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第４章 献身者の増加と連盟の確立（１９６０年～１９８４年） 
 

 １節 中興の祖、谷口茂寿師と清水長晃師の働き 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

  日本神の教会連盟は、１９５０年初頭に日本基督教団から独立し、谷口茂寿師  

 が初代の日本神の教会連盟委員長となったが、１９５６年４月にその規約を制定 

 した。規約委員の桜岡忠雄（当時、練馬神の教会員）は、制定に当って、基本的 

 な精神を機関紙「神の教会」１９５６年第４号に次のように記している。 
 
   「神の教会の集団は、教団ではなく宗派的な思いや活動を意識的に排除する。 

  神の教会の真理に相応しいものとして名前も『連盟』とし、集団としての信仰 

  告白や憲法を持たない。教会はキリストを頭とし之に仕える団体で、信徒を拘 

  束するものにはキリストと己が信仰による良心のみで、其の他の何者にも拘束 

  を受けない。『連盟は各々独立した教会の連合体で権力を持たない』という意味 

  は、キリスト以外に我等を拘束する何者もないという真理を表すものである。 

   連盟は、各々独立した教会の連合体として総合的な力を発揮する為、又キリ 

  ストに在る一つの教会であることを体得する為信徒の交わりとしての総会を年 

  一回又は臨時に持つことを定めている。此処で種々の事が信徒の交わりを通し 

  て決定されるが、其の実施に就いては各教会が主体性を持っていて所謂決議に 

  よって強制される事がない。然し我々は良心を以って決議を実行し積極的に神 

  の御栄を現す様努める。 

   連盟として活動するに伴い各種の財産が生じ之を管理する必要が生ずる事は当然 

  である。宝のある処に権力が生じ、人間的な誤りを犯すことのない様に連盟は 

  財産を保管することをさけ、財産は教会又は其の法人に帰属させ財産は委員会 

  に於いて之を管理する。 

   連盟に事務局を常置しているが事務局はあくまで各教会に奉仕する機関である。事務 

  局が各教会を支配し干渉する事のない様心がけられている。事務局は総会の準備其の 

  他の必要な事務を採り総会の決議事項の処理はするが強制はしない。事務局は 

  教会の伝道推進の為奉仕するが推進の名に於て強要はしない。事務局は会計計理 

  の財務の取扱いはするが、財産の所有管理はそれぞれ定められた所に於てする。」 
 
  以上の如く、設立当時の連盟の基本的精神の特徴は、特定の信条を持たない、 

 個々の独立した教会の連合体で権力を持たない、いわゆる、各個教会主義を貫 

 き、〝教団〟ではなく、権力を持たない〝連盟〟とした点にあった。この基本精 

 神は、今日まで、一貫して守られてきたが、連盟の発展、拡大の上で長所であ 

 り、また、短所でもあったと言えよう。 

谷口茂寿師 清水長晃師 
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  戦後の日本における神の教会の最初の指導者は、谷口茂寿師と清水長晃師であ 

 った。初代連盟委員長の谷口茂寿師は、１９７０年８月までその地位にあった。 

 その後、清水師がその後任となり、１９７６年８月まで委員長を務めた。日本の 

 神の教会の歴史の中で、この２人ほど長く指導的な役割を果たした者は他におら 

 ず、この期間に、日本神の教会連盟は確立されたと言えよう。 

 

 １．練馬神の教会 

  前述した如く、練馬神の教会は、１９４６年に第４代牧師に就任した谷口茂寿 

 師の熱心な聖書信仰に基づく宣教活動により教勢は拡張していった。また、谷口師 

 は、１９５５年に神の教会夜間神学校が設立された時、同校の専任講師となり、 

 教会史を教えるとともに、「イエスの生涯」、「基督に歩みつつ」、「旧新約聖   

 書略解」、「創世記、マタイ伝精解」、「神与の宗教と人与の宗教」等の執筆を 

 行い、熱心な文書伝道活動を展開している。 

  １９６０年代初頭、ある問題が起こった。東京都から練馬神の教会に対して、  

 環状７号線道路建設のため、土地買収と他の場所への移転要請がなされたのであ 

 る。この件に関して谷口師と役員会とは意見が合わず、多くの議論が交わされ 

 た。遂に１９６１年４月６日、アイキャンプ師と清水師が仲裁に入って話し合い 

 がなされた結果、役員会の方針が結論となった。翌年、谷口師は玉川聖学院に専 

 念するために、練馬神の教会を去る決心をした。谷口師は主任牧師を辞任し、名 

 誉牧師となったが、月に一度の礼拝説教は健康状態が急激に悪化した１９７３年 

 まで続けられた。しかし何よりも、既に記述した通り谷口師とアイキャンプ師は 

 １９５０年に神の教会のミッション・スクールとして玉川聖学院を設立したが、  

 谷口師はこの働きに彼の後半生を捧げた。谷口師は１９７３年６月１５日に召天 

 された。 

  谷口師の後、１９６２年４月から１９６３年３月までの１年間は清水長晃師が 

 主任牧師となり、１９６３年４月からは今野孝蔵師がこの教会の主任牧師となっ 

 た。１９６６年４月、土肥隆一師が副牧師に就任し、１年間ここで奉仕した。  

 土肥師はその後大阪へ移り、鴻池神の教会副牧師となった。練馬神の教会は、現 

 在の練馬区羽沢２丁目１２―９の地に移転し、新会堂は１９７６年６月に献堂さ 

 れた。この時の移転の理由は、主に旧会堂のすぐ脇を走る環状７号線からの公害 

 問題が発生したことによるものであった。後に今野師は、この新会堂を基盤に、 

 １０００人教会ビジョンが与えられ、複数牧会制により、金本悟師、銘形秀則師 

 をはじめとする多くの教職者・伝道者を養成することになる。 

 

    

     

 

