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第５章 世代交代と新たな幻を求めて（１９８４年～２００８年） 
 

１節 新世代の指導者、山口昇師の登場と連盟の体質改善 

  この時期、日本神の教会連盟は、世代交代の時期を迎えている。１９８６年２月、 

 戦前戦後の日本神の教会を支えてこられた清水長晃師が召され、続いて、１９８８年

４月には、今野孝蔵師が召天された。また、アーサー・アイキャンプ師は、戦後の

最初の宣教師として来日され、戸山教会、練馬神の教会の復興に尽くされ、玉川神の

教会、大阪鴻池神の教会、垂水神の教会を開拓し、多くの信者を救いに導かれた後、 

１９８４年８月、定年退職され帰米された。アイキャンプ師は、日本を去るにあた

り、１９８４年８月５日、御殿場東山荘での修養会で最後の礼拝説教をされた。その

内容は、機関紙｢神の教会｣第１５６号に掲載されているが、Ⅰコリント３章１～３節

の御言葉を読むように薦められ、「私どもキリスト者にとって一番大切なことは、日本

には１億２０００万人以上のキリストを知らない人がいるということです。私たち

は、その人たちに、この世界最高の物語り－ 福音－を伝え、福音を引き継いでも 

らうことです。」と強調された。 

 こうした時期に、日本神の教会の指導者として登場したのが、山口昇師である。  

山口師が連盟委員長に選出されたのは、１９８４年８月の連盟総会に於いてで 

あるが、山口師は、連盟組織の体質改善に非常に精力的に働き、連盟の体質改善 

とそれぞれの教会の強化に多くの力を注がれた。 

 まず、連盟の機構改革に関しては、就任後約１年をかけて、連盟牧師会、連盟 

委員会にて検討し、それまで慣例となっていた機構の成文化と組織改革を行った。 

この新機構は、一部の修正はあったが、今日まで、連盟機構の基礎となっている。 
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日本神の教会連盟機構図 
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 【連盟委員の資格】 

 （１）教職者は、連盟委員の資格を有する。 

 （２）教職並びに連盟が認めた信徒委員を連盟委員とする。 

 （３）連盟委員は、総会代議員の資格を有する。 

 （４）連盟委員会は、連盟総会より委託されて開かれる。 

 （５）連盟委員の任期は、２年とする。 

 （６）連盟委員は、登録を義務とする。 

 （７）関東地区では、各教会より信徒１名が連盟委員となる資格を有する。 

 （８）関東地区牧師会を窓口として各地区牧師会より連盟委員会に発言できる。 

 （９）任期中にある連盟委員は、自らの代務者を立てることは出来ない。 

 （10）財務委員は、連盟委員会に、連盟委員長の要請により出席し、発言と提案 

   をすることができる。 

  この時代の連盟には、按手礼及び教職者の役割に関する規則は、正教師に関するも 

 のも補教師に関するものも存在しなかった。数年間に及ぶ慎重な検討作業の結果、  

 「日本神の教会連盟正教師按手礼資格基準」が作成され、１９８７年８月２１日の 

 全国按手礼牧師会に於いて承認され、即施行された。 
    また、それぞれの教会の体力強化に関しては、山口師は、開拓教会援助の為の 
 指針を作り、連盟の全ての教会が自給することを強く求めた。連盟はそれまで、 

 未自給教会を経済的に援助してきたが、これを機会に連盟からの援助を長年受け 
 続けて来たいくつかの未自給教会も近い将来の自給を目指して懸命の努力を始めた。 
  前章に記述した如く、１９８１年に「神の教会改革運動の百年史」日本語版が 

 出版されたが、以後、いくつかの教会では神の教会の運動の歴史と教理についての 

 学びが始められた。学びをした教会では、この運動についてのある程度の知識を得  

 ることが出来た。しかし、教職者たちは、運動の確固たるアイデンティティー  

 （帰属意識）の確立の為には、まだまだ多くのことがなされる必要があると感じていた。 

 連盟牧師会は、１９８５年の夏の修養会において、「神の教会改革運動の百年史」 

 を学ぶことを決定した。こうして、太田良一師がこのための発題者として選ばれた 

 （第四篇「『神の教会改革運動の百年史』の、よりよい理解を求めて」参照）。  

 その発題の中で、太田師は、上記の本を、現象学と実存論を用いて要約した。 

   １９８６年には、フィリップ・キンレイ宣教師の提案により、運動としての   

 アイデンティティー確立の為の、神の教会研究委員会（委員：キンレイ師、太田師、  

 山口師、金本師、今野嗣世師）が連合牧師会の中に設置された。この結果、同委員会 

 が中心となり、毎年夏の連合牧師会の場において、色々な種類の神の教会の教理の 

 研究がなされるようになった。 

  １９８７年には「聖霊論」をテーマに研修が行われた。以下、１９８９年は  

 「各個教会制度と教会の一致」、１９９０年は「聖化論」、１９９１年は  

 「ホーリネス＆ユニティー」をテーマに研究とディスカッションが行われた。   

  １９８７年７月発行の神の教会機関紙第１６１号から１７５号まで２年間にわ 

 たり掲載された「神の教会の特色ある教理に関する聖書洞察」（Ｊ・Ｗ・Ｖ・スミス著、 

 石丸暁子訳、山口昇監修・校訂）が、小冊子「私たちの教会」日本語版（第４篇参照） 

 として１９９１年１月に発行されたので、１９９２年には、これを元に研修がなされた。 

 さらに、１９９３年にはジェームス・Ｒ・マッセイ師を講師に迎え、同師の著書 

 「隠された訓練」（The Hidden Disciplines）（神の教会機関紙２０５号参照）を用 

 いての説教学の学びがもたれた。 
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  日本神の教会連盟は、１９８８年に日本福音同盟（ＪＥＡ）に加盟したが、  

