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カルバリーキッズ　クラブ 

ｃＫｃへ参加される子供達の保護者の皆様へ 

水曜日の夜のキッズ・プログラムｃＫｃに、お子様が参加できることを、とても楽しみにしています。お
子様がこのプログラムを通し、神様と神の御言葉についてもっと理解し、ひとりひとりが神の祝福を受け
ることを祈っています。 

この小冊子はカルバリーキッズクラブの全体像を皆さんに把握していただくためのもので、ティーチング　
スケジュール、アクティビティー　カレンダーとｃＫｃに関する大切な情報が含まれています。 

２０１６－２０１７年度ｃＫｃは、２０１６年９月７日（水曜日）開始で、２０１７年６月１４日（水曜
日）終了です。午後６時にスタートし７時４０分までです。９ページをご覧になると分かると思いますが、
スタートから終わりまで時間割は細かく分かれていますので、子供達の送迎時間を保護者の皆様のご理解
の下、時間厳守で行われることは特に重要です。 

ひつじグループからしもべグループの子供達は「アセンブリールーム」と呼ばれる部屋でまず集いますの
で、保護者の皆さんは子供達を６時までに連れて来てください。アセンブリールームで子供達は最初の１
０分間を祈り、賛美で始め、またリーダーからのお知らせ等を聞きます。 

ｃＫｃのゴールは子供たちがイエス様のことをもっとよく知ることができるように；聖書をどう使うか、
また聖句を覚えられるようお手伝いします。　どうして？　神様は「わたしの口から出るわたしのことば
は、むなしく、わたしのところに帰っては来ない。」（イザヤ５５：１１）と約束されています。私たち
の子供たちは彼らの生涯でいろいろな試練や誘惑に直面するでしょう。神様はその様な時に彼らのことを
愛し、そして助けたいと望んでいらっしゃいます。神様は子供たちがそのような試練や誘惑に出合った時、
彼らを助けるだろう覚えたたくさんの聖句を思い出させて下さいます。また神様は子供たちの生涯を通し
て、彼らを励まし、愛してくれるでしょう。 

ｃＫｃのプログラムで行われている素晴らしい働きをどうぞ見にいらしてください。また奉仕という形で
ｃＫｃに関わって下さることも大歓迎です。あなたのお子さんはあなたとクラスで学んだ事を喜んで見せ、
あなたにとってもこのこの素晴らしいミニストリー手伝うことが祝福となるでしょう。 

在主、 

デレック・フォーブス 

ミニストリーリーダー　-　カルバリーキッズクラブ 

カルバリーチャペル沖縄 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cKcって何でしょうか？ 

カルバリーキッズクラブ（ｃＫｃ）とは、聖書のことを知るようになる子供向けの面白い学びと
ゲームのプログラムです。お手伝いしてくれる親やボランティアにとってもすごく楽しいプログラ
ムです。 

今の時代、子供たちにとって世の中には色んな誘惑や困難が待ち受けています。子供たちがこれ
から、特に10代になってから、通る誘惑や困難から助けることのできる方はイエスキリストしか
いません。このプログラムのゴールは子供たちにイエス様のことを教え、また子供たちが聖書を
読み、祈り、毎日神様のために生きることがどれだけ大切なことなのかを教えることです。 

cKcに参加すると何の役に立ちますか？ 
一番の目的は子供たちにイエス・キリストを紹介することができます。 
ｃＫｃで使うテキストによって、子供たちは救い主であるイエス・キリストに出会い、信じて受け
入れる機会が与えられます。その後も、テキストを学んでキリストの弟子に成長していくことが
できます。 

2番目に、参加した子供たちを通して福音が伝えられます。ｃＫｃに子供たちが参加したことを
きっかけに教会に通いはじめた家族もたくさんいます。このプログラムには部分的に親の参加も
あります。子供を手伝う親も福音にふれます。神様がこのプログラムを用いて働いています。 

cKcでお金を払う必要がありますか？ 

無料で参加することができます。年間に通じてかかる材料費に関しては募金運動でまかなってい
ます。ｃＫｃのサポートに興味のある方はカルバリーチャペルのckcへの募金で（アメリカでは）
確定申告で申請ができます。 

cKcはどの様に活動しているの？ 

各子供たちは各自のスペース、学年に合わせた本で学ぶことになります。本を進めていくにつれ
聖書を覚えたり自分の生活にどの様に応用していくかを学べるようになります。 
子供たちが本を学び進めていくとキッズクラブサッシ（たすき）に付ける缶バッチをもらえるよう
になります。また各証明書ももらえます。 

