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CLC は世界 50 ヶ国以上で文書伝道の活動をしており、日本では 1951 年(田和 26

「文書伝道のビジョン」

年)に働きが始まりました。正式名称を「クリスチャン文書伝道固J と言いますが、これ
は英語の fChristian Li恰陥旬開 C山泊deJ を訳したものです。当初 Iクリスチャン文書十

字軍(クルセード )J という名前にしたかったようですが、当時はまだ戦後まもなくの時
で、軍隊の名残があるような名前を GHQ 力鴻い、クリスチャン文書伝道固になりました。
CLC の母体は WEC(世界福音伝道団)で、日本では滋賀県を中心に伝道している団
体です。 CLC は WEC の申の出版部という位置づけで働きが始まり、その後独立しま
した。
日本 CLC の創設者は河井清治(船橋インマヌエル教会員)という者で、彼は自分の将
来を祈っていたところ、蔦田二雄先生より「今度 CLC という団体が日本で文書伝道によ
る宣教を開始するので日本人の働き人を求めている。ぜひ君やってみたまえj と声をか
けてくださり、応答しました。そして CLC が最初に開設した事務所は丸の内にあったイ
ンマヌヱル教会の本部でした。蔦田二雄先生のご厚意によってお借りしたその部屋に
机とイスを一つだけ置いて日本 CLC の働きは始まったのです。以後、東京のお茶の水
をはじめ、札幌から熊本まで 12 のキリスト教書店を展開するまでになりました。
開設当初より「キリスト教書店の無い地域にも福音文書をJ というスローガンのも
と、店舗販売だけでなく、車による外販(訪問阪売)を積極的に行ないました。今でこ

そ、どこのキリスト教書店でも外販をしていますが、じつは世界で外販を最初に始め
たのは日本の CLC です。記念すべき第一号となった車は、海外の CLC から献げられ
たフォルクスワーゲンでした。その車はたいへん用いられ、天幕伝道やキャラバン伝

道など、さまざまな方法で諸教会の開拓を応援しながらの訪問伝道でした。
さて CLC は開設 60 年を迎え、 Iいのちのことば社との宣教提携J という新しい働き
が今年始まろうとしています。札幌と名古屋という 2 つの地区を店舗統合し、 Bible
shop チェーンを全国に展開することになりました。クリスチャンの少ない日本でのキ
CLC ・

リスト教書店の運営は、経済的に大変厳しく、将来も見通せない中にありますが、神

0リスチャン宜・恒温固

さまは必ずや文書伝道の業を前進させ、宣教の強力な武器として用いてくださること

侭寝館員

を確信しています。今後とも皆様のお祈りとお支えをよろしくお願いいたします。

麗居先彦

「私たちが天国へ行ったとき、私たちが手渡した文書によって救われた瑠に出会う、
その太きな膏ぴ、これが文書伝道のビジョンなのですJ(イギリス CLC 創設者の言葉)

伝道団体連絡協議会 フェスティバルのご案内
日本の宣教団体の力を一つにして伝道の働きをサポートして 30 年。この機会を通して、伝団協の働きを
知っていただくとともに更に拡大する機会となればと願っています。

6 月16 日(土) 10：00 am 〜 5：00pm

■

日 時： 2012年

■

会 場： お茶の水クリスチャンセンター ８階ホール、チャペル

（東京都千代田区神田駿河台2-1） ＊入場無料 どなたでも参加できます

ステージプログラム
2：30pm 宣教セミナー（hi.b.a.）
開演 主催者あいさつ 姫井雅夫
10：15am パペット（ワンウェイストリート・JJ） 3：30pm 伝団協加盟団体紹介
10：00am