 山口昇師は、１９９４年６月にはＪＥＡ理事長に選ばれ、２年間の任期を務められた。 

 また、１９９５年８月まで、６期、１２年にわたって連盟委員長の任にあたられ 

 たが、後任を藤田洋師に引き継ぎ引退された。引退するに当り、機関紙「神の教会」 

 第２１１号から第２１７号まで５回にわたり「これからの教会」と題して、証しを含 

 めて、自分の履歴を掲載されているので、以下に紹介する（一部省略）。 
 
  「これからの教会」                    

           山 口  昇 

 １．私は昭和３１年から横浜で開拓伝道を始めました。私が 

  学んだのは東京神学塾という非常に小さな、ユニークな学 

  校で、そこから福音派の指導者となった人々が輩出されま 

  した。その特色の一つは、独立自給ということでした。私 

  の恩師である長谷川真先生は戦前アメリカに留学し、太平 

  洋戦争にまき込まれ、１０年をアメリカで過ごし、戦後新 

  しい理想を持って日本に帰国し、将来の教会の指導者とな 

  るべき人材を育てるために、東京神学塾を始められました。 

   先生は戦前と戦中のご自身の経験から、日本の教会が戦中の軍国主義の国家 

  権力と闘うことが出来ないほど弱体であったのは、戦前の教会が欧米のミッ 

  ションに経済的に依存していたからであると直感され、その誤りを繰り返さな 

  いためにも、戦後の教会は、ただ神を信頼し、どんな苦しいことがあっても、 

  経済的に自給できる教会を作るべきだということを、私たちに徹底的に教え込 

  まれました。 

   昭和３１年の６月、私はまだ神学校の３年生でしたが、横浜にありました共 

  立女子聖書学院を経営していた、在日米国婦人一致伝道協会の宣教団から請わ 

  れて、共立女子聖書学院の礼拝堂を使用して開拓伝道を始めました。その頃、 

  共立女子聖書学院には神学生が１８、９名おりまして、彼女たちが近隣の家庭 

  を訪問し、トラクト伝道を行い、毎週火曜日の夜は伝道実習の一助として、伝 

  道集会を開いていました。やがてその伝道集会を通して救われる人が出てきま 

  したが、それらの決心者の行くべき教会がどうしても必要だということにな 

  り、宣教師団では、日本人の牧師を招いて、ここで教会を始めようという結論 

  に達し、私が招かれました。私は宣教師に対し、私が作りたいのは地域に根ざ 

  した、自立、自給の教会であり、当面礼拝堂は使用させてもらうが、将来必ず 

  近くに自分たちの土地と会堂を取得する計画であると話しました。宣教師は  

  月給はいくら欲しいかと質問しました。私は宣教団からは給料をもらうつもり 

  のないことを説明し、納得してもらいました。私が始めた教会には、戦前どこ 

  かの教会員であった人が６名おり、その人たちと相談して、月給は３千円とい    

  うことにしました。間もなく結婚したため給料は倍額になりましたが、その当時 

  の新婚夫婦の必要経費の半分くらいでした。その不足額は、共立女子聖書学院 

  の教師をしていた家内の給料でまかなわれました。やがて子供が出来ることにな 

  り、家内に代って私が教えることになり、その給料と、その頃から翻訳の仕事 

  が少しずつ来るようになり、その原稿料でどうにか一家の生計をたてることが 

  出来ました。苦しい時もありましたが、主が必要を満たして下さいました。 

   その頃、ほとんどの教団や教会はアメリカのミッションに経済的に依存して 

  おり、必要があれば手紙を書いて援助を頼むのが常識でした。そのため、私の 

山口昇師 
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  ような自給伝道は不可能、あるいは無謀であると、周囲の牧師たちからは批判 

  されました。しかし、２０年後には土地を買い、銀行から融資を受けて会堂も 

  建築しました。現在では３ヵ所で伝道し、会員数１００名を越える、立派な  

  自立した教会になりました。 

   時が移り時代が変わるにつれ、私を批判していた牧師たちも、自立とか自給 

  は日本の教会にとって当然なことと考えるようになりました。それらの人々は、日本の 

  教会がアメリカのミッションに依存している体質を変えない限り、教会の自立 

  はあり得ないことがわかって来たのです。 

   私は玉川神の教会を引退し、４月から京都へ行き、初心にもどって自給伝道 

  をする予定です。これまでの私の経験からも、これからの献身者は自給して  

  伝道する心構えと同時に、そのような自給するための能力を身につけることが 

  必要だと思います。 

 ２．聖書信仰 

   私は昭和２３年（１９４８年）にキリスト者学生会の夏期学校で本当の信仰 

  を持つようになりました。「本当の信仰」というわけは、私は中学からミッシ 

  ョンスクールに行き、毎日の礼拝や聖書の授業を通して聖書の言葉をたくさん 

  聞いており、自分なりに信仰を持っていると思っていました。そして、麻布に 

  あった米軍のチャペルで、毎週日曜日聖歌隊のメンバーとして、賛美歌を歌  

  い、説教を聞き、礼拝を守っていました。しかし、その頃の信仰というのは、 

  イエス・キリストは偉大な道徳的教師であり、イエスの模範にならって愛の実 

  践をすることが、信仰生活だと思っていました。これは学校で習った自由主義 

  のキリスト教の結果だと思います。そして、イエスの奇跡や神性は一切認めよ 

  うとしませんでした。 

   ところが、キリスト者学生会の夏期学校で聞いたメッセージは、これとは全 

  く違うものでした。神は超自然的な神であり、聖書は超自然的な神の啓示であ 

  って、誤りのないものであり、神の子キリストの救いは超自然的なものであっ 

  て、十字架は罪人である私たちの救いのために不可欠なものであるというので 

  す。「あなたは罪人です」という講師のことばに、最初はびっくりしました。 

  その罪から救い出すために、イエス・キリストは「あなたのために身代わりに 

  なって、十字架にかかって死んでくださったのです」ということばを聞いたと 

  き、自分の罪に悩んでいた私は、心の目が開かれる思いがしました。今までの 

  学校では一度も聞いたことのないようなメッセージなので、最初は驚きました 

  が、いくら愛を実践しようとしても、どうしても自我に打ち負かされている自 

  分の姿に悩んでいましたが、その悩みにも救いがあると教えられて、はじめて 

  イエス・キリストを自分の救い主として信じて受け入れました。 

   本当の信仰に目覚めた私は米軍チャペルの聖歌隊をやめて、夏期学校の主催者 

  であった、長谷川真先生が牧師をしている堀の内キリスト教会に通うようになり、そこ   

  で翌年のイースターに洗礼を受けて教会員になりました。この教会で信仰生活 

  を送り、教えられたことの中に、「徹底した聖書信仰」という点があります。 

  聖書は誤りなき神のことばであるから１００パーセント信じる。聖書はあらゆ   

  る信仰生活の基礎であるから徹底的に学び、それを実行するというのです。 

   私が教会に行くようになってから間もなく、トレーニングクラスというのが 

  始まり、毎週日曜日の午後、１時間半くらいずつ、聖書の学びをしました。  

  これには、毎週聖句を三つずつ覚えるという宿題があり、次の週には必ず覚え 



            第２編 第５章 世代交代と新たな幻を求めて（１９８４年～２００８年）   

 

