
2011 年度 日本福音主義神学会 全国理事会アジェンダ 

 
日   時： 2011 年 6 月 6 日(月) 午後 1:00-5:00   場   所： 名古屋国鉄会館会議室７階ひかり 
出席予定者：  
       東 部：岡村直樹、内田和彦  中 部：佐々木保雄、檀原久由 
       西 部：津村春英、正木牧人、鷹取裕成、安黒務  
 

開会の御言葉と祈祷：  内田理事長  

報告： 

１．全国理事会議事録：「2010 年度全国理事会議事録 10/06/07」（承認済みであるが、確認） 

２．各部会  
・西部：（津村）  
・中部：（佐々木） 
・東部：（内田） 

３．学会誌（檀原） 
・41 号「日本福音主義神学会創立 40 周年記念」を発行した。 

４．全国会計（鷹取） 

５．JETS ニュース（佐々木） 33 号発行 

６．第 13 回全国研究会議準備委員会（内田） 

１）日時：2011年 10月 31日（月）15時〜11月 2日（水）12時半 

２）会場：中央聖書神学校（東京都豊島区駒込3-15-20） 

３）主題：「説教、コミュニケーション＆トランスフォーメーション」 

４）内容と講演／発表／説教者： 

【開会礼拝】北野耕一氏  

【講演I】「福音主義教会における説教——何を、誰に、どのように語って来たのか」 

     山口陽一氏     応答 正木牧人氏 

【講演II】「何を語るのか」 堀 肇氏、相馬伸郎氏 

【ワークショップ】 

 ①テクノロジーと説教  船津信成氏 

 ②国民性と説教（1）（ドイツ人宣教師の視点から） モニカ・ブリッテル氏 

 ③国民性と説教（2）（韓国人宣教師の視点から） 趙南珠氏  

 ④教会暦と説教  岡崎孝志氏 

 ⑤説教に代わる真理の伝達  福田充男氏 

【講演III】「誰に語るのか」 安村仁志氏、大和昌平氏 

【講演IV】「どのように語るのか」 藤原導夫氏、鷹取裕成氏 

【閉会礼拝】内田和彦 

５）申し込み：6月 1日開始、一次締切7月 31日、二次締切9月 30日 

  パンフを既に郵送してあるが、8月下旬に葉書による再度の案内を出す予定。 

  申し込んだ方々には10月にしおりと資料を送る予定である。 

６）その他：参加費の支払いは当日会場で、宿泊は各自で用意。 

 
７．ホームページ（安黒） 
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■審議： 

１．役員構成の確認 
・全国理事長：内田和彦（東部：2011 年度まで） 

・全国書記：佐々木保雄(中部)  

   （昨年の全国理事会では東部の関野理事が選ばれましたが、 

   その後、中部の佐々木理事にお願いすることになりました。） 

・全国会計：鷹取裕成(継続) 

２．学会誌 
・42 号について 

３．全国会計 2011 年度予算 

４．JETS ニュース 
・原稿締め切りは 7 月末、作成担当は佐々木 

・巻頭言：内田   

・各部の報告 

・全国研究会議の案内 

５．第 13 回全国研究会議に向けて 

１）予算の件 
＜支出予算＞ ４１万円 

会場費 ５万円 
レジメ作成代（１００部） ７万円 
講演料（１３人） 講演者７人×２万＝１４万円 

             初日応答者１人×１万＝１万円 

             ワークショップ５人×１万＝５万円 

開会礼拝     １万円 

閉会礼拝     １万円 

パンフレット、申し込み用紙作成（インクジェット代） １万円 

発送費  ４万円 

確認はがき ５０円×３５０人＝２万円 

＜収入予算＞ 

全国会計からの補助 １０万円 

参加費       ３１万円 

全日参加 一般５０００円、神学生３０００円 

          部分参加 １日一般２０００円、神学生１０００円 

（参加者が増えたら、会場費を７万円にアップする。） 

収入が不足するようであったら、席上献金をする。 

２）当日の司会者の選定と依頼の件 

別紙プログラム参照 

６．その他  
 

８．次回全国理事会予定  
・2012 年 6 月 4 日(月) 14:00-17:00 名古屋国鉄会館会議室７階ひかり  
 

■閉会祈り 鷹取 



2010年度 目本福音主義神学会全国理事会議事録

日
出

時:2010年 6月 6日(月)午後 2:00・5:00
席:東部:岡村直樹、大坂太郎(内田和彦代理)、

西部:市川康則、鷹取裕成、正木牧人、

オブザーパー:安黒務(西部全研担当理事)