12：00pm
1：00pm

新生宣教団報告

3：45pm

上原令子さんコンサート

4：50pm

レインボーミュージック・コンサート
閉会のあいさつ

※プログラムは一部変更になる場合があります。予めご了承ください。

◆ みなみななみさん による新刊『旅をしながら』出版記念サイン会
伝団協各団体の ブース
①お茶の水クリスチャンセンター

⑥総動員伝道

②クリスチャン文書伝道団（CLC）

⑦太平洋放送協会

③高校生聖書伝道協力会（hi-b.a.）

⑧小さないのちを守る会

④JTJ 宣教神学校

⑨日本国際飢餓対策機構

⑤新生宣教団

⑩日本聖書協会

⑪ブリッジス・フォー・ピース・ジャパン
⑫ミクタムレコード
⑬プレイズ出版
⑭ユース・ウィズ・ア・ミッション
⑮パペットミニストリー・ワンウェイスト
リート・JJ

詳細はちらしを御覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。

TEL：03-3291-5035

FAX：03-3291-5266（伝道団体連絡協議会）

伝道団体連絡協議会 第 28 回総会のご報告

20 12年4月27日(金)午後3時より5時まで、お茶の水クリスチャンセンター 4階会議室にて総会が行われた。

第一部の礼拝では、姫井会長がメッセージを取りついだ。使徒の働き16章6 〜10節のみことばが開かれ、
「神が
私たちを招いて福音を宣べ伝える」というテーマで語った。アジヤでみことばを語ることを聖霊によって禁じられた
（6）
。出鼻をくじかれる思いがしただろう。しかしパウロは幻を見た（9）
。ひとりのマケドニヤ人が彼の前に立って、
「マケドニヤに渡って来て、私たちを助けてください」と懇願するのであった。今置かれている状況の中で私たちもマケ
ドニヤの声を聞いて伝道することが私たちに与えられている使命である。さらに志をひとつにして仲間と協力し、伝団
協として何ができるかを神に祈りつつ進んで行きたいと語られた。
第二部の総会では、まず出欠の確認が為された。
出席：お茶の水クリスチャンセンター、新生宣教団、総動員伝道、太平洋放送協会、日本国際飢餓対策機構、日本
聖書協会、ユースウイズアミッション、プレイズ出版、ワンウェイ・ストリート
（9団体）
委任状：アジアン・アクセス、いのちのことば社伝道グループ、いのちの水・計画、教会インフォーメーションサー
ビス、クリスチャン文書伝道団、高校生聖書伝道協会（hi-b.a.）
、国際ナビゲーター、こころの友伝道全国連合会、
ＪＴＪ宣教神学校、全日本リバイバルミッション、ハーベスト・タイム・ミニストリーズ、パラビジョン、ビー・ジャパン、

ブリッジス・フォー・ピース・ジャパン、ミクタム・レコード、ワールド・ビジョン・ジャパン
（16団体）
欠席：近畿福音放送伝道協力会、小さないのちを守る会、日本キリスト伝道会、光のミッション
（4団体）
※点呼により、出席団体9、委任状16、計25で、加盟29団体の三分の一以上に達し、総会の定足数を満たして
いることが確認された。
議長に姫井雅夫先生、書記に加藤太郎氏が選出され、議案として、2011年度の活動報告、会計報告、会計監査
報告が為され、引き続いて2012年度の活動計画案、会計予算案、役員選出が為された。新しく東兄（PBA）
、サマー
ハリス兄（YWAM）が選出された。規約の改定がなされた。7名以上の役員から5名以上に改定。日本キャンパス・
クルセード（一時的）とワールド・ビジョン・ジャパンが脱会した。
加盟団体相互の協力体制づくりや加盟団体を増やして行くことも話し合われた。6月16日に行われるフェスティバル
についても話し合われた。総会を経て新たな2012年度の働きがスタートした。神様の祝福が豊かにあらわされ、ま
た新しく加盟してくださる団体が与えられて行きますようにお祈りいただきたい。
（書記：加藤太郎）

