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チア・オリンピックアンケート♪
１１月１０日、秋晴れの空の下行われましたチア・オリンピックの参加者の声をお届けします！

日常的にはできない運動ができて
●この度の参加は 3 回目となり

よかった。子どもの運動不足が不

ます。このオリンピックは、幼児

安だったので、広い場所で追いか

●家族皆で参加できて本当に楽し

から大人まで共に参加し、離れた

けっこをしながら自然に運動し

かったです。ノンクリスチャンの

地域に住む方々と相互に交流が持

ている姿を見るのも嬉しかったで

母も２回目の観戦！！感謝しま

て、大変充実した内容であると思

す。久しぶりのホームスクールマ

す。藤井さん、
ボランティアの方々

います。来年も参加させていただ

マたちとの情報交換や、個人的な

や、準備して下さったチア・スタ

きたいと思います。

祈りの時間にも感謝でした。

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

ッフの方々も、本当によく働いて

（埼玉 B さん）

（東京 D さん）

くださいました。ありがとうござ
いました。皆でメダルがもらえて、 ●旦那は、当日頭痛がしてあまり

●大変お世話になりました。すば

また来年も出ると喜んでいます。 体調が良くなかったのですが、参

らしい天候の下、皆さんと競技に

いつも尊いご奉仕をありがとうご

加して良かったと申しておりま

取り組み、娘も私も初参加でした

ざいます。チア・にっぽんの励ま

す。ありがとうございました。

が、楽しく過ごせました。5 歳で

しを受けて、今日もホームスクー

（埼玉 C さん） どのくらい参加できるか心配でし

ルを楽しんでいます。
（東京 A さん） ●綱引き、ソフトボール投げなど

たが、どれも楽しんでいました。
ボランティアやスタッフの方々
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の働きに頭が下がりま
す。それぞれの役割の
場で、小さい子どもた
ち、 大 き い 子 ど も た
ち、女性、男性、母親、
父親がとても輝いてお
られたことが印象的で
した。力仕事は男性が
率先してやっておられ
て、それを見ている子
どもたちも尊敬すると
思いました。小さな子
どもたちの競技に取り
組む純粋な姿勢、大き
い子どもたちが助け手
と な っ て あ げ る 姿 勢、
そして思春期である子
どもたちも一生懸命な
ところ、女性の多方面での気配り、 先生、準備してくださったスタッ
父親たちの全力で走る姿、どれを

フの皆さまに心から感謝します！

でした。５歳の娘もホームスクー
ラーの友だちができ、健全な競争、

とってもキラキラしていました。 初めての参加だった D くん、お

みんなで力を合わせての勝利が体

山口から参加した我が家には、大

母さんもとても喜んでおられまし

験できて楽しかったようです。ホ

阪コンベンションでさえも距離が

た。チアのイベントはいつも温か

ームスクーラーの子どもたちの実

あり、中四国九州方面で開催があ

く居心地がいいですね。

れば、なおうれしいですが、この

（東京 F さん）

す。

の良さ）を見ることができ、この
方向性が間違いではなく、神様の

働きがおおいに用いられるよう私
も他の人たちに勧めていきたいで

（素直さ、献身的な態度、マナー

●チア・オリンピック、また事前

願いだと確信することができまし

（山口 E さん） の準備も、本当にお疲れ様でした。 た。来年も、エントリー種目を増
家族共々素晴らしい時を過ごさせ

やして参加したいです。私は、綱

ていただき、心から感謝しており

引きが一番盛り上がりました！団

になりありがとうございました。 ます。走ること、体を鍛えること

体種目は習い事等をしていないと

●チア・オリンピックではお世話
今回初めてボランティアをさせて

へのモチベーションを高める良い

普段なかなか経験できないので、

いただき、とても楽しかったです。 きっかけになり、親としても感謝

感謝です。いつも尊い働きに感謝

日頃接することのないホームスク

です。お忙しくされていることと

しています。また可能な限り、主

ーラーの子どもたちや他のボラン

思いますが、今年も共に主にあっ

の導きがあればイベント等（キャ

ティアの方々との関わりをとても

て歩み、またお交わりもできたこ

ンプ・コンベンション・オリンピ

幸せに思いました。近況報告の時

とを心から感謝します。

ック・白馬セミナー等）参加でき

間もお互いを知るために良かった

（千葉 G さん） たらと思います。準備・進行等本

です。今回は運動の秋開催という

当にお疲れ様でした＆ありがとう

ことで清々しく、過ごしやすかっ

●初参加でしたが、勝ち負け関係

たことも感謝でした。プログラム

なく、みんながイエス様にあって

を考えて指導してくださった藤井

金メダルなんだと感じられた一日

ございました！
（栃木 H さん）
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●念願の初参加でした。乳児から