谷口茂寿師送別会（１９６２年２月２５日） 
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 ２．戸山教会 

  第２次大戦中、清水長晃師が牧会していた豊島教会は 

 戦災で焼失した。そして、１９５０年、清水師は新たに 

 建てられた戸山教会の牧師に就任した。これについての 

 いきさつは、第３章２節で記述した。 

  その後、１９５７年１１月、清水師は清瀬旭が丘に戸 

 山教会の伝道所を開設した。集会は初め、戸山教会の信 

 徒小林義徳の自宅で持たれ、１９５８年１１月には米国 

 留学から戻った山田斐章師が開拓伝道を手伝うようにな 

 った。  

  １９６７年１０月からは、旭が丘団地内に新しく建てられ 

 た清瀬ひかり幼稚園の一室で聖日礼拝が持たれるようになり、 

 本格的に教会としての活動が始められた。その後、教会のた 

 めに土地と献金が捧げられ、１９７７年６月に新会堂が献堂 

 された。清水師は１９７８年１１月には戸山教会を山田斐章 

 師に託し、名誉牧師となった。 

  戸山教会は当初から神の教会と日本基督教団の両者にまたが 

 る教会として発足した。今日も神の教会内での交わりを保って 

 いるが、同教会は正式には日本基督教団に属する教会である。 

  清水師は、１９７０年から１９７６年まで日本神の教会連盟 

 議長を務めた。清水師は神学教育においても重要な役割を果たし、１９５０年代 

 後半の神の教会夜間神学校で新約緒論を教えている。（機関紙「神の教会」１９５５年 

 第１号）。清水師は、１９８６年２月１６日に召されるまで清瀬旭が丘教会を牧会 

 しつづけた。 

  機関紙「神の教会」１９７１年第１００号によれば、谷口師と清水師は１９７１ 

 年にメキシコシティで開かれらた神の教会第５回世界大会に参加している。この 

 大会は、４年毎に開催され、これまでに１２回開催されているが、その開催地は 

 下記のとおりである。 

 

  第１回  １９５５年 フリツラー  （ドイツ） 

  第２回  １９５９年 エッセン   （ドイツ） 

  第３回  １９６３年 ボフム    （ドイツ） 

  第４回  １９６７年 チューリッヒ （スイス） 

  第５回  １９７１年 メキシコシティ（メキシコ） 

       １９７５年 レバノン（ベイルート）は中止 

  第６回  １９８０年 アンダーソン （アメリカ） 神の教会百年祭  

  第７回  １９８４年 ナイロビア  （ケニヤ） 

  第８回  １９８７年 ソウル    （韓国） 

  第９回  １９９１年 ヴィーズ・バーデン（ドイツ） 

  第１０回 １９９５年 シドニー   （オヘストラリア） 

   第１１回  １９９９年 バーミンガム （イギリス） 

  第１２回 ２００３年 アンダーソン （アメリカ）           

 
 

晩年の清水師夫妻 

山田斐章師 
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 ２節 第３世代の指導者の登場と神の教会の成長 

 
  この年代のもう一つの特徴は、以下に挙げるような日本人の第３世代に属する  

 指導者たちの登場である。すなわち、それは田島守人師（１９５１年、今宿神の 

 教会牧師就任）、今野孝蔵師（１９５８年、練馬神の教会副牧師就任）、山田斐 

 章師（１９５９年、戸山教会副牧師就任）、藤田洋師（１９６０年、今宿神の教 

 会牧師就任）、酒井透師（１９６０年、立川神の教会副牧師就任）、千葉明徳師 

 （１９６１年、玉川神の教会副牧師就任）、折田政博師（１９６２年、沖縄天久 

 神の教会牧師就任）、樽井常朝師（１９６２年、深谷神の教会副牧師就任）、  

 山崎ヒロヨ師（１９６５年、妻沼神の教会伝道師就任）、土肥隆一師（１９６６ 

 年、練馬神の教会副牧師就任）、田中友敏師（１９６７年、佐賀神の教会副牧師 

 就任）、高山清明師（１９７０年、福岡神の教会副牧師就任）、金城信一郎師 

 （１９７１年、深谷神の教会牧師就任）、斎藤雅男師（１９７１年、西国立神の 

 教会副牧師就任）、西谷幸介師（１９７４年、玉川神の教会副牧師就任）、矢野 

 春海師（１９７６年、福岡神の教会協力牧師就任）、太田良一師（１９７７年、  

 清瀬旭が丘教会副牧師就任）、淵上行道師（１９７８年、今宿神の教会副牧師就 

 任）、そして、工藤茂男師（１９７９年、佐賀神の教会牧師就任）である。 

  ≪注 ( )内は、最初に教職として就任した年、教会を示す≫ 

 

  この時代の教会について要約するならば、戦後、多くの宣教師と上記日本人指 

 導者の働きにより、新たに２２の教会又は伝道所が設立された。しかし、その中 

 の９教会、即ち、五日市、高円寺、久美愛、妻沼、福岡、梶ヶ谷（長津田）、  

 赤磐、岡山、そして元石川は後に閉鎖又は連盟を離れていった。現在残っている 

 のは前述、練馬神の教会と戸山教会の他、下記の１３教会だけである。 

 

