
 わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、

あなたに答え、あなたの知らない、

　　理解を越えた大いなる事をあなたに告げよう。　
（エレミヤ　３３：３）
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　ハレルヤ！新春の慶びを申し上げます！

　昨年も大変、お世話になりました。２０１６年が、

皆さまにとって神さまの豊かな祝福と恵みが大い

に満ち溢れる１年となりますように、心から祈り

ます。

　「したきりすずめのクリスマス」が完売し、

　第三版は１月２０日ごろ完成予定です！

　１２月１２日（土）、１３日（日）の TV「ライ

フライン」放送終了後から、チアの電話は鳴りや

まずで、２日で５００冊を超える注文、問い合わ

せをいただくことになりました。第二版は売り切

れて、保存用の２冊を残すだけとなり、取次の伝

販さんの２００冊注文には半分だけ答え、三浦

綾子記念文学館さんや、いくつかの教会からの

１００冊あまりはウエイティング、いのちのこと

ば社さんは、伝販さんから分けてもらって一部対

応という状況です。

　急きょ、印刷会社さんに問い合わせ、4 月頃に

印刷を考えていた第三版の印刷機を、１２月１６

日から回してもらうこととなりました。せっかく

全国からいただいた御注文にもすぐに答えられず、

１月になってしまい、心からお詫び申し上げます。

チア・サマーキャンプにて
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　三浦綾子さんの「したきりすずめのクリスマス」

ですが、日本人の魂に福音を届ける方法として、

神さまが与えてくださった特別に効果的な手段で

あることを日に日に、確信していますので、今回

の TV「ライフライン」や、CGNTV の「本の旅」（司

会：久米小百合さん）で、最近の心境を、話させ

ていただきました。この８ケ月、「多様な教育機会

確保法案」をめぐって、国会議員、文科省の方々、

約３０名余りの皆さんと４０回あまりの個人面談

の機会が与えられ、同作品をプレゼントさせてい

ただきました。

　馳浩（はせひろし）文科大臣、河村建夫元官房

長官、細野豪志民主党政調会長ほか、各議員や官

僚の皆さんに、自信と確信を持ってお渡ししまし

た。議員の皆さん方は、「え、こんな立派なもの、

もらっていいのですか」「三浦綾子さんも子どもた

ちへの思いが強いのですよね」「絵本っていいです

よね」と、とても喜んでもらってくださっていま

す。みなみななみさんが素敵な絵を描いてくださ

り、しっかりした製本に仕上がって…ということ

で、「渡しやすく」、「受け取りやすい」ということ

で、喜ばれるプレゼントです。

　ストーリーは、キリストの福音が日本人の魂に

響くように、綾子さんが神さまからの賜物をまさ

に活かして、仕上げられた作品です。内容は深く、

この作品を通してクリスチャンとなられた方も多

く、クリスチャンとして私自身も、読むたびに神

さまに謝りたくなり、そして、イエスさまが背負っ

てくれたつづらの重さと十字架の血潮による赦し

を、軽く考えずに重く受けとめ、イエス様、聖霊

星野富弘さんのアドバイスで、イエス様の「つづら」は、罪の重さが伝わるように、修正されました。

みなみななみさんは、キリストの赦しの重さ、希望の深さを描いてくれました。　（三浦綾子作「したき

りすずめのクリスマス」）



 CHEA NEWSLETTER 新年号 3

の力で、強く、雄々しく、証しして歩みたいと祈

る、そんな作品です。小さな子どもたちも、政財

界のトップの人々も、私が日本出張の際に、チア

のオフィスに食材を持ってきてくれるヨシケイの

お姉さん方も、クリスチャンもノンクリスチャン

も、年齢を問わずに喜んでくれる作品で、日本人

のために神さまが特別に備えてくださった贈り物

だなーと確信が増す一方です。

　ミニリバイバル　－

キリストの福音求めて、 

売り切れ状態　三浦 綾子

読書会講演後の体験

　今回の売り切れ、うれしい

悲鳴の小さいバージョンを、

１１月７日の「三浦綾子読書

会全国大会」でも、神さまは

体験させてくださいました。

講演依頼のお話は、何度かい

ただきながら、スケジュール

がマッチせず、今年、初めて

講演を引き受けさせていただ

きました。

　午前中は私の講演で、午後は、

劇団ぶどうの木による「したき

りすずめのクリスマス」の劇と

いうプログラムでした。講演後、

主催者の皆さんが準備してくれ

た絵本は、感謝なことに、すぐに

売り切れとなりました。劇のあと

にも講演会同様、「みなみななみ

さんのサイン会」が予定されて

いたのですが、うれしい悲鳴で、

中止となってしまいました。

　今まで、何度かこのような小さ

なリバイバルがあったのですが、

今回も、三浦綾子読書会と TV「ラ

イフライン」放送後、体験させていただきました。

将来、日本も、こんな感じで、こぞって「キリス

トの福音」を求める状態になるんだよと神さまが

励ましてくれている気持ちがしました。作品をお

渡しできるのが１月２０日以降で、大変申し訳な

いです。「クリスマスの贈り物は１２月２５日だ

けでなく、永遠に続きます」と、伝道のための良

きプレゼントとして、渡しやすく、受け取りやす

ライフライン TV にて、司会の関根弘興牧師と共に

 馳　浩　文部科学大臣と妻の高見恭子さん 

 ( 馳浩国会議員在職２０周年記念政経セミナーにて )
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い作品です。２月１０日までですが、第三版特別

