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福音主線神学の深みと新たな展開に向けて

日本福審開駿(jEA)神学委員会から� f原理

主義jの小冊子� (2006年� 5月}が発行された。

その中で、藤本溝氏は原理主義と排勉主義の関

誌を組織神学者コルネリアス・プランティンガ

の神の創造の働きにおける「分離と結合Jのパ

ターンを援用して説明しているが、興味探い論

述である。� rこの世界に独立して帯夜する斜か

は、強者と分離されることによって、また、� i弓
時lこ能者と結合されることによって、自己同一

性会もった領体として創逃されていった。…

人の固有なアイデンティティを持った人間が

存在しているということは、その人物が明礁に� 

f患者と区別される必要があり、しかしそれだけ

でなく、f患者との関わりによって帯寂するわけ

である。J(40頁)原理主義の� f諜幕Jとしての

排他定義は、この「分離と結合」を歪めて、分

離にあっては告己時1心的世界を謹対イとしてf患者

を否定し、結合にあっては地者との交わりでは

なく隷属させることであると分析すFる� (41

哀九個人であっても技会組織であっても、自

己封一牲の確立には、罪の影響下にあって常に

排能義という「落し穴jがあることを覚えさ

せられた。

福音主義袴学は、歴史的には、出・新約聖書

による神の自己警示に基づき、古ft公開信条、

教会教父たちの袴学的著作、宗教改造容の神学、

その後の敬度主義や大覚醒瀧動からの神学的伝

統を受け継いでいる。しかし、この神学試近刊

の自熱主義的な瞥議思想や自由主義神学の挑戦

を受けつつ、その自己向一性を確立してきたと

言える。いわば、「分離と亙裂jのj践を辿って

今日ある。しミつでも自己同一性から排地主義に

落ち込むことのないように心がけなければなら

全国理事長命訳正溺

ないog己中心となってf患者との鶴に壁をつく

り、他者を裁くということがないようにするこ

とが肝要であるc神学が効力を発し、その時代

の指針となるのは、猿書の真理(福音}がその

文義に適切に息づく持である。その意味で¥福

音主義神学は絶えず今E前文紙からの開いと挑

戦に、これまで、の神学的伝統を継承しつつも、

他者に心を開きながら、強響から新しい洞察を

得て新たな展関安楽たしてゆかねばならない。

今日、「療報主義Jがもたらす世界の宗教的容

政治的不安定さのゆで、福音主義神学には、そ

の臨点である禦書論のみならず、聖書解釈方法

論や終本論の深みが求められる。また、神学は

その性費上「実践的Jであるが、真の神学は常

に� f宣教学的jであることを覚えたい。特に、

非キリスト教社会である日本にお汁

神学は、「橘畿による一致」を誰議したロ…-If、

ンヌ連動のスローガンであるf会教会が全福音

をさを世界に」を受け止めつつ、地域社会の中で

の� f教会」とは伺か、� f議官Jとは{可か、� fお本j

とは何かを神学的に問うことが求められる。社

本社会における「教会Jの存在意義や使命i主将

か。「揺衰の機会場性」が世怪世界lこ生きる現代

人にどのような意味を持つのか、また、どのよ

うな首葉や形襲で伝達可能なのか。「靖国J、� 

f教育J、「福祉jといった今日的な譲認にと、う

向き合うのか。議題iま尽きない。そのために

は、福音主義という自己同一性を持ちつつ、飽

の神学的総常や一般科学による知見に心を熊い

て自らを綾誰し、福音主義神学の新たな展開に

してゆく必要を覚えるc学会員それぞれの

門分野での貢離に期待したい。� 
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1理事会の機lilt
。役~理事理事長:藤本務

I記倉沢書 1]匂議F

会計:渡辺磁t

会誌:木内{申嘉、藤本満 


。部門理事聖書学:内田和縁、浅草事泌総 


組織神学:大瀧依泳、水族修治 


歴史神学:篠山氏 

実践神学:)護隊導犬、会ヰ記憶
 

2.研究会・講演会

公認半期公開講座 :2∞5年 6月初日

主題:r福音派と原理主義j

多量菱重� 1 黒111長u文氏� f宗教戦争と際線主義

発題2 関野祐二氏� f米側キリスト教義票獲主義に

見る� 84又の綴官fi!iえの謀議j

コーデイネ←ター 渡辺雪雲氏

秋葉書研究会:第� 12留金綴研究会議参加

東部から発窓に内fB手長良普氏、 応害事;こ蒸111
短文氏、水主主修治氏

安部門活動

墜誉学部門:2006年� l月� 238
研究発表 津村俊夫氏 rl日約襲警警における多神教:

クンティレッド・マジュル

ド碑文を:IK¥って� I(1日約)

蔦田崇志氏「パウ口とツィロンと

テレイオス� I(新約)

際史神学・実践神学部門:2006年3月� 10日

丸山恰司氏「教会史的観点から兇たダピンチ‘

コード� i 

3.会員量事尊重喜

〈入会〉獲さ苦境氏{浦和議後自機数会〉、
 

111主主敏弓氏〈七飯福音キリスト教会}


豊111慎氏{改革派詩書爾怒幾伝滋隣人


〈滋会〉白石禎男氏

ー・宮司闘隆道・g~邑F圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃ー

1.甥事会構成

。役員理事 理事長安村i二忘

書記石川�  lE

会 計 : 佐 々 木 保 縁 


。学会誌:松浦刻、模原久泌 


。q:，務部会会報:檀原久由、務1災伸長JI
 

2.絞究会・譲演会

公警護言葉}演会� 2005年� 5R 16日

工藤 弘雄氏 ?キリスト殺の議?を

一救済論に怒づく災践的言震性� j 

秋季餅究発表会� 2005王手� 9R 12日

湾 昌宏氏 「ジョン・ウよEスレーと東方教会

渡辺 隆夫氏 「三つの校史(カトリッ夕、ギリシキ

正教、プロテスタント・俗資 j主義)

から:神殺と怒燃のあいだJ
務� 12凹全国研究会議� 2005年11R 28 8-30日

会場名古屋�  YWCA
中部から発題に渡辺膝夫氏、抜本泌氏

中部部会会事院 議~ 5 ̂~け
お?己主訳雪主主?・改訂コ版をめぐって彦氏j;紛内国� m

……紙約を更をきの改訂箇所を!:t心

小手本 茂氏 ?自己愛♂〉歪み

教会共偶然と境界性・自己委委設

人務澱答めぐる考察j

宇崎原 久れよた 伊!息数福祉論の関連からみた

キリスト者f象|

佐々木保線氏 太を尊べj一一留i謁幸鴻に今ぶヤ

松浦 剛氏「動物の権利j 

3.会員異動

(入会〉 ゆ機修氏(水本パプテストキリスト教会)

〈退会〉 謀長� t義援を氏

、句剛'"

量出担締法司自協調E E E・・・� ・-
1.漂毒事会型軽減

。役主主建築:殺害葬災工重量弘媛、

警警 記坂本殺人、

会 議t:!鷲奴裕成

。学会誌:rlirllB襲劇、活EEゑま事
。理 署葬;牧沼浅利、機本隠夫、津村春英、福悶充3号、

滋j機滋、長記鏑孝、大閏裕作� 

2.研究会・競演会

春の研究会� 2005:iiド4月初日

研究発淡 主総縦斎主義神学と霊性:

イントロダクション」

議演者:渡辺襲撃火災 研究発表者� 8名

コーディネータ…:灘減滋氏、橋本紹夫氏‘

安祭務氏

秋の長若手記会	 葬~ 12協会l!l研究会議3こ参加

苦言き長から発援に準語文芸孝氏、殺fB古和氏、1z容に橋本

昭夫氏� 

3.会員異動

〈入会j 水口 君子氏(J五CA袴戸聖書教会)

;潟機	 泌氏{日本メノナイトブレザレン行機� } 

キリスト教会)� 

EIH訴え 議嗣氏(臼本メノナイトブレザレン総長事

川キリスト教会)

(;i民会〉謀議上洋介氏

-正ie'fll妥饗翠縫?珂智圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃�  

(8時と場所� 2α)6寺 6月58 (月)午後2"寺� 5!寺� 

:t-o爆国鉄会館7総会議家� 

(t誌席者・華主総襲義}楽 部:I村民和彦・渡辺総� 

Z宇 都:佐々木f宗務・松滅襲撃i
係 郊:工藤弘雄・鷹取硲詩文・� j王寺三牧入

学会誌:市111康問{至宝蕊)