席:東部:内田和彦(2010年度理事長)

場 所:名古屋国鉄会館会議室7階ひかり

中部:佐々木保雄、

学会誌:(市川康則兼務)

欠

" 

E開会の御言葉と祈祷: 市川理事長 1コリント9:19-27

・報告:

1.全国理事会(正木):12009年度全国理事会議事録09/06115J

-前回理事会で承認済み。議事録を確認した。

2.各部会:報告

・西部:(正木)2010年 4月 19日(月)部会総会議事録をもって報告した。

・中部:(佐々 木)2010年 5月 17日(月)部会総会議事録をもって報告した。

・東部:(岡村)2010年 6月 14日(月)予定の部会総会資料をもって報告した。

3.学会誌:報告

・40号発行12008年全国研究会議の発題、応答、応答への応答1

4.会計(鷹取):承認

・別紙「日本福音主義神学会全国会計 2009年度決算報告Jに基づいて報告

5. JETSニュース(佐々木) 32号発行:報告

6.全国委員名簿(鷹取)2010年に発行した。各部会からの訂正箇所を理事長がまとめ、佐々木理

事に直接送り、正誤表を:JETSニュースに掲載する。

7. 2011年秋の第 13回全国研究会議準備委員会:報告(大坂)

-第1回準備委員会が本日午前 10時から国鉄会館会議室7階ひかりで持たれた。出席:岡村(東

部)、大坂(東部・内田の代理)、佐々 木(中部)、安黒(西部)。

・日程:3案・2011年 10月 3113，25日、 11月1日のいずれかではじまる二泊三日から、東部理

事会 7月 26日にて確定する。

-場所:中央聖書神学校(駒込)

・テーマ:1説教コミュニケーション&トランスフォーメーション」

・プログラムの概要:山口陽一に初日夜の基調講演を依頼。教会の説教を歴史的に振り返り問題

提起と展望をまとめていただく。講演原稿を十二月までに御願いし、準備委員会で二日日朝と

夜、三日目朝の応答講演三本の内容と担当者を検討する。二日目午後はワークショップ、パ

ネルデ、イスカッション、などを考える。

-審議:

1.役員構成

・全国理事長:市川康則 2009年→内田和彦(東部:一年目)、全国書記:正木牧人 2009年まで

→関野祐二(東部)、 全国会計:鷹取裕成も継続)

2.学会誌

・41号日本福音主義神学会創立四十周年になる。振り返りと展望。

3.全国会計予算別紙のように 2010年度予算別紙承認

4. JETSニュース

・原稿締め切り:七月末， 巻頭言:内田和彦新理事長 作成担当:佐々木、

・名簿訂正を各部から送る

5.第 13回全国研究会議に向けて

午前の準備会の報告を受けて検討し、大筋で承認した。
て-.
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6.学会誌委員会よりホームページ(HP)に関する提案、説明:安黒務