 １．今宿神の教会  

   １９５６年１月２９日、九州で最初の神の教会会堂が献堂された。教会附属 

  の松原幼稚園が開設されたのもこの時である。ナーサン＆アン・スミス宣教師 

  夫妻は佐賀神の教会と二日市で開拓伝道に着手し、また、田島守人師によって 

  既に始められていた福岡神の教会をも助けた。スミス師が今宿神の教会を牧会 

  していた時、その教会の青年であった土肥隆一師 

  が献身し、伝道者となった。 

   １９６０年２月、藤田洋師がこの教会の牧師に 

  就任し、約１０年間牧会にあたった。藤田師 

  が１９７１年４月に今宿神の教会を去った後、  

  高山清明師を牧師に迎えるまでの約２年間、無牧 

  時代を経験した。しかし、高山師は１年で辞任 

  し、１９７８年３月に淵上行道師を牧師に迎える 

  までの約４年間、再び無牧を経験することにな 

  る。 

   淵上師は四国に移るまでの間、約３年間今宿神 

  の教会を牧会した。 

１９５６年頃 

スミス師夫妻を囲んで 
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 ２．立川神の教会 

   ナーサン＆アン・スミス師夫妻が立川神の教会 

  に住んでいた頃、彼らは他にも数カ所で日曜学校 

  を開き、また、五日市と拝島の教会をも助けてい 

  た。１９５６年にスミス師が九州に移った時、 

  フィリップ・キンレイ師が立川神の教会の主任牧 

  師となった。１９６０年６月に酒井透師が副牧師 

  として招かれ、立川神の教会の初代日本人牧会者 

  となった。酒井師が１９６５年４月からはキンレイ 

  師に代わって主任牧師となり、１９７１年３月まで立川神の教会の牧会に 

  従事した。  

   １９７１年３月には藤田洋師が牧師となり、現在もその職にある。「立川神 

  の教会３０年の歩み」は、酒井師が牧師であった間、土肥隆一、田中友敏、 

  高山清明、斎藤雅男、清水光雄らが奉仕神学生として立川神の教会で奉仕した 

  ことを伝えている。同誌は同様に、藤田師が牧師になった後、石黒茂、松沢信広、 

  加来義朗が神学生として奉仕したと記している。  

 

 ３．深谷神の教会 

    深谷近郊の米空軍基地に勤務していた米軍将校の  

  ウエイン・ジョンソン氏と友人ウィラド氏たちは深 

  谷とその近くでいくつかの聖書研究会を行っていた 

  が、ある時その中の一人で妻沼のクラスを指導して 

  いた者が本国へ帰還する事になり、ジヨンソン氏は 

  ナーサン＆アン・スミス師夫妻に後を引き継いでほ 

  しいと要請した。こうしてスミス師は立川神の教会 

  から車で２時間かかる深谷へ定期的に行くようになったが、１９５６年にスミス師 

  夫妻が九州に移ると、ゴーエンズ師が深谷を引き継ぎ、１９５６年１１月に、 

  ゴーエンズ師夫妻が深谷市に移転し、現在の深谷神の教会の敷地を購入、１９ 

  ５７年９月８日、会堂と牧師館が建てられ献堂式が行われた。太田良一師と  

  井上登美姉はこの教会の創立メンバーの一人である。 

   １９６３年にゴーエンズ師が米国へ帰国した際、樽井常朝師が深谷教会 

  の初代日本人牧師に就任し、１９７０年７月まで牧師として働いた。１９７０年 

  から１９７７年の間は金城信一郎師が、始めは学生牧師として、後には副牧師 

  として牧会にあたった。この間はキンレイ師が主任牧師であった。 

   １９７７年３月に金城師が沖縄での開 

  拓のために深谷を離れた後、この教会は 

  ３年間無牧となり、この間は永井明が信 

  徒リーダーとしてこの教会を導いた。 

  （機関紙「神の教会」１９７７年第１１７ 

  号）。その後、１９８０年３月に太田良一 

  師が副牧師に就任した。キンレイ師は、 

  １９８１年８月に太田師が按手礼を受け 

  るまで、同教会主任牧師を務めた。 

スミス師夫妻時代 

献堂時の深谷神の教会 

１９５７年９月８日、献堂式の後に 
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 ４．玉川神の教会  

   この教会は１９５２年にアイキャンプ師によ 

  って始められたが、アイキャンプ師が大阪鴻池 

  神の教会に移るため、１９６１年１月にはフィ 

  リップ・キンレイ師が同教会の牧師となり、千 

  葉明徳師が副牧師となった。千葉師は１９６６ 

  年４月に正牧師に就任し、１９６９年３月まで   

  玉川神の教会で奉仕した。このとき、キンレイ 

  師が牧師に復帰した。 

   １９７０年４月には田中友敏師が副牧師に就任 

  し、４年間牧会にあたり、１９７４年３月に福岡神の教会に移った。同年４月 

  に、西谷幸介師が副牧師となった。１９７８年２月には、新会堂の献堂式が行 

  われた。 

   キンレイ師は１９８１年３月まで主任牧師を務め、同年４月に西谷師が主任 

  牧師になった。しかし、西谷師は１９８３年４月に玉川神の教会を去り、代わ 

  って山口昇師が牧師となった。 山口師は、共立聖書学院の院長を１２年間勤 

  められ、また、「キリスト者学生会（ＫＧＫ）」の働きや、放送伝道の奉仕の 

  ほか、「神の教会百年史」（上・下巻）の翻訳などの働きがあるが、当時、巡 

  回伝道師として練馬神の教会等において説教されていた。 

 

 ５．西国立神の教会 

   この教会は１９６０年、物井保夫が保育園を設立したことによって始まっ 

  た。始めの頃、数人の米国の軍人が献金と聖日礼拝での説教を通してこの教会 

  を助けた。１９７０年、物井の要請でクレトロウ師が牧師に就任した。  

   １９７１年に斎藤雅男師がアメリカから帰国した時、彼は西国立の副牧師と 

  なり、２年半奉仕した。クレトロウ師は引退までの２５年間、西国立神の教会 

  を牧会し続けた。 

   この教会が今日直面している課題は教会堂を持たないことである。信徒たち 

  は現在も聖日礼拝を持ちつづけているが、法律的には今日土地建物は全て聖愛 

  学舎西国立保育園名義となっており、教会は日曜日にだけ園舎を教会活動に使 

  用することを許されているにすぎない。機関紙「神の教会」１９７９年１２７号  

  によれば、新園舎が１９７９年に完成した際、教会は保育園に対して３階部分 

  を礼拝堂として使用する権利を得るため、２００万円を支払わなければならず、 

  それを連盟から借り入れたとの報告が載せられている。  

 
   

