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全器研究会議「福音主義神学にお� rjる牧会Jに大容な期待を寄せて

会悶測事長藤本 満

牧会学が、古典的なキリスト教の

理解そ離れて、現代のニーズ・ノウハウ・

倒というような蕗線に造る頬向にあるのでは

ないか、とは我々が共通に強いている

識ではないだろうか。それ詰壁史学に繰り

される撃欝学、哲学的方法論に翻弄される組

織神学とも共通する問題である。

米国には、教会コンサルタントという

職がある。地域の教会を回って、会堂の照明、

トイレの場所、臨席の造り、礼拝プログラム

などの融部にわたって、「プロ� のアドバイd

スを苓える。人々が教会を選ぶ持ftに島って、

より議結に額客に対応、できる態勢を作るとい

うことが践的である。努論そうした犠点の援

要性を百定するわけではない。少しの工央で、

教会の雰閑気そのものが改善されることは枝々

にしである� しかし、これは牧会学ではない。O

また、精神的な悩みを持っている人々がこ

れほどまでに多く社会と教会に奔校している

中、カウンセリングが正しくできるように、

その方認の知識と技能を身につけたいと坊実

に結っている牧師は、私だけではないと恕うο

しかし、これもまた牧会学そのものではない。

牧会学というものが、どこかでプラグマティッ

クな方法論や諸学の特有な理論に掠り凹され

て、正統的なキリスト教神学、すなわ

神学・教会という牧会学の中心から、それぞ

れの専丹諸分野へ吹き飛ばされ散らされてし

まっている惑を覚える。

牧会学がその中心安見つめ産すとき、それ

は聖書学や棒学にも鶴全な刺激を与えること

になる。聖審を臆史文替として解部し、その

成り立ちを見極め、機々な釈載の方法論を追

求するのではなく、たとえば自殺、痴呆症、

戦争、貧困などの身近な問題に生ける神のこ

とばとしての襲替が荷を語りかけているのか、

という聖書を学ぷ本来の道筋へと聖書学を引

き戻すことができるで主うろう。

また枚会的関心は、神学の活性化にもつな

がる。大グレゴリオスの� r牧会規則書J(pa 

storalis)、ブーツアーの『まことの牧会に

ついて』、パックスターの『改革された牧者J、

ノックスやフェヌロンやウぷスレーの手紙な

ど、かつて牧会学にあって欠かすことのマき

なかった歴史神学の新監に碍び手をつけるこ

とになる。さらに牧会学が捧学の門を布くな

ら、組議神学で欠選5しがちな、喪理、誘惑、

苦しみ、悪鹿、などの諸開題を揺り下げるこ

とを要求してくるだろう。

我々が牧会学へ関心を帯せるとき、聖書学、

神学、倫理学が手そ取って、本来のキリスト

教のあり方を今日に播議出すことになる O

布、
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各地臨部会報告
聾警蔀都議韓議欝畿野三害時聖書

1.理事会構成

O役員理事 盟理事長:j謀本語�  

:倉沢正則

:金本悟

。学会誌:木内伸議・藤本満� 

。部門理事聖議学:内陸和彦、津村襲来

組織持学:大瀧告也

援神学:議出武夫

実競神学:藤原導夫� 

2.研究会・講i賞金

①春の研究会� 2仰1年� 6月18日

「臓器はだれのもの キリスト教倫理の立場からJ
発題:多井宇崎雄氏 応答:二神崎人民

舎款の研究会� 2∞1年� 11 f]19 R 
f女性教職議j

発題:内部和惑誌、謡垣緋紗子E王
寺部門別活動

聖書部門� 2002年� 1月28日

聖書学:三野孝� a氏日約聖書における苑についてj 

D.Little “Hermeneutical Implications of 

Clark pinnock's Pneuma-Centric Theol情� 

ogy of Religions" 

