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宗教改革的討論

2017年は宗教改革 500周 年です。プロテス

タント教会誕生の発端となったマルティン・ル

ターの宗教改革の歴史的、神学的意義に光が

あてられています。日本福音主義神学会でも

2017年秋に予定されている全国研究会議にむ

けて、宗教改革の今日的意義を考える機会を設

けます。

1517年 10月 31日 のいわゆる「95箇条の

提題」の正式名は「贖宥の効力を明らかにする

ための討論」です。贖宥状を買うことで人々は

罪が赦され、死んだ後に行く煉獄の苦しみから

解放され、さらには現に煉獄にいる死人も赦し

を得ると当時教えられていました。ルターは 3

つの矛盾をつきます。

ひとつは、人々が神の恵みによるイエス・キ

リス トの故の罪の赦しを無代価で受けること

を教会が阻んでいるとの指摘です。宗教改革は

人々への牧会的な動機によるものでした。

また、罪の赦しは真の悔い改めによって人々

に与えられるのであって、贖宥状を買うことに

よるのではないことを示しました。その悔い改

めと赦しはキリス トから、十字架から来ます。

「95箇条の提題」の第 1提題は「私たちの主で

あり師であるイエス 0キ リストが R降い改めよ』

と言われたとき、彼は信ずる者の全生涯が悔い

改めであることを欲したもうた」というもので

す。神の愛と憐れみだけを強調する神学によっ

ては人に神へのおそれは生まれません。宗教改

全国理事長 正木 牧人

革は、悔い改めないでもできる人の行いによっ

て得る平安は、偽りの平安であることを教えま

す。

さらに、贖宥状は人を愛のわざから離れさせ

ることを指摘しました。無代価でキリストのゆ

えに赦された喜びによって押し出されるように

して喜んで貧しい人を助ける、ということより

も、贖宥状の購入にお金を使うことを優先する

ようでは、神を敬い、隣人に与え、自分の肉を

殺すと言う、恵みのうちなる日々の成長の機会

を失います。

教会の誤った実践に対して、ルターは黙する

ことなく、また力づくで抵抗するのでもなく、

まずこれを救いと信仰生活にかかわる重要な牧

会的課題として位置付け、提題をもとにした神

学的討論による改革を図りました。人の意見や

伝統にではなく聖書のみに基づく討論です。そ

して教会は、神の恵みのみによって無代価で差

し出されるキリストという贈りものを信仰のみ

を通して受け取って、神の前ですべての罪を赦

された神の子とされ、また人の前でキリストの

いのちを生き生きと生きることがひとりひとり

に実現するようにと働きます。

日本福音主義神学会は宗教改革的に討論する

会として教会に仕えます。

(神戸ルーテル神学校校長)
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◆各地区部会報告◆

1.理事会構成

◎役員理事 :理事長 大坂太郎

書 記 岡村直樹

会 計 岩上敬人

◎学会誌 :木内伸嘉、三好明

◎部門理事 :聖書神学 内田和彦

歴史神学 丸山悟司

組織神学 渡辺 聡、関野祐二

実践神学 福井 誠、岡村直樹

2.研究会・講演会 年間総テーマ『罪・肉について』

春期研究会 :2015年 6月 15日 (月 )

主題 :「今、再び人間の罪について考える」

講師 :鈴木浩氏 (ルーテル学院大学教授)

秋期研究会 :2015年 11月 16日 (月 )

関野祐二氏「福音とは何か」

田中忍氏「福音に仕える」

東賢作氏「ローマ人への手紙 7章 7～ 25節における

『私』はキリス ト者の現在か」

松浦岡J氏「アウグスティヌス著『自由意志』を読む」

4.会員異動

<入会>下山孝佳氏

<退会>早瀬博明氏

(現在 :正会員 27名、賛助会員 2団体)

1.理事会構成

◎役員理事 :理事長 正木牧人

書 記 岸本大樹

会 計 鎌野直人

主題

講師

主題

講師

「モーセ五書における肉の象徴的意味」

平塚治樹氏 (市川北バプテスト教会)