  てきたかテストされました。時には何週間か前に学んだ聖句を覚えているかも 

  テストされましたので、いつも復習した聖句をしっかり覚えるようになりました。 

   また、聖書が神のことばであることの理解を深めるために、聖書論についての神 

  学的な学びもさせられました。長谷川先生は旧約の専門家であり、旧約の出来事を 

  考古学的発見が裏付けているといういろいろな例を学びました。私はまだ学生でし 

  たが、神学校での講義のようなことを学ばせられました。 

   長谷川先生のお父さんは内村鑑三の弟子の一人であったため、聖書を原典で読 

  み、正しく解釈することの大切さを強調しておられました。その影響で、私は大学 

  ２年生のとき、聖書のギリシャ語の講義を聴講し、一生懸命勉強しました。これは 

  後に神学校に行ったとき、大変助かりました。 

   そして何よりも聖書のみことばに対する情熱の大切さを学びました。それはみこ 

  とばを生き、みことばを伝えるという情熱でした。 

   聖書信仰から来る、みことばに対する情熱がなかったら、今日の私はあり得なか 

  ったと思います。それと同時に、みことばに対するこの情熱がひとりひとりのクリ 

  スチャンの中になかったなら、これからの教会が本当の教会になることは出来ない 

  と思います。 

    ３．ヴィジョン 

   私はキリスト者学生会（ＫＧＫ）の第１回夏期学校で信仰を持ちました。  

  それは昭和２３年７月で、日本はまだ敗戦による混乱の中にあり、いたる所が 

  空襲による瓦礫の山でした。大学に行っても半分位は休講でした。そんなこと 

  ですから、毎日のようにＫＧＫの事務所に行き、友人たちと祈祷会をしたり、 

  図書室で注解書をしらべたり、土曜日の伝道集会の手伝いをしたりしていました。 

   その頃、恩師の長谷川真先生が私たち学生にいつも言われたことは、「ヴィ 

  ジョンを持て」ということでした。そして、「幻のない民は滅びる」（箴言  

  ２９章１８節）という聖句を引いて、「君たちはこの荒廃した日本の国を再建 

  するために大きなヴィジョンを持たなければいけない。ヴィジョンのない国民 

  は必ず滅びる」と言って、熱っぽく訴えかけられました。（中略） 

   これからの教会には、日本の国や教会を改革するような、大きなヴィジョン 

  を持った青年が必要です。神の教会のことを考えているだけでは不十分です。 

  神の教会の垣根の中だけにとどまっていないで、福音的教会のいろいろな人々 

  と交わり、視野を広げることが大切です。そして、それらの人々が持っている 

  良いところを学び、私たちの教会の良いところをそれらの人と分かち合うこと 

  が必要です。そして、神の教会の中からも福音派の指導者となるべき、大きな 

  ヴィジョンを持った人々が輩出するように祈っております。また信徒の人々の 

  中から日本の社会を動かす人が出てくるよう祈っております。 

 ４．教会のレベルアップ 

  （中略） 

   これからの教会は牧師だけでなく、信徒もどしどし学んで、教会全体のレベ 

  ルを上げなければなりません。聖書の内容を良く知らないで、どうして信仰が 

  成長するでしょうか。私は信徒も神学校で学ぶようなことを、意欲を持って積 

  極的に学ぶべきだと思っています。無教会の人々は信徒でもギリシャ語を学ん 

  で聖書を読んでいる人がたくさんいます。牧師も信徒をしっかり教えることが   

  できるように、しっかり学ぶ努力が必要だと思います。みことばを知ってはじ 

  めて伝道する情熱も出てくるのです。 
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  ５．日本の教会の弱点 

   私が神学生時代に教えられたことで、今でも学んで良かったことは、日本の教会 

     には三つの弱点があるということでした。これらの弱点を克服しない限り、日本の 

  教会は確立できないし、成長もしないと、今でも頭の中にこびりついています。 

   その第一は、偶像礼拝です。戦前の日本の教会がなぜ弱体であったかいうと、  

  戦争中の日本の国家権力に屈服して、神社参拝を強要されたとき、ごく少数の 

  クリスチャンを除いて、ほとんどがそれに従ってしまったということが、一つの大き 

  な原因です。信仰において妥協し、偶像礼拝をすることは、旧約聖書の昔から、 

  大きな罪として指摘されていますが、日本の教会が神に従うことができなかった 

  弱さが、そこに示されています。仏教に対しても、お盆や、お彼岸の行事や、 

  葬式のときに、焼香することは、やむをえないこととされていました。人によ 

  っては、未信者の家族や地域の人との交わりのためには、推奨すべきことであ 

  り、あかしにもなる、という人さえいました。このような古い体質を改めて、偶像 

  礼拝に対して一線を画し、毅然とした態度をとらない限り、日本の教会は確立でき 

  ないということを、肝に銘ずるべきであると、教えられました。自分が牧師に   

  なってから、このことを実行しましたが、古い考えの牧師から反対されたり、 

  信者の弱音に悩まされたりしましたが、妥協しないでやってきて結果的に良かった 

  と思っています。それによって、信者の人々の信仰が強められたと思います。 

   第二は、結婚の問題です。日本の在来の宗教は、ほとんど家族単位ですが、 

  キリスト教は個人単位であり、信者が孤立しているので、迫害にも弱く、伝道 

  にも力を結集することが困難です。そのような反省に立って、これからの教会 

  は、クリスチャン同士が結婚して、しっかりしたクリスチャン・ホームをつく 

  り、子供をしっかり伝道して、家族単位のキリスト教にしなければならない、 

  と繰り返し教えられました。これも牧師になってから実行しましたが、大人た 

  ちは最初から「そんなことはとても無理だ」といって反対しました。しかし若 

  い人たちは、この教えを受け入れ、クリスチャン同士で結婚するようになり、 

  ４０年後の現在では、そのような人たちが、教会の長老となり教会を支えてい 

  ます。教会も成長し、今では株分けして、３箇所で伝道しています。 

   第三は、十分の一献金をすることです。収入の十分の一を主に献げることは、  

  旧約聖書にも教えられていることです。しかし、戦前の日本のクリスチャンの 

  多くは、経済的にはアメリカのミッションに依存して、あまり献金をしません 

  でした。私の恩師の長谷川真先生は、その点を反省して、日本がアメリカに経 

  済的に依存するのをやめ、自立しない限り、日本の教会の確立はあり得ないと、  

  口ぐせのように言っていました。「そのためには、すべての信者が十分の一献 

  金を実行するのが最善の道である。ユダヤ人はどんなに小さな町でも十家族い 

  れば、そこに会堂を建てる。みんなが十分の一献金を忠実に行うからだ。キリ 

  スト教でも十家族が本当に十分の一献金をすれば、牧師の家族を支えることが 

  できる」というのが、先生の持論でした。私もその教えにならって、アメリカ 

  のミッションからの経済的援助を受けず、十分の一献金を教えるかたわら、自 

  分も神学校の講師をしたり、翻訳のアルバイトをして、苦しいながら自給の生 

  活をしました。やがて、教勢ものび、高校生だった人たちも社会人になり収入を 

  得られるようになると、教会は文字通り経済的に自立できるようになりました。 

   これからの連盟の教会も、これら三つの点を心に留めて、立派に自立した教 

  会になるよう、こころから祈っています。 
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 ２節 この時期に新しく生まれた指導者と教会  