伝団協 加盟団体の紹介！
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2012年度のテーマは、
「教会のあすを拓く放送伝道 Ⅱ」
です。
ＰＢＡは、1951 年 の 創 立 以 来、
放送メディアを通して日本の教会にお
仕えすることを目標に歩んでまいりま
した。
今年度も、日本の宣教の進展のた
めに、北海道から沖縄までの29の放
送伝道協力会と共に、また、各地の
教会の皆さまと共に、主から託された
放送伝道の働きに、精一杯、取り組
んでまいります。

四e吋sion 議

、一

◆地域の教会と協力して、ラジオ「世の光」、テレビ「ライフ・ライン」の制作・
放送・フォロアップに励みます。また、「視聴者のつどい」・「支援者の
つどい」の開催、教会訪問等を通し、番組のＰＲに努めます。
◆経済基盤の確立を目指し、収益事業を強化します。
◆引き続き、被災地に於ける放送継続のための働きに取り組みます。
◆ＰＢＡ放送伝道同労者会（PCF）、ＰＢＡ懇談会等の働きを推進します。
・話し方教室中級
2012 年 6月２日（土）
・伝道説教セミナー
開催予定
◆テレビ部の分室を千葉に開設し、より良い労働環境の構築を模索します。
◆他団体の福音番組の制作・放送に協力し、日本の宣教に貢献します。

司事「こころの友伝道」

全国連合会

お祈り、
ご支援をよろしくお願いいたします。

〒160-0021東京都新宿区歌舞伎町2-19-11新宿シャロームビル207
TEL / FA X(03)3200-5584
E−mail kokoro54@galaxy.ocn.ne.jp （会長：内村撒母耳）

[ 活動 ]
1. 福音宣教は教会に託された使命です。 ２. 牧師と信徒がパートナーとなって祈りつつ伝道する。
3. 信徒が求道者のこころの友となって導く。この３つの基本によって活動を進めています。
毎年夏に全国大会を（今年は 59 回・名古屋）開催します。また、各支部（東北 / 関東 /
中部 / 関西 / 四国 / 南九州 / 沖縄 )で講習会・研修会を開いています。

[ 発行物 ]
「こころの友伝道」紙（月刊 /1600 部発行）
、
「こころの友伝道の手引き」頒布価格：200 円
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台湾リパイJ むレミッション

2012 年9月 19 日 -T1 日{予定)

・東日本大鹿災被災地瓦怠る密教会~，;:て相坤喝「伝送金』の先制'.

万埠司

近況・祈りの課題

肋副主

伝団協加盟団体の

楽{チラシ・謝礼・交通費・宿泊等すべてを全日本リバィパルミッショ
ンが負担します'. )

・健動員伝置
・毎月持たれている千葉県の牧師想醸会 Cいのちの泉会?のため.
5月 15 日

'4

田荷積撤会にで

・「うりず'AP.酒U 映画己 7月百~四回岨 α工 8陪チヤ刊レ

-アジアンアクセス

・秋田県トラクトE布伝道

1)復興民、日本宣揚tl;:貫献出来る様に.
・各地の教会ネy トワ

ク、特flc:::宮城宣教ネットワ

a月 13.....18 日

秋田市左犬制岬

.W.剖.，.;制h 比制..月 3-7 目、 24-28 日彦相市鳥居本~富山県

クの働きが視さ

札多くの教会が生み曲される掛'.
・各婚の宣撤師、特に被災地での個きが祝される様に.
目指噂者研修等の働者抗アジア全土"誌大」各掴での.きが

高岡市

.太平河量送協会 (PBA)
全圃z3局で放送中のラジオ「世のう也、 13局で鼠茸申のテレピ「ライ
フ

ラインJ tJ明いら払教会忙つながる人ガ宙されますように.

6月除名婚で、「世の犯のつec、'Jrライフ・ラインのつどし、」篭錦瞳

観され品椴に.

・い@ちのととぽ祉

が多〈開カ可れます.多〈の方々が像以祝吉ホ出張謹りとなりますよう

"""J岡田n プロジェクト復興支援無料卜ラクトが用いられでいま

に.また、ラジオ・テレピでメッセージを語っている牧師たちIA 集

す.

