
2011年 8月 1日 日本福音主義神学会ニュース

藉 書
―

紳

発行所/460-0022
学会サイ

愛知県名古屋市中区金山 2丁目 13東 海聖書神学塾内

ト アクセス http://evange ica― theno o3yip

今秋の全国研究会議に向けて

1970年 に設立 された 日本福音主義神学会

は、西部、東部、中部の二部会に別れて活動

して来ましたが、全国の会員が一同に会する

場 として、全国研究会議 も設けました。1981

年、紅葉の美 しい京都で開かれた第 1回 会議

のテーマは「 日本宣教の神学的再考、21世紀

の宣教論 をめ ぐる」で、若輩なが ら筆者 も、

新約神学の観点か ら発題させていただきまし

た。

以来会議はほぼ 2年おきに開催 され、講演

の多 くは学会誌に掲載されて来ました。取 り

上げられた主題は以下の通りです。②「今日

における福音主義聖書論」(1983年 )、 ③「福

音主義の聖書解釈と説教」(1985年 )、 ④「福

音と文化」(1987年 )、 ⑤「福音の光のもとに

見る日本文化」(1989年 )、 ⑥「聖軍」(1991年 )、

⑦「『戦後昭和』史と日本の教会」(1994年 )、

③「今日の宗教混乱と宣教の責務、真の宗教

性の回復のために」(1996年 )、 ⑨「聖書釈義

の今日的課題」(1998年 )。

一瞥してわかるように、福音主義神学のア

イデンテイテイを問う聖書論、聖書釈義、聖

書解釈といった課題との取り組みが一つの軸

であるとすれば、日本の福音主義キリスト教

が、置かれている国、社会、時代、文化に対

する自身の有効性、妥当性を検証しようとす

る試みがもう一つの軸となうています。オニ

ム真理教がもたらした宗教不信に対処しなけ

全国理事長 内田 和彦

ればという危機感のにじむ第 8回会議は、後

者の典型でしょう。

世紀が改まり、2002年 に開かれた第 10回

会議 (神戸)で「福音主義神学における牧会」

というテーマが設定された後は、どちらかと

言えば後者の軸を中心に研鑽が重ねられて来

ました。開催は3年 に 1度 となり、2005年、

名古屋では「霊性」、2008年、神戸では「現

代日本における伝道の神学」、そして、間もな

く東京で開かれる第 13回 会議では「説教、コ

ミュニケーシヨン&ト ランスフォーメ,シ ョ

ン」という主題に導かれました (学会のホー

ムページをご覧ください)。

「説教」が取り上げられた第 3回 と第9回の

会議では、聖書のテキス トからいかにして説

教が生み出されるかが焦点でしたが、今回は

生み出された説教が聞き手にどう伝わるかを

問うものです。説教の内容が、福音の真理を

正しく豊かに証するものでなければならない

ことは論を待ちませんが、同時に会衆に有効

に伝達され、神のみこころにそらた変革をも

たらすものでなければ、目的を果たしたこと

になりません。相対主義、多元主義のポス ト

近代、しかもIT革命によってコミュニケー

ションの方法が大きく変化したこの時代の日

本にあって、ますます容易でないこの神学的

課題に、ともに挑んで参 りたいと思います。

(」ECA前橋キリス ト教会牧師)
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◆ 各 地 区 部 会 報 告 ◆

1理事会の構成
◎役員理事 理事長 :内 田和彦

書 記 :関野祐二

会 計 :岡村直樹

◎学・会 誌 :木内伸嘉、藤本 満
◎部門理事 聖書神学 :三好 明、大坂太郎

組織神学 :渡辺 聡
歴史神学 :丸 山悟司
実践神学 :藤原導夫、福井 誠

2研究会・講演会

①春期研究会 2010年 6月 14日 (月 )

(お 茶の水クリスチャンセンター)

主題 「クリスチャンと社会

――高齢者のためのミニストリー三二」
発題 1 稲垣久和氏 (東京基督教大学教授)

「デイアコニア (奉仕)思想と教会論J

発題2 問間一英氏

(日 本同盟基督教団青葉キリスト教会牧師)

「福音宣教における福祉」
コーディネーター :丸山悟司氏

(御 園バプテスト教会牧師)

②秋期研究会 12010年 11月 29日 (月 )

(お 茶の水クリスチャンセンター)

主題 「クリスチャンと社会

――若者のためのミニストリーーー」
発題 1 岡村直樹氏 (東京基督教大学教授)

