
What is the fellowship church? 

WHAT IS A FELLOWSHIP CHURCH? 
 

What is a “fellowship church?” You might have heard this term describing 

the relationship between New Hope International Church and other churches 

around the world. You may have many questions in your heart regarding the 

meaning of this phrase. As you pray and ask God for heavenly direction to see 

whether you should be a part of this church family, let me explain to you what 

we mean by the term “fellowship church.” 

First of all, let me tell you briefly my background. I came from the Buddhist 

religious background. I heard the gospel since I was young but eventually I gave 

my life to Jesus in 1981. I was initially trained and educated in the Word of God 

and in the ministry by American Baptist missionaries, Pastors Dan and Fan 

Cobb. They are my and Pastor Da’s first spiritual parents. They discipled me and 

trained me how to pastor a local church in the Eastern part of Thailand. I love 

and respect them as my first spiritual parents. In 1983, I was baptized with the 

Holy Spirit and began to learn how to plant local churches and make disciples by 

a powerful apostolic movement in Thailand. This movement trained so many 

pastors and planted hundreds of churches in Thailand and many parts of the 

world. I learned many great spiritual truths about how to serve God and build 

His Kingdom from this apostle. He was my second spiritual father. I listened to 

every teaching of this apostle. I studied every book he wrote and joined every 

pastoral meeting for many years. I learned a lot while I planted the first church 

outside of Thailand as a part of this movement, now called New Hope 

International Church.  

God called me to start New Hope in Seattle in 1988. At that time, I learned a 

lot of great principles from this movement and I helped to plant and oversee 

many churches in the United States and a church in Tokyo, Japan. At the same 

time, a dean of the local Bible school in Seattle helped me locally as another 

spiritual father of mine. During this time of ministry, I became dry and 

exhausted spiritually. I began to cry out to God for the answer. In 1995-1996, God 

led me to learn about the work of the Holy Spirit. I began to attend different 

meetings to seek a personal experience with the Holy Spirit. In 1997, I 

encountered the Fire of God in the ministry of an Evangelist, Pastor Rodney 

Howard-Brown. My personal life and my ministry turned around and my 

spiritual life revived. From 1997 to 2004, the Lord led me to keep learning about 



2 

 

姉妹教会とは 

 

the Fire of God and the work of the Holy Spirit. I still practiced what I previously 

learned about discipleship training in the church and ministered as a teacher and 

pastor of New Hope International Church. 

In 2004, God anointed me supernaturally to teach and preach and told me to 

record teaching on CDs and MP3 files. He told me to give them out freely and 

not to sell them. God sent me to Thailand to spread the Fire of God and to 

educate Thai Christians about the need for spiritual revival. The teachings from 

New Hope International Church have become well accepted by Thai Christians 

all over the nation. I was sent to Thailand four times a year to lead revival 

services. Many souls were saved and many believers were revived. At this point, 

God was using me as a teacher, pastor, and revivalist.  

As many Thai believers were touched by the Fire and stirred spiritually, 

some of them wanted to start local churches in their hometowns. They asked me 

to help and train them to build these local churches. Many new churches have 

been birthed since 2004, and more are still being added every quarter. New 

churches have been birthed in Germany as well as the teaching about the need 

for spiritual revival has spread. All these young new pastors need spiritual 

covering, training, teaching, and guidance. Therefore, they began to consider 

Pastor Da and I as their spiritual parents. Some of them even call us “Dad” and 

“Mom,” which is unusual but appropriate in Thai culture. At this point, I am 

functioning as an apostle who was sent out to build churches, train pastors, and 

to spread the Fire of God. All of these churches call themselves “fellowship 

churches.” 

Now let me explain to how “a fellowship church” relates to Pastor Da, 

myself, and New Hope International Church (which is our home church): 

1) Each local church is autonomous. It belongs to the Lord Jesus Christ who 

is the Head of the universal church and His body. In other words, New 

Hope International Church and I do not own any church—each church 

belongs to Jesus and is accountable to Him alone. Pastor Da and I, and 

New Hope, are sent to help, support, and bless the fellowship churches. 

We will not intervene the internal business or decisions of each local 

church, such as financial decisions. We encourage every church to have a 

mature group of elders headed by a senior pastor. These are the local 

shepherds that God has appointed over His flock. Definitely, each 

church’s leaders may ask for our advice, especially any for major decisions 

when the church is small, such as who should be appointed to be a pastor 
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of the local assembly. This is what we see in the apostolic ministry of 

Barnabas and Paul (Acts 14:23). Each church can have its own name 

according the leading of the Lord Jesus; every fellowship church does not 

need to use the same name because we are not a denomination. Each 

church is like a family.  

