
「あなたは、五回も六回も打つべきだった。
そうすれば、あなたはアラムを討って、

絶ち滅ぼすことになっただろう。
しかし、今は三回だけアラムを討つことになる」

（第二列王記　13:19）
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ハレルヤ！　台風と残暑がめぐる中、樹木の葉を見れば、オレンジ、紅、黄色と、秋の紅葉に

向かって日に日に色づき始め、過ぎ行く時の速さに驚きつつ、神さまを見上げる毎日です。皆さん、

主にあって大活躍のことと思います。

　ご参加、お祈りいただきました「うまくなる！　マット運動＆跳び箱セミナー」ですが、神さま

の恵みと祝福のうちに終えることができました。ご参加とお祈り、ありがとうございました。

　参加者総勢 68 名と予想を超え、岩澤先生（ヨーケンスポーツクラブ）に加え、急きょ、武藤先生（同

クラブ）も加わってくださり、優れたご指導をいただきました。あるノンクリスチャンの方が「神

さまの力が働いていると実感した。楽しかった！」と話してくださいました。心から感謝です。

 チアの皆さんを 20 年余り、愛し、励ましてこられたテモテ・ブローマンさんが、約 10 年のガン

闘病を経て 8 月 29 日、天国に召されました。65 歳でした。2013 年春に予後 1 ケ月弱とも言われて

いたテモテさんに、神さまは 10 年もの奇蹟の歳月を与えてくださいました。奥さんと 11 人の子ど

もたち（当時 0 ～ 19 歳）と時間を過ごし、伝道を続け、チアの皆さんを励まし続けるなど、ご尽

力くださいました。感謝の想いを込めて、今回、特別な追悼のページを設けました。ぜひご覧くだ

さい。よろしくお願いします。

　11 月 14 日（月）、秋のチア遠足を企画しました。東京都奥多摩にある、日本三大鍾乳洞の一つ、

日 原鍾乳洞の散策です。チャーチ＆ホームスクーラーの交わりも兼ねて、ぜひご参加いただけた

らと思います。鍾乳洞の後は、キャンプ地での釣り堀＆ニジマスのつかみ取り＆ランチ、交わりの

時を持つ予定です。ご希望の皆さんは、徒歩 10 分で行ける森の中の露天風呂も楽しめます。季節

としては、一番紅葉のきれいなタイミングとのことです。どなたでも大歓迎です。神さまの祝福を

お祈りいただければ幸いです（詳細 12 ～ 14 ページ）。

　実りの秋、収穫の秋。大器晩成型の多いチャーチ＆ホームスクーラーの皆さんと共に、焦ること

なく、主を見上げて前進し、チャーチ＆ホームスクーリングの収穫の秋をエンジョイいただければ

と祈っています。皆さんへのますますの祝福を祈っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主にありて

チア・にっぽん代表　稲葉　寛夫
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神さまの恵みと祝福のうちに

