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宗教改革 はマルティン・ ルターのわざではない
全国理事長 正木

牧人

2017年 は宗教改革 の年 です。世界で、 日本

していきま しょう。本年 は私 たちの信仰 の告 白

で、多 くの催 しや 出版物 によって宗教改革 があ

を堅 固 にす る年 です。 11月 に 開催 され る全 国

らゆる側面 か ら見直されてい ます。

研究会議 はよい機会 です。 日頃は福音主義神学

福音主義神学会は広 い意味でのプロテスタン
ト宗教改革 にアイデンティティの土 台を持ちま

会 に馴染み のない方 を もお誘 いす るチ ャンスで
す。

す。福音主義神学の土台は、信仰 と生活の規範

教会、社会、家庭を再建 した宗教改革 は、大

は 「聖書 と伝統」で はな く「聖書 のみ」である
こ と、私たちの 内に救われる素質 も原因もな く、

きな成果をあげま した。 しか し、驚 くこ とにル
ター 自身が 自らの改革 は失敗だ と思 っていた節

それはただ神が私 たちを救 いたい と意志 される

があ ります。 ローマ・ カ トリック教会の内部改

「恵み」 のみによること、そ して、私 たちの善

革を志 したのに、分裂 と対立 の結果 になったか

行や償 いのわざを含 まない「信仰 のみ」を通 し

ら、 とい うのではあ りません。ル ター は 自 らの

て救われる ことです。

信仰的葛藤を通 して福音を再発見 し、生涯そ の

さて、 プロテスタン ト教会 は長年宗教改革を

教 え と生 活を貫きま した。 しか し、 この福音 に

一 方 的 に勝利 的 に祝 って きま した。特定 の 改

は力 がある、 と信頼 して多 くの改革 の手を打 っ

革者を英雄視 し、公平性 に欠けた物語 りが語 り

たのに、当座は人々が期待 したように応答 せず、

継がれてきた面がある ことは否めません。近年
のエキ ュメニ ズムの盛 り上が りのなかで迎 える

地元 ウィッテンベ ル クの市民の礼拝や生活の感

500周 年 は、16世 紀 のヨーロッパ社会を分断 し、
世界史 に多大な影響を及 ぼ した宗教改革を乗 り

のです。それは神 の失敗 ではな く、改革が人 の
わざでない こ と、福音 による改革 は忍耐 と主 へ

越 えて、対立 と葛藤で はな く和解 と共生の方向

の信頼 が試 される こ とを示 します。華や かな成

性 に力を尽 くす大きな うね りを見せています。
では、私たちは どのように歩むべ きで しょう

功を 目指 さず、純粋な福音理解 に基づ く宣教 と

か。和解 と共生 は主の御 旨ですが、教理的な歩

う

覚さえも思 うほ ど改善 されない ことを見続けた

教会形成を、私たちも共 に じっくり進めま しょ
!

み寄 りによる和解 は宗教改革以前 に戻 る妥協 で
す。宗教改革を導かれた主 の御旨を受け とめて、
私たちは この年、さらに「聖書」のメッセージ、
「恵み」 へ の感謝、「信仰」 の成長 と宣教 に注力

(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 三浦 譲
会 計 岩上敬人
三好明、平塚治樹
◎学会誌
◎部門理事 聖書神学 平塚治樹
歴史神学 丸山悟司
組織神学 渡辺 聡、 関野祐二
実践神学 福丼 誠、 岡村直樹

田中 忍氏 「ルターの神学研究 の方法 について」
松浦 剛氏 「わた しの宗教改革 500年 」
関 昌宏氏 「第 6回 日本伝道会議 に参加 しての レポー ト」
檀原久由氏 「聖化を考 える
一 N.T.ラ イ トの見解か ら浮かび上がる問題点」

:

:

会員異動
<入 会 >な し
<退 会 >石 川 正氏、有賀喜一氏、モニカ・ ブルッテル氏
(現 在 :正 会員 25名 、賛助会員 2団 体)

4。

:

2。

研究会 0講 演会
春期研究会 :2016年 6月 13日 (月 )(OCC508号 室)
主題 :「 信仰」
講師 :山 峙ラ ンサム和彦氏 。大坂太郎氏
秋期研究会 :2016年 11月 21日
主題 :「 信仰」
講師 :遠 藤勝信氏

3。

1。

(月

◎理

2。

事

:

:

理事長

正木牧人

岸本大樹
書記
会計
鎌野直人
安黒 務、大田裕作、金丼由嗣、坂丼純人、
杉 貴生、高木 実、瀧浦 滋、南野浩則、
吉田 隆

研究会議
春季研究会議

2016年 4月 25日

(月

)

(神 戸改革派神学校)

クリス トフアー・ ライ ト『宣教的聖書解釈』を
神学する試み〜 日本伝道会議 に向けて〜」
演 :南 野浩則氏 (福 音聖書神学校教務)
発 題 :西 部部会理事
研究発表 :福 田学氏、三好明久氏、松山雄志氏

テーマ
講

:「

秋季研究会議

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 関 昌弘
◎学会誌
檀原久由
◎広 報
大庭貴宣
◎会計監査 河野勇一

