
天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道

よりも高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い。
（イザヤ 55：9）
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残暑お見舞い申し上げます。皆

さん、お元気ですか。チア・にっぽ

んも秋の様々な企画に向けて、元気

に準備が進んでいます。

　6 月のコンベンションでは、皆さ

んのご参加とお祈り、誠にありがと

うございました。おかげさまでチア・

コンベンション、神様のあわれみと

恵みと祝福のうちに終えることがで

きました。今年は、大阪コンベンショ

ンの 3 日前に、予定していた主講師

のグレッグ・ハリス氏が、肺炎で日

本に来られないと連絡が届き、ス

コット・ソマービル弁護士に急きょ

連絡を取って、ピンチヒッターをお

願いし、徹夜で準備・搭乗してもら

うこととなりました。

　大阪は約 300 名、東京は 520 名あ

まりの皆さんが参加してくださり、

思わぬアクシデントを温かく受け止

めてくださいました。スコット弁護

士は、2004 年のコンベンションと

白馬、2010 年の白馬と来日くださ

り好評でしたが、当時を体験する

人々が駆け寄り「2004 年にチャレ

ンジを受け、ホームスクーリングを

決断しました。今回、神様が送って

くれたと思う」「2004 年の時、多く

の聴衆が涙をもって聞き、今の祝福

につながっています。今回も本当に

良かった」との会話やコメントが続

きました。皆さんの様々なご支
神様の恵みとあわれみのシャワー浴びて　　
（上：チア・コンベンション東京会場）（下：大阪会場）
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コンベンション講師グレッグ氏肺炎のため、ス