「『義認と審判』に関する一考察」

安黒務氏 (一宮基督教研究所)

◎学会誌

◎理 事

2.研究会議

4月 20日

テーマ

講 師

安黒 務、坂井純人

金井由嗣、杉 貴生、高木

瀧浦 滋、南野浩則、吉田

実

隆

3.会員移動

<入会>和気敏治氏、神谷雄二氏、安藤友祥氏、

中島伸一氏 (準会員)

<退会>田辺誠一氏、察孝全氏 (逝去)

(現在 :正会員 136名 、準会員 6名、賛助会員 12団体)

1.理事会構成

◎役員理事 :理事長 山崎ランサム和彦

書 記 田中 忍

会 計 池上 泉

◎学会誌  檀原久由

◎広 報  関 昌弘

◎理 事  河野勇一

2.研究会・講演会

春期公開講演会 2015年 5月 11日 (月 )

(金山キリスト教会)

主題 :「福音とは何か 」

講師 :関野祐二氏 (聖契神学校校長)

秋季研究発表会 2015年 11月 16日 (月 )

(金山キリス ト教会)

主題 :「福音に仕える者として

一キリスト教綱要からの学び」

講師 :田 中忍氏

(日本アライアンス教団名古屋キリスト教会牧師)

3.中部部会会報 第 16号

山崎ランサム和彦氏「巻頭言」

春季研究会議 (神戸ルーテル神学校)

「この世に生きるキリス ト者～職業倫理～」

橋本昭夫氏 (神戸ルーテル神学校教授)

瀧浦 滋氏 (神戸神学館主任)

高木 実氏 (キ リス ト者学生会総主事)

コーディネーター:坂井純人氏、正木牧人氏、鎌野直人氏

11月 16日  秋季研究会議 (大阪聖書学院)

テーマ :「現代に求められる教職者像」

講 師 :吉 田 隆氏 (神戸改革派神学校校長)

大田裕作氏 (関西聖書学院院長)

コーデイネーター:岸本大樹氏、石崎伸二氏、杉貴生氏

3.会員異動

<入会>池田基宣氏、丹羽正栄氏

<退会>松平 功氏、宮平光庸氏、池田憲廣氏

(現在 :正会員 159名 、準会員 12名、賛助会員 13団体)

1.学会誌編集委員 :安黒務 (編集長)、 木内伸嘉、

坂井純人、檀原久由、三好明

2.第 47号特集テーマ :「福音の理解 :罪をめぐって」

執筆予定者 :坂井純人氏 (巻頭言 )、 平塚治樹氏、

公文光氏、吉田隆氏、岩本助成氏、

鈴木浩氏、三好明氏、三浦譲氏

3.その他

長年、編集委員として労をとって下さった本内氏が

2015年度をもって退任されることとなった。
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◆全国理事会及び全国研究会議準備委員会議事録◆

日 時 : 2016年 6月 6日 (月 )午前 1100115:30      32 役員構成を以下の通り承認した。

場 所 : 名古屋国鉄会館会議室7階ひかり              。全国理事長 :正木氏

出席者 :(敬称略)                                 (西 部部会理事長、任期 2年 )

東部 :大坂太郎 (東部・全国理事長)、                ・全国 会計 :鎌野氏

岡村直樹 (全国研究会議)                  ・全国 書記 :山崎ランサム氏

中部 :山崎ランサム和彦 (中部理事長・全国書記)、       33 学会誌 (檀原氏、安黒氏)

檀原久由 (学会誌書記)                  。今回は「罪」、来年は「信仰」のテーマを考

西部 :正木牧人 (西部理事長)、 鎌野直人 (全国会計)、         えている。各部会の研究会議のテーマと連携

安黒務 (学会誌編集長)、 岸本大樹 (全国研究会議)        して編集 。発行していきたいとのこと。

・全国研究会議との連携のあり方も、前回に準

I.全国研究会議準備委員会 11:0013:00               じることとした。

司会 :大坂太郎氏                      34 」ETSニュース (山峙ランサム氏)