新改築なる玉川神の教会 

上棟式 
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 ６．大阪鴻池神の教会  

  機関紙「神の教会」１９６９年第８８号によると、 

 この教会は矢島敬二（矢島宇吉師の長男）の自宅で持た 

 れていた集会が発展したものである。１９６２年、 

 アイキャンプ師がこの教会を助けるために玉川神の 

 教会から西ノ宮に越してきた。アイキャンプ師は初 

 めは、子供の通学の関係から西ノ宮から鴻池まで通 

 い、後には垂水に新築された自宅から毎週通って鴻 

 池での御用にあたったと記している。１９６３年９ 

 月、教会堂が建てられ、アイキャンプ師が初代牧師 

 に就任した。 

  １９６７年４月には土肥隆一師が、練馬神の教会 

 から移り、副牧師となった。１９６８年、アイキャ 

 ンプ師は新しい開拓伝道を始めるために、西ノ宮か 

 ら神戸の垂水へと移った。１９７０年４月、土肥師 

 が垂水神の教会に移って副牧師となり、同年７月樽井常朝師が深谷神の教会から 

 移り、鴻池神の教会の牧師となり、１９９１年３月まで牧師を務めた。 

 

 ７．沖縄天久神の教会  

   機関紙「神の教会」１９６９年第８８号によると、この教 

  会は沖縄那覇市で軍務に服していた米国神の教会信徒の 

  ４家族が、沖縄の子供たちのために始めた伝道活動が元 

  である。ナーサン・スミス師はこれらの家族の招きによ 

  り、１９６０年に沖縄を訪問した。それは、これらの働 

  きを引き継ぐために日本から宣教師を送ることが可能か 

  どうかをスミス師に尋ねるためであった。彼らはスミス 

  師に教会を建てるための土地と建物の建築費を喜んで献 

  げる用意があることを伝えた。これを受けて連盟は更に 

  詳しい相談をするため改めてスミス師と今野孝蔵師を沖 

  縄に派遣した。この結果、１９６２年４月に折田政博師 

  が日本の神の教会初の宣教師として沖縄に派遣された。 

   その同じ年の１１月、那覇市に教会堂が建てられ、折田師はその初代牧師に 

  就任した。 

沖縄赴任頃の折田師 

創設時の沖縄神の教会 献堂４周年記念（1966年１１月６日） 

大阪鴻池神の教会献堂式 
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 ８. 佐賀神の教会  

   ４０周年記念誌によると、１９６２年、 

  ナーサン・スミス師は、当時の今宿神の 

  教会牧師の藤田洋師と福岡教会の牧師田 

  島守人師とで、九州地区にもう一つの教 

  会を建てようと考え、祈っておられた。 

   藤田師と田島師は、各教会から信者数 

  人の協力を求め、福音伝道のチームを組 

  み、スミス師は地区の公民館で集会を行 

  っていた。後に、土地を買い、１９６３ 

  年１１月、教会堂が完成し、聖日礼拝が 

  開始された。スミス師は、平日は幼稚園として、日曜には祈りと英会話教室に 

  使ったと述べている。スミス師は佐賀大学でも聖書研究会を始め、その中から 

  も教会に集う者が起こされるようになった。 

   １９６３年には金城信一郎師が佐賀に滞在し、８ヶ月の間、佐賀神の教会で 

  奉仕した（機関紙「神の教会」１９７７年第１１７号）。 

   １９６７年４月、田中友敏師が副牧師に就任し、１９７０年３月まで奉仕し 

  た。スミス師は１９７７年３月に韓国に移るまでこの教会の主任牧師を務めた 

  ようである。その後、１９７７～１９７９年の間、佐賀教会は無牧であった。 

   １９７９年４月、当時の連盟委員長の今野孝蔵師の紹介で、救世軍より、 

  工藤茂男師を迎え、この教会の牧師に就任し、１９８４年まで群れの牧会にあ 

  たった。  

 

 ９. 清瀬旭が丘教会 

   戸山教会７０年史によれば、清瀬旭が丘教会 

  は１９５７年１２月、戸山教会会員であるとこ 

  ろの津田昇と小林義徳らが中心となって始めら 

  れた。初めの頃、伝道所は小林の自宅を解放し 

  ての集会であり、清水長晃師が指導にあたって 

  いた。１９５８年に山田斐章師が米国留学から 

  戻ると、山田師が集会の指導を引き継いだ。 

   １９６７年に小林は旭が丘団地内にキリスト 

  教主義の幼稚園を開設し、その一室を教会に開 

  放することを申し出た。この結果、同年１０月 

  ８日、本格的な教会活動がそこで開始されるこ 

  とになった。 

   １９７７年、小林は現在会堂が建つ約２００坪の土地と多額の建築資金を 

  教会に捧げ、他の信徒たちからの献金により、同年６月１９日に教会堂の献堂 

  式が執り行われた。 

   清瀬旭が丘教会は、日本キリスト教団に属していたが、日本神の教会連盟と 

  の交わりを続けていた。しかし、戸山教会７０年史は、１９７８年に正式に日 

  本基督教団西東京支区の一員となったと記している。 
 

  