かったので、チア・オリンピック

本当にありがとうございまし

大人まで、ゴールを目指して本気

への参加をきっかけに、走る練習

た！！！

で走って頑張って、順位よりも最

を 重 ね、 当 日 100m 走、400m

後までやり遂げることの、達成感

走を走ることができて良かったで

●各家族紹介の時間がとてもいい

を味わうことができて、すごく

す。39 歳の自分が中学生たちを

です。ここで大分知り合いが増え

楽しい時間でした。我が家は、メ

相手に思いっきり走り、もちろん

ました。

ダルは恵みと憐みで頂きましたが

ビリでしたが、自分の現状やタイ

…、全員が体力の無さを実感しま

ムを知ることができ、楽しかった

●気持ちの良いお天気の中、参加

した。これを機会に来年に向けて

です ( 笑 ) 自分の成長課題を見つ

させていただきました！久しぶり

まず体力作りから始めています。 け、来年は稲葉さんのように 1 位

にお会いできた懐かしい方々との

を目指して頑張ります！！！特に

再会も嬉しかったし、成長されて

良かったのは、稲葉さんが 1 位を

いるホームスクーラーの子どもた

獲ったことです！！！代表として

ちの姿にも感動しました！お昼の

●参加者がとても多くて驚きまし

やるべきことが沢山ある中、自ら

交わりタイムも皆さんの近況が聞

た。初めての参加で、とても楽し

も競技に参加し、真剣に走ってい

けて、励まされました。皆さんの

く盛り上がり、良い思い出ができ

る姿に心打たれました！！！模範

あたたかい応援の姿がとてもよか

ました。普段思いっきり走る機会

を示す姿、若さの秘訣を目の当た

ったと思います。また、綱引きが

は、子どもと公園で遊ぶ時しかな

りにできて感謝しています！！！

想像以上に燃えました（笑）楽し

ありがとうございました。
（埼玉 I さん）

（栃木 J さん）

（長野 K さん）

くていいですね！やったぁ！と周
りのみんなでハイタッチして、充
実感と笑顔でいっぱいでした！娘
たちもメダルを頂き、喜びにあふ
れた 1 日であったことを感謝しま
す！
「しかし主のいつくしみは、と
こしえからとこしえまで、主を恐
れる者の上にあり、その義は子ら
の子に及び、その契約を守り、そ
の命令を心にとめて行う者にまで
及ぶ」

詩篇 103:17 ～ 18

従順で素直な子どもたちの姿を
見ながら、ホームスクールを決心
した者に注がれる、主のいつくし
みを思いました！スタッフの皆様
の労にも感謝します！美穂さん
にお会いできたのも嬉しかったで
す！

（神奈川 L さん）

●毎年違ったドラマが展開されて
いる感じで今年も楽しかったで
す。昨年はチア・オリンピックへ
向けて準備する中で怪我をしてし
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まい、何もできませんでした。今

たです。いつも準備してくれてあ

年は全種目に参加できました。短

りがとうございます！これからも

距離走で今年は稲葉さんに惨敗を

よろしくお願いします！

位を目指してがんばります。
（千葉 H くん 10 歳）

喫したので来年は負けないように

（東京 B さん ９歳） 〇 750 ｍで、がんばれてよかっ

準備したいです。チアで知り合っ

たです。100 ｍでも、思い切り走
れました。気持ちが良く、友だち

たお友だちに会えることも毎年楽

〇たのしかった。1500 ｍを走れ

しみで、アップデートを聞けるの

て 嬉 し か っ た。 来 年 200 ｍ も、 も良い交わりができたので良かっ

が楽しみの一つでした。準備して

400 ｍも出たい。

たです。来年は、1500 ｍに挑戦

（東京 C くん ７歳） します。

くださった皆様に感謝です。
「メ

（千葉 I くん 7 歳）

ダル一人一つ」はとても良かった
〇チア・オリンピックでは、山形

〇めっちゃ楽しかった。初めて金

（東京 M さん） や長野など、いろいろな地域の人

メダルをとれてうれしかった。い

が来ていて交わりができた。来年

つもいろんなことをしてくれてあ

も参加したい。

りがとうございます。

と思います。いつもありがとうご
ざいます。

●参加できて良かったです。挑戦

（長野 J くん 10 歳）

（埼玉 D くん 13 歳）

してみたら、思いがけず得意なこ
とを発見できたり、良い経験にな
りました。全体の進行がスムーズ

〇久々にいろんな人に会えて楽し

でスピーディー。メダルをグレー

かった。綱引きが楽しかった。ジ

ドアップ方式にしたのも良かった

ャベリックスローなど普段できな

と思います。関わる皆さんが進ん

いことができてよかった。

いつもホームスクール家庭のため

〇 400 ｍを走れてよかった。綱

に労してくださり、祈り、励まし

引きが楽しかった。ジャベリック

てくださることを、心から感謝し

スローは初めてだったのでたのし

ています。チアがあるからこそ、 かった。
（東京 F さん 12 歳）

るから、頑張れます♡（もちろん
神様の技ですが。
）
（埼玉 N さん） 〇お友だちと遊べて楽
しかった。走るのが楽
しかった。
（東京 G くん 6 歳）
〇とても楽しかったです！競技に
出たみんなが表彰されるのが良か

〇 今 回 は、100 ｍ で 2

ったです。忙しい中、企画してく

位に入れて嬉しかった

ださり、ありがとうございました。 です。1500 ｍでは、自
お祈りしています。

〇たのしかった。友だちと遊んだ
らいたい。いつもありがとうござ

たかい雰囲気だなと感じました。

＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

（長野 K くん 13 歳）

（東京 E さん 14 歳） のも良かった。来年もメダルをも

で協力している姿を拝見し、あた

そして、ホームスクール仲間がい

〇ベリーグッド！！！

己記録を大幅に伸ばす

（東京 A さん 13 歳） ことができ、目標達成
で き ま し た。 来 年 は、
〇楽しかったです！来年は、もっ

1500 ｍで、５分台を目

といろんな競技に参加したいで

指してトレーニングし

す。みんなと楽しく走れてよかっ

ま す。100 ｍ で も、 １

います。

（長野 L さん 6 歳）
つづく・・・