2) The relationship between fellowship churches and the relationship of 

fellowship churches with New Hope International Church should be 

ordained by the Spirit of God, not by human manipulation or church 

politics. Your relationship with me should be a heart-to-heart 

commitment, not according to the hierarchical structure of a 

denomination. For example, New Hope International Church will not 

appoint regional directors that exercise control over churches because of 

their title and position. In the Bible, we see this type of relationship 

between Paul and the churches that he oversaw. He did not use 

manipulation or title or position to influence the churches, but he set an 

example for them and sacrificed himself for them as a spiritual father (1 

Corinthians 4:14-15).  

3) Regarding the issue of finances, we never require any church to give us 

tithes or financial offerings. If a church wants to do so, it is its free-will 

choice. We go as parents to serve, to bless and to give (2 Corinthians 12:14-

15). However, remember that it is more blessed to give than to receive.  

4) The senior pastor or the pioneering leader of the church should submit 

himself or herself to the spiritual authority of Pastor Lao and Pastor Da. 

This submission will bring the benefit to himself or herself because he or 

she will receive spiritual covering against the attack of Satan and also 

receive training and correction. Pastor Da and I have a lot of experience in 

pastoring, training, teaching, building local churches, and in ministering 

in the Fire of God. We can help new pastors to serve God more effectively 

and to avoid making unnecessary mistakes in their ministry. Jesus sent 

apostles to be a gift to local churches (Ephesians 4:10-13). You cannot learn 

from us if you don’t honor our office and our anointing. Instead of 

spending years after years in trying to find out how to minister and build 

the church on your own, you can learn from your spiritual father and 

mother. Isn’t that the way God used Paul in the early church?  

5) All fellowship churches must agree with the teachings and doctrines that 

the Lord has given to me, especially in regard to the Fire of God as this is 
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the primary ministry that God has given to me. The pastors should 

welcome the Fire of God. If the pastor does not know how to minister 

with the Fire, I understand but he or she should be hungry for the Fire 

and allow the Holy Spirit to have a free reign to work in the church. I 

strongly recommend all the leaders and pastors to listen to my teachings 

and study the lessons that God has given to me regarding this essential 

work of the Holy Spirit. God intends to build His glorious bride, and the 

Fire of God is necessary to cleanse His people of sin and to empower them 

to reap the great harvest of souls before He returns. The lessons that New 

Hope International Church produces are designed to build the church to 

become a holy and pure bride of Christ. This commitment together to 

learn and practice these Biblical principles and doctrines will cause us to 

build up unity amongst pastors and leaders. My primary goal is to build 

up the pastor’s life first because he or she is the one who will impact the 

members. 

Psalm 133:1-3 (NKJV) A song of Ascents. Of David. Behold, how good and 

how pleasant it is For brethren to dwell together in unity! 2 It is like the 

precious oil upon the head, Running down on the beard, The beard of Aaron, 

Running down on the edge of his garments. 3 It is like the dew of Hermon, 

Descending upon the mountains of Zion; For there the Lord commanded the 

blessing-- Life forevermore.  

Amos 3:3 (NKJV) Can two walk together, unless they are agreed?  

If we want to work together to bring the gospel of Jesus, His truth, His 

love, and His Fire of revival throughout our nation and the world, we 

must agree with one another. God blesses His people when they live 

together in unity. 

6) If you do not want to be in the fellowship with New Hope International 

Church, you can do that any time. You are still my friend and brother or 

sister in Christ. Pastor Da and I will still love you and pray for you. 

Because I have limited time and resources in my life, I must prioritize my 

time and energy to help those who are committed to move together in 

unity. This is not because I like some people more than others—it is a 

matter of my being faithful to God’s calling for me. For this reason, I 

cannot be a guest speaker. The Lord calls me to minister to those who 

consider themselves as my spiritual children first.  
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7) I will do my best to come back to your nation and meet you in revival 

services as often as I can in order to encourage you, hear the wonderful 

things that God is doing through you, and to impart the good things from 

heaven to you.  