会で古事仕します. 牧師たちa上』司h 主の守りがありますよう民

リビングバイブルルカの福音・を用いた 『ととにある轡望ヨ を発帽

またλ6月かをふスタッフによる東京・柿蜘同臨調摘が始まります.

しました.
まtc. 事桂三浦綾子さM)新トラクトを制作中です.遣される卜ラク

P凪出敏金町ザポトをB世つつ放送伝道を‘続して'υま t止.さ
らに良しで理解をしずt1i'<a会亡なりますようお祈りくだ古川

卜一枚一栃民氏被災し7ヒ方程暗に居者、実E濃札v、と謝取れますよう

-，、ーペスト・タイム・ミニストリーZ
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インフォメーシ司ンサービス

-次世代リダ育慮のた凪全国各地で聖.盤を聞鵠しています
@掴描古且敢闘志東京と涛咽で聞置.ぜひお祈りくださ凶

1 、 4月末に発送した今年の年次第計の返信が多〈送られてくるよう

.インターネットを使ったメディア宜激が盤。な突を結ぶようお祈り
〈だ古い.

に.

2、教会インフォメ

ションサ

ピスの働者を用いていただけるよう

"良い知恵が与えられるよう L

・日本・・協会
新しい日本胃聖書の薗駅が進む中、内外の著晴な研究者を鴎師と

3.経済的な基礎をしつがり簸くととができるように.

してお招きし、園晦聖・フォーラム 2012 聖・を撮るとし可テーマ

・圃際ナピゲーター

で聖書宿駅に聞するセミナーをホテ1レニューオータニ σ月 5 日-6

仙台、宇都宮、筑且東且普R 名古屋、福岡の各地で大学生の審

目)で開催します.との集会が裡されますように.また、聖書の新

のリ剖トトの季節を迎えています.日朝車、魂が徹v、耐札

個目R.，業が視されますように.

主が働者人を起としてくださるようお祈りし、た却すたら感謝です.
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_r~ とる@友糧道通金圃遮合会

イスラエルと日本の働割E償措を持つ人材が与えられるように.

•

r;::;::ろの友伝通全国大会'"名古劃(捌2 年8月 T1 日~羽田)に

・パラビジョン

多くの徴金から'畑して下さるように祈って〈だ由，、

1蝿3年創立より、本年度で 2.期となります.

• r;::;::ろの友伝遣の働者」を教会で取り入れて、教会形成のために
活周して下さるように祈ってください.

クリスチャン企集としてのEしとなるた且健全な経営を保っとと
ができますようお祈りください.

(rととろの友.5IJ月予血路を賦訴して下さると、内容.ßちまります)

.斬生直敏圃
東日本大量災のための心の支援として「ホープフォーリビングプロ

2012 年鹿伝団協役員の紹介

ジェクト」が継続古れています.
根県地同皆様の声を聞きながら、今必要な文書を ~J作しお届け古

4月 27 日(金)伝圃・・舎にで選出さ払承竃されました.

せていただきます.
本当の平安と符望をみととばがら与えられますようにお析り〈だ吉

会

も、.

会

酔。中野

研

修田村治郎(日本国際飢鎗対鼠栂構)

.

思

そして全世界で迫害下にある地紙の見絹姉録ヘ 1 冊でも多〈の聖
.を届けるととができますようにお祈りください.

・全日本リパィパルミッション

.
.

復員

洋ミッション」のためにお祈り下きい.
リパイパルミッション却12 年 11 月 16 日 -22 日

『憧カ1， 75.

覚(クリスチャン文書缶道固)

加蹟太郎[日本聖書箇会)

・聞紙東裕之{太平洋放送協会)

・全日本リパイ"~II ミッションが今年計画している Iアジア・環太平
ベトナム

長短井種夫[総動員伝道)

J ・ 9守八')ス
[ユース・ウィズ・ア・ミッション)
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