幼稚園旧園舎 

清瀬旭が丘教会 
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  １０. 垂水神の教会 

   「垂水神の教会２５年の足跡」によると、 

  大阪鴻池神の教会牧師として、大阪地区で 

  伝道されていたアーサー・アイキャンプ師 

  は、関西に別の教会を始めたいと思うよう 

  になっていた。１９６６年５月、１００坪 

  の垂水の土地を購入し、１１月に垂水に住 

  居を移された。そして、大阪鴻池神の教会 

  で牧会を続ける一方、アイキャンプ師の自宅 

  で集会が持たれるようになった。１９７０年 

  １０月、教会堂が建てられた。アイキャンプ 

  師は１９８４年までの１６年間、垂水神の教会の主任牧師を務めた。 

   土肥隆一師は、１９７０年４月、大阪鴻池神の教会から移られ、垂水神の教 

  会の副牧師となり、１９７３年７月までの間奉仕した。 

   １９８４年８月にアイキャンプ師夫妻が米国へ帰国した際、新任のバーナー 

  ド＆チェル・バートン宣教師夫妻がアイキャンプ師夫妻の後を引き継いだ。  
 

 １１．二日市クリスチャンセンター（二日市栄光キリスト教会） 

   この教会は１９７０年１１月、ナーサ 

  ン・スミス師が二日市の自宅で集会を持 

  ったことによって始まった。１９６１年 

  にスミス師が自宅としてこの家を借りた 

  時、彼らはそこで開拓伝道を始める意図 

  は全く持っていなかった。１９６３年、 

  宣教師館が建てられ、スミス師はそこに 

  住むようになった。１９７１年に連盟は 

  彼らに二日市での開拓伝道を提案した。 

  この結果、そこでの新しい働きが開始さ 

  れ、１９７４年５月には教会堂が建てられた。この時、この教会は二日市クリ 

  スチャンセンターと命名された。 

   １９７４年にはロナルド＆ジャッキー・マウアー 

  宣教師夫妻がこの教会の指導をする特別な使命を与 

  えられて来日し、東京での数ヶ月の日本語学習の後、 

  二日市に赴任した。彼らは１９８３年まで二日市で 

  の伝道牧会にあたり、米国へ帰国した。そして、  

  １９８５年６月にはロス・チェル・クレイグ師が後 

  任として二日市に着任し、１９８９年６月に帰国す 

  るまでの間、二日市だけでなく、今宿神の教会、  

  佐賀神の教会でも奉仕した。１９８６年４月、中村 

  智博師が副牧師に就任し、二日市神の教会と名称変 

  更したが、後、１９９０年４月、崎野達也副牧師の 

  時代に、今日の二日市栄光キリスト教会と名称変更 

  している。  
 

献堂時の二日市クリスチャンセンター 

１９７０年献堂の垂水神の教会 

開拓時、スミス師を囲んで 
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 １２．萩山神の教会 

    １９６５年、フィリップ・キンレイ師 

  が、神の教会神学生寮を建てるために 

  土地が購入された。３０周年記念誌によ 

  ると、１９６７年からはキンレイ師によ 

  り地域伝道のための英会話教室が始めら 

  れ、１９７３年には、近所の人々を集め 

  て、毎週日曜日にキンレイ師宅で聖書研 

  究会がもたれるようになった。 

   １９７５年４月、萩山神の教会が玉川 

  神の教会の伝道所として正式に発足した 

  のである。その後、聖書研究会出席者や英語クラスのメンバー等で人数も増 

  え、受洗者も増えていった。そして、１９７８年４月からは、「萩山伝道所」 

  から「萩山神の教会」となった。  

   キンレイ師は、当時は玉川神の教会と深谷神の教会の牧会をしていたので、 

  聖日礼拝は月に２回だけであったが、１９８１年１０月からは、毎週日曜日朝 

  の聖日礼拝を持つようになった。 

 

 １３．豊見城神の教会 

   この教会は１９７７年、金城信一郎師によって神の教会田原伝道所として始 

  められた。始めの頃、彼は那覇市田原の彼の自宅で日曜学校と聖日礼拝とを行  

  っていた。同年の終わり頃、豊見城村に土地が購入され、１９７８年３月１９ 

  日、教会堂が献堂された。教会附属の幼稚園が併設されて、地域への伝道の良 

  い窓口として用いられた。 

  

豊見城村字宣保での開拓 

（教会学校の子どもたちと） 

１９７７年頃の萩山神の教会会堂 
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 ３節 今野孝蔵師の働きとアジア神の教会連盟の設立 

