聖書同盟総主事からのマンスリーレター
２０１８年１０月・１１月

合併号

あなたのみことばは、私の足のともしび、
私の道の光です。
（詩篇１１９篇１０５節）

◇スクリプチャー・ユニオン（SU）東西アジア＆
南アジア・コミュニティーグループ・ギャザリン
グ◇
9 月 6 日（木）～10 日（月）、SU 東西アジア・
コミュニティーグループ・ギャザリングが、南ア
ジア・コミュニティーグループと合同で、タイの
バンコク・クリスチャン・ゲストハウスという会
場で開催されました。日本からは稲垣博史理事長
と総主事嶋田が参加しました。
チャイルド・プロテクション（児童［青少年］
保護）という学びのセッションでは、参加する子
どもたちや若い人たちが、自発的であるべき信仰
の応答が強要されないよう配慮することを学び
ました。また、神さまから受けた使命を全うする
ために、宣教団体としての働きを組織的に維持・
継続することを学ぶセッションもありました。
各国 SU の代表者である理事長や総主事たちと
の交わりにも励ましを受けました。特に、聖書同
盟は、SU トルコとコンパニオンシップという協
力関係を結んで、その働きを SU 韓国とともに支
えています。SU トルコの支援について、トルコ
と韓国の代表者の方々と相談と祈りをともにす
ることができました。聖書同盟として、財政的な
支援と具体的で現実的な協力を計画することが
できるよう、お祈りを必要としています。
◇祝福された夏の CSK キャンプ◇
8 月に開催された CSK キャンプが、
インキャン
プとアウトキャンプ、関西地区キャンプともに、
祝福のうちに終了しました。お祈りくださった皆
さまに心から感謝いたします。
10 月 8 日（月）には、東京カベナント教会をお
借りし、CSK キャンプ再会日として、参加したキ
ャンパーとスタッフが再会する集会が持たれま
す。毎週それぞれの教会で持たれる中高生会の上
に祝福があるように、引き続きお祈りいただけれ
ば幸いです。
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◇ジュニみこアピール訪問◇
8 月 6 日（月）は CSK インキャンプの初日で
したが、同じ日本バイブルホームで行われていた、
フリー・メソジスト・ティーン・キャンプ（FMTC）
おおえだ

を訪問しました。夕食後の時間に、大條瑛子 CSK
協力主事があかしをし、デボーションについて嶋
田がお話ししました。FMTC の訪問は毎年の恒例
になりつつあり感謝しております。
8 月 13 日（月）は CSK アウトキャンプの初日
でした。この日、嶋田は日本福音自由教会協議会
が開催する、全国中高生キャンプを訪問しました。
長野県の松原湖バイブルキャンプ・アウトキャン
プ場から新潟県の妙高青少年自然の家まで約 2 時
間車を走らせて、月刊ジュニアみことばの光 8 月
号を 320 冊持参しました。
このようなかたちで、他の中高生キャンプに参
加する方々にジュニみこを用いる機会を提供で
きましたことを感謝しております。また、そのた
めにキャンプのプログラムが進行する中で協力
くださった、キャンプスタッフの方々に心から感
謝します。
◇日本福音同盟（JEA）宣教フォーラム＠東海◇
9 月 24 日（月）～25 日（火）、在日大韓基督
教会名古屋教会で開催された JEA 宣教フォーラ
ム＠東海に参加いたしました（大條瑛子 CSK 協
力主事は 24 日のみ日帰りで参加しました）。東
海地区における超教派の教会協力の交わりが紹
介されました。聖書同盟理事でもある羽鳥頼和師
は司会や会計の奉仕をされていました。
夜の Mission & U（ミッション・アンド・ユー）
は、会場をキリスト聖書神学校（CBI）に変えて
行われた若い人たちのための集会です。中学生か
ら 30 代までの人たちで、ゲームと夕食の交わり、
メッセージと分かち合いというプログラムでし
た。この集会のために、大学生伝道の KGK（キ
リスト者学生会）と CCC（キャンパス・クルセー
ド・フォー・クライスト）
、高校生伝道の hi-b.a.

