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「教会の、教会による、教会のための」

神学校の現職に就いて間もなく、日本福音主

義神学会(JETS)東 部理事と、日本福音同盟 (JEA)

神学委員会に相次いで加えられた。二刀流なら

聞こえはいいが、メンバーが重なり合うことも

あって、両者の差異とは何かを思い巡らす日々

であった。JEAの責任は数年前に終わったので、

コロナ禍の終息が見えない中、あらためて JETS

が存在する意味と意義を問い直している。

組織のアイデンティティを考える際に立ち戻

るべきは規約である。」ETSの規約第四条 (目 的)

には、「本会は前条 (注 :福音主義キリス ト教)

の立場に立って、神学的研究を行い、相互の交

流をはかり、教会の健全な成長と発展に奉仕す

ることを目的とする」と明記されている。一方、

前述の」EAは規約前文によれば、目的を「教会

の宣教協力」とまとめられる。両者の共通項は

「教会」だ。教会を離れた JETSの営みはあり得

ない。

そもそも、神学は教会から生まれた。異端と

の戦いの中で、教会は聖書を基として「健全な

教え」(テ トス 1:9他)を徐々に体系化し、信

仰告白や信条を形成した。そして、信仰告白を

共有する民が時代や文化の中でユニークかつ多

様な教会を形成して来たのだ。また、神学は教

会の骨格 /血液である。聖書から論理的また時

系列に体系化された教理こそが、キリストのか

らだとしての教会を支え、一致を保たせ、各器

官に酸素や栄養分を供給する血液のように、そ

の器官が有効に働き得るエネルギーを与える。

そして、神学は教会が置かれた世界に寄与する

東部部会理事長 関野祐二

ための「神のご計画のすべて」 (使徒 2027)、

すなわち聖書的世界観を提供する。この世で起

こりつつある事象はすべて、この世界観に基づ

いて読み解かれる。だから、教会にとって神学

は机上の空論どころか、いのちそのものなのだ。

ずいぶん前だが、神学校の機関紙で「神学す

る」ということばを使ったら、「そんな日本語

はない」とお叱りを受けたことがあった。確か

に同じ「学」でも「経済する」とか「天文する」

とは言わないし、辞書を引いても「進学する」

しか出て来ないが、神学書のタイトルとして「神

学するJは市民権を得ている (例えば栗林輝夫

『日本で神学する』など)。 これは、神学が教会

の現場でダイナミックに営まれるべき学である

との証左ではないだろうか。

筆者の担当する組織神学クラスで、毎回提出

のレポー トに「実際問題への組織神学的問題提

起と提言Jを課しているのは、世の破れ口に立

つ (エゼキエル 22:30)教会の現場で「ネ申学する」

のを希求してのことだ。だから、基本的信条は

不変であっても、現場での神学は常に刷新を求

められるのであって、昨今のコロナ禍や LGBTQ

などのイシューは、そうした神学的チャレンジ

を教会に与えるのだ。教会からの問いかけを受

け止め、考察し、再度教会の現場へ発信する、

これこそ JETSの存在意義に他ならない。

」ETSの活動が、困難な時代に置かれた地域教

会に新鮮ないのちを吹き込み、教会の多様性に

おける一致に寄与することを願ってやまない。

(聖契神学校校長、鶴見聖契キリスト教会牧師)
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◆各地区部会報告◆

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、会員に文書を送付して承認

を求めた。

12020年度理事会構成

役員会 :関野祐二 (理事長)、 三宅規之 (会計)、 野村天路 (書記)

聖書神学 :山崎ランサム和彦、岩上敬人

歴史神学 :丸山悟司

組織神学 :岡村直樹

実践神学 :渡辺聡

学会誌 :平塚治樹、山崎ランサム和彦

2理事会 4回 :2020年 7月 16日 ,10月 30日
,

12月 11日 ,2021年 3月 4日

*理事会は新型コロナウイルス感染症のためすべてzoomに よ

るオンライン会議

3春期講演会 :新型コロナウイルス感染症の影響で中止

4秋季講演会 :新型コロナウイルス感染症の影響で中止

5会員移動

入会 (役職等は入会当時)