 
 １．今野孝蔵師連盟委員長に就任 

  １９７６年８月、東山荘の連盟総会において、かねてより勇 

 退を決意されていた清水長晃師に代わって、今野孝蔵師が第３ 

 代目の日本神の教会連盟委員長に選ばれ、清水師は連盟創立以 

 来の最長老として相談役として尽力されることになった。今野 

 師は、１９８４年８月、山口昇師にバトンタッチするまでの８ 

 年４期にわたって連盟委員長を務めた。 

  今野師は、１９５１年１１月１４日、日本ホーリネス教団長 

 井ホーリネス教会の植木シン牧師の導きにより、イエスを救い 

 主として受け入れ、直ちに全てを主に捧げて献身した。１９５８年６月に東京聖書 

 学院本科を卒業したが、何らかの事情により日本ホーリネス教団を離れ、当時  

 高円寺の前川忠次郎師宅で持たれていた聖書研究会でフィリップ・キンレイ師等 

 の宣教師の通訳を頼まれ、日本神の教会連盟と交わりを持つようになった。 

  その後、前川師は今野師を練馬神の教会の谷口茂寿師に紹介し、谷口師を助け 

 るようになったが、１９５８年４月には練馬神の教会の 

 副牧師となり、１９６１年８月２４日に按手礼を受け、 

 １９６３年４月に谷口師に代わり主任牧師となった。 

  現在、練馬神の教会牧師の金本悟師は、練馬神の教会 

 ７０年史の中で今野孝蔵師について次のように記してい 

 る。 

  「忍耐を持って祈りながら神様の〝時〟を待つ今野師 

  の姿勢は、練馬神の教会だけでなく、日本神の教会連盟 

  や、キリスト教会全体に対しても同じ姿勢であった。 

  神の教会の流れの中で、その教会像を〝信仰的〟に受 

  けとめて、信仰という名のもとに自己中心的な思惟だ 

  けに終わらせようとする傾向が生じたときには『聖書 

  信仰』を強調し、聖書を信仰的に受けとめるとは、生 

  活において具体的な形で教会生活として反映されてい 

  くことであると忍耐強く主張された。さらに、連盟全体 

  の改革運動だけでなく、日本全体の教会にも寄与することを祈り求められた。 

   身近な一例を挙げるならば、信仰さえ持っていれば、日曜日にわざわざ教会 

  に来てまで礼拝しなくても、海でも山でもスキー場でも、神様を礼拝すれば 

  （神を思えば）それで良いとするような信仰感に対しては、果たしてそれが聖 

  書的であると言えるかと厳しく追求されていた。 

   そのような基本的な信仰的立場から、神の教会においては、日本神の教会連盟 

  の働きや、さらには、アジア神の教会連盟への働きへと同師の働きの場を 

  広げられて行った。国内においては、福音主義神学会や日本福音同盟、さらに 

  は中田重治に学ぶ会や、東京聖書学院後援会などと福音主義の中において建設 

  的な働きを続けられたのである。」 

     

 

 

按手礼を受ける今野師 
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 ２．神の教会百年祭への参加 と「神の教会運動の百年史」日本語版の出版 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  １９８０年６月２０日から２９日まで、神の教会百周年記念祭が、米国のイン 

 ディアナ州アンダーソンで開催された。「世界に知らせよう」と掲げられた旗の 

 もとに、６２カ国から約４万人の信徒が集まった。日本からは渡米団が結成さ 

 れ、団長に今野孝蔵師、世話役にフィリップ・キンレイ師、藤田洋師、西谷幸介 

 師がなり総勢５２名が参加した。ヨハネの福音書１７章２０～２３節を主題とし 

 て、１０日間のプログラムが組まれていたが、主な集会はワーナー・オーディ 

 トリアム、パーク・プレス教会、バイラム・ホール等で行われ、２４日の日本 

 集会では、「日本における神のみわざ」と題して、西谷師が講演した。 

  一行は、二つのグループに分かれ、ロサンゼルスの教会、バンクーバーの教会  

 信徒と交わり、ハワイ経由で帰国した。 

                  （参考、機関紙「神の教会」第１３４号） 

  「神の教会運動の百年史上・下」日本語版は、今野孝蔵師が、１９８１年７月 

 に上巻、１０月に下巻を出版されたが、この日本語版のために、Ｔ・フランクリ 

 ン・ミラー博士が、特に序文を書かれているので、ここに紹介する。 

  『神の教会運動の百年史』日本語版への序文  

   記憶は神が私たちに与えてくださった貴重な贈り物である。記憶によって、 

  私たちは過去を再現することができる。記憶によって、過ぎ去った昔の日々の 

  喜びを再び経験することができる。記憶によって、私たちは現在どのようにし 

  たら最善に生きられるかを、過去から学ぶのである。 

   過去の世代から私たちに与えられた文書による記録は、もはや肉体において 

  は私とともに生きておらず、そしておそらく、私たちが少しも知らなかった 

  人々の声を私たちがいま聞いているのだと想像することができるようにさせて 

  くれる。彼らのことばは、私たちを謙遜させ、こらしめ、訓戒し、喜ばせるた 

  めに、今も生き続けている。 

   記憶と文書による記録とがいっしょになるとき、私たちに豊かな遺産を与え 

  てくれた人々の経験を、私たちは生き生きと再現することができる。私たちは、  

  彼らの希望と夢、彼らの戦い、彼らの困惑、彼らの成功と失敗、彼らの喜びと 

  悲しみを知ることができる。 

   １９８０年６月、神の教会改革運動は、全世界からの人々の参加を得て百周年 

  記念式典を行った。日本からもこの式典と第６回神の教会世界会議に参加する  

  ために、多数の献身的な、主にゆだねたキリスト者から成る代表団が派遣された。 

  これらのすばらしい代表団の人々は、これらの集会において、非常に価値と意義 
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  のある貢献をしてくれた。事実、日本の神の教会の影響力は全世界に及び、私   