①学会としてのHPを作る。その際、これまでのドメイン名 evangelical-theology.jpを使い、

学会誌はその中に組み入れる

②部会案内、部会研究発表など、綜合的に学会の研鎖と交わりを宣伝のために、統合された

HPを安黒務に制作を御願いする。

③全国会計の中に、出版基金があり、そもそも学会誌制作費に費用が不足したときに補う目的

で、あった(書籍の出版のためではない)。そこで、この中から、統合されたHP構築費用を捻出す

る。規模や中身の複雑さを考えると、制作会社に依頼したら、 70-100万円であろうと思う。 30万円

くらいで御願いできないだろうか。

④可能であれば、部会の研究会の宣伝、部会の研究発表のレジメ、中部部会のように部会独

自の会報誌を出しているが、そのような資料の閲覧、など、地方にあってなかなか学会の研究会

に出席できない方々が、このHPから思恵にあずかることができるように考えられないか。講演の

動画をアップpすることもで、きる、などなど。

⑤今後、紙の資料よりも電子資料に比重が移る中、この課題は急務と思われる。

以上の説明を受け検討し、以下の決議をした。

<決議>既存のHPを、部会ページを中心に拡充する。この作業を安黒務氏に依頼する。実務

等について細部は藤本満氏、安黒務氏、鷹取裕成氏で相談していただく。

各部会に責任者をおき、 HP書き換えの情報提供を御願いする。なお、書き換え実務は安黒務

氏が担当する。

7.東部部会総会で東部部会の事務所の所在地に関する記述の変更があり、全国理事会で提案さ

れた。これを承認する。 3部会の事務局は以下のようになる。

本会は事務所を下記に置く。

;ぞ? 東部部会書記の所属する教会あるいは神学校内

西部部会(所在地表記の後に)神戸ノレーテル神学校内

中部部会(" )東海聖書神学塾内

8.次回全国理事会予定

.2011年 6月 6日(月) 14:00-17:00名古屋国鉄会館会議室7階ひかり

-閉会祈り 大坂氏

以上報告いたします。

正木牧人

司r.
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国2010年度報告

1.活動報告

日本福音主義神学会西部部会 2010年度活動報告

2011年 6月6日(月)日本福音主義神学会全国理事会

1)総会:定例4月 19日(月)福音聖書神学校、会計臨時 11月 15日(月)神戸ルーテル神学校

2)研究会議:春期 :4月 19日(月)テーマ 「聖書論再考」 福音聖書神学校にて

秋期 :11月 15日(月) r福音主義神学における説教の意義と位置ー福音宣教の中

心と広がり一」神戸ルーテル神学校にて(場所は予定変更した)

3)理事会: 4月 19日(月) 神戸ルーテル神学校

11月 19日(月)秋期研究会議会場で、会議昼食時

12月28日(火)10:30・14:30 場所:神戸改革派;神学校

4)学会誌:第41号発行 (12月 15日付)。当神学会創立40周年記念号。前号までの会員及び賛

助会員に関する誤記や記載漏れを訂正、補足し、 rJ ET SニュースJ(33号、 9月 1

日付)に添付。

2.2010年度入退会者

A正会員入会:石崎伸二、高山裕行、異鍋献-.A.準会員入会:小宮山愛爾、乾和雄A退会:櫛田節夫

3.2011年度理事改選

改選理事当選上位6名:正木牧人、大田裕作、異鍋孝、鎌野直人、滝浦滋、坂井純人

非改選理事(大名):市川康則、橋本昭夫、安黒務、津村春英、鎌野善三、福田充男

新理事長:津村春英、新書記:正木牧人、新会計:福田充男

4.全国理事会

6月 15日(月)午後 2:00'5:00名古屋国鉄会館会議室。西部から全国理事長市川康則、全国会計理

事鷹取裕成、全国書記理事正木牧人、学会誌担当市川康則、安黒務を送った。新全国理事長:内田和

彦(東部)、新全国書記:関野祐二(東部)、新全国会計:鷹取裕成併陸帝訪。 2011年秋に聞かれる第四回

全国研究会議第 1回準備会が 6月 15日10:00から名古屋国鉄会館にて聞かれ岡村直樹(東部)、大坂太

郎(東部・内田の代理)、佐々木保雄(中部)、安黒務(西部)が出席した。

.20刊年度活動

1.活動計画

研究会議:春期研究会議4月 19日(月)神戸改革派神学校にて

テーマ:r聖餐論への新しいアプローチj

第 13回全国研究会議 10月 31日(月)-11月2日(水)中央聖書神学校(駒込)にて

テーマ:r説教コミュニケーション&トランスフォーメーション」

理事会 :4月 19日(月)研会前 10:00・10:30旧理事、 12:30・13:30旧新理事

10月 31日(月)-11月 2日(水)全国研究会議・会期中

12月 27日(火)大阪キリスト教短期大学にて 10:30・13:30

全国理事会 6月 6日(月) 14:00・17:00名古屋国鉄会館

2.2010年度会計報告と 2011年度予算 別紙

3. 2011年度より会計実務、名簿管理、発送作業を中心に理事会外に有償事務担当者を置く。

以上4

でJ・
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2011年日本福音主義神学会三役会、西部部会報告 理事長津村春英 2011/06/06 

1.研究会議

・2010年度研究会議

春季 4/19 (月)福音聖書神学校

主題:I聖書論再考J

講師(敬称略):神戸改革派神学校(市J11)、大阪キリスト教短期大学(津村)、

神戸ルーテル神学校(橋本)、福音聖書神学校(虞鍋)