「うまくなる！　

マット運動＆跳び箱セミナー」 完了！

　神さまの恵みと祝福のうちに、「うまくなる！　

マット運動＆跳び箱セミナー」終えることがで

きました。ご参加とお祈り、ありがとうござい

ました。

　指導歴 20 年を超え、子どもたちに的確なア

ドバイスをしてくださる岩澤先生、また、子ど

もたちがすぐなつく武藤先生の教えはさすがで

した。跳び箱一段の基本フォームの指導から、

流れにのって、恐れを感じる間もなく８段の跳

び箱まで進み、閉脚跳び・台上前転も含めてス

イスイと跳躍していきます。

　縄跳び、マット運動、バレーボールのテンポ

良き指導が続き、楽しみながら、気づくと子ど

もたちはぐんぐん上達していました。また、武

藤先生には年少の子どもたちがくっついて離れ

ない姿をよく見かけました。

　Q ＆ A の時間に教えてもらった、スポーツの

上達のコツです。「（岩澤先生）やるべきことを

理解した後、繰り返しの練習と分析、そして改

善点を意識した練習」「（武藤先生）強い心」と

励ましてくださいました。

　会場の国立オリンピック記念青少年センター

からは、すべてのマット（大型マットも含め、

全部で 65 枚以上）をご提供いただき、一人１

枚というぜいたくな状況でコーチングを受ける

ことも許されました。

　ミニ LIT のみんなは、約 65 枚のマットやヨー

ケンスポーツクラブの跳び箱 2 台を加えた計 3

台の跳び箱を、地下 1F から地上 1F に運ぶ作業

で汗を流し、バテ気味の中、スタート。その苦

労の甲斐があり、一人一人が約4時間の情熱たっ

ぷりの時間を過ごすことができました。

　岩澤先生曰く、「普通は 1 時間 30 分びっしり

やったら、かなりのワークなのです。それを皆

さんは 4 時間近く、集中して行えています。伝

えたポイントをよく理解し、集中して取り組ん

で、素晴らしいです。次はさらに難しいレベル

の技を教えたいなー」とのことでした。

　参加者の皆さんは、京都からのご家族を含め、

関東一円から大勢集まってくださいました。前

半を終えてのアップデートタイムでは、近況を

報告し合い、子どもたちからも「アップデート

タイムがあって良かった」とのコメントをいた

だきました。

　10 歳の A君は、プログラム半ばで、満足感たっ

ぷりに「今日は、マットや跳び箱が楽しくて、

とてもいい思い出になりました」と一言。ある

お父さんは「約 20 年前、ホームスクーラーの

ティーンたちを見て、自分の子どもたちもこの

ように育ったらいいなと思って、ホームスクー

リングを始めました。大きくなった娘たちは最

近、私と距離を取る感じになっていて、今日は

妻と息子と来ました。そのように、思い通りに

行ってない面もありますが、息子や妻と来れて

楽しかったし、何より家族みんなでイエスさま

を見上げて歩んでいけてることが感謝だなー、

縄跳びからスタート！



4 CHEA NEWSLETTER 184 号 

ホームスクーリングやって良かったなーと思っ

ています」

　「7 年前に初めてコンベンションに参加し、当

時ティーンだった息子と稲葉さんが話してくれ

ました。その時、自暴自棄になりかけていた息

子に『僕たちには全員、生きる目的があるんだ

よ。君でなければ福音が伝わらない方に、イエ

スさまの福音を伝えていくという、すごい目的

があるんだよ』と話してくださいました。その

ことが息子の心に響き、私にも強く残り、我が

家でのホームスクーリングが始まりました。今

日は、息子は仕事で来れませんでしたが、とて

も一生懸命学ぶ、そして、イエスさまを慕いな

がら歩む若者に育っています。今日は、現在ホー

ムスクーリングで日々、育まれている娘と一緒

に来れて、とても感謝でした」

　「チャーチスクールとして、コンベンション

やチア・オリンピック等で、長くお世話になっ

てきました。今日は、最近できなくなっていた

跳び箱、マットもさせてもらえ、また良き交わ

りが持てて良かったです。子どもたちには、後

片付けなどボランティアもさせたいと思って

やってきました」

　「友達が出来て良かった。なかなかチャーチ

スクールではできない跳び箱やマット運動をプ

ロの先生の指導のもとに行うことができて良

かったです。とても楽しかった！　今度は逆立

ちが完璧にできるようになりたい！　良い機会

をありがとうございました」

　「この日を待ち詫びていた子どもたちは、心

から楽しみにしてきました。今、ものすごく喜

び、楽しんでいて、本当に良かったです」

　「出席できたことが恵みであり、神さまから

のレッスンでした。自分自身の体調が万全でな

く、『祈ってきたけど、残念だけど欠席かな』

と思って数日前に欠席の連絡をしたところ、稲

葉さんより『諦めずに祈ってみて』との励まし

をいただきました。諦めず祈る中で、主が、目

に見える現実を超えて働く方であることを教え

られ、迎えた本番の朝。体調はあまり変わりな

かったのですが、私が『でも、行きたいな』と

つぶやいたら、主人が『じゃあ、行こう！』と言っ

てくれたのが答えでした。当日は体調の悪化も

なく、今は緩やかな回復途上です」

　「チア・スタッフ、LIT の皆さんはじめ、講

師の先生方、ボランティアの皆さんが、全身全

霊でご奉仕くださっている姿に胸を打たれまし

た」
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　「初めてチアのイベントに参加した我が家の

子どもたちが、とても楽しそうに輝いていたこ

とが励ましでした。マット、跳び箱を楽しんで

いました。下の二人 (長男、次女 )は、特に跳

び箱で武藤先生にお世話になりました。先生が、

子どもたちが跳ぶ度に、空中抱っこでクルクル

と回転させてくださったのです !　長男は、体

を細かく動かすことは苦手で、『待つ』ことも

苦手なのですが、『跳び箱、もっとやる !』と、

きちんと順番を待って楽しんでいて驚きまし

た。

　次女は、自分の番が来ると、跳び箱ではなく、

直接、武藤先生のところへ走って行って、空中

クルクル抱っこをせがんでいました ( 苦笑 )。

長女は、以前体操を習っていて、久しぶりに出

来て嬉しかったみたいです。地域の良い体操教

室に導かれるよう祈ろうと思わされています。

子どもたち 3人が、楽しくて目がキラキラ、額

には汗がキラキラと光っていたのが印象的でし

た」

　「休憩時間に、子どもたちがボールで遊んで

いました。余っていたボールの空気が抜けてぺ

ちゃんこでしたが、それで遊んでいた長男を見

たティーンのお姉さんが、自ら『こっちのほう

が良いボールだよ』と、自分のはずむボール

と交換してくれたのです !　とても感動しまし

た！　我が家の子どもたちも、こんなふうに成

長してほしい !と思いました」

　このような機会を持たせてくださった神さま

に感謝です。参加くださった皆さん、そして遠

くから祝福の祈りを重ねてくださった全国の皆

さんに心から御礼を申し上げます（皆さんから

の全コメントは 22 ～ 23 ページへ！）。

奥多摩鍾乳洞とキャンプ場での交わり、

くつろぎの時へのご招待！

　次回は秋の奥多摩遠足を計画しています。自

然に触れる機会、ホームスクーラーたちや、ホー

ムスクーリングに関心を持っている皆さんたち

と交わる機会、さらに主にあって楽しみ、励ま

し合う機会を持てればと祈っています。どうぞ、

ご参加＆お祈りのほどよろしくお願いします。

ミニ LIT メンバー、地下 1F からマット 65 枚、跳び箱 3 台等、運び上げて準備に励む！
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　11 月 14 日（月）です。東京都奥多摩に、日

本三大鍾乳洞の一つ、日原鍾乳洞があります。

紅葉が真っ盛りの奥多摩で、50 分ほどで周回で

きる、神さまの創造の世界。東京圏内では評判

もよく、理科の体験学習やチャーチ＆ホームス

クーラーの交わり、励ましの時も兼ねて、ぜひ

ご参加くださったらと思います。

　鍾乳洞の後は、せせらぎのそばのキャンプ地

に向かい、釣り堀＆ランチ、交わりの時を持つ

ことを予定しています。大規模キャンプ場では

なく、家族的で、私たちのリクエストに応じ、

希望者への「ニジマスつかみ取り」も企画して

くださることになりました。

　どなたでも大歓迎です。神さまの祝福をお祈

りいただければ幸いです（詳細は 12 ～ 14 ペー

ジ）。

テモテさん、 天国へ

　チアの皆さんを心から愛し、応援してくださっ

ていたテモテ・ブローマンさんが 8月 28 日早朝、

天国に召されました。65 歳でした。

　とても悲しく寂しい知らせですが、同時に、

天に凱旋された希望と励ましを思います。以下、

ご子息のアビシャイさんからのお知らせです。

　「父テモテは、28 日（日）早朝、天に召され

ました。父が今、苦しみから解放されて主と共

にいること、感謝であります。

　ガンで余命 1ケ月と診断されてから 10 年も生

かされ、家族と過ごせたことは、神の恵みのゆ

えであり、感謝です。たくさんのお祈り、本当

にありがとうございます。

　　　　　　　　　　感謝して

アビシャイ・ブローマン」

　テモテさんは、多発性骨髄腫と向き合いなが

ら、この 10 年、奇蹟の歩みを続けてこられまし

た。11 人の子どもたちは、当時 0 歳から 19 歳。

一番下の Job( 榮 : しげる )くんは、発病した半

年前に誕生したばかりでした。余命数ケ月（あ

るいは 1 ケ月）と宣言され、私たちが初めてお

見舞いに行った 2013 年 3 月は、7ケ所骨折され、

そのうち 1 ケ所は頭蓋骨の骨折という重症な状

態でした。

　でも、実際にお会いすると、何かさわやかで、

私は「前より若返った気がするよ」と心から伝

紅葉の奥多摩フィールドトリップ
日原鍾乳洞（日本三大鍾乳洞）とニジマス釣り・つかみ取り＆さばき方教室　（11 月 14 日）
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えました。それほど元気で明るい様子でした。

「神さまが特別に語り掛け、緊急の癒しをして

くださった。あとは全て、神さまにゆだねてる。

子どもたちがまだ小さいから、下の子たちが僕

のことをわかるようになるまでは生かしてくれ

ればいいなあ」と話してくれました。

　神さまは実際に祈りを聞いてくださ

り、それから 10 年の歳月をテモテとそ

のご家族に与え、11 人の子どもたちは

全員が 10 歳以上に成長しました。そ

の間、テモテは、医療関係者を始め多

くの皆さんにキリストの愛の福音を直

接、伝えました。そして、チアのみん

なのことを、この 20 数年、本当に愛

してくださいました。ガンと闘いなが

ら、何度も東京・大阪コンベンション、

仙台サマーキャンプ、そして白馬セミ

ナーにメッセンジャーとして駆けつけ

てくださったり、チア・オフィスを訪

ねてスタッフ一同を励ましてくれたり

しました。

　今年 4 月 1 日に行われたチア WEB セ

ミナー「ホームスクーラーの進学・受

験～情熱と感謝とリスペクト大作戦」にもタイ

から参加申込をしてくださり、DVD・URL でも再

聴くださったりするほど、チアのみんなのこと

を最後まで心にかけてくださいました。

　今春まで、丸森の皆さんの礼拝で語られた聖

句やメッセージの要旨をほぼ毎週、ラインで

送ってくださり、私を含め多くの人々を励まし

続けてくださいました。ただただ感謝で、そし

て、心からの御礼を申し上げたい気持ちでいっ

ぱいです。本当にありがとうございました。

9 月 1 日に召天記念式が行われ、多くの皆さん

が励まされたそうです（今春、ご家族で移住さ

れた宣教地、タイの教会にて）。

　テモテさんへの深い感謝と追悼の意を込め、

また、テモテさんが教えられていた神さまから

の教えを改めて想うために、これまでのチアの

ニュースレター記事等を再掲載させていただき

ます（詳細は 15 ページから）。

　また、全国の皆さんからも、テモテさんとの

思い出や追悼の思いが寄せられましたので、合

わせて掲載させていただきます。

　ご家族の上に、神さまの深き慰めがあります

ように心から祈ります。

チア・ニュースレターを手にするテモテさん

湖畔で洗礼を受けた直後の 4 男ジェレマイヤ君
（当時 15 歳）とドルカスさんと共に

（猪苗代湖にて　2019 年８月）　
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チアのリクエストを受け、

文科省の HP に新コーナーが追加！

　国会議員の皆さんや文科省の皆さんとの絆も

少しずつ深まっています。文科省のホームペー

ジでは、ホームスクーリングや多様な教育につ

いての情報をまとめたサイトがなく、これまで

教育委員会から無理解で不条理な対応を受ける

皆さんも少なくありませんでした。今回、日ご

ろからお世話になってきた笠浩史元文科副大臣

を通して、改善をリクエストしたところ、文科

省が新たに、多様な教育をめぐる文科省からの

通知等をまとめたコーナーを新設してください

ました。

　情報は、以下の方法で見ることができます。

ま ず、 文 科 省 の サ イ ト（https://www.mext.

