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1 おことわり 

我らの集会の経歴を大別すると、ブランド兄の来朝より帰国までの三十四年間を第一期

とし、ブランド兄の帰国より昭和十六年日本基督教団加入までの二十一年間を第二期とし、

それより後を第三期に入ったものと見ることができると思う。これまで割合に平和のうち

に過ごしてきた我らの集会は、教団加入に、大東亜戦争に、あわただしく狂乱怒涛のなか

に巻き込まれた観がある。この転換期において、未だ我らの集会の成立や伝統の精神を知

らざる若き兄姉たちに、初代当時のことを言い伝えておくことは我らの義務であると信じ

る。もちろん 徒
いたずら

に旧套を追わんとするものではない。新時代の構想が必要である。けれど

も、濫
みだ

りに新を追うに急にして、我らの集会
あつまり

の特別なる使命を基本位を忘れてはならない。

この意味から老婆心をもって少しくそのころの集会(第一期)の概況を述べて御参考に供し

たい。余りに冗長に渉らないように省略した点も多いし、現存者のことをなるべく除外す

ることにしたし、その上、大阪を始め地方兄姉らのことは他日に譲るつもりで省いておい

た。この儀御諒承を願いたい。 

 

2 数よりも質 

我らの集会
あつまり

は明治二十二年十月中旬東京において初めて開かれたもので、当時集められ

た者は僅かに数名に過ぎなかった。以来五十四年、その間幾多の変遷はあったけれども、

既に一千名以上の兄姉を天に送り、なお現在内地に数百名、朝鮮に一千名の兄姉を与えら

れているということは、全く不思議であって、主の御恩寵によるものと申すほかない。 

然るに近来、集会の出席率の少ないことや、信者側の弱き有様を見て、事毎に集会をけ

なすような口ぶりを洩らす者もあるようだが、それは申し訳ないことである。我らは如何

にけなされるとも元より当然であるが、そのため二～三人と共に居りたもう主の御名を侮

るようになっては畏れ多いことである。数の多いことを勢力と見るのはこの世の主義であ

る。いくら頭数が多くても、信仰の不確実な者、ユニテリアンのように真理に違う者、ま

たは基督教も結構ですなあ、と言うくらいの人々がどれほど多く集まっても幸福だとは言

われない。それに比較すると数は少ないが我らの内には割合に健全な信仰を有す者が多い。

自慢になって申し訳ないが、我らの一人は雑種の人々を抱擁する団体の十人にも匹敵する

ものと私は思っている。況
いわん

や主は、『二～三人のわが名によりて集まる所には我もそのなか

に在るなり』と仰せられている。この故に我らの数の少なきを憂うる必要はない。それよ

り寧
むし

ろ質の劣りつつあるを憂えなければならない。近来成功を焦って濫りにバプテスマを

施す傾向のあるのは慎むべきことと思う。 

 

3 団体ではない 

我らの集会
あつまり

の建前は他の教会と違い団体でないことである。世間では我らのことをプレ

マスと呼んでいるようだが、我らには初めから集会の名前というものはなかった。ところ



が先年宗教法案がやかましく言われた頃、文部省宗教局長・下村寿一氏から、取締上無名

では困るから名前を付けてもらいたいと要求されたので止むを得ず全国の兄姉らと相談し

て、同信会という名前を付けたのである。ところが名前ができてみると、同信会の集会だ

とか、同信会の信者だとかいうようになって、知らぬ間に同信会という団体があるように

思われてきたのであるが、それは全く間違いであって、我らの集会はどこまでも団体では

ないのである。 

 

4 主の御名にまで集まる 

われらは個人個人一人ひとり主に属し、主の御名にまで集められたもので、同信会の信

仰箇条だとか、またはブランド兄とか、首藤兄とか、乗松兄とかを中心として集められた

ものではない。他の教会では信仰箇条だとか、教理だとか、またはルーテル、カルビン、

ウエスレー等の有名な人々を中心として集められた者だということであるが、我らの集め

られたのは、そういう意味ではない。主の御名を知る兄弟姉妹と共に共同の礼拝を捧げた

いというのが、集まる目的であって、決して何かを目的とする団体に属したのではない。

幸いか、不幸か今日まで我らの集会には中心となる何物もなかったのである。 

 

5 主のテーブル 

ある人は同信会の集会の賛美歌はなっていないとか、感心した説教が聴けないとか、教

壇がないために荘厳な気分が出ないとか、色々批評する人もあるようだが、我らの集まる

目的はただ主のテーブルにある。お互いに主のテーブルの周囲に集まって、聖餐を行って

礼拝を捧げるこの一事の他に目的はない(この意味から座席の形式も円座式の方が適当と思

う)。この無味乾燥ともみえる集会が五十四年も連綿継続されてきたということは、全く聖

霊の御働きによるもので感謝に堪えない。我らはまことに弱く不信仰な者であるが、今日

まで伝えられてきたこの礼拝を、主のテーブルを、聖霊の御助けにより、主の来たり給う

日まで継続せしめられたいものである。 

 