「クリスチャンユースの信仰発達」
発題2 大島重徳氏 (キ リスト者学生会主事)

コーディネーター :福井 誠氏

(玉 川バプテスト教会牧師)

③部門活動
なし

3会員異動

〈入 会)正会員 :大島重徳氏、吉川直美氏
賛助会員 :北海道聖書学院

(転入会〉赤坂 泉氏 (中 部部会より)

中西雅裕氏 (西部部会より)

(退 会〉なし

1理事会構成
◎役員理事 理事長 :安村仁志

書 記 :関 昌宏
会 計 :佐 々木保雄

◎学会誌 :檀原久由、東 正明
◎中部部会会報 :檀原久由
◎理 事 (ホ ームページ):池上 泉
2.研究会・講演会

①春期公開講演会 2010年 5月 17日 (月 )

(金山キリスト教会)

主題「主が建て上げられる打ち勝つ教会」
講師 :有賀喜一氏

(全 日本リバイバルミッション代表)

②秋期研究発表会 2010年 11月 8日 (月 )

(金山キリスト教会)

主題「チャールズ・シメオンーその生涯と影響」
発表者 :服部滋樹氏

(バ プテスト宣教団津豊ヶ丘教会牧師)

3中部部会会報 第 11号
安村 仁志氏 「巻頭言」

有賀 喜一氏 「打ち勝つ教会の建て上げ」

佐々木保雄氏 「無縁社会を見据えてJ

関  昌宏氏 「教会の高齢化に関わる問題に関してJ

檀原 久由氏 「迷いながらたどり着いた牧師像」
松浦  岡1氏 金承哲著「神と遺伝子一遺伝子工学時

,   代におけるキリスト教Jを 読む

3会員異動

(人会〉永井敏彦氏、吉澤慎也氏

(退会)内村撒母耳氏、黒川雄三氏、月及部滋樹氏

1理事会構成

◎役員理事 :理事長 :津村春英

書 記 :正木牧人

会 計 :福田充男

◎学会誌 :市川康則、安黒 務

◎理 事 :大 田裕作、瀧浦 滋、橋本昭夫、真鍋 孝、

鎌野善三 、鎌野直人、坂井純人

、2.研究会・講演会

①春期研究会 2010年 4月 19日 (月 )(福音聖書神学校)

主題 「聖書論再考」

講師 :市川康則氏 (神 戸改革派神学校)

津村春英氏 (大阪キリスト教短期大学)

橋本昭夫氏 (神 戸ルーテル神学校 )

真鍋 孝氏 (福音聖書神学校)

②秋期研究会 2010年 11月 15日 (月 )

(神戸ルーテル神学校 )

主題 「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」
講師 :岩崎 謙氏 (日 本キリスト改革派神港教会牧師)

応答 :北 lle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)

3会員異動

(入会〉正会員 :真鍋献一氏、 石崎伸二氏、 高山裕

行氏

準会員 :小宮山愛爾氏、 乾 和雄氏
退 会 :櫛田節夫氏 

‐

①学会誌委員
東部 :木内伸嘉 (編集長)、 藤本 満 (会計)

中部 :壇原久由 (書記)、 東 正明
西部 :市川康則、安黒 務

② 41号学会誌発行
特集テーマ「日本福音主義神学会40周年記念」

③ 42号学会誌テーマは、「聖餐」に決定
執筆予定者

東部部会 :大坂太郎氏、三好 明氏
中部部会 :坂本 誠氏、山崎ランサム和彦氏
西部部会 :坂井 純人氏、正木牧人氏

:2011年 10月 31日 (月 )15時～11月 2日 (水 )12時 30分
:中央聖書神学校 (東京都豊島区駒込 315-20)
:「説教、コミュニケーション&ト ランスフォーメー

ション」

時

場

題

日
会

主
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②国民性と説教 (1)内容と講演 :                           
発表者 :モ ニカ・ブルッテル氏【開会礼拝】 説教者 :北野耕一氏

【講演 I】 「福音主義教会における説教―何を、誰に、

(ド イツ宣教師の視点から)どのように語って来たのかJ

③国民性と説教 (2)講演者 :山 口陽一氏 応答 :正木牧人氏

                     (韓 国人宣教師の視点から)発表者 :趙南珠氏【講演Ⅱ】「何を語るのか」

                  ④教会暦と説教 発表者 :岡崎孝志氏講演者 :堀  肇氏、相馬伸郎氏

⑤説教に代わる真理の伝達 発表者 :福 田充男氏【講演Ⅲ】「誰に語るのかJ                 
【閉会社憚】 内田和彦全国理事長講演者 :安村仁志氏、大和昌平氏