  前章の２節で、第３世代の指導者の登場として１９名の教職者を紹介したが、 

 １００周年を迎える今日まで日本神の教会連盟内に残っておられるのは、山田斐章師 

 （日本基督教団戸山教会牧師）、藤田洋師（立川神の教会牧師）、折田政博師 

 （沖縄天久神の教会牧師）、金城信一郎師（豊見城神の教会牧師）、太田良一師 

 （深谷神の教会牧師）、そして、工藤茂男師（南堺キリスト教会牧師）の６名に過ぎ 

 ない。他の教派等へ出られたのが１１名、天に召された方が２名である。このこ 

 とは、いかに連盟の体質改善が急務であったかを示しているようにも思われる。 

  前述した如く、山口昇師の登場により、連盟の体質改善が進み、１９８０年以 

 降に新しく下記の指導者が登場した。 

    １９８５年８月按手礼 金本 悟師（現練馬神の教会牧師） 

               加来義朗師（元今宿神の教会牧師） 

               松澤信廣師（現北野キリスト教会牧師） 

    １９８６年８月按手礼 銘形秀則師（現空知太栄光キリスト教会牧師） 

    １９８７年８月按手礼 中村智博師（元佐賀神の教会牧師） 

    １９９３年８月按手礼 嶋田幸蔵師（元玉川神の教会牧師） 

               今野嗣世師（元今宿神の教会牧師） 

    １９９８年８月按手礼 植松光春師（現大阪鴻池神の教会牧師） 

    １９９９年８月按手礼 相原典之師（現佐賀神の教会牧師） 

    ２００６年８月按手礼 浅野正己師（現二日市栄光キリスト教会牧師） 

               藤田 信師（現立川神の教会牧師） 

        ２００２年６月就任  小河信一師（現日本基督教団清瀬教会牧師） 

    ２００５年４月就任  緒方顕孝師（現萩山神の教会牧師） 

    ２００8年８月按手礼予定 金城暁子師（現豊見城神の教会副牧師） 

  この時期に日本国内で始められた教会、伝道所は３ヵ所である。それは、大阪 

 の南堺キリスト教会、東京の北野キリスト教会、そして北海道の空知太栄光キリ 

 スト教会である。 

 １．南堺キリスト教会 

   南境キリスト教会は、南海高野線の萩原 

  天神駅より徒歩で７～８分の静かな田園風 

  景に囲まれた場所にある。   

   この教会は１９８３年４月、工藤茂男師 

  とその家族によって自宅を用いて、開拓が 

  開始された。 

   その年の５月１日に開所式を行ったが、 

  工藤牧師夫妻は過去において８年間近く 

  大阪で伝道をしていた関係上、近隣の教会 

  から、また垂水神の教会や鴻池神の教会 

  の諸教会から６４名もの方々が集って、 

  盛大に門出を祝った。 

   初めの頃、この群れは堺伝道所と呼ば 

  れていたが、１９８８年４月からは南堺 

  キリスト教会と改められた。 

開拓時の境伝道所 

１９８３年５月１日開所式 
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 ２．北野キリスト教会 

   南堺キリスト教会と同年の１９８４年６月、東京でも一つの開拓伝道が開始さ 

  れた。それは、松澤信廣師と数名の前戸山教会メンバーによって始められた 

  八王子の群れである。この群れは最初、京王八王寺駅前伝道所としてスタート 

  し、１９８７年２月に移転、北野キリスト教会と改称された。１９９５年、教 

  会は再度京王八王子に移転し、北野キリスト教会八王寺チャペルとなった。 

  １９８５年８月に松澤師が按手礼を受けるまでの間は、当時連盟委員長であっ 

  た今野幸蔵師が聖礼典の執行等のために定期的に応援に赴いていた。松澤師は、 

  八王寺チャペルと、稲城市に於けるもみの木チャペルで新しい伝道活動を始めた。 

   さらに、松澤師は深谷市にある地域中核病院委員長との連携の下に、１９９８年 

  ９月に介護老人保護施設はなみずきを立ち上げ、教会附属の働きを次々と実現 

  していった。２００１年１０月に設立した附属事業㈲トータルライフケアセン 

  ターは、「いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。」 

  に基づき「神に対しては信仰、事に対して希望、人に対して愛」を社是とし、 

  ●高齢者に対して、尊敬と思いやりの心で仕える。●高齢者に対して、喜びと 

  祈りと感謝の心で仕える。●高齢者に対して、「自分が欲する」心で仕える、を 

  モットーにしている。（機関紙「神の教会」第２３９号）。 

   また、松澤師は、機関紙「神の教会」第２４８号の中で、「私は開拓当初よ 

  り祈っていた２０年来の祈りの課題には、教会附属病院、老人ホーム、保育園 

  等、将来にわたって教会が取り組むべきビジョンが列挙されており、これらの 

  働きは明確に教会の働きとして位置づけられ、祈り続けられてきました。」  

  と語っている。 

 ３．空知太栄光キリスト教会 

   この時代に始められたもう一つの教会は、 

  北海道の空知太栄光キリスト教会である。この 

  教会は１９８９年、練馬神の教会の伝道所とし 

     て、銘形秀則師とその家族によって始められた。 

  かつてアイキャンプ宣教師が夢見た北海道伝道 

  は、長い年月の後、銘形師一家による郷里伝道 

  として実現したのである。１９９０年１１月４ 

    日には山口昇師を迎えて献堂式が行われた。 

   機関紙「神の教会」第２１７号には、次のよ 

  うな証しが記されている。 

    「当教会が生み出される背景に、人間の計画 

   や思いをはるかに越えた神の不思議な導きが 

   ありました。聖書の中には、アブラハムや   

   ヨシュア やイザヤといった人々が、それぞれ 

   自分の父（テラ）や指導者（モーセ）や王 

   （ウジヤ）の死を契機として、新たな神の   

   ビジョンが示されたように、当教会も３人― 

   練馬神の教会の牧師であられた今野孝蔵師、同教会員の近藤トシ姉、そして空知 

   太栄光キリスト教会牧師（銘形師）の父―の方々の死がありました。キリスト 

   をその全能の力によって死からよみがえらせられた神は、逆転の恵みによって、 

   死を契機として新しい教会を生み出してくださいました。」 

開拓時の空知太栄光 

キリスト教会 
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 ３節 国内宣教委員会の働き 
  この時代における重要な働きの一つに、国内宣教委員会の働きがある。その 

 働きは、日本縦断「国内宣教の夕べ」と、さらに発展して行われた青年宣教大会 

 である。 

 １．新たなビジョン、日本縦断「国内宣教の夕べ」 

  １９８８年８月、松澤信廣師を委員長とする国内宣教委員会は、日本における  

 神の教会の発展と成長を祈り、次のような具体的なビジョンを掲げ、これまでに 

 ない新しいページを切り開くべく取り組まれた。 

  ○短期計画（１９８８年～１９９０年の２年間） 

  （１）日本縦断「国内宣教の夕べ」の開催 

      １９８８年、冬 沖縄  ／   １９８９年、春 九州 

      １９８９年、夏 関西   ／      １９８９年、冬 関東 

  （２）国内宣教資金５０万円の募金 

      この献金の使途は、主に未自給教会の伝道集会のために捧げられる。 

  （３）「国内宣教の夕べ」の宣伝 
 
  この計画の実行は、第１回が１９８８年１２月１１日の沖縄天久神の教会に始 

 まり、最終回は翌年の１１月１２日、東京の多摩地区大会が立川神の教会で開催 

 され、当日の参加人数は８９名と感動的な祝福を受け、成功のうちに閉会した。 

 また、献金目標であった５０万円を大幅に越える２００万円が捧げられ、未自給 

 教会の伝道のためにもちいられた。 

 ２．青年宣教大会 

  この時代における重要な働きのもう一つは、 

 １９９１年に始められた青年宣教大会である。 

 この大会は、当時国内宣教委員長であった 

 松澤信廣師が前記「国内宣教の夕べ」が祝福 

 のうちに終えることができたことから与えら 

 れた「連盟の青年たちの信仰を燃え立たせ、 

 献身に導く機会を持つことが、今の連盟にとって 

 急務だ。何とか、そのような集会を開きたい。」 

 との熱き思いが、国内宣教委員会、関西キャンプ 

 委員会、連盟委員会での祈りと計画、承認 

 を経て、１９９１年５月、第１回青年宣教大会 

 の開催へと結びついたものであった。  

  青年大会は六甲山の関西学院大学千狩キャンプ場での第１回大会以来毎年続けら 

 れ、下記の通り２００７年の第１７回大会まで行われてきた。これまでの大会では 

 工藤輝子師が直接献身に導かれた他、救いの決心をする者や信仰のリフレッシュ 

 をされる者が毎回起こされている。 

 第１回１９９１年 関西学院大学セミナーハウス   「燃えて生きよう」      神田宏大師 

 第２回１９９２年 神戸六甲アイランド       「愛に迫られ」        吉川 潤 師 

 第３回１９９３年 神戸六甲アイランド           「ダイナミックに生きる」     大槻紀夫師 

 第４回１９９４年 関西学院千刈キャンプ場                          大嶋博道師  

 第５回１９９５年 関西学院千刈キャンプ場 「キリストが私の内にいきておられる」 有木義岳師 

 第６回１９９６年 沖 縄      「勇士よ、主があなたといっしょにおられる」 喜納政弘師     

 第７回１９９７年 神戸ＹＭＣＡ                                               子安敏夫師 

１９９３年第３回青年宣教大会 
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 第８回１９９８年 奥多摩バイブルキャンプ  「自分らしく生きる」        小林 献師 