  たちすべての者の中に長く残るであろう。 

   この宗教運動が始まった年月日を明確に述べることは困難であるが、私たち 

  に役立つ二つの日付が存在する。１８８１年１月１日は、Ｄ・Ｓ・ワーナーに 

  よって、「ゴスペル・トランペット」の創刊号が発行された日である。この刊行物 

  は、今では「バイタル・クリスチャニティー（生き生きとしたキリスト教）」 

  と改称され、１８８１年以来継続して発行されている。１８８１年１０月とい 

  う日付は、Ｄ・Ｓ・ワーナーが、すべての人間的宗教組織との関係を公に断っ 

  た時である。彼は教派的なグループに属さなくても、すべての真実なキリスト 

  者と兄弟となる自由を持っていると宣言した。このようなグループに所属する 

  ことは、キリスト者の一致のために役立つというよりは、むしろ害になるであ 

  ろうと彼は考えた。しはしば、川が最初は多くの小さな流れや、小川から始ま 

  るように、この運動もいくつかの宗教的出来事がその源流となっている。しか 

  し、上述した１８８１年における二つの出来事が、百周年を記念するのにふさ 

  わしい出発点であったと考えことができよう。 

   日本における神の教会も、全世界のキリスト者の群れとともに、私たちが遺 

  産として受け継いだものを、心暖まる感謝の念をもって思い起こす記念行事に 

  参加している。この記念行事の重要な一部として、米国インディアナ州のアン 

  ダーソンにあるアンダーソン神学校の校長バーレー・Ｌ・カレン博士の編集に 

  よる『神の教会百年史』が翻訳され、出版されることになった。日本神の教会 

  連盟委員長の今野孝蔵先生が、この出版事業の責任を取られることになり、同 

  師から、日本語版『神の教会百年史』のために短い序文を書くようにという依 

  頼を受けたことは、光栄の至りである。 

   多くの人々が本書を読んで、その中から喜びの原因を見出していただくこと      

  が、私たちの願いである。この運動の初期の人々が、キリストにある自由と聖霊 

  による力にあずかり、すべての真実なキリスト者が本質的には一致を保ってい 

  ることを知り、イエス･キリストに生涯をゆだねることによって個人的に経験 

  し得る喜びを味わっていたように、私たちもまた、これらのものを知り、味わ 

  うのである。私たちは、豊かな遺産と、それを受けることができるようにして 

  くれた人々に対する感謝の思いで、いっぱいである。 

   二つの点について注意を促しておくことが適切であろう。私たちが遺産をふ  

  り返って見る場合、米国の１８８１年におけるＤ・Ｓ・ワーナーのところで止 

  まってしまてはならないということを、確認しておこう。私たちは、私たちの 

  主イエス･キリストの生涯、死、および復活、そしてさらには、旧約聖書に述べ 

  られている、私たちの豊かな遺産にまでさかのぼらなければならない。確かに、 

  聖書には、多くの国から、多くの時代にわたって、いろいろな人の名が上げら 

  れており、私たちの豊かな遺産は彼らの貢献にはかり知ることもできない多く 

  のものを負っている。 

   第二の点は、私たちが自分たちの過去を記念することに、しばらくの時を費 

  やすことは許されるであろうが、神は未来のために今私たちを召しておられる 

  という点である。教会はキリストのためにこの世を変え、塩、パン種、光とな 

  ってこの世に影響を与える活動をしなければならない。教会が聖なる愛による 

  喜ばしい交わりであることは事実であるが、それ以上、いや、もっとそれ以上 

  のものである。教会は、仕え、あかしし、教え、義の道について戒め、いやし、 
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  救う力となり、「一つの使命」を果たすために、この世に遣わされているのである。   

  よく言われることであるが、火は燃えることによって存在するように、教会 

  は使命を果たすことによって存在する。私たちは神に謙遜に祈り、私たちが生 

  きている現代のこの世において、神が私たちに与えておられる使命が何である 

  かを示していただかなければならない。私たちは適当な目標―努力することを 

  必要とするが、到達可能な目標―を定めようではないか。それによって、この 

  交わりにあずかっている老いも若きも、私たちすべての者が最善の努力をする 

  ようになるであろう。私たちは、贖われた者の共同体の交わりを喜ぼう。しかし、 

  私たちは贖われた者の共同体を形成するために召されていることも、常に心に 

  留めておかなければならない。 

   この簡単な、しかし密度の濃い、評価と記念のための書によって、キリスト 

  と彼からの召しに対して、私たちすべての者が従うという誓いを新たにするこ 

  とができるように。私たちが喜びにあふれた交わりにより、一致して奉仕に当り、 

  まだ福音を聞いていない、暗闇の中にいる人々のところへ行ってあかしをし、 

  神が私たちに求めておられるように希望と、愛と、信仰と、平和の光をともす 

  ことができるように。日本にいる非常に多くの人々が、イエス･キリストの召 

  しを受け、それに心から従っていることを私は心から喜んでる。今野孝蔵先生 

  をはじめ、日本にいるすべての兄弟姉妹に、私は挨拶を送りたい、この日本語 

  版『神の教会百年史』が用いられて、皆さんが、私たちの遺産の一部をさらに 

  よく知り、評価されることを望んでいる。この遺産の一部が私たちのものであり、 

  私たちが神によって導かれた運動に参加し、希望と信頼とによって未来を待ち 

  望むこと、またこの運動が常に始まったばかりのものであることを、覚えてお 

  きたいものである。  

   １９８１年３月１２日 米国インデイアナ州アンダーソンにて 

                   神の教会百周年記念行事実行委員長 

                   第６回神の教会世界大会実行委員長 

                  （神学博士）Ｔ・フランクリン・ミラー 

 

 ３．アジアにおける宣教活動とアジア神の教会連盟結成 

  百年祭のアンダーソンにおいて「８０年代をアジアの時代に」とビジョンが掲 

 げられたが、この頃の日本の神の教会は、海外宣教に取り組む霊的姿勢はできて 

 おらず、いま少しの時間が必要であった。 

  戦後のアジアの神の教会は、日本、韓国、バングラデシュ、 

 インド、フィリッピンの５カ国で、米国神の教会ミショナリー 

 ・ボードにより宣教活動が行われていた。１９７３年、ミショ 

 ナリー・ボードは、シドニー・ジョンソン師夫妻を東南アジア 

 に派遣し、二つの面からの新しい試みによりアジア宣教活動 

 を開始した。 

  その一つは、まず新たに伝道を始める国へは米国の宣教師 

 によってではなく、その国の働き人によって伝道が開始され 

 るよう目論まれた。第二に、宣教師夫妻は、アジアの宣教推 

 進のためには、既に伝道していた国々の教会指導者に助言を 

 求め、深い連携を持とうとしたことである。 

         

 シドニー･ジョンソン師 
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  この方法は、まずタイの宣教から始まった。タイの指導者ウィッチアン・ワタ 