中山史郎氏 (単立 。東京聖書教会牧師、聖契神学校在学中)

正会員

岸本茂雄氏 (日 本キリスト合同教会・板橋教会)正会員

岡谷和作氏 (JECA永福南キリスト教会会員、

トリニティ神学校在学中)準会員

種別変更 (準会員から正会員へ)

広瀬由佳氏 (」ECA宣教教会会員)、

永井創世氏 (KGK東北地区主事)

退会

柴田敏彦氏、ベテルキリスト教会 (賛助会員)、

柿谷正期氏、大嶋義隆氏、森和亮氏、

木村幸広氏、和気敏治氏、泉田昭氏、

多井一雄氏 (召天)、 佐布正義氏 (召天)

2021年 3月 現在 :正会員 137名 ,準会員 12名
,

賛助会員 11団体

6審議事項

◎ 2021年度の年間テーマは前年度から延期された春の研究会

を、この秋の全国会議への準備と位置づけて、年間テーマ

を教会論、キリスト教倫理、宣教論に先立つ
~人

間論――

キリスト者の成熟を目指して一―」とし、春の研究会 (Zoom
オンライン)には藤本満氏をお招きして、「神の像に造られ

たキリストのかたちに贖われ――imago Deiに 関わる諸課題

と諸事情――」というタイトルで講演をお願いしたc

◎ 2021年度理事会の件を審議し、承認した。

2021年度理事会の件

役員会 :関野祐二 (理事長)、 三宅規之 (会計)、 野村天路 (書記)

聖書神学 :山崎ランサム和彦、岩上敬人 歴史神学 :丸山悟司

組織神学 :岡村直樹

実践神学 :渡辺聡 学会誌 :平塚治樹、山崎ランサム和彦

投票結果 (6月 1日開票)

会員に文書を送付し、総会の報告事項と審議事項の承認を

求めた。下記の結果によって、総会の報告事項と審議事項

は承認された。
・有効投票数 70票 (ハガキ42票、グーグルフォーム28票 )

。総会の報告事項と審議事項への承認 70票

12020年度理事会

理事長 :檀原久由 (全国書記)書記 :関 昌宏 会計 :池上泉

学会誌 :大庭貴宣 (全国学会誌)、 広報 :東正明、

会計監査 :下山孝佳

2総会、理事会、研究会 。講演会

2020年総会 :2020年 7月 20日 に日程を変更して開催した。

会場は CBI。

理事会は 2020年 7月 20日 (CBI)、 2021年 2月 22日 (ZOOM)
に行った。

講演会や研究会は中止とした。

3中部部会報

この年は発行しなかったc

4会員移動

種別変更 (準会員から正会員へ)永江桂子氏、中山創氏

(2021年 4月 現在 :正会員 23名、準会員0名 、賛助会員 2団体)

52021年度の理事会と活動案

◎理事会

関昌宏 (理事長)、 檀原久由 (書記)、 池上泉 (会計)、

大庭貴宣 (学会誌)、 下山孝佳 (広報)、 東正明 (会計監査 )

◎活動計画

2021年 5月 10日

公開講演会「宣教理解の変化と現状―コロナウイルスか福音かJ

(講師 :菅家庄一郎氏Z00Mに て開催)

理事会と総会
2021年 11月 1517日 全国研究会議へ参加。

2021年 7月 26日 、2022年 2月 21日 理事会。

12020年度理事会

◎役員理事 :理事長 坂井純人、書記 岸本大樹、

会計 石崎伸二 (全国会計)

◎理事 :岩上祝仁、鎌野直人、杉 貴生、瀧浦 滋、徳永 大、

袴田康裕、正木牧人、南野浩則、吉田 隆、

豊村 泰 (オブザーバー)