 第９回１９９９年 六甲ＹＭＣＡ       「主のために実を結ぶ」    エイモス・モア師 

 第10回２０００年 国立夜須高原少年自然の家「２１世紀、あなたは主を愛せますか」千葉明徳師 

 第11回２００１年 丸加高原伝習館（北海道）「Be Ambitious in Christ」 

                        -キリストにあって大志を抱け-  藤原利治師  

 第12回２００２年 垂水神の教会  「平和を造る者として呼ばれている」 ヒュー・ブラウン師   

 第13回２００３年 群馬県川場村                         矢吹博師      

 第14回２００４年 群馬県川場村  「あなたの道を教えてください」       佐々木顕師      

  第15回２００５年 阿蘇      「イエス様、あなたについていきます」    水村光義師  

 第16回２００６年 タイで開催を計画していたが中止となる  

 第17回２００７年 沖縄渡嘉敷島「沖縄青少年交流会」               

 

 ４節 藤田洋連盟委員長誕生と女性会の活動 

 １９９４年８月、藤田洋師は連盟総会にて連盟委員長に選出され、２００２年８月

に折田政博師に譲るまでの４期８年連盟委員長の要職にあった。藤田師は、１９３１年

に福島県で生まれた。関西聖書神学校を卒業後、いくつかの福音的教会を牧会し、

１９６０年に神の教会に加盟した。１９６０年１１月、藤田師は今宿神の教会牧師

に就任した。約１０年半今宿教会を牧会した後、１９７１年３月に東京へ戻り、立川

神の教会牧師となった。機関紙「神の教会」１９７７年第１１８号は、藤田師は教会

内の幼稚園に、当時はその地域ではどこにも受け入れられなかった障害児を積極的 

に受け入れたと記している。  

 この時期、婦人会（１９９７年８月、女性会と改称 ）の活動が顕著であった。 

 神の教会運動の長所の一つは、伝道が教職者主導というより信徒主導でなされて

きたということがいえる。宣教師たちによって教会が開拓された時、会堂を建てる

ために米国の教会の婦人会が援助した例も沢山ある。日本でも、特に婦人会（女性

会）がとてもエネルギッシュで、伝道に対して非常に前向きであるということがい

える。折田政博師が沖縄に宣教師として派遣された時、婦人会が大きく支えたこと

は有名である。このことは、歴史的にも証明される。ここに機関紙「神の教会」 

１９５８年第８号に、婦人会の初期の働きの記録がある。 

  「御恵によりまして連合婦人会は昨年（１９５７年）７月結成を見るに至りま 

 した。この事のために各教会の皆々様が心を一つにして御力添え頂き、感謝の言葉 

 もございません。主に在る方々の深い御愛、誠にうるわしいものでございます。 

  第１回の会合は、昭和３２年１１月に開かせて頂きましたが、徳ふじ先生をお 

 迎えして力強い御講話を拝聴し一同喜びにあふれました。戸山教会婦人会のお厚 

 き御もてなしにあづかり、親しき談笑のうちに会を終りました。出席者３９名。 

  第２回は今月４月末、浦和久美愛教会にて開かせていただき、長尾愛子先生より 

 マタイ６章１９節～２４節により家庭婦人の在り方について、誠に有益なるお話を 

 うかがわせて頂きました。久美愛教会の方々の御手製の茶菓の御もてなしにあづ 

 かり、久美愛園の施設を拝見し、感謝のうちに帰途につきました。出席者４２名。 

  第３回は１０月に玉川教会で開きました。中田先生より保育園々長として一方 

 ならぬご苦労をもて保母さんたちを導きし御体験をもて、神を中心とした家庭を 

 持つ事を励まされました。住宅問題や恵まれない子供達の日常生活をもうかがわ 

 せて頂きました。玉川教会の方々によって御心をこめられた茶菓のご馳走にあづ 

 かり、楽しい会を閉じました。出席者３９名。 
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  私たち婦人は、家庭にあっては常に雑用に追われ、聖書に親しむ時も少なく、 

 唯々祈ることによってのみ与えられる喜びしか持ちませんが、年２回の連合婦人 

 会は誠に楽しい信仰の向上に役立つものと思います。神様を信じキリストの御救 

 いを与えられた日常生活は本当に幸福でございます。かくして家庭婦人は信仰に 

 よって子供達を神に導く事、善良なる国民として社会生活をあかるくし、真実に 

 主に仕える心を堅く保ち、現代の世の荒波にも恐れず主を見上げて一途に清く正 

 しく進ませて頂く事を念願とし、信者としての使命を全うしたいと思います。 

  連合婦人会は年２回、春秋開かせて頂き、会場は廻り持ちと致しまして、来春 

 は練馬教会で開かせて頂きます。役員は各教会よりの委員制であり一人づつその 

 任に当たらせて頂いて居ります。（六崎文子記、練馬神の教会員）」 
 
  連合婦人会は、関東、関西、九州、沖縄の４地区の各教会から1名の委員を出 

 し、その中で地区長を選出し、全国連合婦人会を組織して、年に２回から３回の 

 集会と２年に１度の全国集会を開いて活発な活動を続けてきた。そして、１９９６年  

 ８月に正式に「日本神の教会連盟」に加入するとともに、翌年、８月の連合婦人 

 会総会にて、規約改正を行い、時代の流れは女性を伝統的な家庭婦人の枠から開 

 放しつつあること等から、名称を「神の教会連盟女性会」と改称し、会員資格を 

 各教会の女性であることだけにした。 

  特に、２年に一度開かれていた全国大会が、 

 ２００２年には、５月１７日から２８日までの期間、 

 米国インディアナ州アンダーソンで「アメリカ集会」  

 （テーマ「祝福を受けつぐ者」、基本聖句 

 「主をほめ歌え、主はすばらしいことをされた。  

 これを全世界に告げ知らせよ。」）が開催され、 

 賛美と、証し、祈りに満ち溢れた集会であった。 

  この連合婦人会の活動は、国内にだけとどまる 

 ことなく海外の婦人たちと、神の家族としての交 

 わりをもつことへと発展した。 

  第１回アジア神の教会婦人会は、第５回アジア神の教会が開催された、シンガ 

 ポールのパサリス・リゾートに於いて、１９９０年１１月２８日から３０日まで 

 の期間開かれた。この３日間に渡るアジア婦人大会は、シンガポール、マレーシア、 

 ビルマ、ネパール、日本、バングラデシュ、タイ、韓国、台湾、香港、インド、 

 フィリツピン、インドネシア、米国から、主に仕える熱意あふれる人々が集い、  

 賛美と証しに満ちた充実した集会であったと伝えられている。 

  アジア神の教会婦人会は、その後、 

 １９９２年にタイのバンコックで第２ 

 回が開かれたが、この時オーストラリア 

 からも代表が加わり、アジア太平洋神 

 の教会女性会と改称され、以降、１９９４ 

 年、インドのシロン、１９９６年、フィリツ 

 ピンのマニラ、１９９８年、インドの 

 コチン、２０００年、タイのバンコック、 

 ２００２年、タイのチェンマイ、２００４年、 

 ネパールのカトマンズ、そして２００６ 

 年にはタイのプーケットで開催されている。 

アンダーソン・カレッジにて 

１９９２年、タイのバンコックで
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 ５節 １００周年に向けて 
 
