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あなたのみことばは
私の道の光です。

合併号

私の足のともしび
（詩篇１１９篇１０５節）

◇SU 東西アジア第 8 回青少年国際キャンプ◇
スクリプチャー・ユニオン（SU）東西アジア
が主催する第 8 回青少年国際キャンプへ、いよい
よクリスマスの日の夜に出発します。
●第 8 回青少年国際キャンプ 日程：2019 年 12
月 25 日（水）～2020 年 1 月 3 日（金） 会場：
SUFES タパーキャンプ場（マレーシア・ペラ州）
テーマ：求めよう！主のわざを担う御力を－
Raising the Next Gen Leaders－ 参加対象：14
～20 歳（2019 年度にその年齢になる人）
11 月 24 日（日）午後、日本福音キリスト教会
連合（JECA）千歳烏山光の子聖書教会（東京・
世田谷区）をお借りし、自主参加のソーラン節の
練習を行いました。ソーラン節はキャンププログ
ラムの中での日本の出し物として恒例になって
います。「わたしについて来なさい。人間をとる
漁師にしてあげよう。」（マタイ 4:19）のイエス
様のことばと結びつけて取り組んでいます。
原雅幸師（JECA キリスト教たんぽぽ教会）と
下村聖実姉（イムマヌエル綜合伝道団・インマヌ
エル高津キリスト教会）が成田空港で見送り、引
率リーダーの黒田信正兄（JECA 千歳烏山光の子
聖書教会）、山本桃歌姉（JECA 永福南キリスト
教会）、石井奏姉（聖書キリスト教会・町田ファ
ミリーチャペル）、秦真道果師（JECA 夙川聖書
教会）、加藤かおり姉（JECA 上水めぐみキリス
ト教会）と私が引率します。中学生と高校生とキ
ャンパーとして参加する大学生が 24 名、合わせ
て総勢 30 名のチームとなります。
キャンプの詳細は聖書同盟ホームページまた
は公式サイトの http://isc.wp.xdomain.jp/ から
ご確認いただけます。東西アジア各国から約 100
名が参加するキャンプです。すべての危険から守
られ、恵みを豊かに受けることができるように、
キャンプの祝福をお祈りください。
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◇群馬の青少年伝道を考える会◇
2019 年 11 月 11 日（月）、群馬県安中にある
新島学園中学校・高等学校で、群馬の青少年伝道
を考える会が開催されました。この会合は、東京
基督教大学の山口陽一師が中心になっておられ、
青少年伝道の関係者が年 2 回集まっています。
前回 5 月 27 日（月）に大條瑛子 CSK 協力主事
とともに初参加し、今回は総主事嶋田が出席しま
した。関係する方が一人でも多く参加できるよう、
関東地区キリスト者学生会（KGK）で群馬ブロッ
クを担当している城間創主事をお誘いし、初めて
参加してくださり感謝でした。高校生聖書伝道教
会（hi-b.a.）からはスズキ知恵子スタッフと王詠
瑋（わんえいい）スタッフが参加されていました。
CSK インキャンプの会場としてお世話になって
いる日本バイブルホームからは、トーマス・ティ
アニー師のご子息のポール・ティアニー師が参加
されていました。
◇CSK 中学科教師研修会を開催します◇
2020 年 3 月 7 日（土）、保守バプテスト同盟（保
守バプ）
・御徒町キリスト教会（東京・台東区）
をお借りし、第 52 回 CSK 中学科教師研修会を開
催いたします。講師の吉澤慎也 KGK 副総主事は、
キャンパーとして CSK キャンプを経験した方で
す。
「成長のステップに合わせたチャレンジ～学
生伝道の現場から～」というテーマで、教会の中
高生クラスに期待すること、お願いしたいことを
大学生伝道のスペシャリストが現場目線で鋭く
語ります。
2020 年 1 月末までにお申し込みいただくと、
参加費 1,500 円のところ早割で 1,000 円になりま
す。また、学生・神学生は参加費 1,000 円です。
聖書同盟伝道部までお申し込みください。
（044-900-8990 Fax044-900-9048 E-mail
info@sujp.org）