（高校生聖書伝道協会）の 3 つの団体による良い
協力がなされていました。
◇第 2 回日本青年伝道会議（NSDⅡ）◇
11 月 22 日（木）～24 日（土）には、第 2 回日
本青年伝道会議（NSDⅡ）が開催されます。テー
マは「神の国マインドに生きる」で、会場はお茶
の水クリスチャンセンター（22 日）と山崎製パン
総合クリエーションセンター（23 日：千葉県市川
市）です。これは日本福音同盟（JEA）青年委員
会が主催するもので、6 年ぶりの開催です。最終
日の 24 日（土）は社会人、大学生・専門学生、
中高生の世代ごとに分かれ、中高生プログラムは
10:30～16:30、東京・渋谷にある hi-b.a.センター
で持たれます。CSK はこのプログラムのために
hi-b.a.と協力します。
中高生はランチを持参し、参加費は無料です。
CSK キャンプの参加教会をはじめ、教会にいる中
高生たちが、主にある励ましを受けることを願っ
ています。大條瑛子 CSK 協力主事と嶋田のため
にもお祈りいただければ幸いです。

-----------------------------------------◎ 10 月・11 月の総主事の予定

（10 月）
・2 日（火）…日本福音キリスト教会連合（JECA）
北関東地区牧師学び会（白岡福音キリスト教
会）※1
・8 日（月）…CSK キャンプ再会日（東京カベナ
ント教会）
・9 日（火）…みことばの光委員会
・10 日（水）…「はじめての聖書通読」編集委員
会
・15 日（月）…聖書同盟理事会（ナザレ修女会エ
ピファニー館：前日泊 14 日～）
・21 日（日）…福音伝道教団・尾島キリスト教会・
礼拝説教（群馬県）

（11 月）
・10 日（土）…日本ウィクリフ創立 50 周年感謝
会（お茶の水クリスチャンセンター）
・12 日（月）～13 日（火）…JECA 関東四地区
合同教職者会（奥多摩福音の家）※1
・18 日（日）…JECA 前橋キリスト教会・礼拝説
教 ※1
・22 日（木）～24 日（土）…第 2 回日本青年伝
道会議（NSDⅡ） 24 日（土）10:30～16:30
中高生プログラム（hi-b.a.センター）
・29 日（月）ジュニみこ委員会
※1 所属教会の教職として参加します

-----------------------------------------

-----------------------------------------

◎聖書同盟祈祷課題
（月）聖書同盟全体の働きのために。特に聖書通
読運動の推進のため。
（火）聖書同盟の 10 名の理事のために。特に、
理事長の稲垣博史師（JECA 岩井キリスト教
会国内宣教師）のため。
（水）出版部の働き：「みことばの光」（編集、
矢吹博）と「ジュニアみことばの光」
（編集、
小林弘典、武藤潤子）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）、吉澤恵一郎師（日本
伝道福音教団・新潟聖書教会牧師）のために。
（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）昨年 11 月の SU グローバル・アッセンブ
リーより、新しい歩みを始めた SU グローバルの
ために。
（水）東西アジア＝SU 東西アジア・コミュニテ
ィーグループとして、東西アジア各国 SU 間の宣
教協力と交わりがさらに豊かなものとなるよう
に。
（木）香港＝SU 香港のために。マシュー・ウォ
ン（Matthew Wong）総主事のために。新しい事
務所に移転して働きを進めています。また、SU
マカオの働きを支援しています。
（金）トルコ＝イスラム国であるため、働きの詳
細は公開することができませんが、聖書通読誌の
発行をはじめとする働きが日々守られ、祝福され
るように。
（土）タイ＝9 月のコミュニティーグループ・ギ
ャザリングはタイでの開催でした。SU タイの働
きのために。タイは日本と同じクリスチャン人口
1％といわれています。

＊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