6 ブランド兄の来日 

ここでちょっと、我らの集会の起源について簡単に述べておく。 

今から五十年前、英国において一人の青年が日本伝道の志を与えられた。それはハーバ

ート・ヂー・ブランドであった。ブランド兄はケンブリッジ大学を卒業後、主の召命を感

じ、信仰の友や、先輩、家人等の反対を押し切って、当時未開国として知られていた日本

へ渡航することを決意されたのである。日本人は床板の上に寝る習慣があると聞いて、板

敷きの上に薄い毛布を敷いて寝る稽古をされていたということだが、それほど熱心であっ

た。ついに明治二十一年秋、英国を出帆し、カナダを経て同年十一月横浜に上陸せられた。

それから大正十年十月帰国せられるまで三十四年間、ひたすら日本を愛し、内地及び朝鮮

の各地を歩いて福音を伝え、主のテーブルを興し、多くの艱難を忍んで、主と聖徒とに仕



えられたことは、まことに感謝のほかない。 

 

7 東京における集会
あつまり

の始まり 

当時、日本橋本銀町に青年の錬成道場ともいうべき倶楽部会という青年会があった。指

導者は書家の星野天知氏、英文学者平田禿木氏等であったが、兄弟としては浅田洋次郎兄、

矢口信太郎兄、村田友蔵兄、村田真吉兄、松田亀七兄等はその会員であった。すると、あ

る人がバプテスマを志望する者があるから牧師を紹介してくれと申し込まれた。そこで兄

弟らがそのことを当時先輩として知られていた鈴木甲次郎兄に話されたところ、鈴木兄は、

近頃英国から来た若い牧師がいるから紹介しようと言って紹介されたのがブランド兄であ

った。時は明治二十二年八月の頃である。それからブランド兄は倶楽部会へ出入りせられ

るようになり、主の日毎に恩寵と真理の福音を語り、ブランド兄の日本語は不十分であっ

たが、主に対する尊崇と愛と、聖霊の導きと該博なる聖書知識に驚嘆して、その結果主の

十字架と主御自身の御価値
ね う ち

の尊さを教えられ、再臨の主を知らされ、教会問題や礼拝の意

義等も明らかに悟らされ、ついに数名の兄姉等、主のテーブルに集められるようになった。

これは東京における我らの集会の始めである。 

余談ではあるが、鈴木甲次郎兄は明治元年横浜においてバラ宣教師からバプテスマを受

けられた方で、 新 教
プロテスタント

受洗者六番目の先輩である。初めは裁判官であったが、後これを辞

し、岡部子爵その他の華族の家庭教師を勤められ、また実業にも関係されたことがある。

平素、私は教会信者ではない基督信者であると言っておられたそうだが、「植村正久とその

時代」に鈴木甲次郎氏は晩年ブレマスブレズレンに加わり,然らざるもこれと趣味を同じう

するに至れりとあるをみれば、我らの集会へは来られなかったが、ブランド兄の影響を多

分に受けておられたものと思う。 

 

8 ブランド兄の服役 

再びブランド兄のことに還るが、ブランド兄の日本における三十四年の伝道生活は実に

いばらの道であった。上陸早々、銀行の閉店で為替の金が受け取れず日々の生活にも窮せ

られた。その他言語の不自由、排外思想の圧迫、不信者よりの迫害(越後において迫害のた

めに負傷せられたことがある)、伝道の苦心、集会内の難問題、伝道金の欠乏等、様々の困

難の中に信仰と愛をもって善く尽くし、善く忍ばれた。主の御働きがこれに加わって、次

第に関西、その他の地方にも集会ができ、遠く朝鮮にも主のテーブルがおかれるに至った。 

ところが第一次欧州大戦の始まる前、独逸
ド イ ツ

のある兄弟に話された言が原因となって思わ

ざる誤解を受け、独逸や英国のいわゆるプレマスの兄弟らより神を敬わざる異端者として

訴えられ、破門(絶交)せられ、あまつさえ永年親しく交わってこられた邦人兄弟らの中から

も絶交せられ、心に多くの傷手を負いながら、残る聖徒を主の御手に託して、大正十年十

月ついに日本を引き揚げられたのである。日本を引き揚げられた事情については、おそら

く英国の学生青年の前途を案じこれが指導を志されたのではないかと、思う。 



ブランド兄が志を立てて日本へ伝道に来られたのは多分(満)二十二歳の時、日本を引き

揚げられたのは(満)五十五歳の時であったと思う。紅顔の青年で来て、白髪を戴いて帰られ

たのである。その間、日本の兄弟らからは物質上何らの助けも受けられなかった。もちろ

ん他の宣教師のように伝道会社の支援もない。全く私財を抛
なげう

って内地や朝鮮の伝道に尽く

し、しばしば貧しき聖徒を賑わし(めぐみすくう)、教役者の兄弟らを顧み、帰国に当たって

は家屋敷を売却したる金を割
さ

いて伝道のために残されるなど、あらゆる物心をことごとく

日本のために献げ尽くされたのである。しかるにその酬いられるところは、見るところ何

もなかった。もちろんブランド兄を通して主御自身を知らされた兄姉たちの、ブランド兄

に対する愛と感謝と惜別の情、名状しがたいものがあったが、一部の兄姉らからは絶交の

苦杯をさえ受けて帰国されたのである。私は大正十年秋、ブランド兄夫妻の情然として帰

国せられた姿を思うごとに暗涙に咽ぶのである。 

本年はブランド兄来朝より五十五年目、帰国せられてより二十二年目に当たる。私は今、

ブランド兄の日本に居られた当時のわれらの集会の状況を回想し、印象に残っている点を

述べて青年兄弟たちの御参考に供したいと思う(詳細はいずれ浅田洋次郎兄から発表せられ

る時があると思う)。 

 

