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EIJ造的で、エポック・メーキングの全国研究会議を

来年 2014年 H月 4日 ω～6日 困まで、関西聖

書学院 (奈良県生駒市)を 会場にして日本福音

主義神学会全国研究会議が開催される予定です。

その主題は「福音主義神学」 と決まりました。

日本福音主義神学会は万博問題で揺れる1970年

に設立され、その黎明期については、『福音主義

神学』41号に綾々述べられています。以来、感

謝なことに、多 くの方がたが加えられ、ずいぶ

ん多様化 してきました。

かつて、聖書の御言葉の無謬性、無誤性の議

論が盛んでありましたときに、批評学 と名のつ

くものと一線を画すること、それ自体が福音主

義であるかのように力説 してや まない人が多

かった と思います。 しかし今や、食わず嫌いで

済まされるような時代ではありません。バラン

スのとれた食事が健康を支えるように、その方

法論の限界をわきまえつつ、御言葉を追求する

手段 として学ぶことは、今 日、研究者のみなら

ず牧師にも必須 と考えます。

卑近な例では、邦訳聖書はいずれもその底本

であるギリシア語新約聖書校訂本に従っていま

すが、括弧つきの本文や、節の脱落などについ

て、牧師は信徒の方がたにどのように説明され

全国理事長 津 村  春 英

ているのでしょうか。例えば、ルカ福音書 24章

40節は、文語訳、国語訳、新改訳 (第 3版)で

は、ベザ写本などの証拠に従って、いずれも本

文欠落 となっていますが、新共同訳では、その

底本であるUBS修正第 3版 (ネ ス トレ=アーラ

ント26版)に従って、本文に採用されています。

それは最新のネス トレ=ア ーラント第 28版にお

いても変わっていません。「聖書は神の言葉であ

る」。これが福音主義の要諦であります。従って、

福音主義者 こそ、率先 して御言葉を研究 しなけ

ればならないと思います。

全国研究会議開催の2014年秋、設立から半世

紀近 くを経過するこの時に、聖書学のみならず、

すべての神学分野において、あらためて「福音

主義神学 とは何か」を学的に問い直 し、境界線

を引 くのでな く、多様な中にも何が一つにして

きたかを確認 し、また、 どのようにして次世代

にひきつ ぐことができるかを、 ともに考え合 う

時であ ります。創造的で、エポック・メーキン

グの研究会議になることを願ってやみません。

(大阪日本橋キリス ト教会牧師、

大阪キリス ト教短期大学前学長 )
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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 :大坂太郎

・     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 学 :三好 明、内田和彦

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 :2012年 6月 18日 0
(お茶の水クリスチャンセンター)

主題 :「震災とキリス ト者」

発題 1 岡村直樹氏

(東京基督教大学大学院教授、

督教団神学教師)

日本同盟基

「震災とクリスチャンユースの信仰形成J

発題 2 渡辺 聡氏

(東京バプテス ト教会 ミニス トリー牧師、

青山学院大学非常勤講師)

「教会は大震災にどう関わったのか -3・ H
支援教会、教派のリーダー達に聞 く―」

コーディネーター :福井 誠氏

(日 本バプテスト教会連合・玉川キリスト教会牧師)

②秋期研究会 :2012年 H月 12日 曰

(お茶の水クリスチャンセンター)

主題 :「原発 とキリスト者J

発題 1 関野祐二氏 (聖契神学校校長)

「自然科学から考える原発とキリス ト教」

発題 2 水草修治氏

(日 本同盟基督教団・小海キリスト教会牧師)

「聖書を眼鏡 として原発問題を読む」

コーディネーター :三好 明氏

(日 本キリス ト教会神学校校長)

③部門活動

10月 16日 の、実践神学部門研究会「イスラム圏

宣教の現実と展望」が行われた。講演者は宮川和彦

氏、応答者は土井彰氏で、担当は福井誠理事 と、藤

原導夫理事であった。

3.会員異動

〈入会〉正会員 : 」ヽ山英児氏、嶋田博考氏、星加弘

文氏、西川幸司氏、岩上敬人氏、

関 智征氏、

〈転出〉 横 田法路氏 (西部部会へ
)、 安黒拓人氏 (西

部部会へ
)

〈退会〉 西 満氏、川越敏司氏

1.理事会構成

◎役員理事 :理事長 :山崎ランサム和彦

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 :池上 泉

2.研究会・講演会

春期公開講演会 2012年 5月 14日 0
(金山キリス ト教会 )

主題 「現代日本にあって、福音をどう語るか」

講師 鷹取裕成氏 (チ ャペル・こひつじ牧師)

秋期研究発表会 2012年 11月 5日 0
(金山キリス ト教会)