秋季 11/15(月)神戸ルーテル神学校

主題:I福音主義神学における説教の意義と位置-福音宣教の中心と広がりー」、

講師・岩崎 謙氏(日本キリスト改革派神港教会牧師、神戸改革派神学校常勤講師)

応答:北嶋和之氏(日本メノナイトブレザレン教団総持寺キリスト教会牧師、福音聖書

神学校講師、)

川原崎晃氏(日本イエス ・キリスト教団神戸中央教会牧師、関西聖書神学校講師)

・2011年度研究会議

春季 :4/18 (月)神戸改革派神学校

主題:I聖域，論への新しいアプローチJ

講師 :三好明久氏(日本アドベント教団上野芝キリスト教会牧師)

ふ軒.~ 応答 坂井純人氏(改革長老東須磨教会牧師、神戸神学館教師、神戸改革派神乍校講師)

正木牧人氏(神戸ルーテノレ神学校校長、西日本ノレーテル伊丹教会牧師)

秋季 全国研究会議 10/31(月) -11/2 (水)

-2012年度研究会議

春季 :4/16 (月)大阪キ リスト短期大学

主題、講師 :未定

コーディネーター(敬称略):津村、鎌野直、坂井

2 役員

・西部部会役員

非改選役員(敬称略):市ハ|康員iJ、橋本昭夫、安黒務、津村春英、鎌野善三、福田充男

改選役員(敬称略):正木牧人、大田裕作、異鍋孝、鎌野直人、滝j甫滋、坂井純人

新三役(敬称略) 理事長.津村春英、書記.正木牧人、会計・福田充男

32010年度入退会者

人会者(敬称略):石崎伸二、高山裕行、異鍋献一、(小宮山愛爾)、(乾和雄) 0は準会員

退会者(敬称略):櫛田節夫

以上

、



日本福音主義神学会中部部会

2011年度総会議事録

日時 2011年 5月 16日(月) 午前 10時 30分より 於 名古屋ー麦教会

出席 安村氏、佐々木氏、東氏、橿原氏、松浦氏、池上氏、関氏

1.報告事項

(1)全国理事会(佐々木理事)

2011年の全国研究会議は 10/31-11/2に中央聖書神学校 (東京都豊島区)で開催。

テーマは「説教 :コミュニケーション&トランスフォーメーション」

中部部会からは安村氏、相馬氏、モニカ氏が奉仕の予定。

6月 6日に全国理事会が名古屋国鉄会館で聞かれる 。

(2) 2010年度行事報告(関理事)

a.総会・公開講演会 2010年 5月 17日(月) 午後 1時より (金山キリスト教会)

公開講演会 有賀喜一氏「主が建て上げられる打ち勝つ教会J

b.秋季研究発表会 2010年 11月 8日(月) 午後 1時より L宣山キリスト教会)

服部滋樹氏 (1'¥プテスト宣教団 津豊ケ丘教会)

「チヤールズ・シメオン :その生涯と影響」

C.理事会

2010年 5月 17日、 8月 2日、 11月 8日、 2011年 2月 14日

(2) 2010年度会計報告 別紙決算報告 (佐々木理事)

(3)学会誌，JETSニュース，中部部会会報第 11号を発行。(壇原理事)

(4)会員異動(関理事)

入会 吉薄慎也氏 (KGK東海地区主事)

永井敏彦氏(神の家族キリスト教会・江南ミッションセンター牧師)

退会 服部滋樹氏、内村撒母耳氏、黒川雄三氏

転出・転入なし。

現在会員 3 1名

以上、了承された。

2.審議事項

(1)2011年度行事計画について、安村理事長より理事会案が説明され承認された。

a.総会・公開講演会 5月 16日(月 )(名古屋一麦教会)

講演 正木牧人氏「第 3回ローザンヌ世界宣教会議についてJ

b.秋季研究発表会 11月 7日(月 ) (金山キリスト教会)

c.2012年度総会 2012年 5月 14日(月 )

(2) 2011年度予算について 別紙予算案が承認された

(3)理事改選と新理事会の構成

安村理事長より理事会報告・提案がなされ承認された。

( 1 )理事選挙の結果 安村氏、橿原氏、関氏の 3名が選出

(2)理事会の構成 理事長一安村氏、会計一佐々木氏、学会誌-檀原氏、東氏

書記一関氏 ホームページー池上氏

(4)そ の他特になし 。

祈祷 :松浦両1]氏

(文責関)
司r.
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2011年度 日本福音主義神学会東部部会 第 42回総会資料