9 礼拝について 

その頃の兄姉らの礼拝の集会に重きをおいていたことは驚くばかりである。後でその状

況の一般を述べようと思うが、第一、礼拝に対するわきまえが確かであった。一般教会で

は、日曜礼拝といえば殆ど説教が中心であって、早くいえば牧師の説教を聴くことが主眼

のようになっている。我らの集会では礼拝と建徳(説教)との区別が判然としていた。礼拝は

神に捧げるもの、建徳も祈祷も神から受けるものであるから、これを混同することは正し

くない。まず礼拝を第一としなければならないと考えていた。そして礼拝には必ずパンを

さいて主の御死を憶えることとし、毎主日これを行ってきた。レビ記には、焼く播祭と罪

祭のことが詳しく記されてあるが、イスラエルは播祭と罪祭を捧げて神を礼拝してきた。

新約の時代になって、山羊や子牛の血でなく、主は御自身の尊き血を流し肉を裂いて、只

ひとたび至聖所に入りて永遠の贖いを成し終え給うた故に、我らは憚らずして至聖所に入

りて、礼拝を捧げることができるのである。パンさき、杯を受けて、主の御死を記念し奉

ることは、即ち神の前に芳しき香なる真の 羔
こひつじ

なる主を捧げ、礼拝することに当たるのであ

る。主はかつてサマリヤの女に真の礼拝者の霊と真をもて父を拝する時来たらん、今すで

に来たれり、父はこのように拝する者を求めたもう、神は霊なれば拝する者も霊と真とを

もて拝すべきなり、と仰せられている。霊と真とをもって父を拝するとは、主を捧げて礼

拝することです。もし聖餐を行わず主の御死を言い表さないならば、それは空手にて神の

前に出ることで、礼拝ではないとこう信じていた(ヘブル 9・12～14,10・10～20、ヨハネ 4・

21～23、使徒 20・7)。 

随って礼拝の集会に出席することを特権として喜び、主の日毎に聖餐を行い、十字架の



御死を偲び奉り、感激を新たにして父神を拝した。その当時の幸福というものは讐えるこ

とができなかった。我らの中には不信仰や失敗が多く、ある時は聖餐を省略するよう提唱

する者もあったが、主は忍んで今日までこの礼拝を続けさせ給うことは実に有難いことで

ある。一般の教会においては主の日毎に聖餐は行われない。が、我らは聖霊の助けにより

子々孫々に至るまで主の日毎に、聖餐を伴うこの礼拝を怠らないようにしたいものである。

昔の聖徒は人生の目的は神を礼拝するにある、人のこの世に生まれたのは神を礼拝するた

めだと言っているが、我らも礼拝の大切なことを、もっと深く痛切に感じて、単に自分の

感情や霊の欲求を満たすためでなく、御父を崇め、主に栄光を帰し奉ることを目標とし、

万障繰り合わせて、礼拝の集会に出席したいものである。自分の都合や気分に任せて礼拝

を怠るようなことがあっては申し訳がない。我らは既に年老い余命幾ばくもないと思うが、

もし次の世代の方々によってこの尊い礼拝が、中断されるようなことがあれば、主の御側

へ往っても安んじることはできない。他のことはよいとしても、この礼拝はどこまでも継

承して頂きたい。 

当時兄姉らの礼拝の集会を慕ったことは驚くほどである。未だ電車のない時代に遠くは

本所、深川、品川、芝方面からも徒歩で神田鎌倉河岸まで通ったものである。仕立物の賃

仕事で細々と暮らしを立てていた鈴木やす老姉の如き、或いは貧しい塗師屋の中里秀次郎

老兄の如き、主の目には一日休業して、大きな聖書の包みを背負い、尻からげで遠くから

集められたものだ。また年若き姉妹たちも、幼い子供を負ぶったり手を曳いたりして、遠

路を厭わず、雨の日も風の日もよく集会へ集められたものだ。その時分の集会は午前十時

から午後三時まで建徳、終って表通りの格子戸を外して往来の人々に福音を伝えた。家に

帰るともう夜になるというわけで、主の日一日は主の御前で暮らすことが多かった。いく

ら忙しいからといって、この時間を根をあげるような今日では到底想像もできないほどで

ある。 

 

10 主との関係について 

今日でもよく憶えているが、集会の度毎にヨハネ伝十章を繰り返し繰り返し教えられた。

主は我らの全権者、我らは主の羊である。 

我らは教会という団体を介して主に属するのでない。いかに幼稚な信者でも一人ひとり

主にあがなわれた主の羊で、直接主に属するものである。主に知られ、主を知る生命の縁

で与えられたものである。何者もこの縁を妨げることはできない。こういう確固たる信仰

をもっていた。ヨハネ伝十章三、四、十一、十四、二十七、二十八、テモテ後書二章十、

九は錨のように我々を主に繋いだのである。 

また、教役者を始め先輩の兄弟らは、主の僕であるという自覚が強かった。これは神学

的に知識としてそう知ったのではない。体験から真剣にそう信じていたのである。当時教

役者を呼ぶのに僕といった。教役者自身も僕をもって任じていた。これは教役者に限らな

い一般の兄姉らも、主の僕、主の 婢
はしため

といっていた。これを別の言葉でいえば、単なる信者



ではない。主の弟子であるという自覚をもっていたのである。この故に、主に忠誠を尽く

すを本文とし、主の御名を崇めらるることをもって無上の喜びとした。殊に、教役者の兄

弟らは、ことさらに地上の幸福や栄達の道を避け、困苦欠乏の中に福音を伝え、主の御名

のために、恥辱と迫害を受けることをむしろ光栄に感じていた。特に目立ったものは、首

藤兄は日本郵船会社の船長の職を抛ち、乗松兄は県庁の役人を止め、丹治兄は裁判官の職

を退き、終世福音の証しのために苦節を全うせられたことである。これによりて、いかに

多くの人々が主を信じて幸福にせられたか知れないのである。 

 