子供たちがこれからの缶バッチ、賞、証明書を見るたびにイエスキリストと供に成長したことを
思い出すことになるでしょう。 

ｃＫｃ初日で各活動、聖書の学び等のスケ―ジュール詳細を配布します。 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cKcグループ 

子供たちは学年でグループに分けられます。それぞれのグループは名前とカギとなる聖句があり
ます。本を通して聖句を覚え、その聖句の意味を学びます。グループと聖句は： 

 

Sheep 　羊（幼稚園―1年生） 

「門番は彼のために開き、羊はその声
を聞き分けます。 
彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出
します。」 

ヨハネ10:3 

 

Shepherds 　羊飼い（2－3年生） 

「羊飼いたちは、見聞きしたことが、
全部御使いの話のとおり 
だったので、神をあがめ、賛美しなが
ら帰って行った。」 

ルカ2:20 

 

Servants  　しもべ（4－5年生） 

「主はそのしもべのたましいを贖い出
される。 
主に身を避ける者は、誰も罪に定めら
れない。」 

詩編34:22 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glorifying and praising God for all the 
things that they had heard and seen, 

For I have given you an example, that you should do 
as I have done to you. Most assuredly, I say to you, a 
servant is not greater than his master; nor is he 



アクティビティー 

ｃＫｃは毎週水曜日夜6時から7時40分までです。 

ｃＫｃで子供たちは４つのアクティビティー　ステーションを回ります： 
アセンブリー、学び、ゲーム、ホームルーム 

アセンブリー 
（１０分程度） 
「私は、御名を私の兄弟たちに語り告げ、会衆の中で、あなたを賛美しましょう。」詩編２２：
２２ 

ひつじグループからしもべグループの子供達は「アセンブリールーム」と呼ばれる部屋で集い： 

1. ｃＫｃを祈りで持って始めます。 

2. 賛美 

3. リーダーからのお知らせ 

テ―チング（学び） 
（２４分程） 
「あなたに罪を犯さないため、私は、あなたのことばを心にたくわえました。」詩編１１９：１
１ 

ティーチングは私たちの聖書の学びの時間です。同じ聖書の学びが、その年齢にあった分かりや
すい方法で、各グループで教えられます。今学期はローマ人への手紙を通しての学びです。1月は
宣教をテーマとし学びます。 

各レッスンには暗証聖句が含まれています。 

ゲーム 
（２４分程） 

「また、競技をするときも、規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。」第
二テモテ２：５ 

子どもたちはゲームの時間に、元気よくエネルギーを発散することができます。ゲームは年齢に
あわせ、安全で楽しいものを計画していますが走っても大丈夫なように、お子さんには安全な靴
を履いてくることをお願いしています。時々、外の駐車場の一画を使いゲームをしたり、室内で
ゲームをしたりします。 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ホームルーム 
（２４分程） 

「悪いことばを、いっさい口から出してはいけません。ただ、必要なとき、人の徳を養うのに役
立つことばを話し、聞く人に恵みを与えなさい。」エペソ４：２９ 

ホームルームの教室で子供たちは、ｃＫｃの本を中心に学び、その学びの過程をモニターしてい
るホームルームリーダーと出合います。またその日の聖書の学びにちなんだアクティビティーシー
トをこなします。 

ホームルームでは、子供たちがｃＫｃプログラムで活発に取り組めるよう、出席とまた本や暗証
聖句の達成により、後に賞品と代えられるポイントをもらいます。このポイントはひとりひとり
の子供たちを励まし、やる気を起こさせるための助けとなっています。 

キッズクラブサッシュ（肩から腰に掛けるたすき）は「スターター・第一歩の本」と呼ばれる第
一番目の本を終了した時に、賞として、一人ひとりの子供たちに与えられます。 

缶バッチは賞として、他のｃＫｃの本を終えるごとに与えられます。 

ポイントは子供たちがその日に与えられたタスクをこなすことによって、その日に与えられます。
ポイントは私たちのｃＫｃストアーにおいて、年に２回買い物をすることができます。 

ポイントは： 
• １ポイント　　　　出席 
• １ポイント　　　　聖書持参 
• １ポイント　　　　ｃＫｃの本持参 
• １ポイント　　　　キッズクラブサッシを着てくる 
• ２ポイント　　　　友達を連れてくる 