go.jp/）に行き、サイト検索欄に「小・中学校

等への就学について」と入れます。該当記事を

クリックすると、右欄の一番下に「不登校の児童・

生徒、保護者の皆さんへ」とあるので、「不登校」

をクリック。そうすると、教育機会確保法や支

援についての文科省からの通知等、いくつかま

た新設コーナーが出てきます。

　まだ新設コーナーへのアクセスが難しく、内

容的にももっと加えてほしい、ホームスクーリ

ング関連の文科省からの通知等がありますので、

さらに改善をリクエストしたところです。

　とはいえ、民間の団体のリクエストを受け止

め、省庁がホームページを変更するということ

は、多くないことと思います。不思議な、そし

て大きな一歩と感謝しています。これもまた、

20 数年にわたる皆さんの実践と応援と祈りのお

陰であり、多くの国会議員の皆さんのご賛同と

助け、そして神さまの不思議な助けのお陰であ

ると思っています。とても感謝し、神さまを讃

えつつ、ホームスクーリングの環境整備を目指

し、さらに努力を重ねていければと思っていま

す。お祈りいただければ幸いです。

　また、先の参議院議員選挙において、前号の

ニュースレターでご紹介させていただいた立候

補者の皆さんとの交流も進んでいます。

　まずは、光の子どもクリスチャン・スクール

（兵庫県）の副校長を務め、チア・にっぽん設立

時から、コンベンションや白馬セミナーで講演、

通訳等の奉仕をしてきてくださった金子道仁牧

師ですが、見事当選されました（日本維新の会

比例区）。当選後、面談の時間をいただきました。

詳細は、次号以降にお伝えしますが、「多様な

教育の推進を！」との姿勢を明確に示してくだ

さり、とても感謝でした。

　超党派フリースクール等議連の会長を長く引

き受けてこられた河村建夫元官房長官・文科大

臣のご長男で後継者の河村建一氏は、比例区で

5 万票の票を集めながらも、当選には至りませ

んでした。再挑戦を志しておられ、9 月 30 日

に面談の機会がありますので、お会いし、また

福音の機会となればと祈って伺いたいと思いま

す。

　11 月にはクリスチャンの石破茂議員の会が

あります。困難な環境に置かれていますが、こ

のような時にこそ集まり、国内外で多くの人々

に福音を伝えた曾祖父の金森通倫さんのスピ

リットを分かち合えればと思っています。

　笠浩史元文科大臣（立憲民主党）の会も予定

されています。どの面談等も、福音と多様な

文科省ホームページにホームスクーリング関連コー
ナーの開設（最初の一歩！）を働き掛けてくださっ
た笠浩史元文科大臣　　
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教育の環境整備につながっていけばと願います。

お祈りいただければ幸いです。

三浦綾子さん生誕 100 周年記念

TV ドラマや特別企画が進行中

　BS 朝日では、三浦綾子生誕 100 年特別企画「い

のちの言葉つむいで」が夏に放送されました。

担当のプロデューサーさんから、１年前にお電

話いただき、番組制作のポイント等、ご質問に

答えさせていただきました。この度、番組が完

成したとのことでご連絡いただきました。

　NHK からも連絡をいただきました。私が以前、

制作させていただいた列島ドキュメント「光あ

るうちにー三浦綾子・その日々」と、北海道ス

ペシャル「光あるうちにー三浦綾子・その日々」

の 2 番組を、12 月に NHK 旭川放送局主催の特別

イベント放送することを検討中とのことでした。

　この 2 作品は、全国の放送局ロビーのライブ

ラリー等で、11 月 1 日以降ずっと視聴できるそ

うです。神さまの祝福を祈っていただければ幸

いです。

　また、三浦綾子記念文学館が主催（北海道新

聞社、旭川市など共催）する「第 24 回三浦綾子

作文コンテスト」において、課題図書に初めて『し

たきりすずめのクリスマス』（三浦綾子作、チア・

にっぽん刊）が選ばれました！

　チア・にっぽんも、一連の記念イベントを応

援し、『したきりすずめのクリスマス』のディス

カウント等を行います。イエス・キリストの福

音を、その人生や優れた作品の数々を通して、

今も分かち合い続ける三浦綾子さん。その生誕

100 周年イベントの数々を、神さまが日本人の魂

のために豊かに祝福してくださることをお祈り

いただければ幸いです。

三浦光世・綾子夫妻　NHK ドキュメンタリー
「光あるうちにー三浦綾子・その日々」
のロケ中にて
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「主にあって、 恐れない」 歩み

　日々の歩みの中で、願い通りに進む日と、「な

ぜ？」と思うような不条理な扱いを受け、傷つ

くことが、大なり小なりありますね。不条理な

扱いで苦しむのは、われらの主、キリストの歩

みであり、クリスチャンとして生き、神さまの

栄光を現そうとすればするほど、その歩みをし

ていくわけですね。

　あるいは、子どもが思う通りに成長せずにがっ

かりしたり、怒ったり、不安に思ったり、恐れ

たりすることもあるかと思います。でも、主は

聖書を通して「恐れるな！」と、繰り返し励ま

してくださいます。主にあって導かれてきたこ

とを「矢を 3 回放っただけでやめず、5 回、6 回

放て！」とチャレンジしてくださいます。それは、

弱った自分自身の力では難しいけれど、ただ神

さまに求めていくときに可能になってきます。

　「恐れるな！」という言葉が聖書に何回出てく

るか数えた知人を取材したことがあります。冷

戦時代のルーマニア政府から激しい迫害と投獄・

弾圧・マインドコントロールを受けながらも、

奇蹟的に逃れ、後に「殉教者の声」というミニ

ストリーを始めたリチャード・ウォンブラント

牧師です。彼は「聖書には『恐れるな』と 365

回、出てくる。毎日、恐れないように！　毎日、

心に刻むようにと！」と語っていました。聖書

には、いろんな翻訳があるため、文字通り、365

回かは断定できないですが、繰り返し繰り返し、

何十回、何百回と記されていることは事実です。

言い換えれば、私たちは誰でも、主を忘れ、恐

れやすい心や性質を持っていて、「恐れるな！」

「強くあれ！」と毎日刻み続ける必要があるから、

聖書に繰り返されているのだと思います。

5 回、 6 回と矢を打ち続ける歩み

　預言者エリシャは、死を覚悟し、人生最後の

メッセージとして、アラム軍の攻撃を恐れてい

たヨアシュ王に言います。

　「…『矢を射なさい。』彼が矢を射ると、エリ

シャは言った。『主の勝利の矢、アラムに対する

マットで喜ぶ親子
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勝利の矢。あなたはアフェクでアラムを討

