聖書同盟総主事からのマンスリーレター
２０２０年６月・７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）

◇聖書通読誌の発行のためにお祈りください◇
いつも聖書同盟とＣＳＫのためにお祈りくだ
さり、心から感謝いたします。世界各国に拡大す
る新型コロナウイルス（COVID-19）の感染が、
一日でも早く終息するよう、引き続きお祈りいた
します。
ご支援くださる教会の多くが、以前のように集
まることが困難になっている状況が耳に入って
おりました。聖書同盟ができることは、平常どお
り聖書通読誌の「みことばの光」と「ジュニアみ
ことばの光」をお届けすることですが、郵便事情
の悪化により、それもままならなくなりました。
4 月に 5 月号を発送するのですが、最寄りの登
戸郵便局で作業を終えたその日に、郵便局員に感
染された方が出たために郵便局が閉鎖となりま
した。5 月号が郵便局内に留め置かれたままの状
況です。しばらく後に郵便局が再開しましたが、
もう一人の感染が判明して再開した日に再び閉
鎖。理事会と CSK 委員会に祈りの要請をしまし
た。祈りが聞かれ、その翌日に郵便局の業務が再
開し、主の御名をあがめました。
海外の購読者の方には、通常のエコノミー航空
（SAL）便というものでは届かず、エアメール（航
空便）で再送しましたが、それでも届かないとこ
ろがあります。聖書同盟ホームページでデジタル
（PDF）版を入手していただけるように対応して
おります。
「みことばの光」の PDF 版はすでに作成・販
売していたのですが、「ジュニみこ」の PDF 版
は、これまで必要を感じながらも、普段の編集に
追われてなかなか実現できませんでした。この機
会に、ジュニみこ編集責任者の石井陵太師を中心
に作成に取り組み、5 月初旬にジュニみこ PDF
版を初めて作成することができました。
なお、「ジュニみこ」は新年度の 4 月号より表
紙デザインをマイナーチェンジしました。多くの
中高生が学校に登校できないまま学年が上がり、
新年度をスタートしています。スマートフォンで
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も見られるようになった「ジュニみこ」が、変わ
らずに中高生たちの励ましとなることを願って
います。聖書通読誌（デボーション誌）である「み
ことばの光」と「ジュニみこ」の発行が守られる
よう、引き続きお祈りいただければ幸いです。
◇夏の CSK キャンプは中止となりました◇
参加教会の協力により開催が予定されていま
した 8 月の CSK キャンプは、残念ながら中止と
いう判断がなされました。開催中止となるのは、
大髙伊作師を講師に迎えて日本バイブルホーム
で予定されたインキャンプ、吉澤慎也 KGK（キ
リスト者学生会）副総主事をお迎えして松原湖バ
イブルキャンプ・アウトキャンプ場で予定された
アウトキャンプです。田中恒喜師をお迎えして洲
本青少年キャンプ場で予定された関西地区キャ
ンプも中止となります。
5 月 24 日（日）15:00～16:00 にズーム（Zoom）
というオンライン会議システムを用いて、CSK 集
会が開催されました。自己紹介や近況報告を聞き、
ゲームをして楽しむこともできました。
月一度のキャンプ準備会は、インキャンプとア
ウトキャンプ合同でオンラインで継続し、各教会
で中高生のための集まりができるように知恵を
出し合い、情報交換などをします。
◇他の国や地域の SU の働き◇
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、SU
（スクリプチャー・ユニオン）東西アジア総主事
会議（SU East & West Asia Leaders Meeting）
が、5 月 8 日（金）と 15 日（金）の 2 回、ズー
ムを用いて行われました。
最初の会議は、各国の時差が正確に把握されて
いなかったため、韓国と日本の総主事が遅れて加
わるということも起きました。各国 SU の報告に
よって、感染拡大が世界的に与えている影響を改
めて認識させられました。

SU 韓国は、聖書通読誌を編集・発行する部門
は通常とあまり変わりませんが、働きの規模が大
きいために多くの主事がいます。教会やクリスチ
ャンの方々に働きが広がるように国内の 12 の地
域に置かれた主事たちの仕事がなく、給与を支給
する必要があるということでした。SU マレーシ
アでは、人と人とが会えない状況で、スマートフ
ォンで使うデジタルのものが、若い人たちに用い
られているという報告もありました。
日本の聖書同盟が、SU 韓国とともに、コンパ
ニオンシップを結んで支援する SU トルコの情報
も入りました。韓国語からトルコ語に翻訳して作
成する聖書通読誌の発行は守られています。参加
者が集まることが前提となる研修会などの働き
は停止しているとのことです。
その他、2017 年に SU インターナショナルから
SU グローバルに機構を変更し、世界をいくつか
の地域に分けて協力する体制を構築してきまし
たが、その地域間を移動して、働きを助ける役割
をする働き人の動きがストップしています。ぜひ
世界の国と地域にある SU の働きを覚えてお祈り
ください。

・15 日（水）スモールグループ・セミナー話し合
い（Zoom*）
※所属教会の教職として参加します。
＊オンライン会議システムの名称です。
-----------------------------------------

◇「埋められていた聖書」、７月に発売予定◇
紙芝居「埋められていた聖書」の発売を開始い
たします。
19 世紀半ばのベルギーのフランダース（フラン
ドル地方）が舞台です。300 年間埋められていた
聖書を掘り出した家族が、聖書のみことばを読む
日々の中で変えられていきました。聖書がどれほ
ど大切な真理の書であるかを心に留めることが
できるものです。大人にも子どもにも、教会での
集会などで用いていただくことができます。ぜひ
ご注文くださり、お用いください。
制作：ハイジ音楽・文化研究所、発売元：聖書
同盟 B4 サイズ（10 枚）は定価（本体 2,200 円
＋税）、2L サイズ（卓上版 130×180mm）は定
価（1,400 円＋税）です（送料別）。
ご注文は聖書同盟出版部へご連絡ください。
TEL044-900-9047、FAX044-900-9048

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

-----------------------------------------◎ 6 月・7 月の総主事の予定

（6 月）
・9 日（火）日本福音キリスト教会連合（JECA）
北関東地区牧師有志学び会（Zoom*）※
・12 日（金）CSK インアウト合同キャンプ準備
会（Webex*）
・23 日（火）CSK 委員会（メール会議：17 日
～）

（7 月）
・14 日（火）JECA 北関東地区牧師会（Zoom*）
※

◎聖書同盟祈祷課題
（月）聖書同盟全体の働きのために。聖書通読運
動と青少年伝道運動の推進のため。
（火）聖書同盟の理事（10 名）のために。特に、
佐久間章師（JECA たまプラーザキリスト教
会）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）聖書通読誌の発行の働きのために。「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、松田聖一・
有未）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、副委員長であ
る岩井基雄師（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。

（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。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。
（水）東西アジア＝東西アジア各国 SU の宣教協
力と交わりが保たれ、豊かなものとなるように。
（木）東西アジア＝年末年始の青少年国際キャン
プに参加した参加者たちが守られ、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）タイ＝新しい総主事とともに、新たにスカ
ンヤ理事長（Ms. Sukanya）を迎えた SU タイの
ために。
（土）トルコ＝「コンパニオンシップ」を結んで
いる 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