主題 「恵みとしての戒規 ――ルターの破門論の視

座から」

発表者 小形真訓氏 (鳴門キリス ト教会代理牧師)

3.中部部会会報 第 13号

安村仁志氏 「巻頭言J

鷹取裕成氏 「ギャップを超えて伝える」

小形真訓氏 「恵みとしての戒規 ―ルターの破門論

の視座から一」

松浦 剛氏 「ルターの説教を読んでJ

山崎ランサム和彦氏

「生きた人間の営みとしての神学 一二

つの国際学会に参加 して一 J

檀原久由氏 「マクグラスの『歴史のイエスと信仰

のキリス ト』を読み解 く」

3.会員異動

〈入会〉 大庭貴宣氏

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 :鎌野直人

◎学 会 誌 :市川康則、安黒 務

◎理  事 :大田裕作、金井由嗣、岸本大樹、坂井純

人、瀧浦 滋、橋本昭夫、真鍋 孝

2.研究会・講演会

春期研究会 2012年 4月 16日 曰

(大坂キリス ト教短期大学 )

主題 :「神の国の包括的 (ホ ーリスティック)宣教

―東 日本人震災を受けて一 J

コーディネータ 津村春英氏、鎌野直人氏、

坂井純人氏

午前の研究発表者

神田宏太氏 (関西聖書学院 )

「ザビエルの夢 と実現 とその広が り」

金美善氏 (大坂キリス ト教短期大学 )

「金教臣の無教会主義 :内村鑑三 との出会い と

朝鮮伝道の挫折」

小宮山裕一氏 (神戸改革派神学校 )

「フィリオクエについての一考察 :そ の歴史的



2013年 8月 1日 日本福音主義神学会ニュース (3)

概要 と実践的な意義について」

尾崎 純氏 (神戸改革派神学校 )

「中間時代のメシア像 とメシア・イエス との胡

師について」

栞田 学氏 (福音聖書神学校 )

「これか らの日本においての創作賛美が必要な

理由についての考察」

新藤光輝氏 (関西聖書学院 )

「『神学 と霊性』パ ッカー研究からの一考察」

午後の講演

岩橋竜介氏 (日 本国際飢餓対策機構 )

小平牧生氏 (基督兄弟団ニューコミュニティ牧師)

西岡義行氏 (東京 ミッション研究所 )

秋期研究会 2012年 H月 19日 0   (神 戸神学館 )

主題 :現代のパウロ解釈を考える 一新 しい視点を

めぐって一

コーディネータ :坂井純人氏、金井由嗣氏、

岸本大樹氏       、

午前の研究発表者

青木保憲氏 (京都中央チャペル牧師 )

「アメリカ福音派研究の実際 :日 本での福音派

研究 との比較からJ

観寺正和氏 (西神福音ルーテル教会伝道師 )

「キリシタン大名 :高山右近の信仰 と政治 一現

代 日本キリス ト教会への問いかけ一」

午後の講演

鎌野直人氏 (関西聖書神学校学監 )

「パウロ研究の新 しい視点 :肯定的な立場から」

遠藤克則氏 (改革長老教会北鈴蘭台伝道教会牧師)

「信仰義認再訪 :教会が立つか倒れるかの信仰

日 時 :2013年 6月 3日 口 午前 H:00～ 14:30

場 所 :名 古屋国鉄会館会議室 7階ひか り

出席予定者 :(敬称略 )

東部 :大坂太郎 (理事長 )、 岡村直樹 (全国研究会議 )

中部 :佐々木保雄 (全国書記 )、 壇原久由 (学会誌 )、

山崎ランサム・和彦 (理事長、全国研究会議 )

西部 :鎌野直人 (全 国会計 )、 津村春英 (理事長、

全国理事長 )、 滝浦滋 (全国研究会議 )、 安黒

務 (全国研究会議)以 上 9名
I 全国研究会議準備委員会 11:00～ 13:00

(含む昼食 )

司会 :津村春英理事長

祈 り :佐々木保雄氏

第 14回全国研究会議についての意見交換が行われ、

下記のように理事会に提案することになった。

(1)開催時期 :2014年 H月 4日 の～ 6日

"(2)開催場所 :関西聖書学院 (生駒市門前町221)

(3)主  題 :「福音主義」または「福音主義神学」とする

Ⅱ 全国理事会 13:00～ 14:30

(全国研究会議の委員は陪席扱い)

■開会の御言葉 と祈 り :津村春英理事長

「一粒の麦」ヨハネ福音書 12章 24節

条項」

3.九州地区研究会

2012年 4月 23日 0
(バ プテス ト連盟博多キリス ト教会 )

