聖書同盟総主事からのマンスリーレター
２０２０年８月・９月

あなたのみことばは
私の道の光です。

合併号

私の足のともしび
（詩篇１１９篇１０５節）

◇スモールグループ・セミナー申し込み受付中◇
いつも聖書同盟とＣＳＫ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）の感染が抑
えられ、一日でも早く終息するよう、引き続きお
祈りいたします。
2020 年 10 月 10 日（土）10:00～12:00（※）、
聖書同盟と聖書を読む会と日本ウィクリフ聖書
翻訳協会の三団体が協力して、ウェビナー（ウェ
ブによるセミナー）でスモールグループ・セミナ
ーを開催します。当初はお茶の水クリスチャン・
センターで開催の予定でしたが、開催方法をオン
ラインに変更いたしました。参加ご希望の方は、
お名前、教会名、電話番号、メールアドレスを明
記して、メールにて（info@sujp.org）お申し込み
ください。先着 30 名の方々に、いただいたメー
ルに返信するかたちで、オンライン（zoom）集会
に参加するための詳細をお伝えします。参加費は
無料です。以下、プログラムを紹介いたします（敬
称略）。申し込みをお待ちしております。
1. 「翻訳聖書を通して語る神」―なぜ聖書は翻訳
されなければならないのか―（松丸嘉也）
2. 「スモールグループ運動の現在」―世界的に実
を結んでいるスモールグループ運動―（福田崇
※）
3. 「聖書の権威とみことばを分かち合うこと」―
書かれていることを越えない分かち合いのあり
方―（嶋田博考）
4. 「スモールグループで聖書を学ぶ意義」―スモ
ールグループで進む、伝道と相互ケア―（水口功）
（※）お詫びと訂正：聖書同盟ＣＳＫニュースレ
ター（2020 年 6 月号）で開催時間に誤りがあり
ます。さらに、同じニュースレターとセミナー案
内チラシに「聖書を読む会・聖書同盟主催」「聖
書を読む会・聖書同盟理事 福田崇」とあります
が、それぞれに使命と歩みを与えられている別の
団体ですので、「聖書を読む会、聖書同盟主催」
「聖書を読む会理事、聖書同盟理事 福田崇」と
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いう表記に、お詫びして訂正いたします。
◇CSK オンラインキャンプが開催されます◇
CSK キャンプの開催がそれぞれ中止となった
ことを前号でお伝えしました。CSK インキャンプ
と CSK アウトキャンプは合同で月一度のキャン
プ準備会をオンラインで継続する中で、キャンプ
場を所有する団体の財政的な危機を覚え、参加教
会それぞれの了承を得て、キャンプ場の働きを持
つ六つの団体へ CSK キャンプ基金より支援献金
をいたしました。
さらに、この二つのキャンプはそれぞれオンラ
インキャンプを開催することにしました。
●CSK インオンラインキャンプ 日程：8 月 9 日
（日）～10 日（月）講師：大髙伊作師（日本福音
キリスト教会連合［JECA］佐倉福音キリスト教
会牧師）
●CSK アウトオンラインキャンプ 日程：8 月
17 日（月）～19 日（水）講師：吉澤慎也 KGK（キ
リスト者学生会）副総主事
初めてのオンラインキャンプに祈りつつチャ
レンジしています。キャンプの祝福のためにお祈
りいただけると幸いです。また、開催中止の関西
地区 CSK キャンプのためにもお祈りください。
◇「ジュニみこ」PDF 版が定期購読できます！◇
「月刊ジュニアみことばの光」がデジタル版
（PDF）で定期購読できるようになりました。半
年で 1,980 円、一年で 3,960 円です。2020 年 9
月号からの開始で、9 月号からご注文の方には 8
月号の PDF 版を無料でお送りします。ご注文を
確認して数日後に配信いたします。
「みことばの光」PDF 版はすでに定期購読で用
いられています。さらに多くの方に用いていただ
ければ幸いです。ご注文は聖書同盟へご連絡くだ
さい（TEL044-900-9047［出版部］、FAX044900-9048）。聖書同盟ホームページからご注文い
ただくこともできます。