11 聖霊について 

キリストの死より甦り御昇天になってから聖霊地上に降りたもうて、今日まで信じる者

の内に働きたもうということは有難いことである。ある先輩が我らの霊の要求は聖霊の御

働きを要するほど深いものであるといわれたが、聖霊を賜ったということは、計り知れな

い神の御恩寵である。 

聖霊に感ぜざれば、誰もイエスを主なりと言うこと能
あた

はず。(一コリ 12・3) 

汝らの身はその内にある神より受けたる聖霊の宮にして、汝らは己の者にあらざるを知

らぬか。(一コリ 6・19) 

上の聖句にあるように信じる者の内に聖霊の宿りたまうということはもったいないこと

である。一般の教会では、神よ聖霊をくだしたまえと祈っている時に、兄弟らは、我らは

既に聖霊の宮であることをかたく信じていた。従って聖霊の宮を汚してはならないという

道徳感、責任感が強く働いていた。その結果濫性酔酒等の罪を自白して集会の処置に服し

た兄弟らもあり、また良心の咎めに耐えず聖餐にあずかることを遠慮して、集会の隅の方

に自ら謹慎の状を表わしていた兄弟らもあった。今日の良心状態と比較して、主を畏れる

畏れが強かったように思う。 

また、集会の中に聖霊の御指導のあることを真剣に信じて、極端なほど人為的なことを

忌避した。集会の構成や順序等はすべて一コリ十二章に基づいて行われた。また、ヨハ十

六章十三、十四、一ヨハニ章二十七等により、人の数に依り頼まず聖霊の御教を重んじた。

ブランド兄を始め教役者の語ることでも決して鵜呑みにしない。その中にある聖霊の御教

えを玩味するように努めた。 

 

12 救いについて 

当時、信者でありながら、救いの安心を知らない人が多かった。一旦信じて救われても、

行いが悪ければ再び滅びるかもしれないという不安な心持の人が多かった。そこへ様々な

説が行われて、人は信仰だけで救われない、行いが伴わなければだめだというので、克己

修養に努める者もあった。こんな不健全な信仰の時代に兄弟らは聖書の光に照らされて、

自分の罪人なることを深く悟ると共に、主の十字架のあがないの完全なることを堅く信じ、

すべてのおそれおののきから解放されて、主を喜んでいたのである。 



次の聖句は礼拝の集会に常に読まれた御言葉である。 

一テモテー章十五、エペソニ章一から九、ロマ三章二十一から二十六、五章一から十一、

ガラテヤニ章二十、三章二十六から二十八、一ヨハネ三章一、二。 

これを見ても、如何に主の十字架の尊さに感じ、救いの確実なることを信じ、賛美、感

謝に溢れていたかということがわかる。 

 

13 主の再臨について 

再臨問題について、はやくより教えを受け単純に信じ、兄弟姉妹相会する毎に口癖のよ

うに「直ちに主がおいでになりますよ」と言って、互いに励まし合ったものである。当時

他の教会ででも、再臨ということを言わないわけではなかったが様々な誤解があって、信

者の眠る時に来たまうのだとか、または信者の復活は精神的であるなどと解釈していたも

のだが、ブランド兄を通して主の再臨の真の意義を教えられ、明治三十四年には首藤兄の

預言通覧が出版されて、益々再臨の真理を明らかに学ぶことができた。まさにこの世を去

らんとする者や、愛する者に先立たれて悲嘆に沈める兄姉たちは、主の再臨に伴う死者の

復活、肉体の栄化等の希望により励まされ、慰められたことが如何に多かったか、想像の

外である。一テサロニケ四章十三節以下、一コリント十五章五十一節以下は集会において

も家庭においても常に親しまれ熟読された聖句である。 

 