ち、これを絶ち滅ぼす。』…そしてエリシャ

は王に「それで地面を打ちなさい」と言っ

た。すると彼は三回打ったが、それでやめ

た。」（第二列王記 13:17-18）

　「地に向かって矢を放て！」と命じられ

たヨアシュ王は、3回でやめてしまいます。

　「神の人は彼に激怒して言った。『あなた

は五回も六回も打つべきだった。そうすれ

ば、あなたはアラムを討って、絶ち滅ぼす

ことになったことだろう。しかし、今は三

回だけアラムを討つことになる。」（第二列王記

13:19）

　神に必死により頼むこと、信頼し、あきらめ

ずに、忍耐をもってより頼み続ける必要を思い

ます。弱っている時は、徹底してできないとき

でもあるでしょう。その時こそ、頑張らず、神

さまに祈り、神の恵みと助けを信頼し、お願い

することを示されます。

未来を選択し、 主により頼む歩み

　過去にしてしまったことは取り戻すことはで

きません。状況や相手を自分で変えることもで

きないケースも多いでしょう。でも、変えるこ

とのできない相手や過去を振り返らず、自分自

身ができることをし、聖書が示す新しい道を選

択することはできます。

　聖書にある通りです。「兄弟たち。私は、自分

がすでに捕らえたなどと考えてはいません。た

だ一つのこと、すなわち、うしろのものを忘れ、

前のものに向かって身を伸ばし、キリスト・イ

エスにあって神が上に召してくださるという、

その賞をいただくために、目標を目指して走っ

ているのです」（ピリピ 3:13-14）

　とはいえ、弱り過ぎてしまった時には「良き

選択」と分かっていても、できない時があります。

パウロですら、そうでした。「私は、したいと願

う善を行わないで、したくない悪を行っていま

す。」（ローマ 7:19）

　弱り過ぎてしまって、自分の意思の力では「良

き選択」、過去を忘れ、前に向かっていくこと

ができなくても、それができるように神に求め、

祈ることはできます。そして神の恵みの力で、

誰でも古きは過ぎ去り、新しく向かえることを

神さまが保証し、教えてくださっています。

　「イエスは言われた。『人にはできないことが、

神にはできるのです。』」　（ルカ 18：27）

　「…だれでもキリストのうちにあるなら、その

人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去っ

て、見よ、すべてが新しくなりました。」（第二

コリント 5:17）

　ホームスクーリングや子育てをしていて、苦

難が許されることもあると思います。そこでぜ

ひ主を見上げ、変えることのできない後ろを振

り返らず、前に向かって良き道を選択し、矢を

5 回、6 回と、「主がここまでで OK ！」と言って

くださるまで、創意工夫しつつ、悔い改めつつ、

放っていければと示されます。

　預言者エリシャが、生前最後に預言した通り

です。「神の人は彼に激怒して言った。『あなた

は五回も六回も打つべきだった。そうすれば、

あなたはアラムを討って、絶ち滅ぼすことになっ

たことだろう。しかし、今は三回だけアラムを

討つことになる。」（第二列王記 13:19）

　前に向かい、「5 回も 6 回も打つことができま

すように！」と、主に向かって祈る日々です。

　皆さんへのますますの祝福を心から祈ります。

　　　　　　　　　　　　　主にありて

稲葉　寛夫
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11/14（月）10:10 ～ 16:30　　

集合場所　JR 奥多摩駅
 ( マイカーの皆さんは日原駐車場に 11 時集合）

～チア・フィールドトリップ～

紅葉の奥多摩の鍾乳洞と
ニジマス釣り＆つかみ取り！

奥
多
摩
紅
葉
の
ベ
ス
ト
の
週
！

奥
多
摩
紅
葉
の
ベ
ス
ト
の
週
！

（境
渓
谷
キ
ャ
ン
プ
場
の
清
水
さ
ん
よ
り
）

（境
渓
谷
キ
ャ
ン
プ
場
の
清
水
さ
ん
よ
り
）

自
然
の
美
し
さ
の
中
で

自
然
の
美
し
さ
の
中
で

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ニ
冒
険
＆

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
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冒
険
＆

主
に
あ
る
交
わ
り
で
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
！

主
に
あ
る
交
わ
り
で
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
！

バス（無料）
先着

27 名様！
申込締切 11/10（木）
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チア・フィールドトリップ

　秋のチア・フィールドトリップを企画しました。 東京都奥多摩にある、 日本三大鍾乳洞の一つ、

日原鍾乳洞の散策です。 チャーチ＆ホームスクーラーの交わりも兼ねて、 ぜひご参加いただけ

たらと思います。

　鍾乳洞の後は、 キャンプ地での釣り堀 ・ ニジマスのつかみ取り、 魚のさばき方 ・ 炭火焼教室

＆ランチ、 交わりの時を持つ予定です。 季節としては、 一番紅葉のきれいなタイミングとのこ

とです。 どなたでも大歓迎です。 神さまの祝福をお祈りいただければ幸いです。

■大人…………鍾乳洞入場料 800 円／キャンプ場利用料 600 円＝ 1,400 円

■中学生………鍾乳洞入場料 600 円／キャンプ場利用料 600 円＝ 1,200 円

■小学生………鍾乳洞入場料 500 円／キャンプ場利用料 300 円＝    800 円

■小学生未満…鍾乳洞入場料   　無料／キャンプ場利用料 300 円＝　　300 円

【以下はオプション。 3 のお支払いは現地で OK です】

　1 　ニジマス炭火焼き…………… （ランチ用おかず／ 1 匹につき 450 円　※要事前申込）

　2 　魚のさばき方 ・ 炭火焼教室… （1 匹につき 450 円、 ※要事前申込）

　3 　ニジマス釣り………………… （釣り代 100 円＋ 1 匹につき 450 円）

参加費 （基本的に実費のみ）

10：10

10：20

11：15
～

12：15

13：00
～

16：00

16：30

集合：JR 奥多摩駅 ( マイカーの皆さんは日原駐車場に 11 時集合でも OK）

出発（チャーターバス or 自家用車）

日原鍾乳洞（日本三大鍾乳洞）
（1 周約 40 分。平日で、ゆっくり回れますので、年齢問わず大丈夫とのことです）

境渓谷キャンプ釣り堀場
☆ランチ（ニジマス焼きの注文 or ランチ持ち込み可）
☆釣り＆つかみ取り OK ！（年齢不問）
☆魚のさばき方教室（希望者　1 匹 450 円　包丁持参）

JR 奥多摩駅で解散

…

…
…
…
…

欧米アドベンチャー番組で
人気のクリスチャン冒険家
ベア ・ グリルさんは、 ニジ
マス・サケのつかみ取りに、
しばしば挑戦！　チアからも
チャレンジャー出るか ?!

…
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チア ・ にっぽん

Email: office@cheajapan.com　　

FAX: 03-6862-8648

 

チア・フィールドトリップ
参加申込書 ( 申込締切　11/10)

申込書の送付先

代表者　お名前　　Name （ふりがな） お電話 / 携帯　　TEL

ご住所 Address （〒　　　　　　　　　　　　　　　　　） Email ：

お名前 Name （ふりがな）

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

【参加費】　●大人 1,400 円　●中学生　1,200 円　　●小学生　800 円　　●小学生未満　300 円

【オプション ： ランチ用おかずの焼き魚】　　　  ● 1 匹 450 円× （　　　　　　　匹）

【オプション ： 魚のさばき方 ・ 炭火焼教室】　  ● 1 匹 450 円× （　　　　　　　匹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計金額 （　　　　　　　　　　　　　　　） 円

＊郵便振替をご利用の皆様は、 通信欄に 「チア ・ フィールドトリップ参加費」 とご明記ください。

＊オプション料金の 3 は、 現地でお支払いください （1 と 2 は要事前申込）。

＊キャンセル料金は、 5 日前までは無料。 4 日前～ 3 日前は 20％、 2 日前～当日は 50％となります。

■振込先 Payment　

   ●郵便振替 (Post Office) ： チア ・ にっぽん　00190-3-35461

   ●銀行振込 (Bank) ： 三菱 UFJ 銀行　赤羽駅前支店　ホームスクーリング ・ ビジョン （株）　普通  1746716

                               　　Mitsubishi UFJ Bank/Akabane Ekimae branch/ Homeschooling Vision

　 ●クレジットカード credit card ： チア ・ にっぽん HP　SHOP  　→　https://www.cheajapan.com/shop  　　

お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな）

お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな）

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳 age

【バス利用希望人数】　●無料× （　　　　　　人）
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追悼
テモテ ・ ブローマンさんを偲んで

　チアの皆さんを 20 数年に渡って愛し、助けてくださったテモテ・ブローマンさんが 8月 28 日、
天に召されました。65歳でした。今春ご家族で移住された宣教地、タイの教会において 9月 1日、
召天記念式が行われました。
　テモテさんへの深い感謝と追悼の意を込め、また、テモテさんが教えられていた神さまからの
教えを覚える一助として、これまでのチアのニュースレター記事等を再掲載させていただきます。

　LIT 等でお世話になっているテモテさんのガン

のいやしをお祈りください

　チルミニや LIT スタッフ、講師等でお世話になっ

ている、 テモテ ・ ブローマンさん (56) が、 2013

年 2 月中旬、 血液ガンの一種である 「多発性骨

髄腫」 であることが分かりました。 一般的には治

癒困難とされる病気で、 予後は症例によりさまざ

ま、生存期間は 2 ～ 3 ヶ月から 10 年以上と幅広く、

平均生存期間は 3 ～ 4 年といわれる難病です。

　3 月 13 日現在、 テモテさんは、 病床で骨折等

も相次ぎ、苦しんでおられるとのことです。 「余後、

数ケ月」 とも告知されておられます。 是非、 神様

の特別ないやしの業がなされるよう、 お祈りくださ

い。

　テモテさんは、 ドルカスさんとともに、 0 歳から

19 歳までの 11 人の子どもたちを育てています。

一番下の Job( 榮 : しげる ) くんは、 昨年 5 月に

誕生したばかりです。

　昨年 10 月以来、 背骨 ( 脊椎 ) の圧迫による激

痛を覚え始め、 12 月 14 日から 1 月 4 日まで 3

週間入院されました。 原因が分からないまま、 退

院。 その後、 小康状態だったもの、 再び悪化し、

2 月 6 日に再入院。  2 月 14 日に 「多発性骨髄

腫」 との試験結果が出され、 今はその治療に専

念しています。

　テモテさんも、 ドルカスさんも、 冷静に受けとめ、

神様が全てを最善に支配されているとの信仰に

立ち、全てを神様に委ねています。 皆さんに 「ぜ

ひ、 お祈りください」 とのことです。 テモテさんの

希望としては、 「まだ、 子どもたちも小さいので、

神様が、 もう少し地上に長くいさせて、 家族との

時間をくださったら」 と願っておられます。

　テモテさんを神様が癒してくださるよう、 最善の

治療もなされるよう、 ご家族との地上の日々が長

く与えられ、 神様の栄光が現されるよう、 どうぞ、

お祈りに覚えてください。

第一報　NL135 号　（2013 年 3 月号より）

奥さんのドルカスさんと共に
（2015 年 9 月、ご自宅にて）
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　チルミニ、 LIT 等でお世話になっているテモテ