ディスカウントを設けようということにもなりま

した。お申込みは今からできますので導かれまし

たら、ぜひ、このチャンスをご利用ください。きっ

と、喜ばれると思います。

　「多様な教育機会確保法案」

　特集の編集進む！

　これまでニュースレターでお伝えした通り、「多

様な教育機会確保法案」をめぐり、この８ケ月、

チアとしても、法案の中心となっている国会議員

の皆さん、文科省の皆さんと面談を重ねてきまし

た。チアとして、神さまの知恵と判断力に満たさ

れ、国会・霞が関の中枢にて福音のインパクトを

与えていくことができるようにお祈りいただけれ

ば幸いです。現在は、マガジン特集号を編集中で、

各議員や文科省と連絡を取り合って進めています。

　私たちの立場は聖書的な視点からの提案で、必

ずしも、政府・超党派議員連盟の法案と一緒では

なく、問題点を指摘し、より実践的な法案を提案

する立場です。神さまの奇蹟で、様々な出会いが

与えられ、私たちの提案した４つのポイントを改

正していただき、法案の準備が進んではいます。

でもまだ、道半ばのところです。１月４日からの

今国会で、同法案は審議される予定です。どうぞ、

聖霊の知恵と力に満ち、今後さらに、出会う皆さ

んに福音を伝え、影響力を発揮できるようにお祈

りください。

　以下の議員の皆さんと１－３回ぐらい面談した

内容をマガジンに初掲載、今後も、関係を深めて

いく予定です。各議員への祝福とこれからの面談

や関係等に、神さまの大いなる恵み、祝福が増し

加えられるようにお祈りいただければ幸いです。

○馳浩・文部科学大臣・自民（立法チーム前座長）

○河村建夫・元官房長官、元文部科学大臣・自民

　（超党派フリースクール等議員連盟会長）

○小坂憲次・元文部科学大臣・自民

○塩谷立・元文部科学大臣・自民　

○笠浩史・元文部科学副大臣・民主

　（座長代理・現在、議連幹事長）

○林久美子・元文部科学政務官・民主（事務局長）

○田村智子参議院議員、参議員文教委員・共産党・

　准中央委員

○吉川元・社民党政審会長　

○田島一成衆議院議員、元衆

議院文科委員・民主　

○細野豪志　民主党政調会長

◇オフレコミーティングでお

名前と面談実施のみ掲載

○松野博一・元文部科学副大  

臣・自民・衆議院議院運営委

員会筆頭理事

○畑野君枝　衆議院議員　衆

議院文科委員。共産党中央委

員

　ほかに、匿名希望の議員の

笠　浩史　超党派フリースクール等議連・新幹事長 /元文科副大臣を応

援する　細野豪志　民主党政調会長（笠浩史議員を育てる会にて）
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方が 1 名・文科省や関係者の皆さんの面談レポー

トを予定しています。

マガジン４４号掲載予定

○森喜朗・元総理大臣　

　東京オリンピック組織委員会会長　

　森元総理とは、特に同法案についてではなく、

ラグビー等も含めた教育論についてお話を伺いま

した。ここ数年、マスコミの単独インタビューは

全て断っておられる中で扉が開かれ、神さまの奇

蹟としか言いようがないと

思っています。原稿をレコー

ダーから起こしてくれた市

川晶子チア・スタッフは「森

元総理の教育論を聞いてい

て、とても励まされました。

ラグビーにも興味がわいて

きました。森元総理の祝福

をお祈りしています」との

ことでした。２月にかけて、

原稿をまとめ、森元総理に

チェックいただく予定です。

どうぞ、祝福をお祈りくだ

さい。

 イエス様への祈りの

 お願い

　現在、原稿と写真レイア

ウトがデザイナーさんの手

に送られ、１月上旬をめど

に、校正、写真キャプショ

ン、そしてデザインを含め

た本文の推敲が行われ、順

次、印刷へと進む予定です。

発行は 2 月上旬の予定です。

どうぞ、神さまに喜ばれ、「多

様な教育機会確保法案」と

いう７０年あまりの文部行政に、大きな変化をも

たらさんとする法案の上に、聖書からの知恵と祝

福がもたらされる法律となるように、また、関係

各議員、文科省を始め、関係者の皆さんの上に、

大いなる祝福と救いがもたらされる歩みとなり、

未熟ながらも、キリストの福音のインパクトを与

える展開の一助になれるようにお祈りいただけれ

ば幸いです。

　チア・コンベンション・ジョイラン

　の準備進む！
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　６月に大阪、東京と開催される第１６回チア・

