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原点に貢りつつ新しいことに・・・
～「毎日聖霊を蔑むための聖霊同盟の方法」掲載について

みことばの光編集責任者　矢吹　博

「みことばの光」の編集に携わるようになり10年

が経ちました。大きな被害をもたらした東日本大震

災後の節電下、印刷会社のレトロな部屋で寒さにふ

るえながら出張校正を行っていたことを思い出しま

す。編集記号もにわか覚えで、一つのミスもあって

ほならないと目を皿のようにしてゲラ刷りに向かっ

ていました。

編集者としてスタートした当時は、大手キリスト

教出版社がおしゃれな表紙のデポーション誌を発行

して間もない頃で、すでに多くのデポーション誌も

あり、「みことばの光」の発行部数は減少傾向にあり

ました。このような中で「みことばの光」はどうあ

ったらよいのかということについて、いろいろなこ

とが頭に浮かびました。

まず取り組んだのは、編集者のブログを立ち上げ

ることでした。「みことばの光的毎日」というタイト

ルで、「みことばの光」を用いて聖書通読をしておら

れる方を励まし、聖劃こ関心を持ってくださる方が
一人でもおられるようにと願いながら今も書き続け

ています。ここには、私が「みことばの光」を傍ら

に置いて聖書を読んで、何を知り、何を心に留めた

のかを書いてきました。みことばの恵みを分かち合

うことの大切さや喜びを知ることができました。そ

の他、版下作成の「内製化」や判型の大型化などの

変化もあります。
一方で、変える必要のないことを変えた、正しく

言うと、曖昧にしたと反省しています。それは、「み

ことばの光」をより分かりやすいもの、手に取って

もらいやすいものにするという理由によるものでし

た。具体的には、本誌の巻末付近に掲げられていた
「毎日聖書を読むための聖書同盟の方法」を簡素な

ものにしたということに表れています。果たして、

どれほどの読者がこの方法で聖書を読んでいるのだ

ろうかとの思いもあっての変更でした。

しかし、2021年2月号からの「みことばの光」に

は、再び「毎日聖書を読むための聖書同盟の方法」

を掲載しています。再掲載に至った理由を挙げます。
一つはある夫妻との出会いです。南ドイツ在住の

原憲二さん、しのぶさん夫妻は、以前からの「みこ

とばの光」の読者で、「毎日聖書を読むための聖書同

盟の方法」によって聖書を読み続け、これは素晴ら

しい方法だという強い確信を持っておられます。夫

妻は、死の病と闘う主にある友をどのようにして慰

め励ますことができるのだろうかと祈る中で、何人

かで「みことばの光」を用いて、「…聖書同盟の方法」

によってオンラインでグループ・デポーションを始

められ、現在に至っています。感染症の世界的拡大

前から、みことばを分かち合う交わりがこのように

持たれていることに、不思議な主の導きをおぼえま

す。

二つ目は、「みことばの光」をチームで取り組むよ

うになったことです。実際の編集は以前から何人か

の方と共同で行ってきたのですが、「みことばの光」

の役目は何か、何が求められているかと、などとい

うことについて考える場はありませんでした。2016

年9月に第1回みことばの光委員会が持たれ、以来
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