14 教会について 

教会問題については兄弟らはよく教えられていた。一般に教会といえば礼拝堂のような

建物かまたは宗教団体を指すもののように思っていた時代に、教会の本質について明確な

認識を持っていた。即ちペンテコステの日に聖霊地上に降りたまいて、主を信じる者のう

ちに宿りたもうことになった。おおよそ聖霊の宿りたもう全世界の信者(主に在って眠りに

就きたる信者をも含む)は聖霊によりて一つにせられたもので、これを称して教会というの

である。教会はキリストの体、キリストは教会の頭
かしら

である。また教会はキリストの花嫁、

キリストは教会の花婿である(エペソー章二十以下、五章三十二以下)。 

地上にはユダヤ人だのと区別はあるが、キリストと共に死に、キリストと共に甦り、天

に座せしめられた信者は、既に天に属する者であるから、民族の別、性の別はない。皆キ

リストに在りて一体である。しかるにいつの間にか人間は聖霊を無視し、聖書の教えに背

いて自分の欲するままに多数の分派を作り、また主の尊き御名の他に種々な名前を戴くよ

うになったことは、非聖書的であって、洵
まこと

に申し訳のない次第です。 

また我らはたとえパウロのような大使徒から教えを聴きバプテスマを受けたとしても、

パウロに属するのではない。主の御名に属するのである。主の御名は神の崇めたまいし御

名である。我らはこの御名にのみ集まり、心を合わせてこの御名に対し礼拝、賛美、感謝

を捧ぐべきである。これは天の型である(黙示録五章九)、天においてはルーテルもカルビン

もウェスレーもない。もちろん分派もない。唯、尊き主の御名あるのみである。地上にお



いてもまた斯くあらねばならない。然るに現実は大いにこれと相異し無数の分派を生じて

いるばかりでなく(たとえ合同するとも宗派心はなくならない)、主の御名の他に人間の名や

団体の名が尊ばれ、制度や組織が重んぜられているということは嘆かわしいことである。 

また集会内の行事において、主の日毎にパンをさくことを略したり、あるいはこれを廃

したり、聖霊の御権威を無視躁躍して、ある特定の人が集会を司り、神を崇めるべき会衆

の礼拝、賛美、感謝を遮断し発言を妨げる等、これは今に至るまで主の御栄光のために働

き、集会を支配し、信者一人ひとりを導きたまう聖霊を否定することで、甚だしき冒涜で

ある。そこで我らの集会においては誰彼の差別なく、自由に賛美歌を選び、聖書を朗読し、

パンをさいて主のテーブルに仕え、礼拝を捧げ、建徳の集会にも自由に所感を言い表すこ

とができた。然も聖霊の御支配の下に差したる混雑もなく、秩序の保たれてきたことは美

しい情景であった。 

当時下駄屋の三浦銀蔵兄、製本屋の斉藤三吉兄、足の悪い小澤惣三郎兄、宮内省の小 

使を勤めた高橋次郎兄等、何れも特色ある真摯素朴な、感激に満ちた礼拝を捧げられた 

ものだが、大牧師、大先生の礼拝にも劣らない幸福なるものであった。 

また当時の教役者の兄弟らは何れも謙遜であって、先生と呼ばれることを非常に嫌って

おられた。多分、主の御前に申し訳なく思われたのであろう。そこで常に先生と呼ばれな

いように予防の態度をとっていられた。ブランド兄のような大先生でも誰一人ブランド先

生というものはなかった。首藤兄でも乗松兄でもその他の兄弟らでも先生と呼ばれないよ

うに心がけられた。そうなると益々その床しい心に感じて、教役者に対する尊敬の念が増

してきた。今日では宗団法で牧師とか教師とか呼ぶようになっているが、これは規則上止

むを得ないのである。然しこの床しい精神だけは失ってもらいたくない。もし先生と呼ば

れてこれを得意とするものがあれば、主の僕にふさわしくない。 

要するにニテモテニ章二十にある大いなる家は、今日の基督教に当たるものと思われる。

その中に種々雑多な分子が混在するから、外面大きく見えるかも知れないが、既に時期至

れば審判は神の家より始まるべしである。(一ペテロ四章十七)。この時に当たり、我らは自

粛自戒して教会の本位を守り、教会推挙のために主の来たり給う日を望みとして濁流に押

し流されることなく、常に清節を完
まっと

うしたいものである。 

 

15 家庭集会について 

当時兄姉らは家庭集会にも熱心であった。毎週木曜日は鉄砲町浅田喜三郎兄宅にて祈祷

会を開き、終ってから集会内のことを協議するを慣例としていた。その他溜池の松村新太

郎兄、虎ノ門の三浦銀蔵兄、根岸の後藤金太郎兄、山の宿の新井謙治兄等の宅で家庭集会

が催された。集る者は必ずしも多数ではなかったが、親密な交際の裡に、共に祈り、共に

励まし合うことができて幸福であった。それはまた福音のためにも有効であって、家庭集

会を通して恵まれたものも少なくなかった。当時兄弟らはいかに熱心に集められたかとい

う一つの例を挙げれば、ある晩、浅田兄宅の集会に辻佐禎味という老兄(60歳にて就眠)が、



主よと叫んで祈祷を始めた。一同首を垂れてこれに和していた。然るに辻兄始めた、主よ

と叫んだきり次の言葉を出さない。一分、二分、三分、時がたっても言葉が出てこない。

私は感激の余り言葉が出てこないのだろうと思っていると、そのうちグーグーといびきの

声が聞こえてくる。隣席にいた私はあわてて辻兄の膝をついて注意をしたことがある。そ

れは、辻兄始めた按摩業であって一日の労働にすっかり疲れきっていたのを、無理をして

押して出席したのである。おかしくもあり気の毒でもあり、また感心もさせられた。当時

のことを思って今日の微温的な我らの有様を恥ずかしく思う。 

 