日時:2011年 6月 20日(月) 13:00 -14:00 (続いて春期研究会 14:00 -17:00) 

場所:御茶の水クリスチャンセンター (OCC)416号室

第一部礼拝説教福井誠理事

第二部総会

1.理事長挨拶:内田和彦理事長

2. 活動報告:関野祐二理事

1 )理事会(四回) : 2010年 6月 14日、 7月 26日、 12月 27日、

2011年 3月 31日-4月 6日(メール)

2) 春期研究会:2010年 6月 14日(月)OCC416号室

発題: rクリスチャンと社会 一一一高齢者のためのミニストリー-J

①「ディアコニア(奉仕)思想、と教会論」

稲垣久和氏(東京基督教大学教授)

②「福音宣教における福祉j

漆間一英氏(日本同盟基督教団・青葉キリスト教会牧師、平和保育園園長、 NPO法人

シオン相模原理事長)

コーディネーター:丸山悟司氏(御園ノ《プテスト教会牧師)

3)秋期研究会:2010年 11月 29日(月)OCC416号室

発題: rクリスチャンと社会 一一若者のためのミニストリー一一J

①「クリスチャンユースの信仰発達j

岡村直樹氏(東京基督教大学教授)

②「若者と生きる教会

一一失敗に付き合う大人達、聖霊論パースベクティブからの考察一一J
大嶋重徳氏 (KGK主事)

コーディネーター:福井誠氏(玉川バプテスト教会牧師)

4) 学会誌 41号 特集テーマ「日本福音主義神学会創立40周年記念J (2010年 12月)

5) JETSニュース 33号 (2010年 9月)

6)部門活動

なし

7)会員異動 (2011年 4月現在:正会員 123名、準会員 5名、賛助会員 11団体)

(入会)正会員:大嶋重徳氏 (KGK主事)、吉川直美氏(シオンの群教会牧師)

賛助会員:北海道聖書学院

転入会:中西雅裕氏(ホーリネス横浜教会牧師。西部部会より)

赤坂泉氏(聖書宣教会教師。中部部会より)

(退会)なし

8)理事会構成

(役員会) 理事長:内田和彦会計:渡辺聡書記:関野祐二

(聖書神学〉 三好明、大坂太郎

(歴史神学〉 丸山悟司

(組織神学〉 岡村直樹

〈実践神学) 藤原導夫、福井誠

〈学会誌〉 木内伸嘉、藤本満

3. 役員選挙の結果の報告担当:関野理事

4. 決算報告担当:渡辺理事(別紙参照)

5. 会計監査報告担当:藤本理事

6. 審議事項

1) 2011年度事業計画の件 担当:内田理事長

福音主義神学は教会に仕える「学j です。教会が教会であるために、教会がその使命を果

たすために、学的な研鎖を積む機関であります。微力ながら、その責務を果たすために、今

年も研究の場を設けて参ります。春の研究会においては、教会のアイデンティティが問われ
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る「聖餐論Jを取り上げます。聖餐の本質をめぐり、また陪餐資格をめぐり多くの議論が闘

わされて来たのは、過去の教会史だけではありません。グローパライゼーションと相対主義

の今日、再び切実な問題となっています。また二年越しで準備して参りました、秋の全国研

究会議では「説教 コミュニケーション&トランスフォーメーションJというテーマを設定

し、教会に委ねられた、福音を「伝えるJという課題を実質的な面から間い直したいと思い

ます。

2) 2011年度予算の件(別紙参照) 担当:渡辺理事

3) 2011年度理事会の件 け主)