• ３ポイント　　　　その日のテーマを実行する 
                            （クレイジーハットナイトだと面白い帽子をかぶってくる） 

• ５ポイント　　　　前週の暗証聖句をリーダーに復唱する 
• ５ポイント　　　　ｃＫｃのワークブックの暗証聖句を復唱する 
• １５ポイント　　　ｃＫｃのワークブックを終わらせる 
• ボ－ナスポイント　ｃＫｃの期間を通して何回か機会が与えられます 

ポイントの使い道： 
• 全てのポイント　　年2回のストアーナイトで買い物に使うことができます。 

• ５ポイント　　　　缶バッチを紛失した場合、5ポイントで交換できます。 

• １５ポイント　　　ワークブックを紛失した場合、15ポイントで交換できます。 

• ５０ポイント　　　キッズクラブサッシュを紛失した場合、50ポイントで交換できます。 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本と缶バッチ 
最初に使う3冊の本は同じです。救いのメッセージについて書かれていて、どの年齢の子供達に
とっても大切だと私たちは信じています。4冊目の本、「創造」も各年齢層似ていますが羊組の本
は年齢に合わせて少しシンプルになっています。 

最初の4冊の本が終わると、それぞれの年齢に適した本を使います。各グループの本は2年間かけ
て進めていくようにできています。
羊飼いの本 賞

Starter Book（スターター・第一歩の歩み） 缶バッチ－「誓い」

Assurance of Salvation（救いの保証パート１） ワッペン - cKc

Assurance of Salvation（救いの保証パート２） 缶バッチ－冠

Creation – Sheep（創造－羊） 缶バッチ－創造（黄色）

The Shepherd’s Love（羊飼いの愛） 缶バッチ－羊飼いと羊（金）

He Leads His Sheep（神は羊を導く） 缶バッチ－羊

Safe In God’s Arms（神の腕の中で守られている） 缶バッチ－みみず

Jesus Loves Me（イエス様に愛されている） 缶バッチ－聖書

羊飼いの本 賞

Starter Book（スターター・第一歩の歩み） 缶バッチ－「誓い」

Assurance of Salvation（救いの保証パート１） ワッペン - cKc

Assurance of Salvation（救いの保証パート２） 缶バッチ－冠

Creation - Shepherds & Servants（創造－羊飼いと羊） 缶バッチ－創造（青）

Worship & Praise（礼拝と賛美） 缶バッチ－音符

The Lord’s Prayer（主の祈り） 缶バッチ－お祈り

God’s Plan for Me（私のための神の計画） 缶バッチ－詩編119:105

Fruit of the Spirit（御霊の実） 缶バッチ－フルーツ

Pamphlet: Fruit of the Spirit（パンフレット・御霊の実） 証明書：御霊の実

しもべの本 賞

Starter Book（スターター・第一歩の本） 缶バッチ－「誓い」

Assurance of Salvation（救いの保証パート1） ワッペン - cKc

Assurance of Salvation（救いの保証パート２） 缶バッチ－冠

Creation - Shepherds & Servants（創造－羊飼いとしもべ） 缶バッチ－創造（青）

A Servant’s Heart（しもべの心） 缶バッチ－かめ

Pamphlet: A Servant’s Heart（パンフレット：しもべの心） 証明書：しもべの心

The Love Chapter（愛の章） 缶バッチ－鳩

Love Chapter Recitation（愛の章：朗読） 証明書：愛の章

New Testament Overview（新約聖書の概観） 缶バッチ－新約聖書

Old Testament Overview（旧約聖書の概観） 缶バッチ－旧約聖書
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cKc缶バッチ 
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創造の本 
羊 

想像（黄色）缶バッチ

創造の本 
羊飼いとしもべ 
創造（青）缶バッチ

スターターブック 
「誓い」の缶バッチ

救いの保証パート1 

cKc のワッペン
救いの保証パート2 

冠の缶バッチ

羊
飼
い

羊
し
も
べ

羊飼いの愛 
羊飼いと羊 
（金）缶バッチ

神は羊を導く 
羊の缶バッチ

神の腕の中で守られている 
みみずの缶バッチ

イエス様に愛されている 
聖書の缶バッチ

礼拝と賛美 
音符の缶バッチ

主の祈り 
お祈りの缶バッチ

私のための神の計画 
詩編119:105の缶バッチ

御霊の実 
フルーツの缶バッチ

しもべの心 
かめの缶バッチ

愛の章 
鳩の缶バッチ

新約聖書の概観 
新約聖書の缶バッチ

旧約聖書の概観 
旧約聖書の缶バッチ



時間割り 

5:50p 10 分  子供たちを向かい入れる 

6:00p 10 分  オープニングアセンブリー 

6:10p 2 分  移動#1 

6:12p 24分  羊 (幼稚園―1年生)   羊飼い (2-3年生)  しもべ (4-5年生) 