さん （56） のガンのいやしをお祈りください

　3 月 24 日に次男のジョセフや、 息子さんのヨア

ブ君らと一緒にお見舞いに伺いました。 体調が

良い日ということで、 さっそうとしておられ、 びっく

りし、 「なんか、 20 歳ぐらい若返った気がするよ。

カッコよくなったよ」 と伝えました。 本当にそう思っ

たからです。 神さまにすべてのことを感謝してい

るよ。 病気も含めて、 ありがたい！と思っている」

とのこと。

　その後、「信じられないほどに （by お医者さん）」

改善し、 4 月 26 日からは、 通院で抗がん剤 （多

発性骨髄腫）治療です。引き続き、お祈りください。

第二報　NL136 号（2013 年 4 月号）より

悔い改めと神様への問いかけ

　2 年前、 末期ガンということで、 全国の皆さんに

も祈りの課題としてお伝えし、 奇蹟的に回復、 退

院していたテモテ ・ ブローマンさん。

　残念ながら、 この 1 年余りの体調は悪く、 最近

のガンの数値は、 2 年前の入院時代よりも高いと

のことです。 チアの皆さんのことを心から愛し、 昨

年の白馬セミナーまでは、コンベンションやサマー

キャンプと同様、 以前のように参加し、 応援してく

れていました。

　リハビリや中国への出張や、 主治医や看護師さ

んたちへの伝道、 路傍伝道等も果敢に行ってい

ました。 でもこの春以降は、 医療関係者への伝

第三報　NL155 号（2015 年 10 月号）より

2013 年 3 月、頭蓋骨を含む７ケ所を2013 年 3 月、頭蓋骨を含む７ケ所を
骨折し、余命 1 ケ月と言われていた頃。骨折し、余命 1 ケ月と言われていた頃。
1 ケ月後、お医者さんが「信じられない1 ケ月後、お医者さんが「信じられない
ほど」と言うほど回復し、自宅での抗ガほど」と言うほど回復し、自宅での抗ガ
ン剤治療を始めました。弟のダビデさんン剤治療を始めました。弟のダビデさん
とジェームズさん、３男のヨアブ君と共とジェームズさん、３男のヨアブ君と共
に。に。
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道以外は、 静養中です。

　「（テモテ） 今はね、 日々、 悔い改めているよ。

神様の大きな計画の中でガンも与えられ、 奇蹟

的な回復もあった。 しかし今、 数値が前よりも悪く

なった。 その中で、 自分の中にある罪や、 良くな

いところも示され、 そのことを一つ一つ、 悔い改

めている毎日だよ。 同時に、 神様がこのことを通

して、 何を語ろうとしてくださっているのか教えてく

ださいと祈る日々だよ。 一方で、 妻や 11 人の子

どもたちとの時間が与えられていることへの感謝も

大きいよ」 とのことでした。

　またチアに来て、元気な姿を見せてくれるように、

どうぞ、 続けて回復をお祈りください。

テモテさんと医師との対話より 
いのちと神様の不思議 

　骨髄のガンで闘病しているテモテ ・ ブローマン

さんに、 丸森の伝道者の皆さんらが参加する猪

苗代湖キャンプで３ケ月ぶりに再会できまし た。

７月に発熱し、 血液検査の数値が悪化し、 抗 が

ん剤治療を中断していたところまで聞いていまし

たが、 その後、 今回も回復し、 臨床研究中の薬

による 11 回目の抗がん剤治療を再開できる状態

になったとのことでした。 左大腿骨に腫瘍が見つ

かり、 放射線治療が必要ながらも、 腫瘍が 1 ケ

所に限られ、 10 年、 20 年と生きる可能性も見え

てきているそうで、 医学的には不思議と言える良

き状況とのことです。 「（テモテ） チア・コンベンショ

ンや夏の伝道には行けなかったけど…」 というこ

とですが、 顔色も良く、 いつものテモテさんらしい

様子でした。

　テモテさんは、 発病して７年目となる中で、 複

数の医療チームから何度か末期と診断されなが 

ら、 奇蹟の回復を繰り返していました。 当時の状

況については、 これまでチアの皆さんにも祈りの

課題としてお伝えした通りです。 今回も、 テモテ

さんからのお話でずいぶん励まされました。

　まずは、 出会う医療関係者の皆さんから多くの

好意を得ていること。 ダニエル書１章９節 「神は

宦官の長に、 ダニエルを愛しいつくしむ心を与え

られた」 とある通りだなと思ったそうです。 上記の

通り、 テモテさんは７年間にわたり、 抗がん剤治

療を受けていますが、 既に、 効果のある抗がん

剤は無くなってきているとのことです。 そうした中

で臨床研究中の抗がん剤が用いられることとなり、

一定の効果を示しています。

　「（テモテ） その薬は高額ですが、 低所得者の

私は保険に助けられています。 もちろん、 保険

の審査も厳しく、 友人 （クリスチャン） の B 医師

によ ると、 6 クール （半年分） のセットです。 そ

れを 11 ヵ月も用いることができているのは、 大き

な恵みと言えます。 B 医師によると、 こうした背後

で、 担当医の A 医師がこの最新の薬に最前線で

取り組み、 忙しい中、 審査会への書類提出等、

様々な尽力をしてくださっているそうです」。 神様

の恵みとあわれみの御手があり、 また、 A 医師に

も、テモテさんを 「愛しいつくしむ心」 （ダニエル１: 

９） が与えられているのだと思いました。

　「（テモテ） 神様は、 日米からいろんな医療関

係者の皆さん、 臨床研究中の薬ほか備えてくれ

ま した。 こうした医療チームや薬にも感謝です。

何より、 すべてを神様が支配しておられる、 その

ことを思わざるをえません。たとえ元気であっても、

明日の命はわからないのだし。 １日１日が奇蹟だ

と思っています。 先日も治療してもらった後、 妻

と車で帰宅途中、 危うく交通事故に遭うところでし

たが、 免れることもできました。 １秒単位で神様の

御計画を思わずにはいられません」

　私自身、 その通りだなと思いました。 このような

一瞬のことで守られる体験、 まだ使命があるから

第四報　NL176 号（2019 年 9 月号）より
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生かされているのだなと思わされる体験、 そして、

