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あなたのみことばは
私の道の光です。

私の足のともしび
（詩篇１１９篇１０５節）

◇CSK 中学科教師研修会オンライン開催◇
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。
2021 年 3 月 6 日（土）、第 52 回 CSK 中学科教
師研修会をオンラインで開催いたしました。講師
に CSK キャンプ出身である吉澤慎也 KGK（キリ
スト者学生会）副総主事をお迎えし、テーマは「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～」でした。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、Zoom も併用して質疑応答をしま
した。午前と午後の講演の間（11:30～13:00）は
講師の提案と希望により、新型コロナウイルスの
感染拡大の状況下で、各教会の中高科がどのよう
な様子か、グループで分かち合いました。
近くからまた遠くから、多くのご参加を心から
感謝いたします。新型コロナの状況が続く新年度
の各教会の中高科の上に、主の力強い導きと励ま
しがありますよう、お祈りいたします。
◇みことばの光執筆者講習会を開催◇
3 月 22 日（月）、みことばの光執筆者講習会が
オンラインで開催されました。
執筆者の森恵一師（保守バプテスト同盟・保守
バプテスト津田沼教会）の奨励で始まり、稲垣博
史理事長とみことばの光編集責任者の矢吹博師
から「みことばの光が目指すもの」という発題、
執筆者の渡部和彦師（日本福音キリスト教会連合
［JECA］水戸下市キリスト教会）からの「みこ
とばの光を執筆して」と続きました。その他、前
総主事の小山田格師からみことばの光のこれま
での経緯も語られ、ジュニみこ編集責任者の石井
陵太師と総主事嶋田からは姉妹誌の月刊ジュニ
アみことばの光のアピールがありました。
午後は、
「ルカの福音書 10 章 25～42 節」につ
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いてみことばの光委員の佐久間章師が執筆した
サンプルから、原稿を完成に近づけていく作業を
ともにしました。
「よきサマリヤ人」と「マルタ
とマリヤ」の両方を含む箇所ですが、二つの話を
含んでいる場合、それをどのように扱うか執筆者
によってアプローチが別れ、お互いの視点や工夫
から学ぶことのできる、興味深い分かち合いとな
りました。
◇CSK キャンプの「３年生の会」を開催◇
3 月 28 日（日）、CSK インキャンプとアウト
キャンプの中学 3 年生と高校 3 年生が集まる「3
年生の会」がオンラインで開催されました。
CSK キャンプは、昨年の春キャンプから開催が
できなくなり、昨年 5 月に集会、8 月に夏キャン
プ、10 月から 11 月にキャンパー再会の集会、今
年 1 月に集会をオンラインで開催しました。
今年 3 月に春キャンプが開催されていれば、プ
ログラムの中でお互いに祈祷課題を交換したり、
卒業ではないキャンパーたちの前で賛美をした
りする機会があったのですが、残念ながらキャン
プの開催がなかったので、3 年生だけで集まりを
持ちました。
次に予定している 5 月のオンライン集会で、新
しく迎える新中学 1 年生と新高校 1 年生のために
何かできないかという相談もしました。
新型コロナウイルスの感染拡大のために、学校
でも教会でも、これまでの卒業生が経験できたこ
とが経験できないメンバーたちに、神様の祝福が
格別に豊かにあるようにと祈りをともにしまし
た。
◇スライド DVD「The Champion」発売開始！◇
1981 年にイギリス聖書同盟で作成された、キ
リストのエルサレム凱旋から受難、復活をたどる
アニメーションスライド教材 The Champion（チ
ャンピオン）が、この 4 月にスライド DVD に生
まれ変わりました。

今も活躍するゴスペルシンガー兼ソングライ
ターの Garth Hewitt（ガース・ヒューイット）
の歌を使用したこの作品は、当時教会の英会話ク
ラスなどで多く使用されました。ユニークなイラ
ストとともに流れる美しいメロディー、聞き取り
やすい英詩は今でも色あせることなく、私たちを
イエス・キリストの苦難の傍らに誘います。
味わいある手書きの日本語字幕、英詩歌詞カー
ド付きです。ぜひお求めください。定価 1,430 円
（本体 1,300 円＋税）です。送料別です（5,000
円以上で送料無料）。直接、聖書同盟にお申し込
みください。
※「みことばの光」4 月号と 5 月号に定価 1,500 円
（税込）とありますが、正しくは定価 1,430 円(税
込)です。訂正してお詫びいたします

-----------------------------------------◎ 今後の総主事の予定

（4 月）
・4 日（日）CSK デボーションクラス（仮名称）
Zoom*（若林義也師：沼津港町教会）
・20 日（火）CSK 委員会（Zoom*）
・29 日（木）福音伝道教団聖会・書籍販売（講師：
小山田格師）

（5 月）
・2 日（日）CSK デボーションクラス（仮名称）
Zoom*
・2 日（日）～3 日（月）DAWN2021（JECA 全
国青年大会）オンライン大会・分科会担当
「Bible Reading Movement!―ムーブメント
としての聖書通読」初日 19:30～21:30
・20 日（木）聖書同盟理事会（Zoom*）

（6 月）
・7 日（月）～9 日（水）日本福音同盟（JEA）
総会（静岡県掛川）
＊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、
羽鳥頼和師（JECA 自由ケ丘キリスト教会牧
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）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、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＝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。3 月 30 日～31
日に開催された、児童保護規定（Child Protection
Policy）のオンラインのセミナーに、日本からは
稲垣博史理事長が参加しました。
（水）ベトナム＝人口の四分の一が 15 歳未満と
いう国です。ベトナムの SU は北のハノイと南の
ホーチミンを中心に、さまざまな教会から超教派
的な協力を受けながら、子どもたちと若者たちへ
の働きを積極的に進めています。
（木）ミャンマー＝情勢が不安定になっているミ
ャンマーのために。SU ミャンマーと支援教会の
ために。
（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。

＊主の復活を覚えて、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