Romans 1:11 (NKJV) For I long to see you, that I may impart to you some 

spiritual gift, so that you may be established …  

8) I will send to you teachings through MP3 recordings and PDF documents 

for your ongoing education. New Hope International Church will 

regularly pray for you and help you with unconditional love.  

9) I will treat you as a part of my family.  

1 Thessalonians 2:10-12 You are witnesses, and so is God, of how holy, 

righteous and blameless we were among you who believed. 11 For you know 

that we dealt with each of you as a father deals with his own children, 12 

encouraging, comforting and urging you to live lives worthy of God, who 

calls you into his kingdom and glory. (NIV) 

 

I pray that the Lord will lead you to His perfect will. I am totally committed 

to Jesus, His Word, and the Fire of God (the Holy Spirit). The Lord calls me to 

prepare His church to be His holy beautiful bride. We cannot be His holy bride 

without the cleansing work of the Word and the purifying of the Holy Fire. Let 

us join our hearts and hands together to make Him happy—that is to save the 

lost, make disciples, build His churches, and prepare His church to be His holy 

bride. Amen. 
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姉妹教会とは 
 

「姉妹教会」とは何でしょうか。ニューホープ・インターナショナル・チャーチ（以下

NHIC）と世界中にある他の教会との関係を示すのにこの言葉を聞いたことがあるかと思い

ます。若しくは、姉妹教会という言葉に関して心の中で多くの疑問を持っているかも知れ

ません。あなたが神様にこの神の家族に加わるべきかを祈り求めるにあたり、「姉妹教

会」の意味を説明したいと思います。 

 まず始めに、私の生い立ち（背景）を説明させて下さい。私は仏教の環境で育ちました

。福音について若い頃に聞いていましたが、１９８１年についに私の人生をイエス様に捧

げることにしました。私は初めにアメリカのバプテスト系（福音系）の宣教師、ダン牧師

とファン、コブ先生に神の言葉について訓練と教育を受けました。彼らは私とダー牧師の

初の霊的両親です。彼らは私達がタイの東部でどのように牧会したら良いかを教え、訓練

してくれました。私は彼らを初の霊的両親として尊敬し、愛しました。１９８３年に私は

聖霊のバプテスマを受け、タイで起こった力強い使徒的動き（ムーブメント）の中で、ど

のように地域教会を牧会し、弟子を育てて行くかを学びました。この動きによって、タイ

や世界中において多くの牧師が訓練を受け、多くの教会が立てられました。私はこれらの

使徒達から神様にどのように仕えるか、また神の国をどのように建て上げるかについて、

多くの霊的な真理を学びました。彼は私の二人目の霊的父親となりました。私はこの使徒

の全ての教えを聞きました。彼の書いた本すべてを学び、牧会に関する会議（ミーティン

グ）に何年も参加しました。この動きの一つとして、私はタイ国外で初めての教会を建て

上げ、そこから多くを学びました。その教会は今、ニューホープ・インターナショナル・

チャーチと呼ばれています。 

 神様は１９８８年に私をシアトルで NHIC を始めるようにと召しました。その頃私はこ

の動き（ムーブメント）から多くの素晴らしい教会を建て上げる原則について学び、アメ

リカや日本の教会の建て上げを助けました。その頃、シアトルにある聖書教会の学長がま

た別な霊的な父親として地元で助けてくれていました。この働き（ミニストリー）の間、

私は霊的に乾燥し、疲れを感じるようになりました。そして神様にこの疲れと無味乾燥に

対する答えを下さるようにと叫び始めました。１９９５－９６年に神様は私を聖霊様の働

きについて学ぶように導いて下さいました。聖霊様の働きを個人的に体験するため、様々

なカンファレンスに参加しました。１９９７年、宣教師であるロドニー・ハワード・ブラ