これからのために悔い改め、 反省すべき、 注意

すべき点、祈るべき点等、示されることの多い日々

です。

　テモテさんの言う 「神様がすべてをつかさどっ

ている。 １日１日が奇蹟で生かされているので、 

神様のみことばに従順に歩み、 使命をまっとうし

たい」 との言葉が、 心に染み入りました。  神が

授けた尊い永遠のいのちのために一生懸命、 使

命を果たすことも改めて教えられました。

　「（テモテ） 多発性骨髄腫の治療において、 日

本で一番骨髄移植手術の成功数が多い女医の C 

医師に手術をしてもらう恵みにもあずかりました。

彼女になかなか福音を語るチャンスがなかったの

ですが、 3 ケ月経ってチャンスが来ました。 休み

の日に私服で私の部屋を見舞ってくれたのです。

そこで私は 『先生のお時間があるときに聞きたい

ことがあります』 と聞いたら、 『今い

いですよ』 と言われ、 質問をしまし

た。

　　『先生は、 骨髄のがんの治療を

してくださっていますが、 完治する

ものではなく、 延命措置をしている

だけとも言えます。 この仕事をなぜ、

何のために、 選んだのですか？』。

C 医師は、 にこにこしながら真摯に

考え、 身を乗り出してくださいまし

たが、返答がありませんで した。『今

の質問の答えは、 聖書に書かれて

あるのですよ』 と私は言って、 棚に

彼女のために置いてあった聖書を

取り出しました。

　ルカの福音書を開き、『医師であっ

たルカが、 様々な調査に基づいて

書いた報告書です。 神は人間を神

の似姿に創造し、 尊いいのちを吹

き込み、 永遠の霊を与え、 愛され

ました。 しかし、 人間は自己中心

であり、 罪を犯し、 その罪の報いと

して永遠の地獄の苦しみが待って

います。 でも、 神は人間一人ひとりを愛し、 キリ

ストの命を身代わりにして十字架で罰し、 キリスト

の死を通して人間の罪を赦しました。 3 日目に復

活したキリストは、 信じる者に永遠のいのちを与え

ます。 C 先生は、 この神から与えられた尊いいの

ちを大切にする働きを、日夜、奮闘され、努力され、

今日も休みの日なのに、 こうして患者一人ひとり

を見舞ってくださいました。 すべての人間は、 本

来、 神に与えられた 『いのち』 を大切にするよう

に心に書かれているのです。 医師ルカの調査に

基づく、 神の愛と赦し、 キリストの十字架の死と復

活によってもたらされる永遠のいのちの尊さを考

え、 キリストの愛と赦しの福音を信じてくださったら

うれしいです』 と聖書を手渡しました。 いつもあん

なに忙しい C 先生ですが、 40 分ほど話を聞いて

くださり、 聖書を丁寧に受け取ってくれました。 と

ても嬉しかったです」 とのことでした。

 チア・コンベンションにて
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～テモテ ・ ブローマンさん～
皆さんから寄せられた追悼文

　私は良き戦いを戦い抜きました。 私は走るべき

道のりを走り終えました。 私は信仰を守り通しまし

た。 　　　　　　テモテ第二の手紙 4：7　(NKJV 訳 )

　私の体が形作られる以前に、 あなたは私に目を

留め、 私のために作られた日々が、 その 1 日も

まだないうちに、 あなたは全てをあなたの書に書

き記されました。 　　　　　詩篇 139：16　(NKJV 訳 )

　この世界が創造される前から、神様がテモシィー

のために計画していたすべての任務 ( 仕事 ) を彼

はやり遂げ、 その生涯を全うしたと私は信じます。

今、 テモシィーは天国の住まいに迎えられ、 神

様の 「完全」 な癒しをいただいていることでしょう。

　テモシィーは自分の治療に携わってくれた医師

や看護師たちにいつも積極的に福音を伝えまし

た。 いっしょに入院していた他の患者さん、 外来

で出会った患者さん達にも、 いつも福音を伝えま

した。

　ある日の彼との会話を思い出します。 彼はこう

言いました。 「もし、 この方々の中から一人でも救

われる人がいれば、 自分は病気した甲斐があっ

た。」　救われる人は決して一人ではないでしょう。

　テモシィーは私たちに良い模範を残してくれまし

た。 私たちはそれを忘れることなく、 イエスさまに

喜ばれる日々を送りたいと思わされます。

　私が通訳等でチア ・ コンベンションや白馬に行

くと、 彼の周りにはいつもチアの誰かが座って、

話していました。 私は、 とてもうらやましく思いまし

た。 ティモシーが、 チアの皆様を愛し続け、 励ま

し続けていたからだと思います。

　皆様が今日、 愛する兄弟テモシィーの地上での

歩みを覚え、 こうして私たちと共に時を過ごしてく

ださったことに心から感謝します。

　テモシィーは今、 そして永遠に、 イエスさまと共

にいます。 ハレルヤ！

テモテさんの兄　ジャン・ブローマンさんより

猪苗代湖キャンプにてジャンさんと （2016 年 8 月）猪苗代湖キャンプにてジャンさんと （2016 年 8 月）

チアを当初からサポートし、タイの宣教に向かっチアを当初からサポートし、タイの宣教に向かっ
たサムエルさん（弟）らが、テモテさんらのタイたサムエルさん（弟）らが、テモテさんらのタイ
での 5 ヶ月を支えたでの 5 ヶ月を支えた

慰めを受けるドルカスさん（左）慰めを受けるドルカスさん（左）

テモテさんの召天式テモテさんの召天式
（タイ　2022 年 9 月）（タイ　2022 年 9 月）
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テモテ ・ ブローマンさんの思い出

　私たち家族がテモテさんにお会いしたのは、 20

年近く前、 チアで奉仕されていた時だったと思い

ます。

　幼い長男を連れて参加したコンベンションで、

丸森の兄弟姉妹方の献身的なお働きと、 主への

まっすぐな思いに触れ、 感動しました。

　その後、 私たちがまだ横浜に住んでいた頃、

窓の外からジャン ・ ブローマンさん ( テモテさんの

お兄さん ) の声で、 聖書の御言葉と勧めが流れ

てきました。 きっとチアで会った人達だ！と思い、

主人に 「お願い！　うちに来て頂いて！」 と頼み

ました。

　主人と長男が伝道用の車を追いかけてくれ、 そ

の日、 横浜を回っておられた四人の兄弟が来ら

れ、 夕食を共にして下さいました。

　テモテさんたちはその日、 伝道中の車に生卵を

投げつけられたり、 怒鳴られたりと、 散々だった

そうで、 思わず 「この街は…」 と呟きそうになっ

ていたところ、 クリスチャン家族と出会えたので、

「やっぱり神様は見ておられるなあ」 と笑っておら

れました。

　私たちも、 兄弟たちからお聴きする、 伝道や救

われた人々との交わりについてのお証に、 心が

燃やされました。

　そこから親しくさせて頂くようになり、 猪苗代湖の

キャンプに参加させて頂いたり、 後には、 仕事で

のつながりから宮城に引っ越す事までになりまし

た。

　テモテさんはとてもフレンドリーで、 分け隔てなく

接して下さる方で、 よく私たち一家を食事や交わ

りに招いて下さいました。

　伝道や交わりを御一緒させて頂くだけでなく、

互いに行き来する中で、 私は、 御夫妻の赤ちゃ

んや幼い子たちの相手をさせてもらったり、 子ど

もたち同士も仲良くなり、 息子がブローマン家に

遊びに行った時には、 一つのベッドに兄弟のよう

に三人で寝かせてもらいました。

　逆に、我が家にお子さんたちが来られた時には、

部屋が狭かったので庭にテントを張り、 子どもた

ちに一緒にお泊まりしてもらったり、 毎年春には、

相馬海岸での家族キャンプに御一緒させてもらっ

たり…家族ぐるみでの、 かけがえのない思い出が

沢山あります。

　その後、 テモテさんは多発性骨髄腫を発症され

たのですが、 2 週間という余命宣告をされた後、 

主が触れてくださり、 奇跡の回復をされた時には、 

神様の御業に圧倒され、 御名をほめ讃えるばかり

でした。

　振り返ってみても、 この癒しは、 テモテさんと御

家族、 教会の為だけでなく、 私たち、 交わりを持

つすべての人の為の御計画でもあったと思えてな

りません。

　体調が少しでも良くなるたび、 チアにも参加さ

れ、 出会う一人一人に語りかけ、 伝道や海外出

張にまで出られる程、 勤勉な方でした。 一方、

症状が悪化し、 病床に伏せる時でも、 遠方のクリ

スチャンに御言葉を送って励ましたり、 病院で知

り合った方々に伝道するなど、 どんな小さなチャ

ンスも逃さず、 愛をもって主と人々に仕えておら

れ…その姿に、 どれだけ励まされたかわかりませ

ん。

　残念ながら、 私たちは、 仕事の都合で関東に

戻らなければなりませんでしたが、 LINE などで、

お交わりを続ける事ができたのは、 主の憐れみで

した。

　兄弟たちや御家族との交わりで教えられた事

や、 苦しみの中で励まされた御言葉 ( 詩篇が多

かったと思います )、 病院での証の様子など、 よ

く送って下さいました。

　私は、 返信が遅い上、 恵みに圧倒されるたび

長文になることも度々で、 それをまた、 うっかり

夜中に送ってしまったり ( そんな時でも、 共感し、

温かいお返事を未明に頂いたり )…と、 申し訳な

い事も多々ありました。 それでも、 お身体のきつ

い中、 途切れる事なく、 温かいやり取りを続けて

くださいました。

　体の弱さを抱え、 子供の頃から死と隣り合わせ

で生きてきた経験のある私にとって、 天国は、 ぼ

チア・メンバー 鍵谷陽子さんより
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んやりとした夢ではなく、 渇望の的でした。 苦難

