あなたは役割を担っています！
皆 様 は こ れ ま で に、 お そ ら く「Living

ジを通して）
。

Hope」について耳にされてきたことでしょ
う。あなたの国のチームはすでに、外に出

あなたの今の期待はなんでしょうか。神様

て傾聴グループを実現するための整えられ

は、Living Hope を用いて、聖書同盟にお

た方法を考え出しているかもしれません。

いて、また、聖書同盟を通して、本当に素
晴らしいことを行うことができます。神様

聖書同盟におけるあなたの役割がどのよう

のご支配から落ちてしまうものが何かある

なものであったとしても、あなたは役割を

でしょうか。神様は、将来の聖書同盟のた

担っています。これから数か月にわたって、

めに、特別な計画や役割や適所を持ってお

Living Hope の傾聴グループのために、頻

られます。聖書同盟は、世界中で、神様の

繁にお祈りくださるよう切にお願います。

愛を示すのに用いられるのです。

もしも、まだそのようにしていないならば、
www.sulivinghope.org を訪れ、祈りのペー

“すべて（all things）
”ということばを使っ

ジ、祈りの方法、また他のアイディアを考

て、聖書検索をしてみてください。たくさ

えてみてはどうでしょうか。どのように特

んの箇所が出てきます。繰り返される主題

別な場所に退き、神様と出会ったか、また、

は、神様の民は神様の視点を持つというこ

どのように革新的な祈りのイベントを行っ

とです。たとえば、マタイ 6:31-34 には次

たかを聞かせてください（Facebook のペー

のようにあります。

「そういうわけだから、何を食べるか、何を

りは、特にこのような同僚たち、彼らの傾聴

飲むか、何を着るか、などと言って心配する

グループに対するものであるべきです。
今年、

のはやめなさい。こういうものはみな、異邦

神様が素晴らしいことをしてくださいますよ

人が切に求めているものなのです。しかし、

うに！

あなたがたの天の父は、それがみなあなたが
たに必要であることを知っておられます。だ

どうぞ、すべてのことは神様に可能であると

から、神の国とその義とをまず第一に求めな

いうこと、また、神様の希望を世界にもたら

さい。そうすれば、それに加えて、これらの

すことにおいて、あなたは役割を担っている

ものはすべて与えられます。だから、あすの

ということを知ることによって、きょう、あ

ための心配は無用です。あすのことはあすが

なたが励ましを受けますように！

心配します。労苦はその日その日に、十分あ
ります。」（新改訳 3 版）
聖書同盟の価値のひとつは、人々の間に文脈
にそった形で仕えることです。私たち聖書同
盟の多くの人たちは、彼らが生活している場
所において、紛争、戦争、迫害に直面してさ
えいます。これから数か月の間、私たちの祈

