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◇世界宣教団体としての聖書同盟◇
約 130 の国や地域に広がる世界各国のスクリプ
チャー・ユニオン（SU）は、それぞれの国では
独自の名称で活動しています。日本では「聖書同
盟」ですが、お隣の SU 韓国は「ソンソ ユニオ
ン」という名称です。
「ソンソ」は聖書ですが、
「ユ
ニオン」はそのまま音訳しています。
2017 年 11 月にマレーシアで開催された SU グ
ローバル・アッセンブリーで、SU はこれまでの
150 周年の歩みを主に感謝し、SU インターナシ
ョナルから SU グローバルへと正式に機構変更い
たしました。各国で福音を伝える働きが継続され
つつ、それぞれの宣教の努力が結びつけられ、宣
教協力が進められています。
みなさまの聖書同盟への支援は、世界へとつな
がっています。聖書同盟が日本における働きであ
るとともに、同じ働きが世界の約 130 の国や地域
で進められていることに目を留めていただき、今
後はさらに世界宣教団体として聖書同盟をご支
援いただければ幸いです。

が、主が若い人たちのために用いる尊い働きであ
ると確信しておられます。ふさわしい方々がさら
に委員として加えられるようお祈りください。

◇国際キャンプ委員会の始動◇
今年、第 8 回東西アジア青少年国際キャンプが
開催されます。下記の日程は現地開催期間です。
正式な期間は決まりましたらお知らせします。

◇CSK 集会「焼きたいかい？」を開催◇
1 月 20 日（日）、JECA 浜田山キリスト教会を
お借りし、CSK 集会が開催されました。集会の名
称は「焼きたいかい？」で、用意される炭火で、
自分が焼いて食べたいものを持参するというも
のでした。それぞれの教会から集まり、ゲームや
賛美をした後、小幡塁師（JECA 永福南キリスト
教会副牧師）より、イエス・キリストがまことの
宥めのささげ物であることが語られました。炭火
の中や上には、さつまいもやじゃがいも、特大ソ
ーセージもありました。大きなマシュマロも焼い
ていました。それぞれが持参したものを食べると
いうことでしたが、結局は楽しく分け合って食べ
る光景が見られました。
続く CSK の集まりは 3 月の春キャンプです。
お祈りいただければ幸いです。

●第 8 回青少年国際キャンプ 日程：2019 年 12
月 26 日（木）～2020 年 1 月 1 日（水）※現地開
催期間 会場：SUFES タパーキャンプ場（マレ
ーシア・ペラ州）
昨年 12 月 26 日（水）、国際キャンプ委員会を
常設の委員会として始動しました。委員長は日本
福音キリスト教会連合（JECA）キリスト教たん
ぽぽ教会牧師の原雅幸師です。「このキャンプで
人生が変わった人が多くいます。ぼくもその一人
です」と、過去にご自身も参加した国際キャンプ

◇第 2 回みことばの光執筆者講習会を開催◇
1 月 7 日（月）、東京カベナント教会（東京・
世田谷区）をお借りして、みことばの光執筆者講
習会を開催いたしました。前回は 2017 年 9 月に
開催し、今回が第 2 回となります。みことばの光
委員会が計画と運営をし、みことばの光編集責任
者である矢吹博師（フランクフルト日本語福音キ
リスト教会牧師）がドイツから帰国している期間
に重ねて行いました。
遠方からスカイプで参加する方々もおられ、み
ことばの光のためのより良い執筆ができるよう
に熱心にお集まりいただきました。心から感謝い
たします。午前から午後にかけて 4 つのセッショ
ンがあり、特に、原稿を校正する編集者がする作
業をともにしたのは、執筆する上での有意義な経
験となりました。

●関西地区 CSK 春キャンプ 日程：3 月 27 日（水）
～29 日（金）会場：淡路島・洲本青少年キャンプ
場
●CSK 春キャンプ（イン・アウトキャンプ合同）
日程：3 月 31 日（日）～4 月 1 日（月）会場：東
京カベナント教会
◇聖書関連団体懇談会◇
1 月 21 日（月）、聖書関連団体懇談会が日本聖
書協会（東京・銀座）で行われました。聖書同盟
の理事でもある、日本ウィクリフの福田崇師が各
団体に呼びかけ、毎年開催されるものです。
大條瑛子 CSK 協力主事とともに聖書同盟 CSK
の働きを紹介し、他団体の働きをお聞きしました。
今回は「新改訳 2017」と「聖書協会共同訳」の 2
つの新しい聖書が発行されてから初めての会合
で、この日の出席団体はこれまで以上に多く、心
励まされました。
◇月刊ジュニアみことばの光リニューアル◇
いつも「月刊ジュニアみことばの光」を用いて
くださり、ありがとうございます。
「ジュニみこ」
の愛称で親しまれてきた「月刊ジュニアみことば
の光」は、新年度を迎える 4 月号より表紙デザイ
ンを新しくし、それにともなって、これまでの定
価 300 円（税込）から定価 330 円（税込）に価格
を変更させていただきます。みなさまのご理解、
ご協力をお願いいたします。中高生向けの聖書通
読を兼ねたデボーションガイドとして、より一層
の充実に努め、お届けしてまいります。今後とも
「ジュニみこ」をお用いくださいますよう、どう
ぞよろしくお願いいたします。
-----------------------------------------◎ 2 月・3 月の総主事の予定

（2 月）
・15 日（金）CSK インキャンプ準備会
・21 日（木）聖書同盟理事会（
「カフェぽぽんた」
JECA キリスト教たんぽぽ教会）

（3 月）
・7 日（木）CSK アウトキャンプ準備会
・15 日（金）
「はじめての聖書通読」編集委員会
・16 日（土）CSK 中学科教師研修会（保守バプ
テスト同盟・御徒町キリスト教会） 講師：
川口竜太郎 hi-b.a.（高校生聖書伝道協会）代
表スタッフ
・22 日（金）CSK 春キャンプ準備会
・27 日（水）- 29 日（金）関西地区春キャンプ※
・31 日（日）- 4 月 1 日（月）CSK 春キャンプ
※参加しませんが、聖書同盟の大切な予定とし
て掲載します。
------------------------------------------

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

◎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、
矢吹徹師（保守バプテスト同盟・宇都宮聖
書バプテスト教会牧師）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）、小林弘典師（福音
伝道教団・尾島キリスト教会）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）SU グローバルの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。
（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）東西アジア＝東西アジアの各国を覚えて、
お祈りください。ブルネイ、カンボジア、香港、
インドネシア、韓国、キルギスでなされている SU
の働きのために。
（金）東西アジア＝ラオス、マカオ、マレーシア
（半島マレーシア、マレーシア・サバ、マレーシ
ア・サラワク）、モンゴルの SU のために。
（土）東西アジア＝ミャンマー、フィリピン、シ
ンガポール、台湾、タイ、トルコ、ベトナム（ハ
ノイ、ホーチミン）の SU のために。

＊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
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