コット・ソマービル弁護士に交代へ

　コンベンション大阪の 3 日前、基調講演予定

のグレッグ・ハリス氏から電話がありました。「肺

炎となり、明日の飛行機には乗れない状態。本

当に申し訳ないが…」。肺炎ということで、選択

の余地がありません。「先週、実家の父が肺炎で

入院し、その大変さ、分かるよ。心配しないで

安静にしていてください」と伝えました。

　まずは、「神様にすべて感謝！すべては益と変

えられる！」と、心を整え、急きょ、ピンチヒッ

ター探しに取り掛かりました。そして 2004 年コ

ンベンション、白馬、2010 年白馬セミナーで 3

度とも好評だったスコット・ソマービル弁護士

に依頼をしました。

　スコット・ソマービル氏とは、時々、全米各

地での会場で再会していましたが、電話は、7 年

ぶりです。「Hi スコット、久しぶり！元気？」

までは良かったですが「ちょっと驚かせるよ。

突然、ごめん。明日から、日本に約 2 週間来て

くれませんか？」「（スコット弁護士）え？それ

は驚いたよ（笑）。手伝いたいけど、多分、無理

だと思う。孫たちを 3 週間預かって、面倒見て

いるし…。でも、マーシャと話してみるから 10

分後に電話ください」。そして、10分後。「マーシャ

に励まされた。パスポートが手元になく、それ

が見つかればだけど、行くよ」とのことでした。

それから半日後、スコット弁護士さん家族は車

で3時間かけて自宅に戻り、「パスポート見つかっ

た。今晩午前 2 時の便で日本に向かいます」と

いう急展開で、太平洋上空に飛び立ってくれま

した。

　スコット氏は 6 人のホームスクーラー・パパ

です。ハーバード大ロースクールを卒業後、弁

護士となり、HSLDA（ホームスクーリング法的

擁護協会）に勤め、その後、奥さんのマーシャ

さんがホームスクーラー用の教材「恵みの織物」

を開発。HSLDA のアソシエート弁護士に退きな

がら、父親向けのカリキュラム等を執筆しつつ、

マーシャさんをバックアップしてきました。

　「あなたの家に隠された宝」「ホームスクーリン

グについて妻が夫に知ってほしいこと」「ティー

ンの育て方」「子どもたちに対して忍耐強くあれ」

ほか、励ましとなる 8 つのトピックを定め、ピ

ンチヒッターを引き受けてくださいました。

家に隠された宝・子どもたち

　実際、会場では、上記のコメント通り、10 年

前の来日時にホームスクーリングを決心され、

感慨をもって再会された皆さんや、「マガジンで

記事を読んで励まされ、ぜひ、再来日をチアに

お願いしようと思っていました」と私に話して

くださる皆さん、そして、初めて聞かれる皆さ

んにも大変、好評でした。私自身、今回、エミ

リやジョセフと一緒の参加でしたが、何か子育

援あっての成功であり、本当に感謝に思っています。心から感謝申し上げます。

　7 月は、チア・カリフォルニア・コンベンションで、チア・にっぽんからの報告と祈りの時間が設

けられ、5000 名あまりの皆さんが祝福を祈ってくださいました。平行して進んでいます「バイブル

ミュージアム・プロジェクト」「国会関連」「チア・サポート・スクールの改革・成長プラン」ほか、

さらなる働きの前進のために、各方面との連携や取材等、進んでいます。

　事務局は、7月は少し夏休みモードでしたが、 現在は、秋の企画の準備に入っています。9月は 9日

に「チア・オリンピック」、18 日（祝）は「チア / 伊勢崎・東京路傍伝道デー」、21 日～ 23 日は「チ

ア・わくわく集中勉強合宿」「チア・ジョイ・スイミング」と続き、11 月の白馬セミナー（グレッグ・

ハリス氏のスライド登板）開催の準備へと向かいます。お祈りとご参加のほど、ぜひ、よろしくお願

いします。暑い夏ですが、皆さまへのますますの祝福を心から祈っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感謝しつつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　寛夫
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てが思い通りいかなくても「あなたの家の隠され

