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「楢音主義j神学(J)追及と発展をめざして

来年� (2010年)は日本福音主義神学会創1 

40周年記念の年です。この勝、本学会を守り

いでくださいました主なる御神に心から惑謝い

たしますと共に、今自までの先人諸費のご奉仕

に深く患いを致します。神学も、人間知識の有

機体の一部分として、富有の学術的背みが許さ

れると共に、人関学問が人間の生に仕えるべき

であることに恭づき、神学も教会の主主と働きに

仕えなければなりません。本学会は不十分なが

らも、神学の学術的研鍍に収り組み、同時に教

会奉仕を臼指して参りました。

しかし、この� 40年間を振り返るとき、今後

の議題とすべき事柄も示されました。本学会規

約は立場を「袈舎の十全霊感を信じる福資主義

キリスト教J(第 3条)と、日的を「神学研究

を行い……教会の健全な成長と発展に奉仕する

こと� J(第 4条)と、それぞれ調っています。

しかしながら、関えば、裂をき解釈における膝史

的、批評的方法の使用、環脊の� f無謬性jと「無

誤性Jの異師、議室に帰される不思議な現象、

政治や文化に対する教会の姿勢等々を巡って議

論が百出しました。創立に関わった人々の中に

は、脱会した人々もいます。また、神学の福音

主義的研績と教会の健全な成長の因果関係は白

焼ではありません。「福音主義」の1Ad-・狭さ

の判断、信仰と学問の統合、学酷と実践吟縛立

などの難しさなどを痛惑しま

今日改めて「福音主義jとは何かーより正確

には「滋音的TあるとはやIかJーが関われてい

市全開理事長 康員5

ます。聖喬;こ対する宗教的確信一聖書iE典だけ

が霊感された、権威ある神の設葉で、信仰と生

活の唯一の誤りなき茨準ーが馬じでも、その聖

書を実際にどう読むかは、福音主義糠営で…致

している訳ではありません。聖書の字句文言を

そのまま受け取り、記される事例を直接の範例

とする誰み方、文字の背後の“真意"を割り出

そうとする読み方、最初の読者に対する寵接的

な意味に一反対に、自分たちへの応用的意義に

…独占的関心を持つ読み方も可能です。

「福者主義」は福音を最主義援し、これを周守、

標携する立場を意味します。しかし、「福音と

は何かjは� fどうすることが謡音的なのか」に

震定され、そして、この答えは自明ではありま

せん。勿論、福音ぞれ脂身は客盤的、不変的な

神の設業であり、決して人聞の解釈や経験に還

元され得ません。しかし、福音は、それについ

ての私たちの福者的学習…ーキリストへの信仰に

よる救いという、聖警自体の根本目的(袋詰テモ

テ3:14)に従った読み方・学び方ーを通してのみ、

正にそれとして認識され、経験さFれ得ますむ福

音主義とは完成した立場ではなく、繋霊の導き

に信頼し、試行錯誤を恐れずに、聖書に生かさ

れることを求めつつ、それを学ぶこと、換訴す

れば「キリスト告自主義jです。キリスト告岳

の姿勢の堅持だけが、神学の謡音的、学期的研

畿と、そめ教会的実践への結合努力とのための

エネルギ}を与えてくれます。

(神戸改叢派神学校校長)

，、
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φ各 地区部会報告.

-・医謝剛健ヨ臨時詰E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 
1.寝事会の穂波

。役奥理事理事長:内問和彦

書記:関野祐二

余計:渡辺総�  

0学会誌:水内線嘉、藤本満

。都内滋事費量誉学:三好明、大坂太郎

組織神学:I潟村直樹

歴史神学丸山倍潟

実践神学:i篠原導夫、福井議� 

2‘研究会・禁演会

①春異議研究会:2008年� 51126日明) 

主題:r
解決の糸口が見えてくる、対処がわかる

一因襲撃な牧会への二人の提言一J
発題� 1 関村直樹氏「質約研究方法と牧会j

発想� 2 藤掛明氏

「非行心理室臨床の実務から学んだこと

ーこれからのキリスト教界における

カウンセリングの可能性一J
コーディネーター福井誠氏

②秋葉書研究会:全額研究会議に合流

@部門活動なし 
  

3.会鎌異動 	 ..b」 ι� ' 

く入 会)111上官室哉氏、笹関靖氏、河野
の

克也氏

〈転入会〉商議註コ氏{西部総会より〉

スチュアート・ラウアー氏(霊安部部会より)