コンベンションは、今年、アメリカからの２人の

講師陣に加え、国内からも、３０名あまりの講師

陣を迎えての実践的で、霊的な意味の深いコンベ

ンションとなりそうです。ブライアン・レイ博士は、

ホームスクーリング・ムーブメントを分析し続け、

ムーブメントを強化してきた草分け的な存在とし

て、アメリカやヨーロッパ各地はもちろん、中国

政府からも公式に招待され、政府官僚を対象に講

演を行っている方です。ジュリー・ホーンさんは、

チア・にっぽんの立ち上げのきっかけとしても用

いられた方で、チア・カリフォルニアの創設理事

の一人として、アメリカでの３０年の実践に加え、

上述の日本の法案やチアの展開を含め、深い愛情

と祈りと応援をしてくださった、神さまが送った

母なる知恵袋的な存在の方です。どうぞ、その準

備、一つ一つの上に神さまの祝福をお祈りくださ

い。また並行して、第４回ジョイ・ランニングも、

３月下旬～４月上旬の予定で準備が進んでいます。

神さまにあって、心も知恵も体も実力を養ってい

こうという目的の企画です。ご参加とお祈りのほ

ど、どうぞ、よろしくお願いします。

　１７年めに突入しようとするチアの歩み、神さ

まの恵みと憐みの中、今年も躍動感と感謝と喜び

にあふれた、意義のある歩みができますように、

お祈りいただければ感謝です。皆さまへの神さま

の恵みと祝福がますますありますことを心から祈

ります。今年もどうぞ、よろしくお願いします。

　　

　　　       チア・にっぽん代表　稲葉　寛夫

ジョイランにて



三浦綾子作品

したきりすずめのクリスマス

全カラー８０ページ！
本体 1,880 円＋税！
推薦のことば　
　　三浦光世・星野富弘
絵　みなみななみ

　ノンクリスチャンにも、クリスチャンにも、子ど

もにも大人にも、贈ると必ず、喜ばれます。みなみ

ななみさんの優しい絵と共に、ストーリー化への賜

物にあふれた三浦綾子さんのドキリとする展開の中

に、キリストの福音の真髄が心にしみいります。素

敵で豪華感もある絵本であり、最高のクリスマスプ

レゼントです。たくさんの皆さんに、贈っています。

                              　（東京　Hさん）

 ライフライン TV の 12 月 12 日、13 日の放送後、

第二版が売り切れとなりました。

　第三版が 1 月 20 日ごろに仕上がる予定です。子

どもたちにも、A 元文科大臣、B 元官房長官、C 元弁

護士、ヨシケイの D さん、未信者の E さん（80 歳　

絵本を読んでイエス様を信じて受洗されました）、

幼稚園の F くん、ベテランのクリスチャンの G さん

ほか、皆さん喜んで、もらってくださいました。

　日本人の魂に福音の本質が明確に効果的に届き、

また、クリスチャンの私たちにも、ずしりと響く三

浦綾子さんの珠玉の作品です。子どもから高齢者ま

で、すべての皆さんへのプレゼント用に、伝道の武

器に、そして皆さまへの愛読書用に、大きな祝福を

もたらすと思います。よろしくお願いします。

★第三版記念特別

　　ディスカウント★ （2/10 まで）

　2 冊以上  　送料無料

　3 冊以上　１冊 400 円引き×冊数

　5 冊以上   １冊 500 円引き×冊数

　10 冊以上  1 冊 700 円引き×冊数



　・・・綾子は、この作品を、とても喜んで書いていたと記憶している。日本の童話がベースということ
もあり、子どもたちへの特別な思いも込めて書いていた。綾子は、子どもたちへの思いを以下のように記
している。
　「…わたしはやはり、もっともっと子供たちによい童話を与えてやりたい。特に心に沁みとおる物語を。
よく、「時代がちがう」とか、「今の子供たちはそんなものは好まない」などと聞くのだが、子供たちの魂は、