の中にあって、 主の御約束や、 慈しみ深さを分

かち合えるテモテさんとの交わりは、 慰めに満ち

た神様からの贈り物でした。

　テモテさんは、 深く、 家族を愛された方でした。

御国の希望を分かち合う中で、時に 「正直、僕は、

まだ子どもたちと一緒にいたいなあ」 と素直な気

持ちを口にされる事がありました。

　御自宅に寄せて頂いていた頃、 お子さんたちを

順に膝に乗せ、 嬉しそうに話をしておられたテモ

テさんの姿が、 思い出されました。

　御家族に寄り添い、 もっと愛し、 訓練し、 イエス

様の恵みを分かち合いたいという強い想いと、 全

てを委ね、 手放す痛みの大きさに、 イエス様の

お優しさや、 パウロの苦悩を思わされました。

　ですから、 今年、 日本での治療を手放し、 御

家族でのミッション、 また教育を考え、 タイに行く

事を聞かされた時は、 御夫婦が本当に大きな決

断をされ、 また、 何年もかけて主がこの計画を導

いてきて下さったのだと、 胸がいっぱいになりまし

た。

　成田で見送った時は、 全身の辛さに加え、 腕も

骨折され、 相当の痛みに耐えておられたと思いま

す。 けれども、 再会を喜んで下さり、 主への感謝

と信頼を分かち合う事ができました。

　また、 お子さんたちの表情や、 兄の

痛んだ身体を労わり支えておられる様子

に、 主の恵みによって紡がれた御家族

の暖かい絆…ホームスクーリングの実を

見せて頂きました。

　お会いして、 手を取り合うのは、 これが

最後となりましたが、 タイに行かれてから

も、 御本人や奥様のドルカス姉が、 写真

や動画で様子を知らせて下さいました。

　聖書の授業を担当されるテモテさんを

取り囲み、 子どもたちが御言葉に耳を傾

けたり、 賛美している様子を見る度に、

ああ、タイに行かれて、本当に良かったと、

何度も主に感謝しました。

　最後の最後まで、 主に信頼し、 従いき

られた兄でした。

　

　私たちが知るのは、 兄のほんの一面だけです

が、 受けた影響は一生涯に渡る事と思います。 　

「生きるにしても、 死ぬにしても、 私たちは主のも

のです。」 ( ローマ 14 ： 8)。 永遠に生きる人の生

き様を見せて頂いたと思っています。

　テモテさんはもう、 すべての痛みから解放され、

愛する主の懐に抱かれ、 安らいでおられる事で

しょう。

　次にお会いできるその時には、 何の妨げもなく、

この世で分かち合った以上の喜びをもって再会で

きる、 それが何よりの楽しみです。

　「だれが、 私たちをキリストの愛から引き離すの

ですか。 苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、

飢えですか、 裸ですか、 危険ですか、 剣ですか。

　………しかし、 これらすべてにおいても、 私た

ちを愛してくださった方によって、 私たちは圧倒

的な勝利者です。 私はこう確信しています。 死も、

いのちも、 御使いたちも、 支配者たちも、 今ある

ものも、 後に来るものも、 力あるものも、 高いとこ

ろにあるものも、 深いところにあるものも、 そのほ

かのどんな被造物も、 私たちの主キリスト ・ イエス

にある神の愛から、 私たちを引き離すことはでき

ません。」 ( ローマ 8 ： 35 ～ 39)

成田空港にて　(2022 年 3 月）
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「うまくなる！　マット運動＆跳び箱セミナー」

　　★★　　参加者の声　★参加者の声　★

　普段、跳び箱やマット運動などをする機会
がないので、とても良い機会を感謝します。
　先生方、さすがベテラン先生ですね！　子
どもたちは一日の参加だけで沢山のことに
チャレンジできました。ぜひまた機会があり
ましたら参加したいので、よろしくお願いし
ます！
　久々にホームスクーラーの皆さんにお会い
できたのも、嬉しかったです。皆さんの近況
報告などに大変励まされました。
　特に良かったことは、長男がミニ LIT の一
員として参加でき、他のメンバーと一緒に奉

仕できたこと。また、先生が、大人数にも関
わらず、回って指導してくださったことです。
　また、稲葉さんの「子どもの背を伸ばすた
めのセミナー」がためになりました。
　ホームスクーラーは学校に行っていないた
め、なかなか経験できないことを経験できた
ことは感謝でした。
　コロナ時代で、なかなか集まるのも難しい
ですが、やはり対面で会えると励まされます
ね！　運動セミナーのように、ホームスクー
ラーが集まれる機会は貴重だと思いました。　

　　　（Aさん）
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　日頃できない種類の運動ができて良かった
です。コロナで様々な制約がある中、開催し
てくださりありがとうございます。高 1の娘
の LIT 参加がまだ出来ていないので、早くコ
ンベンション、白馬、サマーキャンプを復活
してもらえると嬉しいです。

「聖書が教える恋愛講座」のティーン向けセ
ミナーや、「LGBTQ の当事者とクリスチャン
として知恵ある対応をするためのセミナー」
等があると嬉しいです。
　いつも励ましの機会をありがとうございま
す。　　　　　　　　　　　　　　　（Bさん）

　子どもに優しくしていただき、感謝でした。
これから、いろいろと参加していきたいと思
います。よろしくお願いいたします。
　コロナの中で実施がなかなか難しいとは思

いますが、キャンプやコンベンションに、ぜ
ひ家族で参加したいです。　　　　　　　　　　　　　

（Cさん）

たのしかったです。らいねんもやりたいです。　　　　　　　　　　　　　　　（Ｄさん、7歳）

めっちゃ楽しくて思い出に残りました。また、みんなでしたいです。　　　　　（Ｅさん、13歳）

楽しかった。逆立ちが完璧にできるように
なりたい。お友だちもできて良かった。なか
なかチャーチスクールでは出来ない跳び箱や

マット運動を、プロの先生の指導の下、行う
ことができて良かったです。良い機会をあり
がとうございました。　　　　　　　（Ｆさん）

　いつもウォーキングと縄跳びぐらいしか運
動しない私には、少しハードでしたが、仲間
といっしょにする事でとても楽しく、ワクワ
クしながら取り組む事ができました。
　チャレンジしてみると、意外と跳び箱も跳
べたりして、ケガなくできたのは本当に感謝

です。近況アップデートの時間もとても良
かったです。
　神の子どもたちとして一緒に何かをする事
自体がとても楽しくて、嬉しい事です ‼　ぜ
ひこれからもこの様な場を作っていただける
と大変感謝です。　　　　　　（Ｇさん、17歳）



24 CHEA NEWSLETTER 184 号 

　三浦文学の真髄を、誰でも分かる「舌切り雀」をベースに童話化！　人間はいかに三浦文学の真髄を、誰でも分かる「舌切り雀」をベースに童話化！　人間はいかに
生き るべきか、どきりとするエンディング・渾身の一作！ 　生き るべきか、どきりとするエンディング・渾身の一作！ 　
　三浦綾子全集 ( 主婦の友刊 ) にタイトル作品として収蔵されてはいるのに、三浦綾　三浦綾子全集 ( 主婦の友刊 ) にタイトル作品として収蔵されてはいるのに、三浦綾
子文学の約 90 作品の中で唯一、単行本化されていなかった幻の作品が、初の単行本子文学の約 90 作品の中で唯一、単行本化されていなかった幻の作品が、初の単行本
化！　化！　
　今年「三浦綾子作文コンテスト」の課題図書にも選ばれました！　今年「三浦綾子作文コンテスト」の課題図書にも選ばれました！

したきりすずめのクしたきりすずめのクリスマスリスマス
作：三浦 綾子　絵：みなみ ななみ

推薦のことば　三浦光世・星野富弘

三三浦綾子　生誕 100 周年記念！ 　浦綾子　生誕 100 周年記念！ 　

特別キ特別キャンペーャンペーンン

定価 2,420 円（税込）カラー 80 ページ（第 4 刷）

～贈ると必ず、喜ばれます。皆さん、にっこり！～～贈ると必ず、喜ばれます。皆さん、にっこり！～

「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「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、 ストーリー化の賜物にあふれた三浦綾子れます。みなみななみさんの優しい絵と共に、 ストーリー化の賜物にあふれた三浦綾子
さんのドキリとする展開。その中に、 キリストの福音の真髄があり、心に染み入ります。 さんのドキリとする展開。その中に、 キリストの福音の真髄があり、心に染み入ります。 
素敵で豪華感もある絵本で、 最高のクリスマスプレゼントです。たくさんの皆さんに、 素敵で豪華感もある絵本で、 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　Ａさん）贈っています。」 （東京　Ａさん）
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三浦光世さん
「『したきりすずめのクリスマス』
作品の中から見える綾子の思い」 より