た宝だ！」とのスコット弁護士のメッセージを思

い、忍耐強く対応ができて助かりました。

　マタイの福音書 13 章 44 節に「天の御国は、畑

に隠された宝のようなものです。人はその宝を見

つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、

持ち物を全部売り払ってその畑を買います」とあ

る通り、天の御国、そして天から与えられた子ど

もたちは隠された宝ですね。まだ道半ばで、その

全貌が見えなくても、子どもたちは、親が犠牲を

払い、神のまなざしをもって忍耐し、見出してい

く価値のある尊い宝ですね。だからこそ、ホーム

スクーリングで犠牲を払う意義があるのだと、新

しい力を注がれました。良き仕事をしてくださっ

たスコット弁護士、送ってくださったマーシャ夫

人、そしてすべての計画を司る神様に心から感謝

しました。

　「基調講演予定者の直前の交代」は初めてであ

り、残念でしたが、その後、グレッグ氏の体調は

回復し、11 月の白馬セミナーの登板に向けて準備

を進めてくれていますので、楽しみがダブルとな

りました。

　「すべての事について、感謝しなさい（Ⅰテサ

ロニケ 5:18）」「神がすべてのことを働かせて益と

してくださる ( ローマ 8:28)」「（イエス様が）司

令官（イザヤ 55：4）」との御言葉の確かさを、改

めて教えられています。

琴さん、天国へ

　－皆でご家族の癒しと祝福を祈る！

　多くの皆さんが参加くださったコンベンション

ですが、参加を目標にしてガンと闘っていた栗

原琴さんの姿はありませんでした。5 月 17 日に、

天国へと旅立っていかれたとのことでした。会場

には、ご主人の肇さん、3 人の子どもたち（一心

（いっしん）君（12）、琥太朗（こたろう）君（7）、

叶（かなう）君（5））、そして琴さんのお母さん

の下窪明美さんが来られ、登壇してくださいまし

た。下窪さんは、琴さんが「平安の中で 3 人の子

どもたちに、主に結びついたまま歩んでいくよう

に声をかけ、見事な召され方で、天に向かってい

きました」と、私に話してくれました。肇さんか

らの報告にも、皆さんと涙しました。

　琴さんは入院中も「いつも変わらない平安があ

ることが感謝です。朝晩、子どもたちと一緒に祈

れる時間が一番の幸せです (^^)。今年はコンベン

ション参加が私の目標、予定に組み込まれていま

す☆行くぞ～！」と連絡をくださっていました。

きっと天国から応援してくださっているかなと思

いました。

病と向き合い、神様に教えられたこと

　ステージでは、昨年同様、ガンで闘病した皆さ

んのリードで会場全体での祈りの時を持ちまし

た。代表祈祷者の一人、北海道から参加くださっ

た川嶋しのぶさんは、術後、3 年を過ぎても乳ガ

ンの再発はありません。テモテ・ブローマンさん

は、栗原さんの 3 人のお子さんたちと同年齢の子

どもを抱え、2 回の造血幹細胞自家移植に成功さ

れました。その後もガンの数値は低いまま進み、

今年は東京コンベンションに参加くださり、祈っ

てくださいました。8 月 23 日現在でも数値は低

く、医師は、「自分自身の免疫力が回復し、自ら

が癌細胞をやっつけているのではないかと思いま

す。骨髄の状態はかなり良い状態です」とのこと

です。2012 年秋に発病し、2013 年 1 月には余命

１ケ月と言われていたテモテさんにも、今も奇蹟

の歩みが続いています。ここ数か月は、ピリポさ

んらと朝の数時間、聖書の言葉をプラカードにし

ての交差点伝道に30数回出かけておられます。「弱

ピンチヒッターで急きょ来てくださった
スコット・ソマービル弁護士
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者連合で、伝道ができて、とてもうれしいです」

とのことです。

　やはり骨髄移植をした長野県の小畑英基さん

は、参加はできませんでしたが、代わりに現

在、看護学校に進学している長女でホームスクー

ラーの百合花さん（22）が長野県下諏訪町から

参加され、登壇（妻の由美さんからの近況報告

は 32 ページへ）。

野望砕かれ、主に向き合う

　また、胃ガンで余命 1 年と診断されていた三

橋宏史さんも登壇くださり、約 3 年間、進行な

しとの報告と共に祈ってくださいました。バイ

ブルミュージアム関連のボランティアで活躍し

てくれた長女のホームスクーラー、優希ちゃん

（13）は 6 月に NHK の教育番組の取材を受け、パ

ソコンソフトを開発する様子が放送されました

（31 ページ掲載）。そのようなグッドニュースが

続いていたのですが、その後三橋さんから、7 月

に吐血し入院、自宅療養との知らせが入りまし

た。その後、貧血はかなり回復され、8 月 23 日

に胃の全摘手術をするとのことです。「いつも

チアのニュースレターやマガジンを読むと、信

仰の火が大きくなり、希望と励ましをいただき

ます。おかげさまで、ガンの拡大はなく、一般

的には奇蹟としか言いようがないレベルで健康

を保たれ、主との交わりがより親密になってい

くことが恵みです。今回の吐血～手術によって、

自分が握っていた仕事における夢、野望が砕か

れ降伏させられたと思いました。仕事にとらわ

れていた的外れな人生から救出され、主に向き

合えるようにしてくださったのかなと考えてい

ます。今までのことも益とされて、今後その結

果を見ることができると信じています。続けて

お祈りいただければ幸いです」とのことです。

平安－「わたし（神）の思いはあなたがたの思

いよりも高い（イザヤ 55：9）」を信じて

　ガン闘病に関連した祈りの課題ですが、これ

まで白馬や夏キャンプ等で励ましのメッセージ

をしてくださった馬場豊さんの次男の潔（きよ

し）さん（51）と 5 月、仙台で再会しました。

東南アジア伝道に長く尽力され、娘のエミリが

短期伝道に向かった時も、大変お世話になりま

した。潔さんはガンとのことで日本に来られ、

診断を受けられました。11 人の子どものお父さ

んで、一番下は4歳になったばかりです。「先ほど、

余命 6 ヶ月と言われました。10 月上旬までとの

今春、召天された栗原琴さんのご家族への心の癒しと励ましを、みんなで祈る！（チア・コンベンション東京会場）
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こと。神様は、最善をしてくださると信じていま

