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Free online Wordcloud generator

参 加 費・ 申し 込 み

Wordclouds.com is a free online word cloud generator and tag cloud creator. Wordclouds.com works on your PC, Tablet or smartphone. Paste text, upload a
open an URL to automatically generate a word- or tag cloud. Customize your cloud with shapes, themes, colors and fonts. You can also edit the word list, clo
size. Wordclouds.com can also generate clickable word clouds with links (image map). When you are satisﬁed with the result, save the image and share it on

キリス ト者 の成熟

参加費
全期間（ZOOMによる参加）
会員

4,000円

未会員

6,000円

神学生

2,000円
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1 word not drawn

3,000円

当日参加できない方で、セッション1, 2, 3の録
画データを希望される方
申し込み
申込開始

2021年7月1日（木）

申込締切

2021年10月15日（金）

申込手順
https://evangelical-theology-2020.kyoukai.jp/
（下記QRコード）から申込し、二週間以内に参加
費 を 振 り 込 んで く だ さ い （ 手 数 料 は 申 込 本 人 負
担）。参加費の振込が確認されたら、受付完了の連
絡をメールで行います。サポート献金も同様です。

日本福音主義神学会
西部部会

中部部会

お問い合わせ
〒651-1306

神戸市北区菖蒲が丘3-1-3

神戸改革派神学校
078-952-2266 / evatheo2020@gmail.com

東部部会

〒651-0052
神戸市中央区中島通2-3-5
神戸ルーテル神学校内
078-221-6956
〒480-0305
春日井市坂下町5-1215-480
春日井栄光キリスト教会内
0568-88-0341
〒2050017
羽村市羽西293
聖書宣教会内
042-554-5562

2021年11月15日(月)〜17日(水)

オンライン開催
主催：日本福音主義神学会
(Free) Templates
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Download H

全国研究会議へのお招き

キリスト者の成熟
日本福音主義神学会

新型コロナウイルス感染症拡大のため、延期になって
いた第16回全国研究会議をオンラインで開催します。
「キリスト者の成熟」というテーマは変わりません。
「キリスト者の成熟」というテーマを決めたきっかけ
は、キリスト者の人格的未熟さが話題になり、「正し
い神学的営みは、我々を人格的にも成熟させるのでは
ないか？」ということが議論になったからです。「福
音派の中には、意図せずとも、神学的な営みとキリス
ト者の霊的・人格的な成熟とを無関係に考える傾向が
あるのではないか？」という問題提議もありました。
「キリスト者の成熟」というと「神と私」という個人
的な関係や、いわゆる「霊的成熟」という側面だけで
捉えられることがあります。しかし、今回の研究会議
では「キリスト者の成熟」というテーマを神学的に問
い直し、理念と実際を基礎から考え直すことを願って
います。具体的には、「キリスト者の成熟」がどのよう
な形で教会人としての成熟と関わるのか（教会論）、
社会に生きる良い市民になるという意味での成熟とは
何か（キリスト教倫理）、そして文化を創造する、感
性における成熟とは何か（宣教論）を問います。
全国研究会議が1年延期になったことで、「キリスト
者の成熟」というテーマに基づき、各地で様々な学び
が深められたことは幸いでした。教会における新型コ
ロナウイルス感染症の影響についても一部の講演や分
科会で触れる予定です。

第16回全国研究会議

講 演者

18:00-20:30

教会とキリスト者の成熟

開会礼拝
関昌宏（中部・春日井栄光キリスト教会）

講演

「教会とキリスト者の成熟」
11月1 6日 （火 ）

交渉中
石﨑伸二

セッション（1）

（西部・神戸ルーテル神学校）
応答

坂井純人（西部・神戸神学館）

社会におけるキリスト者の成熟
講演

柳沢美登里

09:30-10:30

分科会（1）

（東部・「声なき者の友」の輪）

10:45-11:45

分科会（2）

中島真実（中部・一宮教会）

18:00-20:30

セッション（2）

応答
「社会におけるキリスト者の成熟」

横田法路（西部・福岡教会）

文化を創り出すキリスト者の成熟
講演

南野浩則（西部・福音聖書神学校）
吉川直美（東部・聖契神学校）

11月1 7日 （水 ）
09:30-12:00

セッション（3）
「文化を創り出すキリスト者の成熟」
閉会礼拝

活躍されている牧師や神学教師の方々です。可能な限
り様々な神学的な立場の方々にご奉仕をお願いしまし
た。

関野祐二（東部・聖契神学校）

応答

岩田美枝子（東部・東京基督教大学）

分科会 {1〜3は分科会1＆分科会2]
1. 男性・女性としての成熟とは何か
S・ファン・デア・ヴァット
（西部・神戸改革派神学校）
2. ダビデは成熟したのか
R・ショート（東部・東京基督教大学）
3. 子どもの成熟と早熟は違うのか

神学的研鑽を深めるため、今回の研究会議で発表さ
れる講演論文は事前に参加者にお届けし、当日発表は
要約のみとして、オンラインながらグループ討議の時間

全国研究会議準備委員長
大阪聖書学院 学院長
岸本大樹

2021/11/15〜17

11月1 5日 （月 ）

講演やレスポンスでご奉仕してくださるのは、各地で

も持ちます。ぜひご参加ください。

教会・社会・文化

杉本玲子
（東部・町田クリスチャンセンター）
★

当初の計画では神学生集会を企画していましたが、今回はオンライ

ン開催のため、この企画を断念しました。いつしか日本各地の福音主義
に立つ神学生が集まって、研鑽と祈りを共にする機会を持つことを願っ
てやみません。

4. キリスト者の完全についての成熟した議論
オール関西（西部部会理事会）[分1]
5. コロナ禍を神学する
オール関西（西部部会理事会）[分2}

