節 西ヶ原（滝野川）神の教会  

  アクシー・ボライソ宣教師が１９２５年(大正１４年)に西ヶ原で一軒の家を借 

 りて日曜学校と礼拝を持ったのがこの教会の始まりである。ボライソが 

 １９２６年に米国に返った後、滝内秀綱師が初代牧師となり会堂が建てられた。 

 第２代目の牧師は１９２９年から１９３５年の間、この教会を牧会した牧野勝太 

 郎師である。牧野師は、１９３５年に神の教会から離脱、教会のメンバー達も離 

 散したとされる。 

 尾久神の教会献堂式（昭和８年９月） 

中央 真中 清水長晃師 その下 前川忠次郎師  
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