2016年 11月 21日

(月 )

(日 本イエス・キ リス ト教団千里聖三一教会)

テ ーマ 「聖書のテキス トとどう向き合 うか

〜神 のことば・ 教会 の正典 としての聖書解釈」
水垣 渉氏 (京 都大学名誉教授)
応 答 鎌野直人氏
発 表 瀧浦 滋氏、池田基宣氏、石崎伸二氏
九州地 区講演会 2017年 3月 12日 (日 )(日 本 イ エ ス・
キ リス ト教団油山 シャローム 0チ ャペル)
テーマ :教 会 と青年
講 師 :横 田法路氏、松尾 献氏
講

2.研 究会・ 講演会

2015年 5月 11日
2016年 5月 16日

◎役員理事

)(OCCチ ャペル)

会員移動
<入 会 >(正 会員)三 谷和司氏、大友茂行氏
(準 会員)柳 沢己喜男氏、神田聖光氏、
知念聖氏
<退 会 >宮 崎実彦氏、柿谷正期氏、世良田湧侍氏
(現 在 :正 会員 139名 、準会員 8名 、賛助会員 12団 体)

春期公開講演会
春期公開講演会

1.理 事会構成

(月

)

(月

)

演

(金 山キ リス ト教会)

主題 :「 旧約聖書 における福音 とは一イザヤ書か ら考 える」
講師 :鎌 野直人氏 (関 西聖書神学校学監)
秋季研究発表会

2016年 11月 7日

(月

3.会 員異動

<入 会 >岩 上祝仁氏、神戸博央氏
<退 会 >窪 寺俊之氏、岡本雅幸氏
(現 在 :正 会員

)

151名 、準会員 11名 、賛助会員 12団 体)

(金 山キ リス ト教会)

主題

:「 聖化を考える

一 N.T.ラ イ トの見解 か ら浮かび上がる問題点」
講師 :檀 原久由氏
(日 本ホー リネス教団安城キ リス ト教会牧師)
3。

中部部会会報 第 17号
山崎ランサム和彦氏 「巻頭言」
鎌野直人氏 「旧約聖書 における福音 とは
一イザヤ書か ら考える」

1。

学会誌編集委員 :安 黒務 (編 集長)、 坂丼純人、
檀原久由、平塚治樹、三好明

2。 第 48号 特集テーマ :「 福音理解 :信 仰をめ ぐって」
執筆予定者 :三 好明氏 (巻 頭言)、 遠藤勝信氏、藤本満氏、
大坂太郎氏、安黒務氏、山口希生氏、袴田康裕氏
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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 :2017年 6月 5日 (月 )11:00‑16:00
場 所 :名 古屋国鉄会館会議室 7階 ひか り
出席者 :(敬 称略)
、 東部 :大 坂太郎 (東 部理事長)、 岡村直 (全 国研究会議)
中部 :山 峙ラ ンサム和彦 (中 部理事長・ 全国書記)、
檀原久由 (学 会誌書記)
西部 :正 木牧人 (西 部理事長、全国理事長 )、
鎌野直人 (全 国会計 )、 安黒務 (学 会誌編集長 )、
岸本大樹 (全 国研究会議)