ウン師の働き（ミニスとリー）の中で神の火に出会いました。私の私生活と牧会の働きは

それ以来方向転換し、霊的生活が再びよみがえりました。１９９７年から２００４年に神

様は神の火と聖霊の働きについて引き続き学ぶように私を導びいて下さいました。私は教

会での弟子訓練について以前に学んだことを実践し続け、NHIC では教師と牧師として働き

続けていました。 

 ２００４年、神様は教え、福音を説くようにと超自然的に油注いで下さり、また教えを

CD と MP3 に録音するようにと言われました。またそれらを無料で配り、売ることのない

ようにと言われました。神様は神の火を広め、タイのクリスチャンを霊的なリバイバルの

必要性について教育するようにと私をタイに送りました。NHIC での教えはタイと世界中の

クリスチャンに受け入れられるようになりました。私はリバイバル聖会を導くよう、年に 4

回タイに遣わされました。沢山の魂が救われ、多くのクリスチャンがリバイバルされまし

た（霊的によみがえりました）。その時点で神様は私を教師、牧師、そしてリバイバリス

ト（信仰復活運動者）として用いられました。 

 多くのタイのクリスチャンが聖霊に触れられて霊が燃えるのを体験する中で、彼らの地

元で地域教会を始めたいという思いが与えられました。彼らは私に、彼らを訓練し地元の

教会を建て上げるのを助けて欲しいとお願いしてきました。２００４以来、多くの教会が
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生まれ、数ヶ月ごとにその数が増し加わっています。ドイツでは新しい教会が生まれるの

と同時に、霊的なリバイバルの必要性についての教えが広がっています。これらの新しい

若い牧師達は霊的な覆い、訓練、教え、導きが必要です。それゆえ彼らはダー牧師と私自

身を霊的両親とみなすようになりました。とても珍しいことではありますが、タイの文化

では適切なこととして、ある人は私達を「お父さん」、「お母さん」とさえ呼んでいます。

私はこの時点で、教会を建て上げる使徒として、牧師の訓練者、神の火を広める者として

の役割を果たしています。私が訓練し、建て上げることを助けた教会達は、自らを NHIC

の「姉妹教会」と呼んでいます。 

 

 さて、「姉妹教会」が私自身、ダー牧師、私の母教会である NHIC にとってどのような

位置づけとなるかを説明させてください。 
 

１）それぞれの地域教会は自主性をもちます。教会は全ての教会とキリストの体の頭で

ある主イエスキリストに属します。別の言葉で言い換えるなら、NHIC も私も、どの教会

をも所有していません。それぞれの教会はイエス様のみに属し、各々の責任を主に対し

て負います。私、ダー牧師、NHIC は姉妹教会に助け、サポートや祝福を送ってきました

。私達はそれぞれの教会の内部の経済事情や決定事項に関与しません。姉妹教会の全て

の教会が主任牧師を筆頭に成熟した長老の集まりを持つように勧めます。彼らは神様が

群れの中から任命した地域の羊飼いです。もちろんそれぞれの教会の指導者は、まだ小

さな教会において牧師を任命するような大きな決定事項があるとき、私達のアドバイス

を伺うこともあるでしょう。これらはバルナバとパウロの使徒的働きにも見られること

です（使徒１４；２３）。それぞれの教会は主イエス様の導きによって名前を持つべき

です。私達は教団ではないので、同じ名前を持つ必要はありません。それぞれの教会は

家族のようなものです。 

 

２）姉妹教会間、姉妹教会と NHIC の関係は神の霊によって定められるべきで、人の操作

や教会の政治的な事情によるべきではありません。姉妹教会と私との関係は、心の通っ

たものであって、ヒエラルキーや教団の構想によるべきではありません。例えば NHIC は

その教会の肩書きや地位によってその方向性を指図したりしません。聖書の中には、パ

ウロが監督した教会にこのような関係を見るところがあります。しかしパウロは操作し

たり、肩書きや地位を使って教会に影響を与えるのではなく、例えを示し、自分自身を

霊的な父親として身を捧げました（１コリント４；１４－１５）。 

   

３）経済的なことに関して、私達は姉妹教会に１０分の１や献金を要求したことはあり

ません。もし教会がそうしたいのであれば、それは自由意志です。私達は両親として仕

え、祝福し、与えるために行くのです（２コリント１２；１４－１５）しかし覚えてお

いて頂きたいのは、受けるより与えるのが幸いです。 

 

４）主任牧師もしくは教会の開拓指導者は彼／彼女自身をラオ牧師とダー牧師の霊的権

威に服従する必要があります。服従は、サタンの攻撃に対する霊的覆い、訓練と矯正を

得るというという点で有益です。私とダー牧師は牧会、訓練、教え、地域教会の建て上

げ、そして神の火の働きに関して沢山の経験を持っています。新しく若い牧師がより効

果的に神に仕え、働きの中で必要のない間違いをおかすことを避けるのを助けることが

できます。イエス様は地域教会への贈りものとして使徒を送りました（エペソ４；１０

－１３）。私達の働きや油注ぎに対する尊敬がなければ、私達から学ぶことは出来ませ

ん。自分達でどのように牧会し、教会を建て上げるかに何年も時間を費やすより、霊的
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な父と母から学ぶことができるのです。これは神様がパウロを初代教会に遣わしたのと