申し込み :6月 1日 開始のか」【講演Ⅳ】「どのように語る1                
締  切 :7月 31日  二次締切 :9月 30日講演者 :藤原導夫氏、鷹取裕成氏

参加費の支払いは当日会場で受け付け、宿泊は各自【ワークショップ】
                     で用意する。①テクノロジーと説教 発表者 :船津信成氏

◆ 全 国理事会議事録◆

〔日時〕2011年 6月 6日 (月 )午後 lЮO～ ユ00        ■審議 :

〔場所〕名古屋国鉄会館会議室7階 ひかり            1 役員構成を以下のように確認した。

〔出席〕東 部 :内 田和彦 (全 国理事長)岡村直樹 (全      ・全国理事長 :内 田和彦、全国書記 :佐々木保雄、

国研究会議)                  全国会計 :福田充男

中 部 :佐々木保雄 (全国書記)檀原久由 (学

会誌)                、  2 学会誌第42号 は多様な立場からの聖餐論を中心

西 部 :安黒務 (ホ ームページ)、 鷹取裕成 (全      に編集、発行することを承認した。

国会計)、 津村春英 (部会理事長)、 正

木牧人 (部会書記)             3 2011年 度全国会計予算を別紙のように承認した。

■開会の御言 :内田和彦理事長                4 JETSニ ュースの発行を承認した。
コリント人への手紙 第-15章 58節              ・7月 末までに原稿提出のこと。巻頭言 :内 田和彦

理事長。作成担当 :佐 々木

■祈祷 :檀原久由理事
5 第13回全国研究会議について以下のことがらを

■報告 :                            承認した。

1 全国理事会 (佐 々木)配布「2010年 度全国理事      1)予 算41万 円

会議事録」                         (収 入予算〉
・前回理事会で承認済み。議事録を確認した。           全国会計からの補助    10万円

参加費          31万 円
2 各部会報告 承認                     (支 出予算〉
・西部 :(津村、正木)2010年度部会活動報告より        会場費          5万 円

報告。                            謝礼 (講演、発表、応答、礼拝奉仕者)

。中部 :(佐 々木)2011年 5月 16日 部会総会議事                 ´   21万円

録より報告。                           事務費 (パ ンフレット、レジメ、申し込み用紙等)

。東部 :(岡村)2011年度東部部会総会資料より報                     9万 円

告。                             発送費          4万 円

確認はがき代       2万 円
3 学会誌 :報告 (檀原)                  2)当 日の司会者の選定と依頼の件については、参
・学会誌委員会議事録より報告                加者の氏名を確認し、全国研究会議準備委員会で
・第41号「日本福音主義神学会創立40周 年記念」      決定する。

を発行した。
・第42号学会誌のテーマは「聖餐Jに決定した。      6 ホームページにJETSニ ュース、各部会報告、各

部会の研究発表の内容等を掲載することを承認し
4 会計 (鷹取)                     た。
・別紙「日本福音主義神学会全国会計2010年 度決

算報告」に基づいて報告 承認             7 次回全国理事会の予定は以下の通りとした。
2012年 6月 4日 (月 )14時～17時

5 JETS手 ュース (佐 々木)33号 を発行した。        名古屋国鉄会館会議室 7階ひかり

召集は東部部会理事長tア ジェンダの用意と進行
6 ホームページ (安黒)                  は西部部会理事長

情報の共有と会員の意識向上を図るため、内容
を充実させる。」ETSニ ュース、各部会報告、各    ■閉会祈り :鷹取裕成氏 ‐   ‐

部会の研究発表の内容等を掲載し記録に残す。
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日本福音主義神学会

2010年度決算報告 および

全国 会計

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 0 0 0

雑収入 0 0

前年度繰越 1,113,682 1,113,682 905,998

合  計 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 0 50,000

全国研究会議費 100,000 0 _  100,000

名簿作成費 0 0 0

雑費・予備費 888,682 0 640,998

次年度繰越 0 905,998 0

合  計 2,133,682 2,166,721 1,925,998

総   計 現 在 額

項   目 金  額 項   目 金  額

出版 基 金 1.208.421 腱替 2,112,089

次年度繰越 905,998 現 金 2.330

合   計 2,114,419 合   計 2,114,419
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