16 聖書について 

当時の兄弟らはよく聖書を読んだ。朝から晩まで聖書と首引きの者が多かった。聖書は

三度の食事と同じく、生活の必需品であった。そこでどこへ往くにも大きな聖書を抱えて

往き、到る処で聖書を開いて主を語ったものである。教役者はもちろんのことで、聖書を

綿密に読まれたことは驚くべきものであった。随って何の話にも当意即妙に聖句を頻発す

る。建徳の話には殆ど聖書にある事柄の他、人の議論や学説等を引用することはなかった。

努めて神学や哲学や科学等の学問的の話は避けていられたように見えた。それは知らない

のではない。知っていても学問をてらすようなことを嫌っていたものと思う。また人の霊

のためには聖書は一切であって聖書以上の知識はないと確信していられたからでもあろう。

そして話の時に原稿というものを持たれなかった。聖霊は語るべきことを教えてくださる

ものと信じていたらしい。理論の堂々たるものがなかったが側々として心の線に迫るもの

があった。ブランド兄の場合には殊にそうであった。不自由な聴きにくい日本語であった

が、一言一句聴く者の心に響いて聴いているうちに自然に首が下がって涙ぐましくなり、

あ㌧主様有難うございますと心の底から感激が湧いてきた。聖書を読むということは、主

を知る上に大切であるばかりでなく、信仰生活を全うする上に最も大切である。霊の消長

は聖書を読むことの多少に比例するともいうことができる。ところが、習慣というものは

恐ろしいもので聖書を読まずにいると読まないことが普通になって、来る日も来る日も聖

書なしデーに終ることが多い。信者の弱さの原因は此処から始まるものと思う。私は昭和

四年の頃、ある日銀座の聖書会社へ行ったことがある。すると店頭に一枚の写真があって、

労働者風の盲人が舌の先端で点字の聖書を嘗めているところである。そこで、そのいわれ

を聞いてみると、それはマックファンソンという米国の労働者で、鉱山で働いているうち

にダイマナイトの爆発、あっという間に両腕を付け根のところからもぎ取られ、両眼も潰

れてしまった。永い病院生活の後、ようやく生命を取り止めたのですが、幼少の時、信者

の父母や、日曜学校の先生から聴いたことを思い出して信仰が復興してみると、救い主の

ことが知りたくてたまらない。そこで人を頼んで聖書を読んで貰っていたが、それでは充

分でない。どうかして、自分で自由に聖書を読みたいものと、一心を凝らして舌の先で点

字の聖書を読むことを稽古し、一年足らずでとうとう自由に読めるようになったとのこと

である。私はその話を聴いて非常な感激に打たれ、両手も両眼もない人が主を知りたい一



心で、舌の先で点字を読んでいるのに、両手も両眼も満足な私が、聖書を読まずにほった

らかしにしていては申し訳ないと思って、その時から、毎朝、聖書を必読することにして

いる。今日まで、創世記から黙示録まで何回繰返して読んだか覚えがない。志のあるとこ

ろに途は必ず与えられる、皆さんも若い時から聖書を読む習慣を養っていただきたい。 

 

17 福音伝道について 

教役者はもちろんのことであるが、一般兄姉らも伝道には熱心であった。信者は一人残

らず主の証人
あかしびと

であるという自覚のもとに機を得るも得ざるも人さえ見れば福音を話しかけ

たものである。教役者のことは他日に譲って、以下、平信徒の活動ぶりを二、三挙げてみ

る。中島佐一郎兄は旅商人であって広告用の暦や団扇
う ち わ

等の注文取りに年中、東北や北海道

方面へ旅行されたが至る所で福音を語られた。その果
み

として私も同兄から福音を聴き、バ

プテスマを受けたのである。尚、中島兄を通して信仰を与えられた者は少なくない。萩原

次郎兄等もその一人であったと思う。新井謙冶兄は浅草山の宿で飯屋を営んでいられたが、

これまた福音に熱心であった。家庭集会のある晩は、店を早く終えて店頭に聖言を大書し

た赤提灯を吊るし、往来の人に向かって福音を伝えたものである。その伝道が祝せられて

付近の人々を始め多数恵まれる者が与えられた。小林房次郎兄は司法省の門衛をしていた

兄弟であるが、常に聖書を携えて、至る所で福音を伝えられた。路傍の伝道にはよく参加

された。高梨梅姉は女髪結いを職業としていられたが、髪を結いながら福音を伝えた。そ

のため高梨姉を通して恵まれた姉妹たちも多数あった。入江えい姉の如きもその一人であ

る。鈴木和三郎兄は八丁堀で硝子商を営まれていたが、鎌倉河岸時代にはよく大声で福音

を伝えられた。諧謔
かいぎゃく

まじりの独特の話し方が今も目に見えるようである。松田太平兄は時

計の付属品や?の卸商であったが鎌倉河岸の宣伝にはよく交わりをもち、重苦しい口調で福

音を語り、また往来の人にトラクトを配って福音を聴かせるうちに努力された。ある時ト

ラクト配布中、脳貧血を起こして倒れ、大騒ぎをしたことがある。まだまだこうした例は

多数あるが、要するに当時の兄姉らの伝道精神は旺盛であった。主の御名の崇められるた

め多くの人の霊の救われるために、多忙の身をも厭わず愛をもって福音のために労された

ことは敬服の至りである。 

 