 １．折田政博連盟委員長の誕生 

   ２００１年９月１１日、米国ニューヨークで発生した同時多発テロ事件は、 

  テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて全世界にリアルタイムで伝えら   

  れ、連日、新聞や週刊誌なども最大級の扱いで事件を伝えた。事件は世界に大 

  きな衝撃を与え、２１世紀の平和願望は大きく崩れた。 

   このような時期に日本神の教会連盟は、新しい時代のリーダーに、２００２年 

  ８月４日の連盟総会に於いて、折田政博師を選出した。第６代の委員長に就任 

  した折田師は、連盟の繁栄と結実のために次の７つを提言された。 

  ①聖書信仰の群であること。 

  ②内外の宣教のビジョンに生きること 

  ③健全な教会形成により、教会成長と信徒の弟子化のために力を尽くすこと。  

  ④キリスト者の生活が、新生・聖化・癒し・再臨・一致の原理に立って、自由 

  で聖霊に満たされて、生き生きとした賛美と救いと聖めの礼拝、愛のあらわれ 

  た教会を目ざすこと。 

  ⑤聖書教育が子供から大人にいたるまで徹底し、学校・教会学校・幼稚園・  

  保育園が地域で光り輝くこと。ブライダル・英会話・事業が神の栄光のために 

  行われること。 

  ⑥高齢化社会に貢献するため、老人ホーム・介護事業のため人材を生み出すこと。  

  ⑦全日本の教会建設と献身者育成のために、各地の牧師会の組織化と、女性会 

  の結実を進めて、連盟の伝道力と財源の豊かなものをもって内外の救霊の活性 

  化に貢献すること。 
 
   機関紙「神の教会」１９５８年第９号によると、折田政博師は、１９３３年、 

  鹿児島県で生まれ、１９５８年に洗礼を受け、１９５８年の１１月、伝道者とし 

  て生涯を主に捧げる決心をした。１９５９年４月、ドナルド・ゴーエンズ宣教師の 

  勧めにより聖宣神学校に入学した。神学生時代、深谷と妻沼の両教会で学生牧師 

  として奉仕した。神学校を１９６２年に卒業すると、折田師は日本神の教会連 

  盟により、連盟初の日本人宣教師として、当時米国軍の施政権下にあった沖縄 

  に派遣された。ナーサン・スミス師が沖縄の那覇を訪れた時、折田師は米軍沖縄 

  基地駐留の何組かの神の教会のメンバーから、沖縄への宣教師派遣の相談を受 

  けていたので、連盟は、折田師を、神学校卒業と同時に宣教師として沖縄に派 

  遣することを決定したのである。折田師は沖縄天久神の教会初代牧師となった。 

  折田師は千葉明徳師と共に１９６５年８月、連盟によって按手礼を受けている。  

   折田師は沖縄へ赴任して以来、非常に精力的に伝道 

  し、１９６２年には最初の会堂が建てられた。その後、 

  幼稚園がそこで始められ、それは地域への伝道の意味 

  において非常に良い手段となった。沖縄はもとより全国 

  的な超教派活動（交わり）にも非常に積極的に関与し 

  ている。一例を挙げるならば、折田師は１９７２年に 

  は沖縄超教派組織の発足に関わり、１９８０年には、 

  沖縄ビリー・グラハムクルセードの実行委員長を務め 

  た。１９８９年には４階建ての新会堂が建てられた。  

 
1962年 鍬入式 

 スミス師と折田師 
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   日本神の教会連盟の１００周年が近づいた２００４年の冬の全国牧師会では、  

  これからの宣教ビジョンについて熱心なディスカッションがなされたが、ディス 

  カッションの最後に折田師は、「日本神の教会連盟の宣教１００周年に向けて」 

  以下の１２のビジョンを提示した。 

  ① 未自給教会の自給化の支援  

    ２００４年各教会の自給計画を祈りをもって支援する。 

  ② セル教会増殖プランで１８×５＝９０セルチャーチ 

    信徒がバルナバとして訓練され、家庭集会が伝道するセルに成長し、増殖する。 

  ③ ＩＴ神学教育機関の設立 

    信徒の弟子訓練と牧師のリトリート。神学校と東京ミッション研究所と提携。 

    沖縄３２離島にパソコン教会。福岡、神戸、東京、北海道に研修基地。 

  ④ 女性会の充実。北海道地区、関東地区、関西地区、九州地区、沖縄地区の組織化。 

    牧師婦人会の確立。 

  ⑤ 横浜の中川開拓伝道 

  ⑥ 健全な教会建設 

    礼拝の常設と責任の明確化＝牧師、役員会。 

  ⑦ 無牧者教会に牧師派遣と講壇交換で連盟の教会信徒レベルの交わりの推進 

  ⑧ 世界宣教の前進 

    中国、台湾、グアム、ネパール、チベット、韓国語教会の日本宣教へ宣教師招聘。 

  ⑨ キリスト教育の充実 

    学、幼、保、チャーチスクールのクリスチャンスタッフの確保。連盟レベルの連帯。 

  ⑩ クリスチャン実業家の育成と連帯。高齢化への取り組み 

  ⑪ 連盟包括法人化の実現。事務所の設立 

  ⑫ 研修、修養会の１００周年までの企画 
    
  以上のビジョンは、一部手付かずのものもあるが、具体的な形で、検討され、１００ 

 周年に向かって、順当に準備が進められている。 

 

 ２．１００周年行事への取り組み 

   ２００５年９月開催の連盟委員会で、かねてより懸案となっていた１００周年準 

  備委員会について、審議され、下記の３つの委員会とそのメンバーが決定し、具体 

  的準備活動に入った。 

  ①行事式典委員会：金本悟師、緒方顕孝師、藤田信師、水野節子師、植松光一、瀬川ルミナ 

  ②１００年史編纂委員会：太田良一師、佐野公淳師、藤田利雄、金本美恵子 

  ③包括法人化委員会：金本悟師、藤田信師、鶴田師、藤田利雄、(藤田洋師) 

  

 

 

 

行事式典委員会メンバー 編纂委員会メンバー 
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 ３．包括法人化への取り組み 

 （１）取り組みの経緯 

  日本神の教会連盟の法人化への取り組みは、古くから何度も試みられてきた。 

 残っている最古の記録は、機関紙「神の教会」第３５号に掲載されているが、  

 １９６２年の総会の議事録に次のように記されている。 

  ○神の教会法人化の件 

   谷口茂寿師より提案の説明。規約草案の一般的説明。 

   これについて各議員の活発な質問応答あり、法人化成立の際に生じてくる諸 

  問題の解決は、総会席上で、審議つくすことは不可能なので、これを連盟委員会 

  に依嘱慎重審議することとし、総会にては、「連盟法人化」することの賛否をとっ 

  た結果、満場一致で賛成可決された。 

  ついで、１９６３年１月の連盟委員会報告の記録は、次のように記している。 

  ○連盟法人化の件は、夏の総会以来種々の決議を重ねた結果、 

   （イ）連盟を法人化することは、「教派容認」の形をとることになる。 

   （ロ）もともと法人化の動機は、財産保全が目的であるから、その目的のためだ 

     けの他の方法を考えたい。 

    この二つの理由で、連盟法人化は断念して、他の方法を考究することに、前回 

   委員会において全員一致で賛成決議した。財団法人化の可能性について、次回ま 

   で検討することにした。 

  この財団法人化の問題は、１９６３年の総会記録によると、 

  ○財務部を財団法人化することに決定。 

   詳細は、連盟委員会に付託する。 

   しかし、この財団法人化も実現に至らず、その後も何度か繰り返し、「連盟 

  法人化委員会」を設け、検討してきたが実現には至らなかった。 

 （２）宗教法人法改正の概要 

   １９３９年、「宗教団体法」が帝国議会で成立可決した。そして治安維持法  

  の改正と相まって、国家による宗教統制が本格化したが、この法律によって  

  キリスト教会は、カトリック系の日本天主公教教団とプロテスタント系の日本 

  基督教団の２つに統合された。 

   戦後、１９４５年１２月２８日、ポツダム勅令によって、宗教団体法は廃止 

  され、「宗教法人令」が施行された。宗教法人令は、宗教団体法の廃止に伴 

  い、既存宗教法人の存立の基盤と財産を保全し、加えて新しく法人を設立しよ 

  うとする団体に道を開くためのものであった。宗教法人例によれば「規則」を 

  作成し、設立登記をして所轄庁に届けるだけで宗教法人になることができた。 

   １９５１年４月３日、宗教法人の特殊性と自主性を重んじ、信教の自由と政 

  教分離の原則を基本理念にした新しい「宗教法人法」（法第１２６号）が公布 

  され、同日施行された。以来、他の法律の改正に関連した一部改正はあったが、 

  宗教法人法自体の改正は一度もなかった。 

   ところが、オーム真理教事件の影響で、１９９５年、「信教の自由を侵害す 

  ることにつながる小さな道を開くことになる」と多くの反対の声がある中で、 

  法案は国会を通過、１２月１５日に公布され、初めて本格的な宗教法人法の 

  「改正」が断行された。 
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   日本キリスト教連合会、日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）、日本福音同盟（ＪＥＡ）、 