0学

会誌 の負担金増額 について、 17年 度、 18年 度は
全国会計からの負担金 (80万 円)を 据え置き、次年
度 の実績を見て翌年の負担金を決める こととした。
・ 安黒氏・三好氏が 2018年 3月 に編集委員を退任 さ
れ る ことを受 け、東部・ 西部部会か ら各 1名 を推
薦する ことが決議 された。
ー ムペー ジの管理・ 運営 について、安黒氏
O JETSホ
に引き続 きお願いすることが決議 された。
ETSニ ュース (山 崎ラ ンサム氏)
3.3
」
。例年通 りの要領で制作・ 発行がなされ る ことが決議 さ
I.全 国研究会議準備委員会 H:00‑13:00
れた。
・ 次号 の巻頭言は正木氏。
司会 :大 坂太郎氏
・ 次号発行部数 は現 行通 り (東 部 200部 。中部 100部 ・
1。
祈祷 (大 坂氏)
西部 200部 )と する ことが確認 された。
2。 進捗報告 (大 坂氏、岡村氏 )
3.4 2017年
度全国会計予算案について
。今年度東部部会の分担金を 36万 円にすることが決議 さ
3。 全国研究会議についての意見交換 と審議
れた。
・ 出版基金、繰越金 を どう活用す るか各部会 で検 討、意
・ 懸賞論文についての意見交換を行 った。
・ 申込みについて、今 回ははがき同封をやめる ことが決議 さ
見を募 ることが決議 された。
れた。
部 部 会 よ り提 案 の あ った、年 会 費 を 4000円 か ら
O東
・ メディアの活用 について意見交換がなされた。
に上げる件 について、東部部会に持ち帰って再
5000円
。主題講演には応答者を立てず、質疑応答の時間を設けるこ
検討する こととなった。
とになった。
学会誌取引条件変更の件、継続 (大 坂氏)
3.5
・ 物販について、実行委員会で検討する ことになった。
・ 先方か らの連絡が途絶 えたため、継 続審議 には しない
。メディアヘ の対応 について、取材に関するガイ ドライ ンを
ことが決議 された。
全国研究会議における謝礼基準の件な らびに
公開するべ きとの提案がなされた。
3.6
懸賞論文の件
・ 謝礼 は主題講 演者 2万 円、応答 0分 科会 は 1万 円。遠
4。 祈祷 (岡 村氏 )
方か らの講演者 に対 しては交通費を計上す る ことが確
Ⅱ。全国理事会 13:00‑16:00 司会 :正 木牧人氏
認 された。
・ 懸賞論文 の賞金額 を 5万 円か ら 4万 5千 円 にす る (1
1.開 会 のみ ことば と祈 り (正 木氏)テ トス 2:H‑15
人あた り 1万 5千 円)こ とを決議 した。
3.7 会員名簿の件 (継 続審議事項)
・ 会員デー タは管理す るが、紙媒体 の名簿 は作成 しない
2.報 告事項
ことで決定。継続審議をやめる ことが議決 された。
2.1 前回 (2016/06/06)議 事録 の確認
全国理事会規約の修正、確認事項について
(書 記山崎ラ ンサム氏)
3.8
2.2 2016年 度各部部会報告
西部部会か らの提案
2.2.1 東部 (大 坂氏)
事務所の所在の明示
3.8.1
2.2.2 中部 (山 崎ラ ンサム氏)
部会 の事務所所在地の変更に ともない、規約の記
0各
2.2.3 西部 (岸 本氏)
載を変更する ことが提案 された。
2.3 2016年 度学会誌報告 (安 黒氏)
の表記変更案を各部会で承認後、来年度変更する
0上
ことが決議 された。今年度 は実務上の必 要 に鑑み、
2.4 2016年 度全国会計報告 (鎌 野氏)
2.5 2016年 度 JETSニ ュース報告 (山 峙ラ ンサム氏)
間暫定的に現状に会わせた表記で全国の規約を
1年
用 い、来年度承認を受ける こととなった。
3.審 議事項
2 第 3条 立場の項に「三位一体」を信 じるとい う文
3.8。
3.1 役員構成増員の件
を挿入すべ きとの提案について
・ 会計監査役 を設 けるにあた り、規約を改訂す る件 につ
0東 部・ 中部部会で検討 して来年持ち帰ることが決議
いて、各部会 で提案 し、承認を得 てか ら、来年の全 国
された。
理事会で決定することが決議 された。
細則に退会規定を加える提案について
3.8.3
・東部 。
3。 2
中部部会で持ち帰 り検討する ことが決議された。
新年度 の役員構成を以下 の通 り承認 した
4 西部部会で賛助会員にも投票権を与えている件 に
全国理事長 :正 木氏
3.8。
ついて。
全国 会計 :鎌 野氏
。東部 0中 部 もこれに合わせることが決議 された。
全国 書記 :山 崎ランサム氏
会費未納者のメンバニ シップについて理解を統‐
3.8.5
(来 年 4月 か らは中部新理事長)
全国 会計監査 :吉 田隆氏
する件について。
・ 各部会理事会で話 し合い、次回決定することが確認
(西 部 :神 戸改革派神学校校長)
学会誌 (安 黒氏、壇原氏)
ETSジ ャー ナルを各部会理事に無償で宣伝用に
3.2.1 」
お渡 しする件
・ 理事へ の無償提供はない ことを確認 した。
3。 2.2
編集委員会か らの議案
・ 吉川氏の実務退任 に ともな う外注 の必 要性 につい
て、承 認がなされた。
4。

3.2

された。
その他
・ 次回全国理事会について

3。 9

日時 :2018年 6月 4日 (月 )11:00‑16:00
場所 :名 古屋国鉄会館会議室 7階 ひか り
閉会祈祷 (正 木氏)
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日本福 音 主 義神 学会 全 国 会 計
2016年 度決算報告 および 2017予 算
収入 の部
項

2016年 度決算

2016年 度予算

目

2017年 度予算

東部分担金

350,000

350,000

360,000

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

62,127

100,000

広告収入

150,000

135,000

150,000

献

金
1,000

雑収入
100,000

100,000

前年度繰 越

1,011,365

1,011,365

934,311

△

2,181,365

2,129,492

2,014,311

基金から繰 入

計

支 出の部
項

2016年 度決算

2016年 度予算

目

2017年 度予算

学会誌 出版費

800,000

800,000

800,000

全国理事会費

150,000

126,277

150,000

事務通信費

10,000

760

10,000

ニュース発行費

35,000

18,144

35,000

200,000

200,000

研究助成費
全国研究会議費
名簿作成費
基金 へ繰 出
雑費・予備費

986,365

1,019,311
984,311

次年度繰越
△

総
項

目

金

額
1,208,421

全 国研 究会議基金
次年度繰越

計

2,014,311

現 在 額

計

出版 基金

合

2,129,492

2,181,365

計

項

金

目

2,192,732

郵便振替
現

額

金

984,311

2,192,732

△

2,192,732

計

日本福音主義神学会 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 01140‑6‑32221「 日本福音主義神学会」
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