大人が考えているより、はるかに柔らかく、みずみず
しく、美しい夢を吸収できるものなのだ。」
　その執筆後、27 年あまりの時を経て、「したきりす
ずめのクリスマス」として出版されることになったこ
とを、私は心からうれしく思う。出版にあたり、みな
みななみさんが、素敵な絵の数々を作画くださり、絵
本としてくださった。星野富弘さんからは、温かい推
薦のことばをいただいた。   
　「したきりすずめのクリスマス」は、綾子の 93 作
品の中で、最後の単行本となる。今回の作品を通し、
多くのみなさん、特に次世代のみなさんも、綾子の作
品にさらに深く親しむきっかけとなってくれればと
も願う。皆さんへの祝福の祈りを覚える次第である。

　・・・作品を読ませていただき、私はまず「面白い！」と思った。日本人なら誰もが知っている昔話に、
なんとイエスキリストを登場させて、日本人になかなか理解できない罪の問題と救いの素晴らしさを、大
人にも子供にもわかるようにやさしく語りかけてくださっている。
　３６年前、けがをして入院し、三浦綾子さんの本を読み続けた頃、私は背中をパンと押されるようなか
んじで、聖書を開いた。私も、三浦綾子さんのように生きたいと思った。三浦綾子さんそっくりのように
はもちろん生きられないけれど、見上げながら、後を追いながら生きることはできる、そう思った。私がまっ
たく先が見えなくて、どうしたらいいかわからなかったときに、三浦綾子さんという、私にとって北極星
のような方が、ずっと先を楽しそうに歩いていてくださっていた。（中略）
　・・・昔話の「舌切り雀」は、この残忍で欲の深いおばあさんが、雀に重い方のつづらをもらって開け
てみたら、たくさんのお化けが出てきて、おばあさんが懲らしめられて終わりになるが、この物語の核心
はこれから始まる。
従来の昔話は、話が終わった後、悪いおばあさんが改心したかもしれないという余韻を残しているが、一
見善人のおじいさんの心の内に潜んでいる高慢という罪まで
普通は気付かない。
　しかし、実はこのおじいさんの心を支配しているものこそ、
私達を神様から遠ざけている根深くて重い罪なのである。
私の家にも「舌切り雀」にでてくるような、大きなつづらも、
小さなつづらもあった。大きいほうのつづらは、子供が何人
も入れるほど大きなもので、大人でも一人で背負える重さで
はなかった。
私の罪がつまっている大きな重いつづらを腰を曲げて背負
い、雪の山道を登って行くイエスキリストの姿が、読み終わっ
た今でもまぶたに残っている。

作品の中から見える綾子の思い　　三浦　光世

「したきりすずめのクリスマス」を読んで　　星野　富弘

「銀色のあしあと　三浦綾子・星野富弘」

　　　　　（いのちのことば社刊）より



（J さんからのお手紙より）
叔母に、 “三浦綾子” さんの「したきりすずめのクリスマス」の絵本を見せましたら、「可愛い、かわいい、

カワイイ！」の連発で大喜び！！です。
それで、絵本のままにお話しをしてイエス様の救いの事を語りましたら、叔母は救い主と信じたとので

した。
「叔母さん、信じたよ、イエス様を！」妻に伝えました。
「( 妻 ) 叔母さん、主人が、叔母さんがイエス様を信じ受け入れたと言ってるけど…？？？」
「ハイ！信じます！」はっきりと大きい声で叔母は言いました。
「( 妻 ) そう、じゃあ今からイエス様に感謝のお祈りを捧げますね！」
祈り終わった後、大きな声で叔母さんは「アーメン！！」とはっきり言いました。
本当にビックリしました。神様の奇跡でした。

★したきりすずめのクリスマス　特別ディスカウント申込書★　

FAX  03-6862-8648　メール：office@cheajapan.com

ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご氏名　　　　　　

　　　　　　　　　

ご住所（〒　　　　　　　）

■絵本　（　　　　　）冊　　（1冊　税込み 2,030 円）

◆ 3冊以上：１冊 400 円引き×冊数　 ◆ 5冊以上：１冊 500 円引き×冊数　◆ 10 冊以上：１冊 700 円引き×冊数

※送料は 400 円。北海道・沖縄は実費。 2 冊以上のお申込みは、送料無料。
　電話・FAX・Email で「HP を見ました！」と一言添えて、お申し込みください。 合計（　　　　　　　　）円

司会者の久米さゆりさんと共に

「本の旅」（ＣＧＮＴＶ）「したきりすずめのクリスマス」
「本の旅326」  japan.cgntv.net（2015年10月16日放送）
または、チア・にっぽんのＨＰwww.cheajapan.com　
でご覧下さい。

ライフライン TV　1384
「したきりすずめのクリスマスー稲葉　寛夫」
（2015 年 12 月 12 日，13 日放送）
DVDのお申込みは www.pba-net.com/lifeline へ

自宅電話：

携帯電話：

メールアドレス：

　　　　お問い合わせ先：チア・にっぽん事務局　TEL：042-318-1807

司会者の関根弘興牧師らと共に

第三版は、1月 20 日以降、受け取り可能です。


