聖書同盟総主事からのマンスリーレター
２０２０年４月・５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）

◇新型コロナウイルスと聖書同盟の働き◇
いつも聖書同盟とＣＳＫのためにお祈りくだ
さり、ありがとうございます。
ご支援くださる多くの教会において、集まるこ
とが困難になっている状況で、労苦のうちに教会
の礼拝と交わりを保っておられることを覚えま
す。世界各国に拡大する新型コロナウイルス感染
が、一日でも早く終息するようお祈りいたします。
3 月は毎年、CSK 中学科教師研修会と CSK 春
キャンプが開催される大切な時期です。3 月 7 日
（土）に予定していました CSK 中学科教師研修
会は、開催中止といたしました。みなさんに安心
して集まっていただける日が来ましたら、改めて
吉澤慎也 KGK（キリスト者学生会）副総主事を
講師にお迎えし、保守バプテスト同盟・御徒町キ
リスト教会を会場にお借りして、開催したいと願
っております。
また、参加教会の協力によって、3 月 29 日（日）
～30 日（月）に東京カベナント教会で開催が予定
されていました CSK 春キャンプが中止となりま
した。3 月 30 日（月）～4 月 1 日（水）に洲本青
少年キャンプ場（淡路島）で予定されていた関西
地区 CSK 春キャンプも中止となりました。特に、
関西地区 CSK キャンプは昨年、台風 10 号のため
に夏キャンプが中止となり、連続での開催中止で
す。お祈りに覚えていただければ感謝です。
また聖書同盟は、世界約 130 の国と地域に広が
るスクリプチャー・ユニオン（SU: Scripture
Union）の働きです。モニカ・クシュミエルツ総
主事（Monika Kuschmierz: International
Director）から送られてきた、Ⅱテモテ 2:8-9 の
みことばを心に留めています。「But God’s word
is not chained（しかし、神のことばはつながれ
ていません）」が太字で書かれていました。
世界各国の SU が、このような時に、それぞれ
の国でふさわしい働きができるようにお祈りい
ただければ幸いです。困難な中にある、みなさま
の属する教会を覚え、日々お祈りしております。
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◇聖書通読誌の発行のためにお祈りください◇
この状況において、特に「みことばの光」と「月
刊ジュニアみことばの光」の発行が守られるよう、
ぜひお祈りください。聖書通読誌の発行には、執
筆と編集、印刷と製本、定期購読の受け付け、発
送などのさまざまな工程があり、その一つ一つが
守られる必要があります。
なお、新型コロナウイルスの感染防止の対策と
して、業務の開始時間を 30 分遅らせています。
聖書同盟事務所にご連絡の際は、大変ご不便をお
かけしますが、10:30 以降にお願いいたします。
このような状況下ですが、折にかなったみこと
ばの励ましを日々みなさまにお届けできるよう、
祈りつつ、与えられた働きを進めます。
◇夏の CSK キャンプの予定◇
開催については適切な判断がなされる必要が
ありますが、すべて主に委ねつつ、夏の CSK キ
ャンプの準備が進められます。この時代にあって、
主の御思いに心を向ける中高生をみことばによ
って育む、教会協力によるキャンプです。
●インキャンプ 日程：8 月 10 日（月）～14 日
（金）講師：大高伊作師（JECA 佐倉福音キリス
ト教会牧師）会場：日本バイブルホーム（群馬県
みなかみ町）
●アウトキャンプ 日程：8 月 17 日（月）～21
日（金）講師：吉澤慎也 KGK（キリスト者学生
会）副総主事 会場：松原湖バイブルキャンプ・
アウトドアキャンプ場（長野県小海町）
●関西地区キャンプ 日程:8 月 11 日（火）～14
日（金）講師：田中恒喜師（ライフリバーチャー
チ浜北牧師）会場：洲本青少年キャンプ場
◇新年度の事務所の体制のために◇
聖書同盟事務所で働く新年度のメンバーを紹
介します。

まず、新年度から会計を担当する加藤かおり姉
（JECA 上水めぐみキリスト教会）です。事務管
理のリーダーでもあります。これまでお茶の水ク
リスチャン・センターにある日本国際ギデオン協
会で働いていました。聖書同盟では、CSK インキ
ャンプまたアウトキャンプにスタッフとして関
わり、青少年国際キャンプにはオフィサー（引率
スタッフ）として 2 度、参加しています。
広沢真理子姉（JECA キリスト教朝顔教会）は
昨年 1 月から働いています。主に発送業務を担当
します。今年 1 月から働く末武美花姉（JECA
OMF ザ・チャペル・オブ・アドレーション）は、
発送業務のリーダーとして働きます。稲垣博史師
（JECA 岩井キリスト教会所属／JECA 永福南キ
リスト教会出席）は、理事長の責任を負いながら、
協力主事としてボランティアで働いています。最
後に、聖書同盟総主事兼 CSK 主事を兼任する嶋
田博考（JECA 前橋キリスト教会）です。
なお、3 名の方が 3 月をもって退任しました。
会計担当の山守眞由美姉は、事務管理の部門での
27 年の働きでした。「みことばの光」の編集は今
後も継続します。武藤潤子協力主事は 2 年、事務
管理を担当しました。大條瑛子 CSK 協力主事も 2
年の働きでした。なお、大條姉は 4 月より聖書宣
教会聖書科での学びに導かれています。これまで
の働きに心から感謝します。
聖書通読運動と青少年伝道を使命として、日本
全国の諸教会に継続してお仕えする聖書同盟の
働きを覚えて、お祈りいただければ幸いです。
-----------------------------------------◎ 4 月・5 月の総主事の予定

（4 月）
・2 日（木）聖書同盟常任理事会（Web 会議）
・7 日（火）スモールグループ・セミナー話し合
い（聖書を読む会・日本ウィクリフ聖書翻訳
協会・聖書同盟）→ 5 月に延期
・19 日（日）JECA 永福南キリスト教会（東京・
杉並区）
・礼拝説教
・21 日（火）CSK 委員会（事務所）
・24 日（金）CSK イン・アウト合同キャンプ準
備会（東京カベナント教会）

（5 月）
・3 日（日）JECA 麻溝台キリスト教会（神奈川・
相模原市）・礼拝説教＆聖書の読み方セミナ
ー
・11 日（月）JECA 北関東地区牧師会（筑西キリ
スト教会［茨城県］
）※
・21 日（木）聖書同盟理事会
・25 日（月）群馬の青少年伝道を考える会
→ 中止
※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、理事長の
稲垣博史師（JECA 岩井キリスト教会国内宣
教師／出席教会・JECA 永福南キリスト教会）
のため。欠員 1 名が満たされるよう。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、神谷典孝師（JECA
横浜さちが丘キリスト教会牧師）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。

-------------------------------------＊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。現在、新
型コロナウイルスの感染拡大のため、国を越えて
の活動が非常に困難な状況です。
（木）東西アジア＝現在の状況を思うと、昨年年
末から今年年始にかけてマレーシアで青少年国
際キャンプが開催できたことは不思議です。特に、
参加した者の多くは学校が再開されない状況に
あると思いますが、みことばによって、主とお会
いする日々を過ごせるように。
（金）日本＝CSK 春キャンプは、新年度、みこと
ばとともに歩むことを励ますことが目的です。
CSK キャンプに限らず、春キャンプを経験できず
に新年度を迎えた中高生たちを、主が特別にお守
りくださるように。
（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