く退 会〉織田輿四男氏、八貴重機和彦氏� 

E m臨錨密寝 室韓国圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃ー�  

1理事会構成

。役員理事理事長:安村仁志 

撃事記:関昌宏 

会 計:佐身木事長縁


。学会総.，撞原久街、家主明

。中表事部会会議.，撞原久E旬、

。漆書評:池上泉 
  

2.研究会・競演会� 

CD公開語審演会� 2∞8年� 51112日

母子111康郎氏「教会の笈教としての礼稼

一等iこ説教の型車きと広が号を日おして…j

②孝夫季研究発表会	 2∞S年� 1011 20日

回や 忍氏「エこ3・チャ}チについてJ


③中部都会会報第� 9号

食材仁志氏「巻皇真言j


1)家芸JII市� 氏� ra教・札持・説教 .報告:

一一徳者3主教に仕える教会としてJ
田中 双氏� fキリスト教会と環境問題

ーエコチャーチの豊島事一J
依々木保雄氏「心に刻む警護史」

松浦湖i氏� f掲示板伝道から学んだこと」

機原久由氏� ri普段ー私が牧術会続けられるわけ-J 
3.会員興重量

〈入会〉自弁仁氏

協中忍、氏

〈退会〉小林茂氏 
  

E益銅酪穫期駐軍圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園�  

1.壊事会4質成
。役員型車事理署野長:市JII主義則


簿記並木牧入 

会計:鷹取裕成 


。学会員事:mJII.&葉県日、安黒 毒事

。理 事大問様作、金弁由踊語、工海弘緑、議室 泌滋、

主撃村春英、橋本語読夫、福白光3号、真章構� * 
2.研究会・講演会

初08年春の研究会� 4月21日(月)(関宮襲撃著書神学校)

::t題:r補望号ミ主義における伝道の神学J
 
2四8年秋の研究会� II 月 25 日〈火)~27 日(木}


金関研究会議に参加

::t慾:r現代日本における伝送の神学j 

3.会員事尊重量
〈入会)徳永火氏、上回祭教氏、岡本奇襲幸氏、ft!!盟賞監

康氏、武藤隆二氏、大津恵太氏、沼 慎二氏、

爽回照氏、桂有楽氏、加藤都生氏、杉食

生氏

{退会〉並村由紀氏、久保問題氏

〈車説会〉ラウワ・スチュアート氏(東部へ)
 

-E護策事酪F陸 軍 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃

①学会総....

束事事:水肉体察、覇基本 滋〈会計)

令部:遁原久出(書記〉、東 :夜明

凶器事:i初日華美則〈編集長)、安E義 務

己診 39~号発行
特集テーマ「書道気と癒しj 忽)Q8年� 12月発行� 

③� 40号i草、お綿主事会菌研究会機特集者善tごする

-・~悶U:i塞蓬鑓議霊謹寄a圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃置

〔日時)2009年� 6月� 15日(月) 午後� 2:00・5:00

{場所〕名前康問鉄会鎗会議室7階ひかり

〔出席}京都:内田和彦、渡辺聡 


中部:佐々木保雄、関主主宏

闘争 部:市川康郎(ま理事長)、鷹取総主主(会計)、

正木牧人{著書記) 学会誌:(市J111l在日1))

欠席者なし

.筒会の御言葉と祈祷:市JII理事長 
  
Iコリント9:19 ~23 


1.金関理事会(疋木) 波布� r2008年度会関理事会議

挙録。8/06/02J
・1誌閲理事会で承認、演みむ議事録を確認した。� 

2‘各部会報告承認

-頭部:(正木) 09/04ノ20総会報告よ母説場。九州ブ

ロック孫関iこ際� C，J車線/ゆ郊の九州在{主義を言語部

に車式会を御願いしたい。

-令部:(関) 09/05/18総会議事録により説明。

・東部:(内回) 08/06/(泌総会資料;こより説明。� 

3‘学会誌〈市JlJ)� 
‘39苦手発行� f翁いと癒しム� 40号・昨年の金問綴究会

議特集号とする。� 

4.会計(騰取)

-別憲民 f日本橋斎主義神学会会図会計2∞8年度決算� 

"-
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報告」に基づいて幸援をな 承認� 

5. JETSニユ}ス(佐々水)� 31号を発行した0 

会問研究会議報告(市6. 1)11
・0容111125-27に第� 121l童日ヨド緩資金義神学会会題

研究会縫合神戸で関鍵した。� (2001年開緩予定の第� 

10回会識が延期され笈泌2年に開催iきれたが、誤っ

て第� 11闘と霊ぎわれていたため、� 2005学会宣言終日問、� 

2008年が第� 12駁となる)