 キーチャロアン師は、１９７５年、タイの神の教会指導者となり、タイで最初の 

 神の教会が設立され、１９８７年までに２２の教会が開拓された。 

  タイでの宣教が軌道にのり、２番目は台湾である。台湾の 

 宣教は、台湾の指導者ジョセフ・羅師によって進められた。 

 羅師は韓国神の教会のホン・モク・ヨー師と知り合いで、 

 ヨー師がミッシヨナリー・ボードのレスター・Ａ・クロス 

 師と連絡を取り、クロス師は、１９７４年、タイの宣教師に 

 台湾へ行き、羅師に会うよう要請した。これが実現し、台湾 

 神の教会が１９７６年台北に建てられた。ジョセフ・羅師 

 の弟、トマス・羅師が台湾で最初の神の教会牧師となった。 

  この後、次々と教会が建てられ、１９８７年までに５つの 

 教会を数え、成長を続けている。 

  新たに伝道が開始された第３の国は、シンガポールである。 

 １９７６年、ドナルド・ジョンソン師、シドニー・ジョンソン 

 師は、タイのワタキーチャロアン師と共にシンガポールを訪 

 れた。 

  その後、ネヴィル・タン師がシンガポール神の教会の最初 

 の働き人となり、１９８０年８月、はじめて教会が設立され 

 た。１９８１年、タン師は、宣教師と協力し、４番目の国、 

 インドネシアで神の教会の伝道を始めた。この国は、回教国 

 であるためいろいろな反対を受けたが、シンガポールから婦 

 人宣教師タビタ・グアナ師が派遣され宣教活動を続けている。 

  １９８２年、米国ミッショナリー・ボードは、マイク･キナー 

 師夫妻を５番目の宣教地となる香港に送り、当地での教会成長 

 のための直接的な働きを開始した。   

  ６番目の国、ネパールの神の教会は、１９８０年、インド 

 ・メガラヤの神の教会の積極的な宣教によって始められた。 

 メガラヤ神の教会は、ミッショナリー・ボートの手を借りずに 

 独自の宣教団をつくり、その宣教団はエイモス・ムーア宣教 

 師一家をネパールに派遣した。ネパールはヒンズー教国で、 

 キリスト教伝道は禁じられているが、宣教の働きを続けている。 

  日本の教会のアジアとの関わりは、１９７８年１１月アジア 

 指導者伝道会議がシンガポールで開かれ、今野孝蔵師がこれ 

 に出席してから始まっている。この会議で今野師は、アジア 

 に目を向け、アジアの人々ともっと友好的になる必要を強く 

 感じて帰国した。１９７９年２月、タイのバンコクで 

 「１９８０年代アジア神の教会宣教会議」が開かれ、 

 西谷幸介師が出席、アジア各国の神の教会間の協力とその 

 具体的実行について、討議されている。この頃から日本の神の教会は今野師を中心 

 に、アジア神の教会との関わりを強めていく。まず、同年１１月６日から１５日ま 

 で、スミス師、羅師、今野師が台湾の山地伝道の視察旅行に出かけた。続いて、 

 １９８０年５月５日から１２日まで、韓国神の教会をスミス師夫妻、劉師、今野師 

 が訪問し、韓国１０以上の教会、ミッション・スクールを視察した。 

トマス・羅師 

ホン・モク・ヨー師 

ネヴィル・タン師 

エイモス・ムーア師 
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  一方、練馬神の教会では、１９８０年８月、春山美智子伝道師を台北の神の教 

 会近くに住む中国人達に日本語を教える教師として派遣したが、このことは、文化 

 の違う国の間における宣教活動の先例となった。また、日本神の教会がアジアに 

 おける近隣の国々と互いに応答しながら、さらに大きく協力していく必要性に気づ 

 かされた証しの一例となった。 

  今野孝蔵師は、ドナルド・ジョンソン師、シドニー・ジョンソン師と 

 共に、１９８２年１０月９日からアジア各国、特にフィリピン（マニラ）の 

 神の教会、タイ（バンコク）の神の教会、インド（カルカッタ、メガラヤ）の神 

 の教会を訪問し、バカニー牧師、ウィッチアン・ワタキーチャロアン師、ボーマ 

 ン・ロイ・ソキヤ師等のアジア神の教会指導者と会い、アジア宣教について語り 

 合った。その結果、１９８２年１１月９日、第１回のアジア指導者会議が台湾の 

 台北において開かれた。この会議で「アジア神の教会連盟」が正式に結成され、 

 今野孝蔵師が初代会長（委員長）となった。以下、２年おきに下記の国々で開催 

 されている。 

 

  第２回 １９８４年１１月１１日～１５日 於 香港 

  第３回 １９８６年１２月４日～７日   於 タイ バンコク 

       委員長、今野孝蔵師から山口 昇師に交代 

  第４回 １９８８年１２月４日～８日   於 インド カタッカ 

  第５回 １９９０年１１月２８日～３０日 於 シンガポール パサリス 

  第６回 １９９２年１２月１日～４日   於 タイ バタヤ 

  第７回 １９９４年１１月２４日～２７日 於 インド メガラヤ州シロン 

       委員長、山口 昇師から金本 悟師に交代 

  第８回 １９９６年１２月２日～７日   於 フィリピン マニラ 

  第９回 １９９８年１２月４日～６日   於 インド コーチン 

       委員長、金本 悟師からインドのアシーム・ダス師に交代 

       この年から、オーストラリア加入、〝アジア太平洋神の教会連盟〟 

       （ＡＰＣＧＣ）と改称 

  第10回 ２００２年１２月３日～６日   於 タイ チャンマイ 

  ローザンヌ会議 ２００４年９月２７日～１０月６日 於 タイ バタヤ 

  第11回 ２００６年１２月４日～７日   於 タイ ブーケット島 

 

  今野孝蔵師は、シドニー・ジョンソン師の協力を得て、１９８４年１月１１日  

 から２月２４日の間、南アジア１０カ国（台湾、香港、フィリピン、シンガポー 

 ル、インドネシア、タイ、スリランカ、インド、ネパール、バングラデシュ）を 

 訪問し、各国神の教会指導者と会い、アジア宣教のビジョン実現に努められた   

 が、帰国後、病に倒れられた。アジア神の教会連盟委員長は、山口昇師に引き継  

 がれたが、１９８８年４月、今野師は誠志会病院にて召天された。享年６５歳の 

 若さであった。 

  同年８月、日本神の教会連盟委員長は、山口昇師に引き継がれた。 
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