[開会(ヱ議事)} ガラテヤ� 3 :25~29 

[確認(工藤)] 理事会の継続性の観点から両部から� 3
名になるが正木にも出燃依頼した

明ち� 
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i報告i
L全[kJ (iE:;f三:2005 fド理事会議堅持然添認人� 2.東部部会

{内I!Il、 3. rt' 部長5会 (1，主今本)、 1 治滋~ gl$i:~ 本)、 

5. ヤ ~ij，t (市JI[;、 6.会長� 1 (関取 2005 {I決1r一次認人

会ι8.全国併究会議{松浦佐々~~)，fニュースJETS7. 
計士立機 526000 円、参加 116 名人 9. 全|刻 ~n キ~~奪 (11.:
木)が別事長資料により報針。� 10.神学会ホ…ムページ� 

へ変更p，j'evangeliωI-theology，'http:

iお詫び1 
2005 年度級会長名簿に~j1I.j泌総会賛助会員 j の主主が

欠務しご迷惑をおか;け?致しましたことをお言詫主び

以ド賛助会員 4 潟怒誇絞愛変致文します O名~~令長 f
L大阪キリスト教綴期大惨事事学科{学長柏木よ益三子・学科

*~五本会o 、ネカベナンター書底(支配人級以昭三人 

3関西察繁栄院(校長大田裕作人� 4. fl!!il百聖書神学校

(校長工藤夕、ま義人 5.神戸改族派手車ざま校(校長牧回後

初)、� 6.干車問キリスト教事害Jお� Oi5:l5を総本新作)、 7神戸� 

Jレーテル神学校{校長橋本脳炎)、� 8.堺大浜キリスト教

会(牧a車中谷建靖)、役獄後畷キリスト教学校〈永続長

主主主主主消防、� 10.神港教会{牧綴岩崎謙)、� 11.争議滋努提言書
偽零校(校長輿鍋若手)

[審議1
1.新役奥様主主;懲事長:倉沢正則、著書記:京本牧人(通者三人

会計鷹取裕袋{長期}� 

2 写会総書~.I:司会から意見を*められた英文要約掲戦
の襲警絞必要性のf'F.~英文総文縄載の件・学会議特集

テーマの件

;士会計予算:予算書震の 3点修正と承認、 ③多'1i予懇の

ため学会誌絞雲寺を増客員、@義若手吉助成演の減額、③次

年度線高藤義援をそ予備蓄をに変更� 

4. JETSニュース:巻頭言は倉沢新実霊祭長� 

5.次閉会関税究会議� .2008年秋開催.西部担~・h詩
婦は沖縄の可様性あり・2高1回準備会:2007年� 6 )1 
4 B 10時-2持に� tti君主祭隠鉄会館会議袋、総室長お理

祭主主、準備委員� l立京総� i名、中部� ltt、総務)2名な

いし沖縄際金量、の場合沖縄� 1名を含む� 3tt 
6次回全留安票率'I:'?� 2007年� 8月4 B午後� 2時-5持

名古際関鉄会餓会議室� 

、~. -E蚤湾秀樹F色 担 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃圃圃圃圃

学会話委員

策事11:.本内{申謀、総本満

中部:松波鰍 

西部:市JIl E養護号、 !fi:~宅 務


審� 36長告発行

特集テーマ 「祈り� J
議言文 鎌野直人氏、牧野総見文氏、中津啓介氏、鈴本英

路氏、塚本 長野、氏、氷上 勲氏、小林議議後氏

書子縞論文 録会会主主官間氏

懸賞論文渡辺総氏

月発行125.ド2005

記長� 37-i号特集 f護性j

孝夫き義務ト 金|司研究会議後是認続� 5名、 レスポンス拐さ当お� 

3名に� 25ベージ分で執筆していただく。

渡辺陸夫氏(帯主義主人森 文彦氏、� r-"Im粉彦氏、

牧民主交手口氏、坂本 誠氏、綴本目白夫氏、水草

修治氏、泉川知文氏(楽1J.rE教会)