3z会員異動:なし

震翠霊欝塞襲撃繋警; 懸雲�  

1.理事会檀成

。役員理事	 :安村仁志

:石川| 正
;佐々木保雄

。学会誌:殿上正敏

。理 事:黒川雄三、松靖剛

2.研究会・講議会

@公爵議議会 2001年� 5足立� E

慢出英雄氏

第ム部仁窓難期と教会黙示諒の終末論j

第二部「黙示録をどう読むのかJ
②秋季研究発援会	 2001年� 11月19日

鈴木英昭氏[北米の長老教会の歴史と日

リスト改革課教会j

石川 正氏� fコミュニケーション・ツールとし

てのインタ…ネットに関するm

争中部部会論集第� 1

L託「型機植物の書誌文離につ11岡松諸� 

渡辺睦夫氏欝静� C.シニLヴァルツ


「自然に成長する教会」


票111鑑三氏?開拓伝道の非持学的ニこツ� 

安村仁志氏資料� f中部部会の歩みj 

3.会員異動

入会:早瀬博明氏、古野千秋氏、関昌宏説、藤坂泉氏

園密部部猫轍機

1理事会構成

@投員理事 :牧田吉和

:麗取搭或

:五票期年

。学会誌:市JlI療関、五累期年

。理 事:謙野義云、� I藤弘雄、

機本昭夫、福田充男、真鍋

滝浦滋、有木義岳� 

2.研究会・鴇練会
、‘酬〆

〔教の研究会� J 2001年� 11丹19日

テーマ� I牧会における翠霊の欝き」

講議亀井後薄民

講壇日:松平沼シニェア長

講漬阻大1111寝平氏

発題真鍋孝氏

発題ll:市川牒則氏

〔春の研究会� J 2002年� 4月22日

主題講漬:関野境問� 氏「牧会における� 1)…ダー4

シップ〈今自の諸問題をめぐって)J

レスポンス;持主事務…託、市HI襲関長、小平牧生氏

く聖書学部門〉

クラーク.E .コープランド氏

「詩篇� 2舗と� 9篇の研究」

く組織神学・瞭史神学部門>

石原知弘氏「カルヴァンにおけるキリストとの結合J _
吉岡契輿氏� fカルヴァンの聖餐論とその接関J 
く実践持学部門〉

翼L.lJ語長「護教についての一考察J 
3.会員異動

入会金議宏之鎌野直人�  JII諒鵠発

除籍:大嶋博道、久保障寛、中野郷代、竹

本田省…、熱田朔、中野雄一郎、藤井壌、

丸巌輿也、三橋車、理哉、三輪修男、山脇満

選会:梶谷逸郎

選去:入船毒事、弾痕畠憲

転出:露出英雄〈東部へ〉

盟委蕗翠藤義裁叢雲 :総繍 

2∞2年� 6月3R鵠午後�  1時--4時

愛知県中小企業センタ- 7階� 13

東部・藤本満、離原導夫(会計)� 

神谷聴…下氏「讃葉歌� 21についてのF 占考察J 、佐々木保雄、11中部:松浦岡
唱、
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襲上正敏(学会誌舗集委員会)

四部:牧賠吉和(甥事長)、麗取格成(書記入

(石黒jilj年は請期で欠席)

全国研究会議準備委員会:伊藤甑美、

(橋本昭夫は所用で欠席)

【デボーシ謹ン】

:使徒の欝き 2 : ].......13 

開会話諦:牧国務和理事長


《全穏理事会議事詩》


【報告】


①前回全国碑事会議事録の確認(牧田〉� 

(2)2∞2年金額研究会議準舗委員会報告(牧田)

奇襲各部会報告

、、，〆
東部(藤本):各部門鰐研究がされているが、

研究会に集まりにくい倒蕗がある。

中部(松浦): 5丹に公開講摘会、� 11f1に会

員務究発表会、年� I部会報を発行した。

語部(牧田):券と款の年 2[e]の萌究会に集中

している。

延長学会総編集委員会報告(腰上)� 

32母の発行が� 2002年� 2月になった。主論文は

女性教職識で、湊晶子託、躍重潔宏、氏、稲穂

緋紗子氏が執筆された。� 33号については、特

集主題がカウンセリング。� 20∞2年� 11月の全

国研究会議の内容とは離ならないようにする。

舎全額余計報告(藤原〉� 

⑥JETSニュース発日報告(設々木)

ぞ会ブロシュア、全国会員名簿発行の報告(牧田)