◇ＪＥＣＡフェスでのブースの出展◇
10 月 13 日（日）～15 日（火）
、日本福音キリ
スト教会連合（JECA）の全国信徒大会である
JECA フェスが、ホテル竹島（愛知県蒲郡）で開
催されました。
一般の部と青年の部のプログラムが並行して
進みました。台風 19 号の影響で到着が遅れまし
たが、2 日目の早朝から、一般の部が行われる会
場の入口に聖書同盟のブースを設置し、聖書通読
と青少年伝道の働きの紹介と書籍販売をしまし
た。大條 CSK 協力主事は所属教会のぶどうの樹
キリスト教会の代表として青年の部に参加しま
した。JECA として初めて開催する全国信徒大会
に立ち会わせていただき感謝でした。
2020 年 3 月 27 日（金）～29 日（日）には、
福音伝道教団の教団聖会で聖書同盟のブースを
出展させていただきます。教団聖会は群馬県伊香
保で開催され、聖書同盟の前総主事である小山田
格師が講師として招かれています。このような修
養会などの機会に喜んでうかがい、聖書通読と信
仰生活の励ましとなる書籍を販売いたしますの
で、聖書同盟までご連絡いただければ幸いです。
-----------------------------------------◎ 12 月・1 月の総主事の予定

（12 月）
・12 日（木）CSK アウトキャンプ準備会（保守
バプ・御徒町キリスト教会）
・13 日（金）CSK インキャンプ準備会（東京カ
ベナント教会）
・12 月 25 日（水）～1 月 3 日（金）第 8 回青少
年 国 際 キ ャ ン プ （ International Students
Camp 8th）マレーシア・ペラ州タパー

（1 月）
・6 日（月）みことばの光執筆者講習会（東京カ
ベナント教会）
・7 日（火）JECA 北関東地区牧師学び会（JECA
大泉聖書教会［群馬県］
）※
・9 日（木）みことばの光委員会
・13 日（月）JECA 結婚家庭セミナー（JECA キ
リスト教朝顔教会）
・20 日（月）聖書関連団体懇談会（日本聖書協会）
・20 日（月）日本福音同盟（JEA）青年宣教サミ
ット（お茶の水クリスチャンセンター）
・21 日（火）CSK 委員会
・23 日（木）常任理事会
※所属教会の教職として参加します。
-----------------------------------------

◎聖書同盟祈祷課題
（月）聖書同盟全体の働きのために。特に聖書
通読運動の推進のため。
（火）聖書同盟の理事（10 名）、特に、福田崇

師（日本ウィクリフ聖書翻訳協会「聖書活
用・宣教協力」担当）のため。
（水）出版部の働き：「みことばの光」（編集：
矢吹博）と「ジュニアみことばの光」（編
集：石井陵太、武藤潤子）のため。
（木）ＣＳＫ（中学生聖書クラブ協力会）の働
き、教会協力による中高生伝道のため。
（金）ＣＳＫ委員（6 名）、特に、石井陵太師
（JECA 西上尾福音教会牧師）のために。
（土）伝道部、出版部の経済的な必要のために。

-------------------------------------＊世界約 130 の国と地域の、ＳＵ（スクリ
プチャー・ユニオン)の働きのために
（月）全世界において、聖書を通読する人が多く
起こされますように。
（火）SU グローバルの世界各国の間でなされて
いる宣教協力が前進するように。
（水）東西アジア＝東西アジア各国 SU の宣教協
力と交わりが豊かなものとなるように。
（木）東西アジア＝第 8 回青少年国際キャンプ
（ISC 8th）が祝福され、参加する各国 SU に恵
みが及ぶように。
（金）半島マレーシア＝青少年国際キャンプのホ
スト国です。キャンプ開催によって、さらに SU
半島マレーシアの働きが祝福を受けることがで
きるように。
（土）トルコ＝日本の聖書同盟は SU 韓国ととも
に、トルコとの宣教協力「コンパニオンシップ」
を結んでいます。SU トルコの働きのために。

＊主のご降誕を覚え、御名をあがめます。主の
励ましのうちに、日々のデボーションを続け
ましょう。感謝しつつ、主にありて
聖書同盟総主事兼 CSK 主事

嶋田 博考