同じ方法ではないでしょうか。 

 

５）特に神の火については、神様が私に下さったミニストリーの中で大切な部分で、全

ての姉妹教会は主が私に下さった教えと教理に同意しなければなりません。姉妹教会の

牧師達は神の火を喜んで迎えなければいけません。もしその牧師がどのように神の火の

働き（ミニストリー）をしたら良いか分からなくても構いません。ただし、神の火に対

して飢え乾き、聖霊様が教会において自由に働くのを許す必要があります。神様が私に

与えて下さった、聖霊の働きに不可欠である神の火について全ての指導者と牧師が私の

教え（CD）を聞き、レッスンを学ぶことを強くお勧めします。イエス様が戻ってこられ

る前に、私達を輝かしい花嫁として整えようとする過程において、神の火は神の人々を

罪から清め、多くの魂の刈り取りに備えるのに必要です。NHIC が出版するレッスンは、

教会がキリストの聖なる清い花嫁として整えられられるように作られています。聖書的

な原則と教理を学び、実行することと合わせてこの同意は牧師と指導者達の間に一致を

もたらします。私の主要な目的は、教会のメンバーに最も影響を及ぼす牧師の人生を建

て上げることにあります。 

詩編１３３；１－３ 

都上りの歌。ダビデによる 
1 見よ。兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんというしあわせ、なんとい
う楽しさであろう。2 それは頭の上にそそがれたとうとい油のようだ。それはひげ
に、アロンのひげに流れてその衣のえりにまで流れしたたる。3 それはまたシオン
の山々におりるヘルモンの露にも似ている。主がそこにとこしえのいのちの祝福を
命じられたからである。 
アモス３；３ 

ふたりの者は、仲がよくないのに、いっしょに歩くだろうか。 

もし私達がイエス様の福音、真実、愛、リバイバルの火を私達の国々と世界中に共に

広めて行きたいのなら、お互い同意し合う必要があります。神様は私達が一致するとき、

祝福して下さいます。 

 

６）もし NHIC の姉妹教会でなくなりたいと思った時、いつでもそうすることができます。

そうなったとしても、あなたは私達の友達であるし、キリストにある兄弟姉妹です。私

もダー牧師もあなたを愛し、祈り続けます。私の人生における時間と資源は限られてい

るので、私の時間とエネルギーは、私達と一致を約束した人達に優先されます。これは

私が一方より誰かをより愛しているからではなく、神様の私に対する召しに忠実であり

たいからです。このような理由から、私はゲストスピーカーになることは出来ません。

主は私を霊的両親と見なしている人達に仕えるように召されました。 

 

７）皆さんを励ますために、神様があなたを通して行っている素晴らしいことを聞くた

めに、天からの良いものをあなたに分かち合うために出来るだけ多く皆さんのもとを訪

ねリバイバル聖会を行うように最善を尽くします。 

ローマ１；１１ 

私があなたがたに会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなたがた
に分けて、あなたがたを強くしたいからです。 

 

８）今後のあなたの教育のために MP3 や PDF でメッセージやレッスンを送ります。

NHIC は定期的に皆さんのために祈り、無条件の愛で愛します。 

Ⅰテサロニケ２；１０－１２ 
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10 また、信者であるあなたがたに対して、私たちが敬虔に、正しく、また責められ
るところがないようにふるまったことは、あなたがたがあかしし、神もあかしして
くださることです。11 また、ご承知のとおり、私たちは父がその子どもに対してす
るように、あなたがたひとりひとりに、12 ご自身の御国と栄光とに召してくださる
神にふさわしく歩むように勧めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。 

 

主が彼の完全な意志／計画にあなたを導いて下さるようにと祈ります。私は完全にイエ

ス様に、神の言葉に、神の火（聖霊）に人生を捧げています。主は彼の教会を、聖なる美

しい花嫁として整えるように私を呼ばれました。御言葉による清めと聖霊の火による清め

なしでは、聖なる花嫁として整えられることは出来ません。私達は失われた人達を救うた

め、使徒を育て、教会を建て上げ、教会を聖なる花嫁として整えることで神様を喜ばせる

ため、心を一つにし、手を取りあいましょう。アーメン 