18 聖徒の交際について 

当時の兄弟姉妹の交際は親密であった。互に主に在って永遠に兄弟であり姉妹であると

いう自覚から肉親以上の親しさがあった。また年配の兄弟らは不信の兄弟らを導き訓
さと

し、

時には憎まれるのを覚悟で直諌されることもあった。浅田喜三郎兄、三浦銀蔵兄らはよく

若い者のために労を執られたものである。いかなる善事にも弊害というものは伴うもので

交際が親密になると知らず知らずの間に霊の交際から人情の交際に転落して、家庭の細事

や私事にまで深入りをして、かえって霊の交際を破壊するようなことがある。ブランド兄

は早くからこの事を警戒して自らその範を示しておられた。人の情感を喜ばすようなこと



を行わないように、また言わないように努められた。一見、無愛想とも冷淡と見えるかも

知れないが、それは愛から出ることで真の交際を永続させるものである。ブランド兄は帰

国後一回も自分の手紙をよこされたことはない。それは霊の交際を重んじて人情的の交際

を避けられる深い思慮からきたものと思う。それならばブランド兄は日本や朝鮮のことを

忘れていられるかというに、先年私がブランド兄を訪問した時、居間には処狭きまでに日

本や朝鮮の兄姉らの写真または記念品を飾り、庭には桜の木を植え、玄関には日本の提灯

を吊るし、行住坐臥、常に我らのことをおぼえて祈っていられるのを見て甚だ感激したの

である。定めて日本や朝鮮にある青年兄姉のためにも熱心に祈っていられることと思う。 

 

19 処世について 

罪のはかなき歓楽を受けんよりは、むしろ神の民と共に苦しまれんことを善しとし、と

あるモーセの態度は確かに当時の教役者の心鏡であったと思う。この世の立身出世を望む

ならば、皆それ相当に自信をもっていられたと思うが、自ら進んで福音のために主の苦し

みにあずかることを無上の光栄と感じ、ずいぶん忍び難き困苦欠乏にも耐えられたのであ

る。初代教役者で、おそらくこの試みにあわないものは一人もないと思う。首藤兄のこと

を例として挙げれば、お米が尽きて幾日も食に飢え、歩行する元気もなく、家族と共に病

人のように寝ていられたところをある兄弟が発見して助けたという哀話もある。日本銀行

の重役を令兄にもつ首藤兄のことだから、食費の調達くらいは何でもないことであるが、

活ける主にのみ信頼して絶対に人間の助けを求めないところに兄弟の信仰意気がうかがわ

れる。他からみると極端にみえるけれども、主に対する絶対信頼の態度には頭が下がる。

自ら顧みて恥ずかしく感ずるのである。 

兄弟らは身の霊も捧げて主に仕え福音のために労したが、この世で報いられるところ極

めて薄かった。日々衣食の糧にも差し支えたばかりでない、子女の教育もできなかった。

いわんや生涯世の人のような楽を知らなかった。しかもいずれも気の毒な終焉を告げられ

たのである。しかし、隠れたるに見給う天の父は必ず重く酬いたもうであろう。兄弟らも

この事を望んで艱難の中にも励まされることが多かったと思う。教役者の生涯はかくの如

くであった。一般兄姉らもまた主をもって満足し、随分貧しい生活のなかにも、永年にわ

たる苦しみの生活の中にも、心の平安を保たれ不平やつぶやきの代わりに感謝と賛美をも

って苦難に耐えられた例は枚挙にいとまなきほどである。世に勝つ者は誰ぞ、イエスを神

の子と信じる者にあらずや、とあるは真理である。 

官途につきあるいは実業に従事する先輩兄弟らも福音の喜びに満たされて、常に感謝の

心を抱いておられたため、危ない誘惑を免れ、失敗を果然に防ぎ、信仰の破船を逃れた例

も少なくない。 

また、兄姉らの中には飲酒と喫煙をする者は比較的少なかった。一部には更生前の悪い

習慣に悩まされた者もあったが、大体禁酒禁煙であった。ささいなことのようであるが、

これが家庭及び子孫に及ぼす影響は恐るべきものがある。今日では世の中の人でさえ、心



ある者は飲酒喫煙を戒めている。いわんやキリスト者は酒も飲まず、たばこも吸わないと

いうことが常識になっているのであるから、主の証人たるものは断じてかかる悪習慣に染

まないよう努めねばならない。 

 

20 献金について 

一般の社会では献金をやかましくいうようであるが、その良し悪しは別として、我らの

集会では、最初から献金を義務として信者に負わせるようなことはなかった。第一次欧州

大戦前までは、英国や米国の信者から、伝道金の交わりを受けたものであるが、大戦の中

頃、東西の兄弟らが大阪に集まって協議の結果、伝道金の自給を実行することになった。

それ以来全国の兄弟らから喜んで捧げられるものも、伝道の費用を賄うようになった。今

日まで充分でなくとも、ともかくも、伝道の御用の継続されてきたということは、全く主

の御恩寵によるものと思われる。もちろんこれまでも幾度か行きづまりを感じ心配した事

もないではない。ある有力な兄弟が眠られたり、集会の中にごたごたがあったりして、そ

の都度、弱さを感じさせられたが、志を立て事を行わしめ給う活ける主が働いて、今日ま

で、この善きわざを我らに与え、この特権を継続せしめ給うことは実に有難いことである。

赤字が出たりすると、不信仰の心はすぐ伝道のことを縮小して経費を節約しようとするが、

それは主の活きて働き給うことを除外した考えである。 

神は汝らをして常にすべての物に足らざる事なく、すべての善きわざに溢れしめんため

に、すべての恩恵を溢れるばかり与うることを得給うなり(ニコリ 9・8)。 

その御言葉を信じて進まねばならない。神の摂理により鱗籔に福音の門戸の広く開かれ

た今日、引込思案する代わりに、主に信頼して大いに積極的に福音の戦いを進めねばなら

ないと思う。どうか今までよりも、一層の熱意を以って福音の戦いに積極的に働いて頂き

たい。もし不信仰によって福音の事業を縮小するようなことがあれば、おそらく天の元栓

が止まってしまうであろう。昔エリシャの時に(列王下 4・6 以下)一人の寡婦がエリシャの

言葉を信じて、子供に命じて油の容器を近隣から借り集めさせ、これに元壷から油を注い

でいると淳々として油の尽きるを知らなかったけれども、子供らが容器はもう無いと言っ

た時に、元壷の油が出なくなったということである。これは現代においても真理である。 

需要があれば、いくらでも与えられる。需要が無くなれば元壷の源が閉ざされるこの真

理をよくわきまえて、次の時代より次の時代へと益々福音の御用を拡張進展させて頂きた

い。 

 