1.祈祷 (安黒氏)                        。前回と同様に制作 。発行する。
。巻頭言は正木全国理事長。

2第 15回全国研究会議に関する準備委員からの          。原稿締切は 7月 末とする。

報告 (岡村氏)                      35 2016年 度全国会計予算案について

。鎌野氏より説明がなされ、承認された。

3.第 15回全国研究会議についての意見交換          36 学会誌取引条件変更の件
。日程について :2017年 11月 68日 開催の方向で、        。その後ことば社からの連絡はないとの報告が

会場候補校 (中央聖書神学校)に確認することが決        なされた。

議された。                        37 全国研究会議における謝礼基準の件ならびに

。総テーマ「三つの『のみ』」 |こ ついてブレインス       懸賞論文の件

トーミングを行った。                     ・全国研究会議の謝礼基準について話し合いが

。話し合った結果を東部部会に持ち帰って検討するこ        なされた。

とが決議された。                       ・全国研究会議において懸賞論文を募集 し、併

せて研究会議で発題の機会を与える。詳細は

4祈祷 (大坂氏)                        正木氏より提案していただき検討することが

承認された。

Ⅱ.全国理事会 13:00-14:30 司会 :大坂太郎氏          。全国研究会議のフェイスブックページ作成を

1開会のみことばと祈り (大坂氏)                 検討することが承認された。

ヨハネ 5:1618『「空気を読まない」という選択』      38 その他の議案について

。会員名簿については、継続審議とする。

2.報告事項                         ・全国理事会の構成についても、継続審議 と

21 前回 (2015/06/01)議 事録の確認             する。

(山崎ランサム氏)       。長年会費を納入 していない会員のメンバー

22 2015年度各部部会報告                   シップについてどう扱うかについて、未納の

221 東部 (大坂氏)                    場合の規約を追加することはしないことが確

2.22 中部 (山崎ランサム氏)                認された。一定の年数を超えて会費未納の会

223 西部 (岸本氏)                    員に対して学会誌の発送を停止するかどうか

2.3 2015年度学会誌報告 (檀原氏 。安黒氏)          は、各部会の内規で検討し、次回共有するこ

24 2015年度全国会計報告 (鎌野氏)              とが決定された。

25 2015年度」ETSニ ュース報告 (山崎ランサム氏)       。賛助会員の投票権の問題についても、継続審

議とした。

3.審議事項                         39 次国全国理事会

31 役員構成増員の件                      日時 :2017年 6月 5日 (月 )11:0015:00

会計監査役を設ける必要について鎌野氏より        場所 :名古屋国鉄会館会議室 7階ひかり

説明がなされ、承認された。役員を増員するに        出席者 :今年と同じ役職の出席者とする。

あたり、規約を改訂することを各部会に提案す

ることが決定された。                4閉 会祈祷 (正木氏)
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収入の部

項   目 2015年度予算 2015年度決算 2016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 100,000 61,074 100,000

広告収入 150,000 150,000 150,000

献 金 0 0 0

雑収入 0 0

基金から繰入 0 0 100,000

前年度繰越 911,628 911,628 1,011,365

合  計 1,981,628 1,942,702 2,181,365

日本福音主義神学会 全国 会計

2015年度決算報告 および 2016予算

総  計 現 在 額

項   目 金  額 項   目 金  額

出版基金 1,208,421 郵便振替 2,319,786

全国研究会議基金 100,000 現 金 0

次年度繰越 1,011,365

合   計 2,319,786 合  計 2,319,786

本福音主義神学会の活動のさらなる発展のために、献金をお願いいたします。

郵便振替口座 01140632221「 日本福音主義神学会」

支出の部

項   目 2015年度予算 2015年度決算 2016年度予算

学会誌出版費 800,000 800,000 800,000

全国理事会費 150,000 112,761 150,000

事務通信費 10,000 432 10,000

ニュース発行費 35,000 18,144 35,000

研究助成費 0

全国研究会議費 0 200,000

名簿作成費 0 0

基金へ繰入 0 0

雑費・予備費 986,628 0 986,365

次年度繰越 0 1,011,365 0

合   計 1,981,628 1,942,702 2,181,365
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