聖書同盟総主事からのマンスリーレター
２０２０年２月・３月

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）

◇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（キリスト者学生会）副
総主事は、学生伝道団体である KGK の働きの中
心となっておられ、私とは KGK 主事としてとも
に働いた元同僚です。キャンパーとして CSK キ
ャンプを経験した、CSK キャンプ出身者でもあり
ます。「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。
参加費は 1,500 円で、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）
◇青少年国際キャンプが祝福のうちに開催◇
スクリプチャー・ユニオン（SU）東西アジア
第 8 回青少年国際キャンプのためにお祈りいただ
き、ありがとうございました。関東・関西・名古
屋・宮崎・熊本の教会から、中学 2 年生から大学
2 年生までの年齢のキャンパーと引率スタッフの
30 名が参加しました。
昨年 12 月 25 日（水）夜に成田空港を出発。翌
日、マレーシアのペラ州タパーの SUFES キャン
プ場に到着しました。自然に恵まれたキャンプ場
で、日本を含めて 12 ヵ国の若者たちが交わる、
約 100 名の規模のキャンプとなりました。毎朝の
デボーションではグループで旧約聖書のネヘミ
ヤ書を学び、プログラムの中では新約聖書のコロ
サイ人への手紙から語られました。イエス様を信
じる歩みがどういうものか、ゲストの方々から証
しを聞く時間もありました。自然が豊かな環境で、
澄んだ流れを上流に向かって進む沢登りを経験

発行所：一般社団法人聖書同盟 Scripture Union Japan
編集人：嶋田博考
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町 432-304
TEL 044-900-9047(出版部)、8990(伝道部,CSK)
FAX 044-900-9048
E-mail info@sujp.org URL http://www.sujp.org/
郵便振替 00140-4-57061(出版部)
00160-8-173175(伝道部)、00110-4-150892(CSK)
銀行口座 三菱 UFJ 銀行登戸支店（店番 258）
普通 1138865 聖書同盟伝道部
関西地区連絡所： 武庫之荘めぐみ教会（松田吉広）
〒661-0035 尼崎市武庫之荘 1-32-8
TEL＆FAX 06-6432-7556

し、また、別の日には洞窟の中を流れる川に浸り
ながら暗闇をライトで照らして進む洞窟探検も
経験しました。私を含め、このあたりから体調を
崩す人がいましたが、1 月 3 日（金）朝に多くの
恵みを受けて帰国することができました。
お祈りとご協力をいただいたみなさまに、また
「国際キャンプ基金」への献金にご協力いただい
た方々に、心から感謝いたします。報告は次号に
も掲載したいと思います。
◇聖書関連団体懇談会と青年宣教サミット◇
1 月 20 日（月）、この日は 10:00～15:00 の聖
書関連団体懇談会と、11:00～17:00 の日本福音同
盟（JEA）青年宣教サミットが重なる日でした。
私はまず聖書関連団体懇談会に出席し、昼食時
に理事長の稲垣師とバトンタッチして、銀座の日
本聖書協会を後にしました。地下鉄に乗って、お
茶の水クリスチャン・センターに到着し、午後の
分科会に参加しました。選択した分科会は「教会
の中高科の持ち方」で、もう一つは「性・結婚・
恋愛のテーマをどう伝えるか」です。それぞれ、
ジュニアみことばの光の執筆者でもある松井由
紀恵師、KGK の城間創主事・会田美雪主事が担
当でした。午前から参加していた大條 CSK 協力
主事と途中で合流しました。
会場から会場へ移動する忙しい一日でしたが、
聖書通読運動と青少年伝道運動の二つの働きを
同時に使命としている聖書同盟の、典型的な一日
を過ごしました。
◇CSK 春キャンプ「ジュニみこ合宿」を開催◇
3 月 29 日（日）～30 日（月）
、東京カベナント
教会（東京・世田谷区）をお借りし、CSK 春キャ
ンプ「ジュニみこ合宿」が開催されます。講師は
大高伊作師（日本福音キリスト教会連合［JECA］
佐倉福音キリスト教会）です。関西地区 CSK 春
キャンプは 3 月 30 日（月）～4 月 1 日（水）の
日程で、講師は加藤勇介師（日本同盟基督教団・

東広島めぐみ教会）です。新年度に向けて、みこ
とばを愛する生活が励まされるキャンプとなる
ようにお祈りください。

-------------------------------------◎聖書同盟祈祷課題

◇秋のスモールグループセミナー◇
聖書同盟と聖書を読む会、日本ウィクリフ聖書
翻訳協会の三団体が協力して、10 月 10 日（土）
10:00～15:00 に、お茶の水クリスチャン・センタ
ーでスモールグループ・セミナーを開催します。
みことばを分かち合って深く豊かに学ぶことが
テーマです。
「みことばの光」また「ジュニアみことばの光」
を用いておられる方々、CSK 中学科教師研修会に
参加してくださる方々、CSK キャンプや青少年国
際キャンプに参加した若い人たち、またキャンパ
ーをお送りくださるご家族や教会の方々、聖書同
盟の働きに関わるすべての方に参加していただ
きたい集会です。今から予定に入れていただけれ
ば幸いです。

（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、理事と
CSK 委員長を兼任する神谷典孝師（JECA
横浜さちが丘キリスト教会牧師）のため。
欠員 1 名が満たされるように。4 名の理事
による常任理事会のために。
（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、副委員長の
岩井基雄師（日本福音自由教会協議会・清
瀬福音自由教会牧師）のために。欠員 1 名
が満たされるように。
（土）伝道部、出版部の経済的な必要のために。

-----------------------------------------◎ 2 月・3 月の総主事の予定

-------------------------------------＊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

（2 月）
・6 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）
・10 日（月）JECA 北関東地区牧師会（白岡福音
キリスト教会）※1
・13 日（木）聖書同盟理事会（「カフェぽぽんた」
JECA キリスト教たんぽぽ教会）
・14 日（金）CSK インキャンプ準備会（東京カ
ベナント教会）※2
・17 日（月）東京プレヤーセンター（お茶の水ク
リスチャン・センター）メッセージ
・21 日（金）国際キャンプ実行委員会（聖書同盟
事務所）

（3 月）
・7 日（土）CSK 中学科教師研修会（保守バプ・
御徒町キリスト教会）
・27 日（金）～29 日（日）福音伝道教団・教団
聖会（群馬県渋川市伊香保）ブース出展
・29 日（日）～30 日（月）CSK 春キャンプ（東
京カベナント教会）
・30 日（月）～4 月 1 日（水）関西地区 CSK 春
キャンプ ※2
※1 所属教会の教職として参加します。
※2 他の予定のため参加しませんが、大切な
予定として掲載します。
-----------------------------------------

（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）が祝福のうちに無事終了しました。ホス
ト国のマレーシア SU と、参加した 12 ヵ国（マ
レーシアと日本を含む）それぞれの SU に恵みが
及ぶように。
（金）タイ＝SU タイに新しくエカラット主事
（Ekarat Itthikaiwal）が与えられました。SU タ
イの働きが前進するように。ISC 参加国です。
（土）トルコ＝SU トルコの聖書通読誌は SU 韓
国の発行のものをトルコ語に翻訳して作成して
います。トルコの諸教会で広く用いられるように。

＊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