◇「聖書の教える救いについて」発売開始！◇
しばらく品切れとなっていました「聖書の教え
る救いについて」を新装改訂版で発売を開始いた
します。一つ一つのことばを学ぶことによって、
救いについての聖書全体の教えが明らかにされ
ていく書です。著者は聖書同盟の初代の舟喜順一
総主事。定価は本体 1,500 円＋税（送料別）です。
◇紙芝居「埋められていた聖書」発売開始！◇
紙芝居「埋められていた聖書」の発売を開始い
たします。手頃な価格の卓上版もあります。
19 世紀半ばのベルギーのフランダース（フラン
ドル地方）が舞台です。カトリックによる迫害の
中で 16 世紀に埋められた聖書。300 年後に掘り
出した家族が、聖書のみことばを読む日々の中で
変えられていきました。聖書がどれほど大切な真
理の書であるかを心に留めることができるもの
です。大人にも子どもにも、教会での集会などで
用いていただくことができます。ぜひご注文くだ
さり、お用いください。
制作：ハイジ音楽・文化研究所、発売元：聖書
同盟 B4 サイズ（10 枚）は定価（本体 2,200 円
＋税）、2L サイズ（卓上版 130×180mm）は定
価（1,400 円＋税）です（送料別）。
以上、聖書通読誌（デボーション誌）の「みこ
とばの光」と「ジュニみこ」の発行と、聖書通読
と信仰生活を助けとなる書籍の発行が守られ、多
くの方々と教会に用いられるよう引き続きお祈
りいただければ幸いです。
-----------------------------------------◎ 8 月・9 月の総主事の予定

（8 月）
・7 日（金）CSK アウトキャンプ準備会
・7 日（金）CSK インキャンプ準備会
・9 日（日）～10 日（月）CSK インオンライン
キャンプ（Zoom*）
・14 日（金）CSK アウトキャンプ準備会
・17 日（月）～19 日（水）CSK アウトオンライ
ンキャンプ（Zoom*）
・30 日（日）JECA 湘南のぞみキリスト教会・礼
拝説教

（9 月）
・2 日（水）スモールグループ・セミナー話し合
い（オンライン集会リハーサル）
・15 日（火）JECA 北関東地区牧師会（Zoom*）
※所属教会の教職として参加します。
＊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、
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。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のために。「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・
有未）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）、特に、大倉寧師（JECA
青梅キリスト教会／奥多摩バイブルシャレ
ー）
のために。欠員 1 名が満たされるように。
（土）聖書同盟の働き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働きが守られ、
宣教協力の関係が保たれるように。現在、新型コ
ロナウイルスの感染拡大のため、国を越えての活
動が非常に困難な状況です。
（水）東西アジア＝SU 東西アジアの宣教協力と
交わりが保たれ、豊かなものとなるように。毎年
秋に開催する東西アジア・コミュニティーグルー
プ・ギャザリングは残念ながら開催中止です。
（木）東西アジア＝青少年国際キャンプの委員会
（ISC Task Force）が 7 月 27 日（月）にオンラ
インで開催され、日本から稲垣博史理事長と国際
キャンプ委員会の原雅幸委員長が参加しました。
先立って 7 月 25 日（土）には国内の国際キャン
プ委員会がオンラインで持たれました。
（金）香港＝情勢が不安定になっている香港のた
めに。SU 香港（Matthew Wong 総主事）と支援
する教会とクリスチャンの方々のために。
（土）トルコ＝「コンパニオンシップ」を結んで
いる SU トルコの働きのために。SU トルコと SU
韓国とのオンラインのミーティングが 7 月 30 日
（木）に持たれ、稲垣理事長と総主事嶋田が参加
しました。

＊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