(役員会〉 理事長:内田和彦、会計:岡村直樹(選挙の結果によって)、書記:関野祐二

〈聖書神学〉 三好明、大坂太郎

〈歴史神学) 丸山悟司

(組織神学〉 渡辺聡

〈実践神学) 藤原導夫、福井誠

(学会誌〉 木内伸嘉、藤本満

以上

で』・
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福音主義神学会学会誌委員会議事録

1. 日時

2.会場

201 1年1月17日(月)午後2時30分~午後4時30分

occインマヌエノレ綜合イ云道回会議室

3. 出席者

4.議事

市川康則師、木内伸嘉師、檀原久由師、藤本満師 以上4名

司会・奨励・祈り 市)11康則師、 聖 書 ルカ 12章38-42節

(1)広告掲載について

-昨年の全国理事会に広告料金の改定、新規広告掲載の募集の件などを提案していなか

ったので、今年6月の理事会に提案する旨の説明が藤本師からなされた。 1ページの

広告スペースを半ページや1/4ページなどに分割して、広告スペースを確保して、広

告収入を増やしてはどうかとの意見が上がった。非賛助会員の広告料の軽減や広告ス

ペースの分割など、広告を出し易い方向で検討することになった。参考意見として、

非賛助会員向け 1ページの値段を5万円から3万円、半ページを3万円から 2万円に

してはどうか。

・広告掲載依頼主の範囲について、出版社、各種団体・税*・教団などの出版物に関す

る広告に限定する方が望ましいとの意見が上がった。

(2)インターネット上の課金制度はについて

-安黒師に一任して、最良の方法、料金体系を考えてもらうことにする。最新の学会誌

は課金対象とし、会員以外が参照する場合は課金する方向で、安黒師にフ。ログラムの作

成をお原品、する。

(3)理事会で第41号の評判が良かったとの報告が上がった。

(4)昨年度の学会誌の会計報告が藤本師からあり、了承された。併せて、編集・印刷に

関する報告もあった。

， (5)全国誌編集委員長を市川師から木内師に変わることが了承された。

(6)学会読編集の内部規定が提示され、内容が確認された。

(7)第42号学会誌のテーマは、「聖餐Jに決定した。

・紙質は、昨年同様にコート紙とすることが了承された。

-報嘩者に関して、東部部会関係者では、三好明師と大坂太郎師に木内師から依頼する。

坂本誠師には藤本師から依頼する。中部部会では、山崎ランサム和彦師と坂本騨市に

檀原から依頼する。西部部会では、正木牧人師と坂井純人師に市)1師から依頼する0

・投稿論文に関しては、今後も広く呼びかけをする。

-巻頭言は安黒師にお願いする。

-原稿締め切りは8月末とする。

・樹、持市から、報告表者欄の文献目録紹介に関して精査する必要があるとの指摘があった

ので、学会誌発行にあたり、「著書、論文、その他の分類jの分け方で整理する。

以上

檀原久由

でJ・
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日本福音主義神学会全国会計

2010年度決算報告 および 2011年度予算

収入の部

項 目 2010年度予算 2010年度決算 2011年度予算

東部分担金 350，000 350，000 350，000 

中部分担金 70，000 70，000 70，000 

西部分担金 400，000 400，000 400，000 

学会誌売上 50，000 63，039 50，000 

広告収入 150，000 170，000 150，000 

献金 。 。 。
雑収入 。 。

前年度繰越 1，113，682 1，113，682 905，998 
ぷロb、 言十 2，133，682 2，166，721 1，925，998 

支出の部

項 目 2010年度予算 2010年度決算 2011年度予算

学会誌出版費 900，000 800，000 900，000 

全国理事会費 150，000 114，478 150，000 

事務通信費 10，000 300，420 50，000 

ニュース発行費 35，000 45，825 35，000 

研究助成費 50，000 。 50，000 

全国研究会議費 100，000 。 100，000 

名簿作成費 。 。 。
雑費・予備費 888，682 ー.b 640，998 

次年度繰越 。 905，998 
i口h、 計 2，133，682 之，166，721 1，925，998 

総 計 現在額

項 目 金 額 項 目 金 額

出版基金 1，208，421 郵便振替 2，112，089 

次年度繰越 905，998 現金 2，330 

よロ』 計 2，114，419 よ口』 言十 2，114，419 

点謹坦盟 01140-6- 32221 半成 23年 3月 23日

x阪 貯金事君臨センタ
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l番号 Eび越高 13場 1. 112. 089附
払込金{一般) ロ

受 払込金〈斬掛端〉

通 払込金(0T) 

払込量 (MT)

入 保 骨 受 人れ

常公金払込 み

自動払込み

その他畳人金
れ喝 払込 量

1.1 I!替費人れ 1 1. 000. 000 

fム過
説金払出し

面鎗払出し

備 品払

常 その他払出金
出‘ 現金払 出 し

振替払 出 し

し f百
加入者即時払

小切手払歯車L

同
料

ー包 ーーーーーー
在 高 」匡====ご 2目1.12. 089 

以上、決算を報告し、予算を提案致します。
2011年3月31日
福音主義神学会全国会計


