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◇分かち合う豊かな「みことば生活」◇ 

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。 

日本ウィクリフ聖書翻訳協会、聖書を読む会、

聖書同盟の 3 団体は、10 月 22 日（土）に第 2 回

のスモールグループ・セミナーをオンラインで

開催しました。聖書同盟にとっては、通読サイク

ルがこれまでの 5年から次の 5年に移行する前の

タイミングでした。 

第 1 部は、日本福音キリスト教会連合（JECA）

宣教教会の児玉武志主任牧師から、週日の祈祷会

では新たに説教をするのではなく、主日の礼拝説

教の分かち合いをするという教会の取り組みが

紹介されました。そして、児玉先生の内側からそ

の継続を支えている聖句は、「わたしが来たのは、

羊たちがいのちを得るため、それも豊かに得るた

めです。」というヨハネ 10:10 でした。聖書同盟

が大切にすることと重なり、とても印象に残りま

した。 

聖書同盟が担当したのは第 2 部で、みことばの

光を用いてデボーションをグループで分かち合

う分科会でした。並行していのちのことば社のマ

ナを用いる分科会もありました。CSK グループデ

ボーションでジュニみこを用いて中高生（と大学

生）と毎月していることをほぼそのまま、実際に

進行するかたちで紹介しました。その日のみこと

ばの光にある解説が、聖書箇所の中心的な内容を

つかんで全体を網羅してくれることを信頼し、今

日、神様が自分に語りかけておられる事実に焦点

を当てる方法です。聖書を読んだ後、質問は 2 つ

だけで、「どの節が心に留まりましたか」と「ど

うしてその節が心に留まったのですか」です。そ

れぞれに違う節から教えられる様子を目の当た

りにします。自分と同じ節からという人がいれば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それも励ましです。そして、終盤になってからみ

ことばの光の読み合わせをします。その日の集い

を導く側の立場で、事前にみことばに取り組んで

備えた人がいれば、最後に短くまとめて分かち合

いとして話をします。この方法は約 40 分、詳し

く身の上話をしなくても、その人にみことばが生

きて働くのをお互いの中に見ることができます。 

 聖書同盟の聖書通読はムーブメント、すなわち

運動です。聖書を読むことは受け身ですが、今も

生ける主がなさるみことばによる働きかけに主

体的に応じる生活です。その生活また人生にある

動きは、この地でみこころをなさる主ご自身の働

きと波長が合うものです。それが聖書同盟が折々

に用いる「みことば生活」です。 

なお、「みことばの光」は紙代等の高騰のため

2023 年 1 月号のリニューアルとともに 380 円か

ら 430 円に価格変更いたします。「ジュニアみこ

とばの光」は 330 円のままです。どうぞご理解く

ださり、お用いいただければ幸いです。2023 年

からの新しい通読サイクルを、主が用いてくださ

いますように。 

 

◇CSKキャンプと CSKデボーションリトリート◇ 

 今年の CSK キャンプは、コロナ禍でしたが対

面で開催されました。関西地区CSKキャンプは、

残念ながら開催中止となりました。 

＜CSK インキャンプ＞ 

日時：8 月 8 日（月）～11 日（木）※3 泊 4 日 

会場：日本バイブルホーム（群馬県みなかみ町） 

講師：東海林隆之師（JECA 鷺沼キリスト福音教

会牧師） 

＜CSK アウトキャンプ＞ 

日時：8 月 15 日（月）～19 日（金） 

会場：松原湖バイブルキャンプ・アウトキャンプ 

場（長野県小海町） 

講師：水梨郁河（みずなしふみか）hi-b.a.スタッ 

フ（高校生聖書伝道協会） 
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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） 



 10 月 9 日（日）～10 日（月）、CSK デボーシ

ョンリトリートが大学セミナーハウス（八王子

市）で開催されました。毎月のオンラインの CSK

グループデボーションから派生した合宿で、CSK

キャンプ卒業生の大学生も対象です。講師はジュ

ニみこ編集責任者の石井陵太師でした。 

 

◇第 54回 CSK中学科教師研修会を開催します◇ 

2023 年 3 月 11 日（土）10:00～14:30、CSK

中学科教師研修会を開催いたします。西武池袋線

清瀬駅から徒歩 12 分の日本福音自由教会協議

会・清瀬福音自由教会（岩井基雄師）をお借りし、

対面とオンライン（YouTube と Zoom）での開催

です。講師は中村穣師（飯能の山キリスト教会牧

師／逃れの街ミニストリー主催）です。「信じて

も苦しい人へ―神から始まる『新しい自分』」（い

のちのことば社）の著者で、聖望学園で聖書を教

えておられます。 

会場の人数は定員がありますのでご了承くだ

さい。参加費は無料です。CSK への献金の機会と

していただければ幸いです。企画・運営する CSK

委員会では、若い人への働きに取り組む日本全国

の諸教会にお仕えしたいと願っております。遠く

から近くからのご参加を心よりお待ちしており

ます。申込フォームは https://o-bc.net/c です。 

 

◇聖書理解のためのガイドブックを特別販売◇ 

ジョン・R・W・ストット著「聖書理解のため

のガイドブック」が増刷され、期間限定で送料無

料で特別販売しております。1,650 円（本体 1,500

円＋税）です。この機会にぜひお求めください。 

 

◇年末年始の休業日のお知らせ◇ 

2022 年 12 月 29 日（木）から 2023 年 1 月 3

日（火）まで、聖書同盟事務所の休業日とさせて

いただきます。 

 

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

◎ 総主事の予定 

（11月） 
・9 日（水）スモールグループ委員会（Zoom*） 

・13 日（日）CSK グルｰプデボｰシｮン（〃） 

・14 日（月）群馬の青少年伝道を考える会 

（新島学園中学校高等学校） 

＋日本基督教団安中教会・原市教会訪問 

・15 日（火）出版委員会（Zoom*） 

・20 日（日）JECA 前橋キリスト教会 ※ 

・22 日（火）CSK キャンプ準備会（インアウト 

合同） 

・27 日（日）JECA 二宮山西キリスト教会 

（12月） 
・11 日（日）CSK グルｰプデボｰシｮン（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）聖書同盟の理事のため。特に、矢吹徹師（保

守バプテスト同盟・宇都宮聖書バプテスト教

会牧師）のために。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、聖書を通読して生活する

人が多く起こされますように。 

（火）SU グローバル＝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。 

（水）SU 東西アジア＝SU 東西＋南アジア・コミ

ュニティーグループ・ギャザリング（代表者会議）

が、10 月 11 日（火）～15 日（土）、タイのバン

コクで開催されました。稲垣理事長と総主事嶋田

に代わって、常任理事の福田崇師が参加しました。 

（水）ウクライナ＝ウクライナにも SU があり、

事務所は首都キーウにあります。グレゴリ・ステ

ューパク総主事（Grigori Stupak）のために。 

（金）台湾＝情勢が不安定な中にある SU 台湾の

ために。 

（土）トルコ＝「コンパニオンシップ」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。聖書通読誌の発行が守られるように。 

 

＊主のご降誕を覚え、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 

 