21 職業について 

人生の見方が変わってくると職業概も変わってくる。自由主義の時代には職業は立身出

世のためか名誉心のためか、老後の安楽を確保する一つの手段と見られていた。慾の少な

いところで生活の方法とされていた。ところが、大東亜大戦争下の今日では、すべての職

業は国家のために営むべきもので産業報國の精神をもってこれに当たらねばならないとい



うのが常識となってきた。誰もこれを疑うものがない。そのように信仰生活においても職

業は神様に対する報恩感謝のひとつの具現である。この根本精神が確立すると、産業報國

の精神も一層強化されるのである。ゆえに神様に対する報恩感謝の精神は産業報國の精神

と一致するものであって、決して矛盾するものではない。我らの先輩は今から四十年、五

十年前から、このような職業観を持っていた。学問持つ才能も技芸も職業もすべては神様

の賜物であるから、これに励むということは神様に対する感謝であり、奉仕である。然る

に世は往々信仰と職業を区別して、別々のもののように考え、商売と屏風はまっすぐでは

立てられないとか、嘘も方便だとか自ら欺瞞して信仰のある人でも、ややもすれば、正し

からぬ事も、商売なる我ゆえに目を覆ってやるというようなこともないではない。けれど

もこれは絶対に許されないことである。すでに職業は神様への奉仕である以上、傷物であ

ってはならない。これに偽りがあってはならない。職業は神聖であるべきである。バルナ

という一人の軽業師がいた。学間もなく、財産もなく、地位もない。従って学者や金持ち

や大僧正のように、神様に立派な捧げ物をすることができない。けれども主の十字架を思

えば、何かを捧げて、感謝の心を表現しないではいられない。そこで、思案の末に一計を

案じ、ある日聖壇の前で謹んで、得意の軽業の一曲を演じて感謝の誠を捧げたという話が

ある。神様から与えられ身に覚えて職業、それは軽業でも良い。聖壇の前に捧げるだけの

心がけが大切だと思う。主は必ずその志を嘉麹給うであろう。神様に対する感謝の表現に

もう一つ大切なことがある。それは福音を伝えることである。すべての人の救われて真理

を悟るに至ることを熱望し給う神様は、この献物を最も嘉納し給うのである。 

けれども、人それぞれが賜物がちがうのであるから直接伝道の賜物あるものは、専ら伝

道の衝に当たるべし、しからざる者は職業によって与えられた金をもって、間接に伝道の

事業を扶
たす

くべしである。第一線と銃後の関係のように、互に協力して伝道すべきである。

我らの先輩兄弟らはかく信じて、各自その分野において、主に仕えてきた。ただ財力ある

者ばかりでない。貧しい中から喜んで、永年にわたってレプタを献げたものもある。臨終

に当たって、死後までも永く福音の御用にあずかりたいという願いから、財産を我らに託

して逝った姉妹たちもある。また、人に知れないように常に福音に交わりをもつ兄姉もあ

る。数えあげれば際限のないことであるが、我らの先輩はいかに主を愛し、世の人々の霊

を愛して力を尽くして福音のために労して来たか次の時代の方々に覚えていて頂きたいと

思う。 

職業についてもう一つの面を述べておく。昔ベザベルは、金の彫刻の技術を以って幕屋

の造営に仕え、アポリアブは刺繍と織物の技芸を以って同じく幕屋を飾る御用に用いられ

た。パウロは天幕を造りながら、福音を伝え、プリスキラとアクラも天幕業のかたわら、

福音の御用にあたり、紫布の商人ルデヤもパウロその他の聖徒に仕えたことは聖書に記さ

れてある。生活のための職業も主が祝用し給う時は、その性格を一変する。主に在っては

職業に貴賎上下の区別はない。皆、貴い神聖な事業となって、主の御栄光のために用いら

れるのである。故にいかなる職業でも、自ら侮ってはならない。その職業を貴び愛して全



力をこれに注がねばならないと思う。 

最後にもう一つ職業のなおざりにできないことを付け加えておく。それは人は職業によ

って霊の教育を受けることができるからである。ペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブはい

ずれも善良なる漁師であったが、その職業経験は後年、伝道生活に入った時に、いかに役

立ったかということは察するに難くない。完全な網の必要であること、主の言葉に従って

やるのでなければ、徒労に終ること。魚を獲ることの労力と忍耐と困難を通して主の御愛

を深く教えられたものと思う。 

詩篇二十三編はダビデの歌である。ダビデの牧羊者時代の経験が、いかに神の恩恵を学

ぶ上に大切な資料になったかということも察知することができる。モーセはエジプトの学

問を修め、パウロはガマリエルの門に律法を学んだが、神様の祝用し給う時には、その知

識は清められて、神様の栄光を表わし、福音の真理宣明するために用いられたのである。 

（M兄ワープロ文より PCに入力 2009-2月MS） 