[草案弘雄氏(開会礼持主主綴)を収録する。

懸賞論文 子t会長率iこ未掲載の執筆者会:ら、多少年齢が

1;孫、同音1五五んでいても可と寸る〉司王お;、'1� 

で受fすけるの

議長史認 総本 満氏、編集後記名ごし

業主総務め切り� 2006 {f'8 R在、発行� 20航空下� 11)] 
iぷ然科会員の場合 苧ページ:10.000円� 

1ページ:30.000問� 

4~~Uの場合 下ベージ・� 30.000円� 

1ページ:50.000月
編集長市111淡泌氏、書記松浦縦氏�  

④38i号特集について� 4点ほど上げて、そのEゃから選ぶ� 

1、線機倫理、自然とf命機� 

2，Jま数学、宣教諭

たとえば東京ミッシ罫ン続究所の凶附氏

務部の簡閲氏
 
3、改めてまま教会考える(再考}
 
4、病といやし
 

..厳罰回謹毘剖E!J13i制民奉鑓潟.� 

2005年� 11月28B (月) -30 日(水)名前燦� YMCA
主題:霊性

むプログラム� 

11月初日(月)� 1 11月29日(火)� 1 11月30B(水)
号。∞-1告:00 19:00-
調書役:[悶総量産容の複 111性:実践待望鮮のを童;
点から(講義文芸ま)� i点から(坂本議員)� i 
10:15- 応害事:泉川知文
重量倣:新約聖書の後i -11:15 
5離から(内田和彦j 111:15-総括
;瓦:20-12:∞� iコーデイネーヂー

質疑応答� 111:45-
12:∞昌見教:安材{二誌と

段差主(各政� L一 一 一 �  -12:15 

浮∞~受付鋳始� 11:15サ� :45
ぶ00-開会事し努� iブ1)ートーク

説教:工藤弘主義� 1 (2分間で)
 

4:40- フリータイム
; オザエンテーシ翠ン;

夕食休東京

{各自)
 

6:30- i6:30-
費量後:草壁5信事事空間投震性:総紛争事実問後
点から〈渡辺経夫)点から(牧問主守秘)
応答:橋本滋夫 a;君事:水草修治 

-8:451 -8:45 

工参加人数 :116名(東諮問名、中音~61 名、否認 40 名)
参加務内訳:学会員 46お

写会詰i綴君主:収入� 526.0∞
(全国会計より 100.000、き芸泊費� 426.000)
支出� 526.000
(会場使用約 135.597、資料作成費� 120.6側、
謝礼� 198，000、・泌綬品費� 7，065、

実行主主Aiお動費� 64.732)


領、
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自本揺音主義神学会全国会計

一般会計 2005年鑑決算報告およが  2006年度予算

収入の部 支出の部  

宅災 巨 2005益事療予算 20総長手渡決算 2006年度予算 宅緩 日 2∞5王手綾子予算 2005年踏ま決算 200吾年度予算 

策室草分後金 450，000 450，000 450，000 
学会誌脳級 
諸経費 

800，000 800，000 900，000 

中努:分純金 70，000 70，000 70，000 全国務芸事会費 150.000 告し070 150.000 

関部分担金 350，000 3事0，000 390，000 事務通信愛 10.000 10，716 10，000 

学会誌売上
(全開}

180，000 192，782 150 00，号 研究助成番号 50，000 30，000 30，000 

広苦労収入 150，000 250，000 150，000 
JETS::ニュース 
発行事警

30，000 29，事25 30，000 

献金 。 9 oI.f.簿作成蓄を 200，000 200，000 合 

雑収入 100 。 告全国研究会議費 100，000 100，000 9 

雑望者・予備費 554.446 号 885，417 

前年度繰越 694，346 694，346 795，417 次年度繰越 合 795.417 

合計 1，8告4，446 2，047，128 2.005，417 合 計 1，8号4多446 2.047，128 2，005香417

、、，〆

。
 

出j軍基金会計 2005年度決算報告
、、句岬〆〆

収入の部 支出の部  

前年度繰滋 1.208，421 次年度繰越 1，208，421 

〆E合3、君u主t 1，208，421 合計  1.208，421 

以 i二、報告数しますむ 
20061手6月5日 全開会計鷹取裕成

余国会計への綴込みは下記の察使量従事幸口座にお緩いします。

郵便筆脅  01140ーか32221 8本福音主観神学会

発計 日本楢背主義神学会
日本舗務主義神学会ニュース

編集金々木保雄
印刷(株)あるむ

句，‘

♂繍.