　この作品について、綾子は次のように書きのこ
している。
　「1981 年の仕事の中で、特筆すべきものに『珍
版舌切雀』（したきりすずめのクリスマス）と題
する戯曲がある。…私には初めての脚本で、それ
なりに力を入れたつもりであった。
　… 私は本来の『舌切雀』の物語に、クリスマス
をからめ、イエス・キリストを登場させた。」（三
浦綾子著『明日をうたう』）

　…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、もっともっと子どもたち
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
どもたちはそんなものは好まない」などと聞くの
だが、子どもたちの魂は、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。

星野富弘さん　推薦のことば
「『したきりすずめのクリスマス』 を
読んで」 より

 　…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、大人にも子ども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、私は背中をバンと押されるよ
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。
　…この作品には、綾子さんらしいなあと感動し、
うれしくなるタッチが随所にちりばめられてい
る。
　… 綾子さんがこの劇に出られるとしたら、きっ
と「私、欲張りばあさんの役をやるわ！」と、思
われながら、楽しそうに執筆されたのではないか

なあ。綾子さんのいたずらっぽい笑顔が、私の心
に浮かんできた。
　…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。

 （上記の三浦光世さん、星野富弘さんの原稿全文
は、『したきりすずめのクリスマス』に掲載され
ています）

© いのちのことば社
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三三浦綾子　生誕 100 周年記念！浦綾子　生誕 100 周年記念！

『したきりすずめのクリスマス』

特別キャンペーン

　（　　　　　　　　　　） 冊   

　　　　　　　　　　　　　　

※送料は 600 円 （北海道 ・ 九州 900 円、 沖縄は 1,100 円）

 　5,000 円以上のご注文で送料無料 （北海道 ・ 九州 300 円、 沖縄は 500 円）

※ご購入の総額が 1 万円以上の場合、 またはチア ・ にっぽんの商品を初めてご購入の場合、

「前払い」 とさせていただいております。

ご注文冊数

お申込者名

ご住所

〒 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　

Email TEL

チア ・ にっぽん

Email: office@cheajapan.com　　

FAX: 03-6862-8648

申込書の送付先

お歳暮やクリスマスプレゼントに最適！お歳暮やクリスマスプレゼントに最適！

● 1 ～ 2 冊（15％ OFF）⇒単価 2,057 円（税込）×冊数

● 3 ～ 4 冊（25％ OFF）⇒単価 1,815 円（税込）×冊数

● 5 ～ 9 冊（30％ OFF）⇒単価 1,694 円（税込）×冊数

● 10 冊以上 （40％ OFF）⇒単価 1,573 円（税込）×冊数

締切 
 2023/1/15　
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●いつも NL に励まされております。我が家の
子どもたちは大きくなりましたが、続く皆さ
んのことを期待し、祈りに覚えています。チ
アの働きを応援しております。引き続き、よ
ろしくお願いします。

●娘は大学を卒業し、進路を模索しています。
息子は大学 4 年生になり、院に行く予定です。
おかげさまで不登校の親の会も継続し、活動
できています。救われる人が起こされてほし
いのですが…。以上、近況です。

●早いもので父の一周忌となりました。2 年前
の秋にはお世話になりました。今回、マット
＆跳び箱セミナーのミニ LIT で、息子がジョ
セフ君の成長ぶりにびっくりしていました。
楽しんで帰ってきました。ありがとうござい
ました。

●長男が中学２年生になってから「1 回学校へ
行ってみたい！」と言い出したので彼の意見
を尊重し、1 学期中に数回、体験通学しまし

た。最初は「めちゃくちゃ楽しい！」と言っ
ていましたが、週の終わりにさしかかった頃

「もう学校はいいわ。僕はホームスクールで
がんばる」と、彼の中で何か納得したようで
す。

　　学校でできた友達とは時々今でも遊ぶ仲に
なって喜んでいます。

　　昨年 10 月からはアメリカのカリキュラム
を始めました。とても内容気に入って、私も
一緒に勉強させてもらっています。

 
●チアの会費を払えず、申し訳ありません。

ニュースレターに大きく書いてある聖書の御
言葉や素敵な証しの文章に深く励まされてい
ます。

　　4 人の子どもたちは、その後、様々な困難
に直面しました。もしチアのイベントに連れ
て行けてたら、もっと幸せになっていただろ
うと思います。

　　現在、体調が悪く、教会に行けない状況で
もあり、とりわけニュースレターに励まされ
ています。本日、オフィスにお電話をし、気
持ちが明るくなりました。神さまがきっと良
くしてくださるだろうという気持ちになって
います。チアの貴い働きが福音を伝えるため
にますます用いられますように祈っていま
す。

♪ Voice ＆ Mail ♪
　　ボイス＆メール 

ウクライナで約 24 年宣教をされている
船越真人・美貴宣教師ファミリー（白馬セミ
ナーに参加され、息子さんの勇貴さんのホー
ムスクーリングをご決断）の安全とミッショ
ンへの祝福をお祈りいただければ幸いです。
　ご家族は、加古川バプテスト教会（チャー
チスクールを展開され、大阪コンベンション
や、丸森の伝道ミッションによく参加されて
います）から遣わされました。ロシア軍の侵
攻後、本拠地のオデッサ市（第 3 の都市）か

ら避難されましたが、8 月末に戻られ、激戦
地から疎開する避難民やオデッサの人々のた
め、ミッションに励んでおられます。
　勇貴さんはホームスクーリングを経て渡米。
クリスチャン系大学を経て神学を学ぶために
大学院に進学中。今年はウクライナに一時帰
国し支援した後、日本にも帰国。関西に避難
するウクライナ人を支援する様子は神戸新聞
にも取り上げられました。ご家族のミッショ
ンと安全をお祈りいただければ幸いです。
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●紅葉の奥多摩フィールドトリップ　

　11 月 14 日（月）

　日原鍾乳洞＆境渓谷キャンプ釣り堀場

　ニジマス釣り・つかみ取り・魚のさばき方教室

　＆ランチと交わり（詳細 12 ～ 14 ページ）

● 2023 年 3 月（予定）

　チア WEB セミナー

  ・第一部　ホームスクーリング・セミナー

  ・第二部　「子どもに ADHD 傾向が見られた時の

　　　　　　 聖書的対応」（予定）

　        　ジョイス・イノウエ　女史　

        　　（チャイルド D ミニストリーズ代表）

● チア・コンベンション 2023
　【関西】  2023 年 10 月 6 日（金）～ 7日（土）

　（予定）  大阪羽衣青少年センター

　【東京】　2023 年 10 月 13 日（金）～ 14 日（土）

　（予定）東京オリンピックセンター　

チア・にっぽん カレンダー

チア・にっぽんのホームページでは、
ニュースや有益な情報などを Blog で
随時更新中！
https://www.cheajapan.com

チア ・ にっぽん　WEB　

★ブログ　随時更新中★

チア Facebook も！チアホームページ

　【2022 年 3 月～ 7月会計】

　　　　-収入 -

　　　　献金　　　　　　        7,508,665

　　　　書籍 ･ ﾏｶﾞｼﾞﾝ ･ 教科書　    207,298 

  　　　DVD/CD/T シャツ等                

　　　会費　                    518,000 

　　　　広告　　　　            　165,000 

 　　　 その他                  2,175,795    

                         

　　 　　　　　　　　　　　　  10,675,123

  

    　　-支出 -

　      事務局経費　　          8,545,479

　      通信運搬費　　            364,699 

        交通費　　　　　　　　   　18,312   

　      印刷費　　　　　　　　　  851,173

     

                                9,779,663   

                                

                        

　      残高　　                  895,460               

　      前月繰越　  　     　 　7,310,914

        翌月繰越　              8,206,374  　         

※皆様からの尊いご献金と会費を

心から感謝申し上げます。

100,365