この� 2件の発行は鷹取理事の艶患のもとにされた。� 

I議事}

"-，，Cu全国務事会の新組識を次のように決めた。

理事長:藤本満

書記:鷹取諮或

計:藤原導夫

命全国会計お予葬の件

会計f担当の藤陳理事より配布の資料に基づい

て検討。その結果、学会誌出鼓諸費叩万円を� 

80li円に、や霧費� 65，751円そ� 165，751丹に修

した上で壊認0 

9学会誌の持� 

33号から横書き組践に変盟。主題は牧会カウ

ンセリング、出販費用は� 80万円(横審議組腹

への変盟で� 10万円書Ij織が予揃Eきれる)。� 

④� 2悌2年金調研究会議わ件(準備委員会報告〉

準備委員会の計踏襲を承認。クリスチャン新

開へのL広告は、碍能ならは研究会議の会計か

ら支出サるG

全器研究会議の記録集を出版することの提媒

ぞ協議した結果は下記の還りo 

(a)いのちのことば社または捕時主義神学会で出臨。� 

(b)西部部会を通じ加藤常時誌に出販了承を得る。� 

(c)いのちのことi訴土との交捗は、藤本理事が行な

うが、著者が楼数になるので、印税については、

いのちのことば社の腕定に従って算定。

舎� JETSニュースの件

編集孫は註々木理事とし、� 7月末までに鱗集

係に原稿を送り、� 9月に発行。

器そのf患の件� 

(a)各部会からの分担金後早急にく2∞2年� 11月ま

でに)送金との藤原理事の擦舗があり、了索。� 

(b)間部部会除籍会践の件。会費を長期支払わな

いためとの荏認。� 

(c)海外会員の件。器部会で適切に処理を雑誌。� 

(d)学会誌は各部会に配布し、各部会ごとに保存、

審理、販売する。論文執筆者は常に� 1罰1刈即

円で購入できることを確認、。� 

(e)次回の全国研究会議の件。中部部会が東部部

会と協力してすることを検討。

命記録磯認:給浦剛理事

審次回の全国穂事会の日程� 

2α03年� 6月2日(月)� 1: (xい4:OOPM 

焚知県中小企業センター

争開会事?梼:松浦階理事

告学会誌委員

東部:木内伸謡、藤本講

中部:眼上正敏

器部:市JII康問、五黒員Ij年� 

(2)32号「女性教職論」には、主議文3点、響評� 

1点を摘載。

@本年疫 33号「牧会カウンセリング」

(副題:福務課持学の観点から〉

。論文執筆者

・窪寺稜之氏

・葬坂泉E王f議造揮の牧会カウンセリング

の確立与をめざしてJ(恒藤〉

-松阪政広氏

@学会誌「福音主義神学j嶺築の件� 

6月3自の全国理事会にで「撞音主犠神学j 

33号より、従来の隷書きを横書きに改める

ことが決定された。

章、



T
 

日本福音意義神学会ニュース� 2002年� 10月1悶)(
 

福音主義神学会全国会計報告� 

2001年度決算報告ならびに� 2002年度予算

収 入 支 出� 

I()2矧予算項 録� 101時予算� 01判決算� 02特予算 項 自� 01年護予算� 01年度決算

東宮路子強金 学会誌社滋諸費 鉱員0，α)() 後お，� α)()沃)()，� α)() 反応，� αぉ

;中滋治控金 80，α)() 100，{総 1ぬ� α)() 理事会費� 1∞，α)() 125，920 130，α)() 

390，α)() 390，α)() 390，α)() 事裁量{言費� 10，α)() 1，総!� 10，α)() 

i鋭流主舗�  70，α)() 70，α)() 70，αぉ 務執成金�  50，(粉 O 50，総;

広吉奴入� 2∞，� α)() 京お，� α刃� ]ETS作著者費� 50，α)() 20，能8 50，αぉ

献 金� O O O 室主名簿憎ま費� 150，α治� 162，978 O 

綿収入� 6∞ 173 2∞ 出}塩基金へ� 1∞，� α)() 1∞，� α)() l∞，� α調。

封童研究会議費� 1∞.α)() 

予備費�  77，216 O 165，751 

護ト 1 1，2俄榔�  1，260，173 1，260，双ぬ 言十� 1，437，216 1，311，338 1，405，751 

練 越� 196，716 196，716 145，551 繰 越� O 145，551 I 

i日h 計� 1，437，216 1，456，&袋� 1，405，751 l仁L2 計� 1，437，216 

、}〆

、輸剛酬，

出版基金会計� 2001年度決算報告� 

i波 入 支 出

会議訟認すより� 100，α)() 

練 結 双翼民� 421 繰 越� 1，後望丸� 421 

i口玉、 言ト� 1，αゑ421 メEE3A 言十 1.後葉~， 421

会計担当 藤原導夫

日本格音主報神学会ニュース� 発行 日本福汗主義神学会
編集佐々木保雄�  
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