  その他多くのキリスト教団体がこぞつて反対する中で、ついに「宗教法人法改正」 

  は断行された。その概要は、下記の通りである。 

  ①所轄庁の変更（法第５条２項） 

   複数の都道府県に境内建物を備える宗教法人及び当該宗教法人を包括する宗 

  教法人は、文部大臣の所轄とされた。 

  ②事務所備付書類・帳簿の見直し及び所轄庁への提出義務（法第２５条２項、４項） 

  ③備付書類・帳簿の閲覧請求権（法第２５条３項） 

   信者その他の利害関係人による閲覧が明文化された。 

  ④所轄庁の報告徴収・質問権（法第７８条の二） 

   公益事業以外の事業の停止命令（法第７９条）、認証の取消し（法第８０条）、 

  解散命令の請求（法第８１条）、この三つの事由に該当する疑いがあるとき、 

  所轄庁は宗教法人に対し報告を求め質問することができるよう法制化された。 

  ⑤宗教法人審議会の委員数の変更（法第７２条） 
 
   宗教団体が宗教法人になる目的は、宗教団体が権利能力を取得することにある。 

  宗教法人になることによって、財産を保全しやすくなり、宗教団体の目的をよりよ 

  く達成することができる。 

   権利能力のない教会が宗教法人になると、教会の名義で礼拝施設の所有権移転登 

  記や保存登記ができるようになる。法人格のない教会が不動産を所有しようとする 

  場合は、牧師（代表役員）個人の名義等で登記せざるを得ない。名義人が召天した  

  ときに相続人と教会の間で所有権争いに発展することもある。また、みなし譲渡所 

  得税の問題で悩む教会もある。このようなことを防ぐ上でも、教会の名義で登記で 

  きる権利能力をもっていることの意義は大きいのである。 

   さらに宗教法人になることによって税法上、非課税とされることが多い。具体的 

  にいえば、不動産所得税、固定資産税、登録免許税、預金利子に対する税金、贈与 

  税等は、宗教法人であることによって非課税とされる。 

   献金は、宗教法人であろうと、法人格がない教会であろうと、非課税である。 

   結論として、教会が宗教法人になるということは、自らの規則に従って自律的 

  に、民主的で公明正大な管理運営をすることを求められ、そのことによって聖なる 

  宣教活動（社会的な信用）に良い結果をもたらすことが最大の意義と考えられる。 

   宗教法人を設立する場合、二つのルートがある。一つは単位宗教法人（法第２条 

  一号法人）であり、もう一つは、包括宗教法人（法第２条二号法人）である。 

   まず、宗教団体であることを証明する必要があるが、宗教団体とは、「宗教の教義 

  をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」団 

  体をいう（法第２条１項）。ここには、３つの要素がある。すなわち、教義があっ 

  て、それをひろめていること、儀式行事を行っていること、信者を教会育成するこ 

  とが欠くことのできない要素である。 

   もう一つの要件は、単立宗教法人を設立する場合は、礼拝施設を所有している 

  ことで、この礼拝施設は、特定の人の邸内施設でなく、公開性を有する施設で 

  なければならない。また、宗教法人法第２号による包括宗教法人を設立する場合 

  には、礼拝施設は要件でなく、共通の教義を持つ約１０教会（原則としてその 

  うちの半数以上は宗教法人であることが望ましい）を包括要件とされている。 

   （参考文献 ： 行政書士、日本キリスト教連合会・常任理事、浜田山キリ 

    スト教会員、佐藤丈史著、「宗教法人の設立と運営ガイドブック）  
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 （３）包括宗教法人化の実現に向かって 

   教会がこの世にあるある限り、この世の法律に従わざるを得ない点もある。 

  日本神の教会連盟も、長い間の検討を経て、前述した如く１００周年を機に、 

  包括法人化の具体案が、包括法人化委員会により進められてきたが、包括法人化後 

   の規則・細則及び組織図は資料編に添付したが、その主旨は下記の通りである。 

   ①  連盟包括化の目的 

   イ.神の教会グループの中で、各教会が強いアイデンティテイ（帰属意識）  

    をもって、力強い宣教活動ができる。 

  ロ.財産を保全しやすくなり、宗教団体の目的をより達成することができる。 

  ハ.包括宗教団体を通して、他教会の最新情報が得られる。 

 ニ.包括化されていることをとおして、大きな社会的信用を享受できる。 

 ホ.法人格のない教会が不動産を取得するとき、包括宗教法人名義で登記でき、 

  その結果、税法上の非課税の扱いを受けられる。 

 ヘ．包括宗教法人団体独自の利益が得られる。 

  （注）オーム真理教事件以降、宗教法人に対する社会の目は厳しくなってきて 

     おり、そのため、宗教法人法は毎年のように改定されている。非宗教法人 

     の教会、単立教会に対して社会の疑惑の目は厳しい。包括化により社会 

     的信用を得ることは重要であり大切なことである。 

   ② 連盟総会、責任役員会への参加資格（議決権） 

    連盟総会及び責任役員会の正式メンバーは被包括化教会・伝道所に所属 

   する教職者、宣教師、信徒に限り、議決権を有する。但し、協賛教会・   

   伝道所の教職者・宣教師、信徒の傍聴は認めるが議決権はないものとする。 

    ③ 連盟委員会、牧師会、専門委員会のメンバーの参加資格（議決権） 

    協賛教会・伝道所に所属する教職者、宣教師、信徒も、参加資格があり、 

   議決権を有する。（従来と変わらない）  

     ④ 最終議決機関は、連盟総会と責任役員会である。 

     責任役員は合議制によって決定する。これは、代表役員の独断専行を 

    許さず、法人の民主的な運営を制度上で保障するものである。 

     責任役員会とともに総会も議決機関とするが、この場合に注意すること 

    は、総会が最高議決機関になって責任役員会を支配または軽視することはで 

    きない。宗教法人法上、責任役員会は置かなければならない議決機関であり、 

    総会は置くことができる議決機関である。２つの議決機関を設置している 

   法人の意思決定は、２つの議決 

       機関が同じ決定をすることが必要で      

       ある。 

      連盟委員会、専門委員会、牧師会 

        での議決事項で、法人運営上の重要 

        事項は、責任役員会にかけて承認 

      を得なければならない。 

         （規則、第９条、第２８条） 
 

  包括法人化委員会の提案は、２００８年７月  

 ７日に設立総会を開催し、正式決定を経て  

  し、実施の運びとなる。 包括法人化委員会メンバー 
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６節 新たな幻を求めて  

                              日本神の教会連盟副委員長・包括法人化委員会委員長 

                         練馬神の教会牧師 金本悟 

 