・クリスチャン事号機の� 2月� 15臼号に市川会後が総括

合言書いた。

.審篠:

l.役員様車主
・全国車整事長:市111康総〈残り� 1~ド)、去を鼠著書記:正
木教入、会閉会計� :11取裕成留任�  

2.学会誌

・第� 40号� 2(齢年発行はj二記の通り。

-費量 41号� 2010年、本会iま専門的研究よりも総合的研

究の棺JL草害発の場として3霊感績や.iE輿論という土合

と、凝代日本へのレレパンスさと採ることを焦点とし

てきたこと会ふまえる。� 

3.金問会計予勢: 別紙のように双泌吉年度予算共生認� 

4. ]ETSニュ…ス
・7月末までに際干潟提出のこと。著書頭遂:市JIl線事長。

作成担当:佐々木� 

5.次留の全国研究会議に向けて

-テーマ等について意気令交換した。
 
• 2011年秋に東部の主催で行う。関部・中部から各一

名令指換機会に送る。全菌研究会議準縁寺霊談会を� 6月� 

7日 時00-13:00名古屋国鉄会量産会議義空襲� 7階ひかり

で澱催する。綴集東部部会。� 

6.~包会長名簿
・鷹取氏担当。� 2010年春発行予定。各部会の資事寺会� 

2欲望号年末に集める。� 

7.記録穣認

&次郎会問燃事会予定 

.2010年� 6月7日{汚)� 14:∞-17:00 名古屋国鉄

会館会議後家� 7猪ひかり

・閉会祈り 鶴湾家

e・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・e

司本視官主義神学会

関穣日:2008年� 11丹25日(火)-27日(木)

場所神戸YMCA

ホスト:野本謡音主義神学会諮務部会

全体のテーマ

「現代日本における{公選の神学j

講義� 1 ri云えるメッセージj

講鶴:荷額和彦氏

応答:錦繍議氏

講義11r多元主義社会における

講師:橋本路氏

応答:援井題郎氏

講義眼� ri云遂の担い手j

講陣:鴬沢正則氏

応答相馬伸郎民

講義lVr伝道の結議一教会建設-J
:河野勇一武

応答:工藤弘誰氏

開会礼拝説教者安村仁志氏

総括・際会札搾市JII康難氏

〈訂正のお詫びと知らせ〉

全調理事長市JII 康期

本学会は昨年 11 丹 25~27 日、神 YMCA

全臨研究会議報告

で、多くの議長加者を得て、第� 13閥金属研究会

議を開催し、野本{云議についてのよさ学びを

することができました。改めて惑議する次第

です。

しかし、実は昨年の醗究会議は通算� 12醤

自の会裁でした。かつて第� 10回研究会議が� 

2001年に開催される予定でしたが、諸事情の

ため� 2002年に廷英語されました。ところが、こ

の紙期された会議が当時、誤って第� 11回と数

えられました。そして、� 2005年の会議が第� 12

題、昨年の余識が第� 13屈と、誤ったまま壊に

数えられてしまいました。したがって、昨年

の会議は第� 12回、� 2011年に開催予定の会識

が第� 13閥となります。

しかしながら、誤った数え方をした� (2002

年、� 2005年、� 2008年開穫の〉会議の岡数を、

記録等の諸種の文書で今きら訂正するのは、

大変閥難なことですので、次回から攻めるこ

とにさせていただきます。混乱を生じさせ、

大変申し訳ございません。会員諸費にはどう

ぞご容赦くださいますよう、お緩い申し上げ

ます。この機余に一君、お詫び、方々、お知ら

せいたします。

明、� 

A岡弘
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日本福音主義神学会� 

2008年度決算報告および� 2009年度予算

収入の部� 
!項 自 2008年度予算� 2008年度決算� 2009年度予算� 

東部分姐金 450，000 450，000 150，000 
中部分控金 70，000 70，000 70，000 

|西部分担金 390，000 390，000 400，000 

|学会誌売上 150，000 51，068 100，000 
広告校入 150，000 200，000 150，000 

献金 合� O O 

雑穀入 8 え500 合� 

前年度蟻越� 1，090，995 1，090，995 1，220，198 
A口、 言十 2，300，995 2，254，563 2，090，198 

支出の部� 
2008年度予算� 12008年度決算� 2009年度予算� 

900，000 I 900，000 900，000 

150，000 I 102，690 150，000 
10，000 I 550 10.000 

30，000 I 31，125 30，000 

50，000 I 0 50，000 

I00，000 I 0 100，000 

100，000 I 0 100，000 

ヲ60，995 750，198 
s 
9 L220，198 

2，300 2，� 563 0ヲ� 198，0，2，95 254，号� 

。
 
~い与れ、 計 現在額

|項 同 金 額 項 住 ノ泣〈ム 額� 

出版基金 ，2081， 421 郵使抜本事 2，426，609 I 

次年度練舷� 1，220，198 郵便振替(来通知〉

現金�  2，010 

A仁1、 計� 2，428，619 A口、 計 2，428，619 

綴

告本補音主義神学会ニュース� 
縦
発
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