講師 :櫻井囲郎氏

1.日 本文化 と福音伝道

2.文化 と伝道の再検討

3.現代 日本社会の伝道

4.会員異動

入会 :岩崎幸三氏、宇山 誉氏、青木保憲氏、田口

望氏、

転入 :横田法路氏 (東部から)

退会 :大嶋美枝子氏、宮谷正子氏、伊藤規雄氏、 ミッ

チェルザニア氏

①学会誌委員

東部 :木内伸嘉、三好 明 (会計)

中部 :壇原久由 (書記)、 東 正明

西部 :市川康則 (編集長)、 安黒 務

②43号学会誌発行

特集テーマ 「説教」

③44号学会誌特集テーマ「ホーリスティックな宣教 一

―東日本大震災が投げかけるもの」

執筆者 :岡村直樹氏、渡辺聡氏、西岡義行氏、関野祐

二氏、岩橋竜介氏、小平牧生氏

④45号の特集テーマについては、第 14回全国研究会

議に関連して、「福音主義」とする。

報告 :

1 全国理事会 (佐々木氏 )

配布 :「2012年度全国理事会議事録」

前回理事会で承認済み。議事録を確認 した。

2 各部会報告 承認。
。東部 :(大坂氏)2013年度東部部会総会資料よ

り報告
。中部 :(佐々木氏)2013年度中部部会総会議事

録より報告

・西部 :(津村氏)2012年 度西部部会活動報告よ

り報告

3 学会誌 (壇原氏)学 会誌委員会議事録より報告

第 43号 「説教」を発行 した。

4.全国会計 (鎌野氏 )

「日本福音主義神学会全国会計 2012年度決算

報告書」に基づいて報告。承認。

5 JETSニ ュース (佐々木氏)第 35号発行

■審議 :

1.役員構成を以下の通 り確認

・全国理事長 :津村春英氏 (西部)(2014年 6月

全国理事会まで )

・全国書記 :佐々木保雄氏 (中部 )

◆全国理事会及び全国研究 義準備委員会議事録◆恭「　．
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・全国会計 :鎌野直人氏 (西部 ) (2)開催場所 :関西聖書学院 (生駒市門前町 221)

2 学会誌 (壇原氏 ) (3)主  題 :「福音主義Jま たは「福音主義神学」

・第44号 については特集を「ホー リスティック とする

な宣教 一東 日本大震災が投げかけるもの一」 詳細については、西部部会の全国研究会議委員

とする。 を中心に進めることとする。

3.2013年 度全国会計予算 (鎌野氏)原案通 り承認。  ,ュ   6『 日本福音主義神学会』規約の改正について話

4.JETSニ ュース第 36号発行を承認。 し合われ、来年度の全国理事会において、議題

・原稿締め切 りは7月 末 として取 り扱 う。

・作成担当は佐々木氏                           (提
案者は西部部会 )

7.会員名簿の改定発行について話 し合われた。

。巻頭言 :津村春英仝国理事長 8.次回全国理事会予定

。各部会の報告 ・2014年 6月 2日 帽)14:00-17:00
5.第 14回仝国研究会議につ|い て 名古屋国鉄会館会議室 7階ひか り

全国研究会議準備委員会の提案を受けて下記の 。招集及びアジェンダ準備 :恒例により、津村春

ように了承された。 英全国理事長

(1)開催時期 :2014年 H月 4日の～6日

"
■閉会の祈り 山崎ランサム・和彦氏

日本福音主義神学会 全国 会計

2012年度決算報告 および 2013年予算

収 入 の
工
立
ロ

項 目 2012年度予算 2012年度決算 2013年度予算

東部分担金 700,000 700,000 350,000

中部分担金 70,000 70,000 70,000

西部分担金 800,000 800,000 400,000

学会誌売上 50,000 102,704 100,000

広告収入 150,000 130,000 150,000

献  金 0 0 0

雑収入 0 8,500 0

前年度繰越 18,371 18,371 911,840

合   計 1,788,371 1,829,575 1,981,840

支 出 の
立
ロ

項 目 2012年度予算 2012年度決算 2013年度予算

学会誌出版費 800,000 800,000 800,000

全国理事会費 150,000 84,090 150,000

事務通信費 50,000 2,520 10,000

ニュース発行費 35,000 31,125 35,000

研究助成費 50,000 0 50,000

全国研究会議費 0 0 100,000

名簿作成費 0 0 0

雑費・予備費 703,371 0 836,840

次年度繰越 0 911,840 0

合   計 1,788,371 1,829,575 1,981,840

総 計 現 在 額

項 目 金  額 項 目 金 額

出版基金 1,208,421 郵便振替 2,119,931

次年度繰越 911,840 現  金 330

合   計 2,120,261 合   計 2,120,261

日本福音主義神学会ニュース
2013年 8月 1日 発行

日本福音主義神学会

佐々木保雄
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