2研究会・講演会、理事会

新型コロナウイルス感染症のため特になし。理事会は定期的

に開催した。

32021年 度の理事会

坂井純人氏 (理事長)、 岸本大樹氏 (書記)、 石崎伸二氏 (会計)、

理事 :岩上祝仁、鎌野直人、杉 貴生、瀧浦 滋、徳永 大、

袴田康裕、正木牧人、南野浩則、吉田 隆、

豊村 泰 (オブザーバー)

4主な活動

5月 24日 (月 )

。春季研究会議「キリスト者の完全についてJ

講演 藤本 満氏

応答講演 金井由嗣氏、橋本昭夫氏
コーディネーター 杉 貴生氏、坂井純人氏、吉田 隆氏
*オ ンライン開催

。同日、九州地区と山口県を含む地域の会員を対象に、今

後の西部部会内での交流により、積極的に関わつていた

だくための交流を目的としたZoom会議が行われる予定。
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H月 15日 (月 )～ 17日 (水 )

全国研究会議「キリスト者の成熟について」

講演 「教会とキリスト者の成熟」

講師 野村天路氏

(JECA生田丘の上キリスト教会牧師、聖書宣教会講師)

石崎伸二氏 (神戸ルーテル神学校)

講演 「社会におけるキリスト者の成熟J

講師 柳沢美登里氏 (「声なき者の友Jの輪カタリスト)

中島真実氏 (基督兄弟団一宮教会牧師、

東京聖書学院、東海聖書神学塾講師)

講演 「文化を創り出すキリスト者の成熟J

講師 南野浩則氏 (福音聖書神学校)

吉り|1直美氏

(聖契神学校教師、単立 シオンの群教会牧師)

コーディネーター 岸本大樹氏、鎌野直人氏、

正木牧人氏、吉田 隆氏

5会員 正会員 136名、準会員 8名、賛助会員 10名

12021年度学会誌編集委員 :

委員長 :南野浩則、書記 :大庭貴宣、会計 :平塚治樹、

校正 :山崎ランサム和彦、平塚治樹、大庭貴宣、

広告 :吉田隆、南野浩則

251号は 50周年記念号とし、テーマは「コロナ禍を神学するJ。

編集報告 。会計報告があった。

3投稿希望論文の掲載ルールに関しては、所属部会の推薦者を (2

名)つけることを条件に、査読を経て、判断する。

4学会誌「福音主義神学」51号における会員刊行文献目録申請
のお願い: 会員刊行文献目録申請期間は、10月 末となってい

ます。折り込みの申請用紙に記入の上、郵送してください。

昨年学会誌が発行されなかったため、二年分の申請をお願いし

ます。

5繰越金があるため、2021年度も全国会計からの支出は不要と

なった。

・2020年 11月 5日 、学会誌休刊に伴う2021年度会費減額に
ついて、メール稟議で全国理事会を行い、その結果をはがきで

会員へ通知した。なお例年通りの会費額を納めた方には返金し

ないこととした。
・2021年度は各部会からの全国分担金を、会費減額分 (4,000

円→ 2,500円 )と 同じ割合 (375%)で 減額して納めていただ

くこととなった。

【審議事項】
12021全国研究会議の件

新型コロナウイルス感染症拡大を考慮して、第 16回全国研

究会議はオンライン開催により、日程を今年 (2021年 )11
月 15日 (月 )～ 17日 (水 )に変更された。講演や応答、分科会
の奉仕者に変更はないが、分科会の一つとして「コロナ禍を神

学する」を付加。神学生集会は実施が困難と判断。オンライン

開催ということで、参加費を変更する。

参加費 (全期間)会員 4,000円  非会員 6,000円

神学生 2,000円

その他詳しいことはパンフレットに記載。

編集者注記
15日 「教会とキリスト者の成熟」の講演者が変更となりました。

野村天路氏→岩上敬人氏 (日 本福音同盟)