 日本における神の教会運動が１００年目の節目を迎えました。喜びを持ってこの

日を迎えると共に、過去１００年間を振り返り、新しい１００年に向けての幻を求 

めたいと願います。 

 神の教会運動は、”Holiness and Unity（聖さと一致)”という標語・理念で言

い表されます。この標語・理念の意味・内容は歴史と共に変遷しますが、改めて 

この言葉の意味を考え、理解を深め、新たなビジョンをつくり、皆で共有していく 

時期がきています。 

１．イエス様の直弟子たちの一致 

 “Holiness and Unity（聖さと一致)”の原点は、受肉されたイエス様の生き方

そのものです。ヨハネによる福音書１７章のイエス様の祈りは、通常「大祭司の祈り」

と呼ばれ、イエス様の祈りが集約されています。この祈りには３つの祈りが含まれ 

ています。 

 まず、神の御子であるイエス様ご自身のための祈りです。神様の栄光を現すよう 

になるためにご自分（イエス様）に栄光を与えてくださいという祈りです。 

 次に、イエス様の直弟子たちのための祈りです。弟子たちは、神様がイエス様を

この世にお遣わしになったことを信じ、イエス様の御言葉を受け入れました。その

弟子たちが御言葉の真理によって聖められ、一つとなるために守ってくださいとい 

う祈りです。 

 最後に、イエス様の直弟子たちの言葉によってイエス様を信じる人々のための祈

りです。イエス様を信じる人々、すなわち、すべてのクリスチャンが直弟子と同様

に聖められ、一つになるための祈りです。それは、神様がイエス様をこの世にお遣

わしになったこと、また神様は人々を愛しておられることを世の人々が知るように 

なるためです。 

 イエス様は、神様から特別な使命を与えられてこの世に遣わされ、使命を全うす

るために十字架にかかられました。イエス様の生き方は、まさに“Holiness and 

Unity（聖さと一致)”の原点であります。イエス様の十字架の死の場面では散り散

りとなってしまった直弟子たちも、復活されたイエス様にお会いしたことにより新

たな使命を与えられ、一つにまとまって雄々しく生きていく者へと変えられたので 

した。 

２．米国の第二次信仰覚醒運動と日本での伝道開始 

 神の教会運動は、１８８０年代の米国において起こりました。当時は、カリフォ

ルニア州で金鉱が発見され、大陸横断鉄道が完成し、西部開拓が盛んに行われてい

る時代でした。多くの人々が、西へ西へと移動する中で、米国の教会では第二次信

仰覚醒運動が起こり、自分の教派の宣教師を新たに開拓された町々に派遣していき

ました。教派間の争いや、他教派からの教職者の引き抜きなども盛んに行われてい

ました。 

 そのような中で、素朴な聖書信仰や再臨信仰に立って、教派争いを超える教会論

を大切にする神の教会運動が生まれてきました。それが、“Holiness and Unityと 
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（聖さと一致)”という言葉に集約されたのです。真実に神様の聖さに触れる  

ことにより、イエス様がヨハネによる福音書１７章で祈られたクリスチャンの一致

が与えられると信じたのです。当時は教派による宣教が盛んな時代でしたが、他の

教派の信者の中にも、聖められ、一致を願って神の教会運動に参加する人々が多く 

起こされました。 

 そのような神の教会運動に米国で触れて日本に帰国されたのが矢島宇吉師であり

ました。矢島師が日本に帰られてから１００年が経ちました。神の教会運動は、 

日本では無教会の流れをくむ人々に受け入れられました。また、明治期以降の教派

宣教師たちが見識を持って日本における合同教会への取り組みをしていたことも相

まって、神の教会運動は、合同教会を主張する人々や超教派運動を支持する人々に 

も受け入れられました。 

 矢島宇吉師、谷口茂寿師、清水長晃師は、現在の東京神学大学設立の源流のひと

つである日本聖書神学校を設立し、多くの伝道者を養成しました。第二次世界大戦

中には、日本基督教団の設立にも加わりました。戦後は、日本基督教団にとどまる

教会と、同教団を離れて神の教会として伝道活動をし、日本福音同盟に加盟した 

日本神の教会連盟に属する教会とに分かれました。しかし、現在でも２つのグループ 

の教会は協力しあって伝道活動を行い、現在に至っております。 

 キリスト教２０００年の歴史の中において、１８８０年代の米国において神の 

教会運動が始まったことは、米国神の教会の１３０年及び日本神の教会の１００年 

の歴史において大切な役割を果たしてきたことが理解できます。 

３．新たな展開および幻 

 現在私たちが住んでいる社会は、ポスト・モダンの世界と言われています。ポスト 

・モダンの世界とは、合理的な一つの世界観によって支配される世界ではなく、 

何が真実であり何が偽りであるか、あるいは何が合理的であり何が不合理であるか

を決めつけずに多様性を認めることによって成立している世界です。神の存在を認 

めている人も、認めない人も共に認め合っている世界です。 

 また、グルーバル化が進み、各国に様々な宗教を信じる、多国籍の人々が住む 

時代になりました。テクノロジーの進化により、コミュニケーション網が世界的に

広がり、各国のニュースが瞬時に世界中の隅々にまで伝わる時代となってきまし

た。現代に生きる私たちは、神の教会運動の標語・理念である”Holiness and  

Unity（聖さと一致)”をどのように捉え、歩んでいったら良いのでしょうか。 

 まず、日本神の教会連盟に属する教会として、日本国内に住んでいる様々な人々

と共に生きる教会形成を目指すことです。日本の社会においても人々を隔てる様々

な壁が少なからず存在しています。性別の違い、世代間の違い、文化の違い、宗教

の違い、経済的格差、社会的格差など多くの壁があります。違う人々と共に生きて

いくためには、私たちが聖められ、新たな自分を発見し、出来ることから一つずつ

行っていくことが求められています。 

 次に、アジア神の教会連盟に属する教会として、アジアの人々と共に生きる教会

形成を目指すことです。日本はアジアという地域の一国です。歴史的にも、日本 

神の教会連盟では、アジア太平洋神の教会連盟と提携して、インドネシア宣教、  

ネパール宣教、スリランカ宣教、台湾宣教を行ってまいりました。また、アジア 

宣教において米国神の教会とも良き協力関係にあります。しかし、アジア地域にも

人々を隔てる様々な壁が存在しています。日本人男性とフィリピン人女性の間に生

まれた”Japanese-Filipino-Children (FJC)”と呼ばれる子どもたちの存在なども 
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その一例です。これらの方々への伝道・宣教も日本の教会に与えられた大切な   

使命です。 

 最後に、世界中の神の教会の人々と共に生きる教会形成を目指すことです。高度

にグローバル化された現代では、海外との輸出入・経済活動は日常的に行われてい

ます。日本の宇宙開発は、米国航空宇宙局（NASA）との共同作業で行われてい  

ます。インターネットを使うことにより、世界中の情報が自宅で入手できる時代 

になりました。良いことも悪いことも世界規模で行うことが可能になりました。 

このような時代においては、神様の愛と義がますます求められるようになってきて 

います。 

 日本における神の教会運動１００年を迎えた私たちに必要なことは、今一度イエス様

の原点に戻り、”Holiness and Unity（聖さと一致)”を祈り求めることです。 

イエス様の復活後の直弟子たちのように、また米国と日本の神の教会運動の創始者

たちのように、神様から特別な使命を与えられているクリスチャンとして、神様か

らいただいた｢和解の福音｣を携えて神の教会運動を雄々しく推し進めて行こうでは 

ありませんか。 

 

「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべて

の人を一つにしてください。そうすれば、世は、あなたがわたしをお遣わしになっ

たことを、信じるようになります。（ヨハネによる福音書１７章２１節）」 
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