   レッスン  　　　ゲーム  　　　ホームルーム 

6:36p 2 分  移動 #2 

6:38p 24分  ゲーム  　　　　　　ホームルーム レッスン 

7:02p 2分  移動 #3  

7:04p 24分  ホームルーム 　　　レッスン  ゲーム 

7:28p 2 分  みんなの集合場所まで移動 

7:30p 10分  終わりのアセンブリー 

7:40p   終わり 

Page �9



Page �10

ティーチングスケ―ジュール

2016
週 日付 レッスンタイトル レッスン箇所 暗唱聖句

1 ９月２日 ローマ人への手紙の概観 ローマ 第２テモテ 2:15

2 ９月９日 キリストの福音 ローマ 1:1-17 ローマ 1:16

3 ９月21日 神様をあがめない ローマ 1:18-32 ローマ 1:21

4 9月28日 神様の完璧な裁き ローマ 2  2:2

5 10月5日 私たちはみんな罪人 ローマ 3 ローマ 3:23

6 10月12日 信仰を強める ローマ 4 ローマ 4:20

7 10月19日 特別レッスン - CC ウィンワードチーム - -

8 10月26日 すべての状況においての平安 ローマ 5:1-5 ローマ 5:1

9 11月2日 キリストは私たちの為に死んでくださった ローマ 5:6-11 ローマ 5:9

10 11月9日 イエスを通しての永遠のいのち ローマ 5:12-21 ローマ 5:22

11 11月16日 神様からのプレゼント ローマ 6 ローマ 6:24

12 11月23日 cKcはお休み ~ 感謝祭のディナーフェローシップ

13 11月30日 イエスにあり自由 ローマ 7 ローマ 7:14

14 12月7日 イエスにあり罪に定められることはない ローマ 8:1-11 ローマ 8:2

15 12月14日 特別レッスン: クリスマスの大きな質問 ルカ 2:1-20 ルカ 1:32

16 12月21日 特別レッスン: イエスの誕生 ルカ 2:1-20 ルカ 2:11

17 12月28日 cKcはお休み

2017
週 日付 レッスンタイトル レッスン箇所 暗唱聖句

18 1月4日 ミッションの月：宣教って何？ マタイ 28:18-19 マタイ 28:19

19 1月11日 ミッションの月：何で宣教するの？ 使徒の働き 1:8 使徒の働き 1:8

20 1月18日 ミッションの月：宣教師はどんな事をするの？ 使徒の働き 13:47 使徒の働き 13:47

21 1月25日 ミッションの月：宣教師を助ける方法は？ ローマ 10:14-15 ローマ 10:14-15

22 2月1日 神様はすべてを益としてくださる ローマ 8:12-30 ローマ 8:28

23 2月8日 神様の愛 ローマ 8:31-39 ローマ 8:38-39

24 2月15日 信じる者は恥じる事がない ローマ 9 ローマ 9:33

25 2月22日 救い ローマ 10:1-10 ローマ 10:9

26 3月1日 イエス様を呼び求める ローマ 10:11-13 ローマ 10:13

27 3月8日 平和の福音を宣べ伝える ローマ 10:14-15 ローマ 10:15

28 3月15日 神のことばを聞く ローマ 10:16-21 ローマ10:17

29 3月22日 神の永遠の栄光 ローマ 11 ローマ 11:36

30 3月29日 生きた供え物となる ローマ 12:1 ローマ 12:1

31 4月5日 この世と調子を合わせてはいけない ローマ 12:2 ローマ 12:2

32 4月12日 キリストの一つのからだ ローマ12:3-8 ローマ 12:5

33 4月19日 他の人を優先する ローマ 12:9-16 ローマ 12:10

34 4月26日 善をもって悪に打ち勝つ ローマ 12:17-21 ローマ 12:21

35 5月3日 律法を守る ローマ 13 ローマ 13:1

36 5月10日 みんな自分たちのとった行動の責任を取る ローマ 14:1-13 ローマ 14:12

37 5月17日 平和と互いの徳を高め合うことを求める ローマ 14:14-23 ローマ 14:19

38 5月24日 神様の喜びと平安 ローマ 15 ローマ 15:13

39 5月31日 良い事に対し賢くなる ローマ 16 ローマ 16:19

40 6月7日 ローマの救いへの道 ローマ ローマ 3:23, 6:23, 5:8, 
10:9, & 10:10

41 6月14日 cKc ストアーナイト (cKc 終了)