2.全国理事長改選の件

東部部会理事長と西部部会理事長が二年毎に、全国理事長を

各部会理事長と兼任する慣例を確認し、西部部会理事長の坂井

純人氏が、全国理事長に選出された (任期 2年 )。

3.ロ ーザンヌ、ATA、 」EAが相互協力の覚え書きに調印した。

。次回の全国理事会予定

2022年 6月 13日 (月 )午後 1時 ～午後 4時、

Zoomオンライン

開会の祈り:石崎理事

◆全国理事会及び全国研究会議準備委員会議事録◆
日 時 :2021年 6月 14日 (月 )13:0015108
場 所 :Zoomオ ンライン

出席者 :東部部会 関野祐二 (全国理事長、東部理事長)、

平塚治樹 (学会誌編集委員)

中部部会 関 昌宏 (中部理事長)

西部部会 坂井純人 (西部理事長)、 石崎伸二 (全国会計)、

南野浩則 (学会誌編集委員長)

岸本大樹 (全国研究会議)、 鎌野直人 (全国研究会議)

(順不同敬称略)

全国研究会議議事終了後、岸本と鎌野は退席c

I.全国理事会

聖書と祈り:平塚治樹 第ニテモテ 412

【全国研究会議】1315‐ 1345
11/1517に オンラインで開催。小グループディスカッション

をブレイクアウトルームで行う。

当日は本名で入ってきていただく。質疑はチャットに出しても

らうことに。登録者数に応じたZoomア カウントを取得。司会者
とZoom担当者は分ける。録画の提供については出席者の名前と

顔を出すか検討が必要c

【報告事項】
1前回理事会議事録の承認

会費未納者の扱いは各部会の責任で対応することを確認した。

2各部会報告 (2020年度活動報告、総会報告、会計報告等)を
了承した

。中部部会の理事長が壇原久由氏から関昌宏に交代した。
・坂井純人氏が学会誌編集委員長を退任し、西部部会理事長との

兼務が解消された。西部からの学会誌編集委員は、南野浩則氏
と吉田隆氏となった。

3.全国理事会報告
・昨年の全国理事会決議に基づき、規約が改正され、2020年 6

月8日付でホームページにアップされた。
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収入の部

項   目 2020年 度予算 2020年 度決算 2021年度予算

東部分担金 360,000 360,000 225,000

中部分担全 70,000 70,000 43,750

西部分担金 400,000 400,000 250.000

■会議売上 80,000 80,000

広告収入 130.000 130,000

献 金 0 0

雑収入 0 2,500 0

基金から繰入 0 0

前年度繰越 1,067,986 1,067,986 1,882,116

合  計 2.107,986 1,900,486 2,610,866

日本福音主義神学会 全国 会計

2020年度決算報告 および 2021年度予算

―

53´」f2クト

入出金明細照会

=鰺
 01140‐632221       1t● : 3,09Q537円

以上、決算を報告し、予算を提案致します。
2021年 4月 1日

日本福音主義神学会全国会計 石時伸二

総  計 現 在 額

項    目 金  額 項   目 金   額

出版基金 1,208,421 郵使振替 3,090,537

全国研究会議基金 0 現 金

次年度繰越 1,882,116

合   計 3,090,537 合  計 3,090,537

支出の部

項    目 Ю20年度予算 2020年 度決算 2021年度予算

学会議出版費 0 0 0

金国理事会費 0 0

事務通信費 0

ニュース発行費 18,370

研究助成費 0 0

全国研究会議費 0 0

名簿作成費 0 0

基金へ繰出 0

雑費・予備費 2,086,986 2.589,866

次年度繰越 0 1,882,116 0

合  計 2,107,986 1,900,486 2,610,866

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 01140632221「 日本福音主義神学会」

例年 9月 1日 発行の当ニュースですが、今年は編集者の不手際で

発行が遅れてしまいました。心からおわび申し上げます。

日本福音主義神学会ニュース
2021年 9月 20日発行
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日本福音主義神学会

関 昌宏

(株)プレイズ


