
第 191 回総会の教会憲法 2.92、4.2，6.35 修正案への日本中会の応答 

 

主イエス・キリストの御名を賛美します。 

世界のカンバーランド長老教会のキリストにある兄弟姉妹である皆さんに、日本中会か

らのご挨拶を申し上げます。皆さんがこの困難な時代にあっても、日々主に仕え、それぞれ

の地域にあって宣教に励んでおられることに敬意を表します。 

私たちは、主イエス・キリストの和解の福音によって救われ、キリストの絆によって結ば

れて一つの神の家族とされていることに、大きな喜びを感じています。私たちの総会は、私

たちがグローバルな信仰共同体であることを再確認する貴重な場であります。 

さて、第 191回総会において修正合同委員会に付託された修正条項に、私たち日本中会が

抱いている懸念をお伝えしなければなりません。この議決を最終的に採決する前に、どうか

アジアからの声を聞いて下さい。 

 

カンバーランド長老教会信仰告白は、「聖書において、また、聖書を通して語られる神の

言葉は、ナザレのイエスの誕生と生涯と、死と、復活の光のもとで理解されなければならな

い。」（信仰告白 1.06）と述べています。主イエスは、律法を破っていると批判されても、神

の意志を行いました。信仰告白が教えているのは、「イエス様だったら」という原理です。

過去の文書にある規則を理由に誰かを排除するとしたら、それはこの原理に背くことです。

どのような形であれ、教会の大切な家族である LGBTQ+の人々を教会から排除しようとする

決議を正当化することはできません。私たちは、神の民として、人種、民族、国籍、言語、

精神的また身体的な能力、そして性的なアイデンティティにおける違いを超えて生きるよ

う召されているからです。これらの多様性は、私たちの交わりを豊かにします。私たちは互

いに受け入れ、愛し合い、神の国に生きるように招かれているのです。 

カンバーランド長老教会は、教会の分断を招くような論争的な事柄にはあえて単純な決

着をつけないという知恵を用いてきました。聖書の特定の箇所を用いて、信仰と聖書解釈に

多様な視点をもたらしてくれる一部の声を消し去ってしまうことは、私たちのやり方では

ありません。私たちは分裂ではなく、キリストにある融和と一致を求める民です。主イエス

に従って信仰に生きようとしている人に、この教会に留まることはできないと思わせるこ

とは、教会にとって何の意味もないばかりか、宣教の障壁にすらなることです。 

 

それゆえ私たち日本中会は、第 191 回総会の修正合同委員会への付託条項を受け入れる

ことはできません。私たちの総会が、主にあって賢明な決断ができるよう私たちは祈ってい

ます。 

  



Japan Presbytery’s Response  

to the Proposed Amendments to the Constitution 2.92, 4.2, and 6.35 

 

 Praise the name of the Lord! 

 

 We, Japan Presbytery, extend our heartfelt greetings to all our brothers 

and sisters in Christ of the Cumberland Presbyterian Church around the world.  

We salute you for your unceasing service to the Lord and for your faithful ministry 

in each region, even in these difficult times. 

 It is our great joy that we are saved by the gospel of reconciliation in the 

Lord Jesus Christ and connected with you in the bond of Christ to be one family 

of God’s people. Our General Assembly is a precious place where we reaffirm 

our identity as a global faith community. 

 Now we of Japan Presbytery must share our concern about the 

constitutional amendments referred to the Joint Committee on Amendments by 

the 191st General Assembly.  We beg you to listen to a voice from Asia before 

this matter is finally decided. 

 

 The Confession of Faith of the Cumberland Presbyterian Church states 

that “God’s word spoken in and through the scriptures should be understood in 

the light of the birth, life, death, and resurrection of Jesus of Nazareth” (1.06).  

Jesus always acted to do God’s will even when he was criticized for breaking the 

Law.  “What would Jesus do” is the principle our Confession of Faith upholds.  

If we exclude someone on the basis of rules in existing documents, we disobey 

that principle.  Any resolution that would result in the exclusion of LGBTQ+ 

people, an important part of the church family, cannot be justified.  For, as God’s 

people, we are called to live beyond differences of race, ethnicity, nationality, 

language, mental or physical ability, and sexual identity.  This diversity enriches 

our fellowship.  We are invited to accept and love one another and live in God’s 

kingdom. 

 The Cumberland Presbyterian Church has always been wise not to make 

a simple judgment on controversial matters that could eventually divide the 

church.  It is not our practice to use specific passages of Scripture to muffle 

some voices that offer diverse points of view based on their interpretation of our 

faith and its scripture. We are the people who seek reconciliation and unity in 

Christ, not division.  If we should cause anyone seeking to live a life of committed 



faith in Jesus to think it is impossible to stay in the church, such an act is 

meaningless to the church, and even hinders our evangelistic efforts. 

 

 Therefore, we, Japan Presbytery, cannot accept the proposed 

amendments referred to the Joint Committee on Amendments.  We pray that 

our General Assembly will make a wise decision in the Lord. 

 