Alan Pitt
SU Living Hope Prayer Coordinator

Living Hope の地域集会を行うことを検討する
地域集会を通して、世界中の人々は、Living

できるでしょう。

Hope の第 2 段階であるマレーシアの会議に
直接参加することができるようになります！

それぞれの地域集会では、マレーシアでのス
ピーカーや、参加者による話し合いを聞くこ

この 11 月に、聖書同盟のリーダーたちがマ

とができるでしょう。メールや Living Hope

レーシアで会合を持つ時、世界の聖書同盟

の Facebook グループを通して、自分たちの

は、地域集会を開催するよう勧められていま

考えやアイディアを答えることができるで

す。私たちのビジョンは、あなたと世界中の

しょう！これらのコメントは、マレーシアで

他の聖書同盟の人々が、マレーシアの会議に

の話し合いに取り入れられ、その会議の結果

遠く離れていても参加できるようにすること

に直接貢献するでしょう。

です。
マレーシアでの Living Hope は、毎年の国際
重 要 な セ ッ シ ョ ン や 話 し 合 い は、Living

聖書同盟の「祈祷週間」にもたれることを心

Hope のウェブサイトを通して、生中継で放

に留めてください。その間、多くの国は、特

映されます。さらに、インターネットの容量

別なイベントや特別な祈りの焦点を計画しま

が限られている人たちのために、音声による

す。

接続も可能にします。録音は直後すぐに利用

あなたの立てる計画は、あなたの地域の文脈

くの国の聖書同盟が積極的に参加することで

にふさわしいものであるべきです。
それらは、

す。

簡単なものにも複雑なものにもなるでしょ

ですから、今から、何をしたいか考え始め、

う。主な目的は、この 11 月、できるだけ多

あなたの計画を作成し始めてください！

考えられる地域集会の例：
・オンライン上でストリーム配信された内
・毎日、マレーシア会議からの抜粋を聞き、 容に個人的に参加し、応答する、関心の
ある個人（スタッフやボランティア等）
。
応答を返信する小グループ。
・マレーシア会議の間に、応答を返信する、 ・その他、思いつくものや、思いついたア
イディアがありましたら、ぜひ教えてく
1 日限りのスタッフやボランティアたち
ださい！
による集会。
・マレーシア会議と並行して、マレーシア
から配信される内容を用いて、マレーシ Ruth Pinkerton
CEO － SU Tasmania
アに応答を返信する、可能ならば、複数
日にわたる宿泊を伴った大きなイベント。 Chairperson Living Hope Planning Group

ウェブサイトのアップデート
言語：Living Hope のウェブサイトは、現在、

かったトピックがアンケートにあり、記入で

フランス語、スペイン語、ロシア語、英語で

きない場合は、その質問については空欄にし

ご利用いただけます。
コンテンツが作成中や、

ておいてください。

翻訳中の場合がありますので、ご留意くださ
い。そのような場合は、もうしばらくお待ち
ください。

‘Save’ボタンは、いつでも、あなたの報告
を保存し、あなたにリンクを与えますので、
アンケートに戻り、記入を続けることができ

ディスカッションフォーラム：ディスカッ

ます。すべての質問を終えましたら、傾聴グ

ションフォーラムは 4 つの言語でご利用い

ループについてのその他のコメントや情報を

ただくことができ、ウェブサイトからアクセ

記入する欄があります。
アンケートの最後で、

スすることができます。毎週、新しいトピッ

傾聴グループの写真をアップロードすること

クが掲載されます。別の Facebook グループ

もできます。注意：各ファイルは、10MB 以

を経由して、ディスカッションに参加してい

下となります。

ただけます。加わり、参加することは簡単で

何か問題や質問がありましたら、Facebook

す。世界中の SU の仲間たちと、あなたの考

グ ル ー プ ま た は email livinghope@su-

えを共有し始めてください！！

international.org を通してお知らせください。

地域傾聴－傾聴から発見したことを報告する

あなたの要約がアップロードされることは、

Living Hope の ウ ェ ブ サ イ ト に は、 オ ン ラ

非常に重要です。あなたの要約は、世界中の

インのアンケートとリンクしている Group

他の要約に加えられます。私たちが学んだこ

Summary Upload Page があります。このペー

とは、聖書同盟 Movement の将来の形や方

ジを使って、傾聴グループでの発見を報告し

向性についての話し合いや決定に影響を与え

てください。リンクをクリックしてください。

るでしょう。それは、本当に重要です！！

そうすると、アンケートの最初のページに直
接つながります。それぞれの傾聴セッション

作成中のページ：ウェブサイトのある部分は、

に対して、ひとつのアンケートに記入してく

まだ作成中ですが、まもなく利用可能となる

ださい。

予定です。ウェブサイトを作成している人た
ち、また、内容を書き翻訳している人たちの

オンラインのアンケートは、あなたが記録を

ためにお祈りください。多くの人たちは、こ

とるのに用いたディスカッションガイドと、

の働きを通常の職務に加えて行ってくださっ

リポーティングガイドと、同じ構造に従って

ていて、私たちはとても感謝しています。こ

います。明確な指示がありますので、すべて

れは本当に、世界的な聖書同盟全体による共

の項目に記入するのは簡単だと感じるでしょ

同プロジェクトです。

う。前もってアンケートを読み、どのように
最適に記入できるか考えることをおすすめし

Clayton Fergie

ます。記入できる項目を記入してください。

SU International Youth Ministries Coordinator

もしも、傾聴グループにおいて話し合わな

Living Hope Planning Group