９月 

7- 誕生日ナイト 
毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。　
今月は8月と9月の誕生日をお祝いします。 

14- 聖書を読んで来る日！ 
第1コリント1:18を開いてください。箇所を書き出
し、ｃＫｃに夜持ってくるとｃＫｃポイントがも
らえます。 

21- 後ろ前はんたいナイト 
洋服を前後ろはんたいに着て、ｃＫｃポイントを
稼ごう！ 

28- バナナ・ナイト* 
バナナをバナナ以外のもののように飾りつけして
ください。飾りつけしたバナナを持って来た子は
ckcポイントがもらえます。 

１０月 

5- 誕生日ナイト 
毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。　 

12- けがをした振りナイト * 

緊急病棟は今日もとても忙しかったもようです。
けがをした振りをして来て、ckcポイントをもら
おう！ 

19- ハワイ・ナイト  
アロハ！今晩のｃＫｃには特別なテーマがありま
す。ハワイのカルバリーチャペルウィンワードの
宣教チームが楽しい時間と特別なメッセージを準
備しています！ 

26- 聖書を読んで来る日！ 
ヨハネ１５：１３を開いてください。箇所を書き
出し、ｃＫｃに夜持ってくるとｃＫｃポイントが
もらえます。 

１１月   

2- 誕生日ナイト 
毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。　 

9- 聖書を読んで来る日！ 
創世記２:１７を開いてください。箇所を書き出
し、ｃＫｃに夜持ってくるとｃＫｃポイントがも
らえます。 

16- ゴミのお宝ナイト * 
ある人にとってゴミは別の人の宝。捨てられてし
まった物を見つけ、それをユニークな宝物へと変
えてください。 

23- ｃＫｃはお休み- 感謝祭  
ckcはお休みですが、アメリカの祝祭日の感謝祭
のディナーを一緒に食べましょう。 

30- ｃＫｃ正装日 
一番良い服を着てckcでエレガントな夜を過ごし
ましょう。 

１２月 

7- 誕生日ナイト 
毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。　 

14- クリスマス　ナイト * 
一番好きなクリスマスの洋服を着て来てckcポイ
ントをもらいましょう！赤と緑色の洋服を着て来
てもオッケーです。 

21- クッキーナイト 
家族のためにクッキーデコレーションをします。 

28- ｃＫｃはお休みです 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１月 
4- 誕生日ナイト 

毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。 
11- 聖書を読んで来る日！ 

ルカ２４:４９を開いてください。箇所を書き出
し、ｃＫｃに夜持ってくるとckcポイントがもら
えます。 

18- ミッションズ　ナイト 
ゲームの時間のときに色んな国の食べ物の試食を
します。そして世界中にいるイエス様の事を伝え
ている宣教師のためにお祈りします。 

25- ダブル・ポイント　ナイト 
普段だったら１ポイントしかもらえないものも、
今晩はいつもの２倍もらえます。 

２月 
1- 誕生日ナイト 

毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。 
8- ストアーナイト 
15- 聖書を読んで来る日！ 

詩編118:22を開いてください。箇所を書き出し、
ｃＫｃに夜持ってくるとckcポイントがもらえま
す。 

22- 聖書のヒーローナイト* 
聖書に出てくる好きなヒーローの格好をして来て
ください。あなたが誰の格好をしていて、聖書の
どこであなたの話を見つけることができるのかお
話ができるように準備して来てください。 

