
(宗) 聖書宣教会　聖書神学舎

第 47回（2023 年度）　夏期研修講座
主にある同労の皆様へ
　コロナ感染のためになかなか開催できなかった夏期研修講座でしたが、昨年度は三年ぶりに開
催いたしました。四十数名という、例年に比べ少ない人数でしたが、良き時でした。昨年度は、後
日に録画資料を提供いたしましたが、今年度は全面的に対面での参加形式を予定しています。願
わくは、学びとともに、顔と顔を合わせてのお互いの良き交わりも与えられたいと願っています。
　これまでどちらかと言えば救済論的に読んできた、たとえばローマ書やガラテヤ書も、近年は
教会論的に読む方向性が提唱されたりもします。福音派内においてもそのような傾向の影響があ
る中、しかしやはりそれらの書の中心を救済論抜きに読めないのではないかと思っています。そ
のために、「今こそ救済論をおろそかにはできないのではないか」という意味も込めて、この度の
テーマが設定されました。皆さんで、旧新約聖書からの救済論的理解を改めて確認する時となれ
ばと願っています。皆様のご参加をお待ちしています。

テーマ： 今、救済論を考える
講師と担当： 聖書神学舎 教師

開会礼拝 赤坂　　泉
講義１ 若井　和生 　「救済論の歴史的検証」

かず お

講義２ 伊藤　暢人 　「『ささげ物に手を置くこと』と宥め」
のぶひと

講義３ 鞭木　由行 　「イザヤ書 53章における『代償のささげ物』」
よしゆき

講義４ 赤坂　　泉 　「『神の義』の歴史的検証 - C. L. Irons を中心に -」
講義５ 三浦　　譲 　「パウロ書簡における『神の義』と『信仰』」

ゆずる

講義６ 田村　　将 　「信仰か行いか」
まさし

講義７ 横山　昌英 　「義の転嫁 - Ⅰコリント 1:30 を中心に -」
まさひで

閉会礼拝 鞭木　由行

対　象： 牧会者、牧会者の配偶者

会場･宿泊： 奥多摩福音の家
東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 135（JR 青梅線・古里駅から徒歩７分）

こ り

期　間： ２０２３年  ７月  ３日（月）午後  ～ ５日（水）昼食まで
期間外の宿泊延長の手配は、奥多摩福音の家に個人にてお問い合わせください。
連絡先：  奥多摩福音の家　0428-85-2317

受講者定員： ６０名。先着順とさせていただきます。

申　込： この案内に付属の申込書（一人一枚）に記入の上、聖書宣教会宛お送りください。

申込期限：   ５ 月 ３１ 日（水） 必着  　先着順で申込みをお受けします。
返　信： 4月末以降順次、参加や宿泊等についてご案内をお送りします。

録画提供： 今年度はオンライン配信および後日の録画提供はありません。

コーディネーター　三浦 譲



費　用： 当日受付で納めてください。
Ａ館 新館２階 Ｂ館

２３,５００円 ２６,０００円 ２８,０００円
※ 参加費は受講料、宿泊食事代（二泊六食）、リネン(シーツほか)代、保険料を含みます（税込）。
※ Ｂ館はバス･トイレ付の施設です。ツインでの申込も可能です。
※ 新館２階とＢ館は収容数が限られているため、申込多数の場合は他館への変更をお願いする場合があります。
※ 部分参加の場合の費用は返信でお知らせします。事前に知る必要がある方はお問い合わせください。
※ 経済的な事情で参加をためらう方々や、遠隔地からの参加で交通費の負担が大きい方々のために経費
を補助する可能性があります。ご希望の場合、申込書の空欄に、ごく簡潔に事情を付記してください。
補助の有無は締め切り期日以降の連絡となります。

駐車場： 出入り可能な駐車台数が限られているため、二人以上の乗り合わせ以外は、特別な事情が無い
限り電車をご利用ください。車を使うご事情がある場合は必ず申込書にご記入願います。ご希
望に添えない場合もあります。

ペット同伴：奥多摩福音の家では、車に置いておくことを含めて禁止されています。

第47回　夏期研修講座　プログラム

聖書宣教会   〒205-0017 東京都羽村市羽西 2-9-3
Tel 042-554-1710　Fax 042-554-5562　http://www.bibleseminary.jp

７／３（月） ７／４（火） ７／５（水）
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参　加　費
（二泊六食、税込）

講 義 １（若井 和生）
「救済論の歴史的検証」
講義２（伊藤 暢人）
「『ささげ物に手を置くこと』と宥め」
講義３（鞭木 由行）
「イザヤ書 53 章における『代償のささげ物』」
講義４（赤坂 泉）
「『神の義』の歴史的検証 - C. L. Irons を中心に -」
講義５（三浦 譲）
「パウロ書簡における『神の義』と『信仰』」
講義６（田村 将）
「信仰か行いか」
講義７（横山 昌英）
「義の転嫁 - Ⅰコリント 1:30 を中心に -」



第47回（2023年度）　夏期研修講座　申込書
　申込期限　５月 ３１日（水） 必着　

■ 一人につき一枚の申込書（参加者の配偶者も）をお使いください。不足の場合はコピーをお願いします。
■ 各欄に必要事項を記入し、該当する□に「✓」を記入してください。

  以下、受付記入欄（記入しないでください）

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ 性別　　□ 男　　□ 女
姓 名 参加初日の

 年令　　　 才
← 記入必須。ｷｬﾝﾌﾟ
保険と宿泊調整の
ため必要な情報です

自宅住所（参加者の配偶者は、自宅住所、自宅電話を省略可）
（〒　　　　-　　　　　）

自宅電話　　　　　-　　　　　　- 携帯電話　　　　　-　　　　　　-

E-mail

所属教会（教派教団名）
正式名称を記入
してください。（教会名）

　□ 牧会者（ 　□ 牧師　  □ 副牧師　  □ 伝道師 　 □ その他（　　　　　　　　　　  　 　　））
　□ 牧会者の配偶者
参加希望プログラム（記入必須。複数可。番号とプログラムの対応は案内の時間割参照。）
□  ① □  ② □  ③ □  ④ □  ⑤ □  ⑥ □  ⑦

宿泊、食事等（必要なところに○を記入）
（奥多摩福音の家） 　７／３（月） 　７／４（火） 　７／５（水）

朝　　食
昼　　食
夕　　食
宿　　泊

宿泊希望  □A館　□ 新館２階　□B館 ←  費用が異なるため
宿泊の方は必ず１つ
だけ選択してください。

（車を出す方のみ）□ 車を使う事情があるため、駐車場使用を希望する。チェックした方は、必ず下欄に事情を記入してください 。
出入り可能な駐車台数が限られているため、二人以上の乗り合わせ以外は特別な事情が無い限り電車をご利用ください。車を使うご事情がある場合はここにご記入ください。ご希望に添えない場合もあります。

宿泊する方は、部屋調整のために
記入してください。複数回答可。  □ いびきが大きい可能性あり　□ 人のいびきが気になる　□ 人のいびきは気にならない

食物アレルギーなど重要な連絡事項がある場合はこちらにご記入ください。

受付番号 受付日 参加 宿泊 駐車

（こちらからの連絡に使わせていただく場合があります。読みやすく記入してください。）


