日本福音 主義神学会西部部会
2021年 度春季研究会議

「キ リス ト者 の 完 全 に つ いて 」
〜全国研究会議 に向けて〜
<オ ンライ ン開催 >
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<ご 案内 >
昨年 の春季研 究会議 は新型 コロナ ウイルス感染症 の拡大 により中止 とな りま した。同様
に、 11月 に予定 されていた第 16回 日本福音主義神学会 全国研究会議 も中止 (延 期)と な
りま した。全国研究会議は同 じテーマ (「 キ リス ト者 の成熟 :教会・社会・文化」)で 、今年
の 11月 に開催 が決定 しています。神学的な営みがキ リス ト者 の人格的成熟 にいか に寄与 し
てい るのか を共に学びます。 内容的 に実践神学に比重が置 かれて い ることもあ り、 よ り実
りある研究会議 となるために、 この度 の春季研究会議 ではその神学的な土台を確認す る学
び の機会 を持 ちたい と考 えてい ます。加 えて、 コロナ禍 の中で行われ る研究会議 であるこ
とか ら、 コロナ・バ ンデ ミックとの関連 について もご議論 いただ きます。
基調講演 はイ ンマヌエル 高津 キ リス ト教会牧師 で、イ ンマヌエル聖宣神学院 をは じめ、
「
ス
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東京神学大学、青山学院大学等 で教鞭 をとつてお られ る藤本満 氏に キ リ ト者 完 全に
ついて」 と題 して ご講演いただきます。 また、基調講演 の応答 として金井由嗣氏 と橋本昭
コロナの収束が見えない
夫氏に応答講演を して いただきます。 尚、今回 の神学研 究会議 は
中で もあ り、オ ンライ ンで開催す ることにいた しま した。企業や教育機 関で広 く活用 され
てい るテ レビ会議 システ ム Zoomを 用 い ます。 一同に会す ることはできませ んが、 リモー
トの利点 を活 か して幅 広 く今回 の研 究会議 が用い られ、有益 な学び の時 とな ります ことを
願 ってお ります。皆様 のお祈 りとご理解 ご協力を宜 しくお願 いいた します。
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<オ ン ライ ン 開催 に 関す るお願 い >
。当 日 9時 15分 よリミー テ ィングルームヘ の入室を開始 します。 スムーズな会 の進行 の
「
ため開始 5分 前 までに入室を完了 して くだ さい。 また、入室後は会議終了 まで音声は ミ
ュー ト」 でお願 い します。
。今回 の会議 では質疑応答 の機会 を設 けることができません。 ご了承 くだ さい。
・ オ ンライ ン開催 のため、献金 の時を持 つ ことができません。福音主義神学会 の活動 の維
持発展 の為、 自由献金 の ご協力をお願 い致 します。会費 とご一緒に ご送金 いただけま した
ら幸 いです。

<お 申込み/お 問合せ先>
今回 はオ ンライ ン開催 とい うことでお手数 ですが事前 のお申 し込みをお願 い します。 申し
込みは メールでお願 い します。お名前 と所属 を明記 してお申 し込み ください。 そ の後、お
申込み された方に Zoomの URLを メール で送 ります。 また、オ ンライ ン参加 について何
かご不明な点 (Zoomの 使用法等 )が ございま した らご遠慮な くお問い合わせ ください。
福音聖書 神 学校 (事 務担 当 :小 西恵美 )ebscapan‐ mb.com
(TEL 072‐ 761‐ 1397 火 〜 金 10:00〜 16:00)

<コ ーデ ィネー ター >
杉 貴生 福音聖書神学校校長、 日本 メノナイ トブ レザ レン教団堺中央 キリス ト教会牧師
坂井純人 神戸神学館教師、神戸改革派神学校講師、改革長老教会東須磨教会牧師
吉田 隆 神戸改革派神学校校長、日本基督改革派教会甲子園教会牧師