３月  
1- 誕生日ナイト 

毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。 
8- 聖書を読んで来る日！ 

マタイ28:19－20を開いてください。箇所を書き出
し、ｃＫｃに夜持ってくるとckcポイントがもら
えます。 

15- スポーツ　ナイト  
大好きなチームの服の色を着て、チームの応援を
しよう！ 

22- クレイジーヘヤーナイト* 
クレイジーなヘアスタイルをしてきてください。 

29- おかしな靴下ナイト 
おもしろい靴下を履いて来てください。 

30- あなたが選んだナイト！ 
今晩のテーマは9月に行われた投票で決まりま
す。 

４月 
5- 誕生日ナイト 

毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。　 
12- 聖書を読んで来る日！ 

第1コリント12:27－28を開いてください。箇所を
書き出し、ckcに夜持ってくるとｃＫｃポイント
がもらえます。 

19- ロイヤル・ナイト 
聞けや！聞けや！我々は王様の息子と娘たちです。
王族の格好や青や紫を着て来てください。 

26- クレイジーハット（帽子）ナイト* 
おもしろい帽子をかぶって来てください！帽子を
かぶって来た子にはポイントがもらえます。一番
おもしろい帽子をかぶって来た子には賞がありま
す。 

５月 
3- 誕生日ナイト 

毎月はじめにその月の誕生日をお祝いします。　 

10- 聖書を読んで来る日！ 
マタイ12:36を開いてください。箇所を書き出し、
ｃＫｃに夜持ってくるとｃＫｃポイントがもらえ
ます。 

17- ポテトヘッド・ナイト* 
ジャガイモを自分の一番好きな人へ変えてくださ
い。お母さんやお父さん、先生やｃＫｃリーダー
でもいいです。 

24- おかしな水曜日 
今晩は少しおかしいですが、それでも楽しみましょ
う！ 

31- ダブル・ポイント・ナイト 
普段だったら１ポイントしかもらえないものも、
今晩はいつもの２倍もらえます。 

６月 
7- 誕生日ナイト 

今晩は6月と7月の誕生日をお祝いします。 

14- ストアーナイト 
1年間ためてきたｃＫｃポイントを使う時が来ま
した。最後のｃＫｃストアーナイトはオークショ
ン形式で行われます。賞品はもっと高い入札者の
物になります。この機会を見逃さないように、一
生懸命ポイントを稼ぐことができたといいね！ 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よくある質問 

Q:　子供たちはみんな同じ本を使っていますか？ 

A:　最初に使う3冊の本は同じです。救いのメッセージについて書かれていて、どの年齢の子供達
にとっても大切だと私たちは信じています。4冊目の本、「創造」も各年齢層似ていますが羊組の
本は年齢に合わせて少しシンプルになっています。 
最初の4冊の本が終わると、それぞれの年齢に適した本を使います。各グループの本は2年間かけ
て進めていくようにできています。 

Q:　各年齢のグループの子供たちは一緒に本を進めていきますか？ 

A:　いいえ、子供たちは自分たちのペースで本を進めていきます。物覚えの早い子供たちもいま
すが、ただ覚えるだけではなくて御言葉を自分たちの生活の中で適用することができるように理
解することも大切です。 

Q:　ホームルームの時に本をやりますか？ 

A: いいえ、何かサインしないといけないものがない限りクラスではやりません。　　　　 

ｃＫｃのゴールの一つは家で親にも参加してもらうことです。 

Q:　ｃＫｃの目的は暗証聖句を覚えることですか？ 

A:　暗証聖句を覚えて生活の中で適用していくことが大切です。例えばしもべ組が使う本の１つ
にはしもべの心を持つことが書かれています。その後、子供たちは文句を言わずに1週間両親と先
生のために３つのことをしなくてはいけません。 

Q:　本の中にはどんなことが書かれていますか？ 

A:　初めの本と救いの本のあとの本はそれぞれ特定のトピックをテーマにした聖句をもとに書か
れています。例：御霊の実、しもべの心を持つ、その他。各本の中で言葉の意味を完全に理解す
ることができるように、その言葉を辞書で調べなくてはいけません。また学んでいるトピックを
別の箇所と照らし合わせなくてはいけません。例：神様が完璧な方であると書いてある箇所。 

Q:　ｃＫｃのヘルパーをユースができますか？ 

A:　はい。カルバリーチャペル沖縄のミニストリー希望願書を記入する必要があります。教会オ
フィスから用紙をもらいそして提出してください。ユースもキリストの仕えるリーダーとして成長
する助けとなるｃＫｃのワークブックを完了します。 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カルバリーキッズクラブは 

カルバリーチャペル沖縄 
  のミニストリーです。 

電話: 098-895-4840 

Email: ckc@calvaryokinawa.com 
www.calvaryokinawa.com

http://www.calvaryokinawa.com
http://www.calvaryokinawa.com

