聖書同盟総主事からのマンスリーレター
２０２０年１２月・２０２１年１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）

◇スモールグループ・セミナー「さらに 豊かに
みことばに」YouTube で公開中◇
いつも聖書同盟とＣＳＫ（中学生聖書クラブ協
力会）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。
2020 年 10 月 10 日（土）10:00～12:00、聖書
同盟と聖書を読む会が主催、日本ウィクリフ聖書
翻訳協会が共催して、スモールグループ・セミナ
ー「さらに 豊かに みことばに」を開催いたしま
した。新型コロナウイルスの状況下のため開催方
法を変更して、オンラインで開催しました。
みことばを分かち合って学ぶことの大切さを
ともに確認することができたセミナーでした。そ
の内容については、クリスチャン新聞 2020 年 11
月 8 日号に掲載され、その記事を聖書同盟ＣＳＫ
ニュースレター2020 年 11 月号に許可を得て転載
しましたので、ぜひお読みください。
この機会に、聖書同盟がこれまで大切にしてき
た聖書の権威についてお伝えすることができ、大
切なこととして受け止めてくださる方々もおら
れ、とても感謝でした。
講演の内容を公開中です。YouTube 上で「1010
スモールグループ・セミナー」と検索してくださ
い。聖書同盟への参加申し込みは定員の 30 名に
達しませんでしたが、オンライン開催ということ
もあって、近くからまた遠くから多くのご参加を
いただきました。心から感謝いたします。
(右の QR コードで YouTube を視聴できます→)

◇SU（スクリプチャー・ユニオン）連鎖祈祷◇
11 月 7 日（土）
、SU（スクリプチャー・ユニオ
ン）連鎖祈祷がオンラインで開催されました。こ
れは全世界を 24 時間の連鎖祈祷で結ぶもので、
日本の聖書同盟は午前 9:00～9:30（日本時間）の
30 分間を担当しました。
稲垣博史理事長が進行役をし、参加者 16 名の
短い自己紹介の後、新型コロナウイルスの終息を
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はじめ、世界の国々のことや SU グローバル全体
の課題を覚えて祈りました。日本の祈祷課題もお
伝えし、ともに祈って終えました。お祈りは英語
でも日本語でも自由にできました。
日本からは稲垣理事長と総主事嶋田の他、前総
主事で理事である小山田格師、事務所で働く加藤
かおり姉と末武美花姉の参加でした。あっという
間の 30 分で、次の時間を担当するジェイコブ・
ヴァヴァイン総主事（Jacob Vavine）を囲む SU
パプアニューギニア（地域はパシフィック）の
方々の顔が見えました。
ぜひ新型コロナウイルスの状況下で働きを進
める、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。
◇第 52 回 CSK 中学科教師研修会をオンラインで
開催します◇
残念ながら中止となった第 52 回 CSK 中学科教
師研修会は、2021 年 3 月 6 日（土）に改めてオ
ンラインで開催いたします。
テーマ：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～
日時：2021 年 3 月 6 日（土）10:00～11:30、
13:00～14:30
講師：吉澤慎也 KGK（キリスト者学生会）
副総主事（学生宣教局長）
日本福音自由教会協議会・清瀬福音自由教会を
お借りして YouTube で講演を配信し、参加者に
は Zoom でもつながっていただいて質疑応答など
をいたします。献金アピールがありますが、参加
費は無料です。
参加希望の方は、お名前、教団・教会名、ご住
所、メールアドレスを明記し、info@sujp.org ま
でお申し込みください。開催が近づきましたら、
オンライン参加に必要な情報をお伝えいたしま
す。ご参加を心よりお待ちしております。

◇新刊書「詩篇の愉しみ」発売開始◇
多くの伝道牧会等に関わる本をお書きになっ
た野田秀師の、聖書同盟からの新しい一冊です。
野田師は東京フリー・メソジスト教団桜ヶ丘キリ
スト教会牧師として長年主に仕えてこられまし
た。その中で培われた経験と洞察により、ともに
詩篇を読み進める読者は詩篇の持つ豊かさと深
さに導かれます。2013 年から 2019 年までのみこ
とばの光の執筆をまとめた全詩篇の解説です。定
価は（本体 1,500 円＋税）です。
新装改訂版「聖書の教える救いについて」と紙
芝居「埋められていた聖書」も発売中です。価格
は「救いについて」は定価（本体 1,500 円＋税）、
「埋められていた聖書」は B4 サイズ（10 枚）が
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。B4
サイズは残りわずかですので、お早目にご注文く
ださい。いずれも送料別です（5,000 円以上で送
料無料）。
◇聖書通読誌の購読の期限を一律 12 月号に◇
聖書同盟が発行する聖書通読誌をご愛読いた
だき、心から感謝いたします。特に、定期購読す
る方々（冊子または PDF 版）にお知らせします
が、業務の簡素化のため、2021 年 1 月より購読
の期限を一律 12 月号とさせていただきます。こ
れまで、購読開始から一年または半年の購読期間
をお選びいただきましたが、購読期間も原則一年
のみとさせていただきます。その後は翌年 12 月
号まで一年の購読を継続していただきます。購読
が途切れることのないよう、10 月から 11 月にか
けて購読継続のお願いをお届けします。ただし、
個別の対応はさせていただきますので、ご安心く
ださい。なお、自動払込みをご利用の方は、購読
の期限と購読期間は今までどおりで変更はござ
いません。定期購読の受け付けと通読誌のお届け
において、より一層の充実に努めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
-----------------------------------------◎ 12 月・1 月の総主事の予定

（12 月）
・11 日（金）CSK キャンプ準備会（インアウト
合同）Webex*

（1 月）
・18 日（月）聖書関連団体懇談会
・25 日（月）日本福音同盟（JEA）青年宣教サミ
ット（Zoom*）
＊オンライン会議システムの名称です
-----------------------------------------

◎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、
副理事長の飯島勅師（日本バプテスト教会連
合・拝島バプテスト教会協力牧師）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）聖書通読誌の発行の働き、「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、松田聖一）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）のために。特に、石井
陵太師（日本福音キリスト教会連合・西上尾
福音教会牧師）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＝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。特に、アジアと
パシフィックの地域にある SU のために働く
（Field Development Director）のリム・テック
ブーン主事（Lim Teck Boon）のために。同じ東
西アジアの SU シンガポールの方です。
（水）インド（南アジア）＝前号に続いて、SU
インドとジョシュア・キルバラジ総主事（Joshua
Kirubaraj）のために。
（木）マレーシア・サバ＝マレーシアでは、半島
マレーシア、マレーシア・サラワク、マレーシア・
サバのそれぞれに働きがあります。SU マレーシ
ア・サバとヤプ・トゥアンギー総主事（Yap Tuan
Ghee）のために。前号で、マレーシア・サバをマ
レーシア・サラワクと誤記しました。お詫びして
訂正いたします。
（金）香港＝情勢が不安定になっている香港のた
めに。SU 香港と支援教会のために。
（土）トルコ＝「コンパニオンシップ」を結んで、
SU 韓国とともに支援している SU トルコの働き
のために。

＊主のご降誕を覚えて、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