す」「そうでしたか…。チアの皆さん、豊さんに

励まされた方も多く、潔さんの働きを知っておら

れる方も多いです。祈りの課題として知らせます

か？それとも、個人的に祈っていましょうか？」

「ぜひ、お知らせして祈ってください。チアの皆

さんに出会って、励まされています。祈りを神様

は聞かれますし」とのことでした。それから 3 ヶ

月経ちましたが、今、ミャンマーの自宅で、末期

ガンと闘っておられます。

　「病院の帰りにお会いしてからすでに 3 ヶ月半

になりますね。振り返ってみると、すべて神様が

導いてくださったとしか言えません。日々病苦と

闘う中で教えられたことは、主は常に私たちの祈

りを聞いておられるということです。人間の思い、

人間の判断でいつも物事を分析し、どうして祈り

に答えてくださらないのだろうか、どうしてこん

な結果になっているのだろうかと疑問に思ったり

します。しかしイザヤ 55：8、9 にあるように、

主の思い、主の道（御計画）は私たちの思いより

はるかに高く、主は私たちが思いもよらないこと

をすでに計画されているのです。これを信じるこ

とによって心に平安を持つことができました。も

ちろん人間の弱さのため、時々不信仰になったり、

疑問が起きたりしますが、主がすべてを良きにし

てくださることを信じつつ、一日一日主に与えら

れた命を感謝しながら生きている毎日です」との

ことです。

すべてに感謝・思い残すことなき人生

　白馬セミナーの講師でお迎えする予定だった丸

森チームの笹川修歯科医は 2014 年 12 月、明泉学

園の卒業生保護者でクリスチャンとなった光川医

師からガンと診断を受けます。その後、「2016 年

7 月までの命」と宣告を受ける状態となりました。

しかし、ガンの痛みと闘いながらも、幸い、3 年

半経った今も元気に過ごされています。「恵みに

満ちた日々で、年齢も 80 を超え、もう何も思い

残すことなく、天国に行ける。ただ感謝。あまり

に感謝で、私は自分の癒しのために祈ったことも

なく、祈りは他の人のため。しかし、ガンの値が

下がったのは、多くの方の祈りのおかげ。感謝」

とのことです。1 ヶ月前から、転移ガンの激痛を

抑えるために入院中です。

　この 6 月は、最後の伝道として、山形の路傍伝

道にも出かけ、祝福されたそうです。さらに最

近も病院の近くで、車の屋根に取り付けたスピー

カーから福音を流す、スピーカー伝道に加わるこ

ともできたとのことです。「今、天国が間近で本

当にうれしい。仏教・座禅に心を注いでいた自分

がクリスチャンとなれたことが奇蹟。クリスチャ

ンになれて、本当に良かった。すべてに感謝。歯

の治療に力を尽くせて感謝。ポールさんと出会い、

新潟から丸森に来て、その後、インド、タイ、ミャ

ンマー、カンボジア、モンゴル、中国等 30 年間

に亘って治療でき、後継者のインド人 Dr. キデオ

ン先生の教育も終わった。人生に悔いなし。養女

の愛子を主から頂いた時、20 年間の養育を主にお

願い致しました。ガンが全身に転移した時、愛子

はすでに 30 歳になっていました。ガンを治療す

る何の理由も残っていませんでした。7 月 21 日、

転移ガンの激痛のため、入院して 1 ヶ月。今、た

くさんの過ちがあった自分に神様は悟りを与え、

キリストの福音を伝える人生に導いてくださった

こと、本当に感謝。主に感謝、大いなる主を心か

ら賛美いたします。我が救い主イエス様」。引き

続き、お祈りいただければ感謝です。

　ガンに限らず、多くの皆さんに病や困難が許さ

れている旨、連絡をいただいています。どうぞ、

神様の特別な癒し、また平安と奇蹟、強い目的を

目指した新しい力と祝福が与えられ続けるように

お祈りください。末期ガンと宣告されてから回復

し、すでに 5 年が経過するテモテさんに「神様に

示されていることは？」と聞くと、次のように答

えてくれました。

　「神にとって不可能なことは一つもありません

（ルカ 1：37）」

　「われらを敵の手から救い出し、われらの生涯

のすべての日に、きよく、正しく、恐れなく、主

の御前に仕えることを許される（ルカ 1：74 ～

75）」

　「わがたましいよ。主をほめたたえよ。…主の

良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主は、

あなたのすべての咎を赦し、あなたのすべての病

をいやし、…あなたの若さは、鷲のように、新し

くなる（詩篇 103：1 ～ 5）」

　栗原さん、川嶋さん、テモテさん、小畑さん、
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三橋さん、馬場さん、笹川さんファミリーほか、

苦難や試練の中にいても聖書に堅く立って進ん

でいる同胞の皆さんのために、どうぞ、お祈り

ください。

聖書絵画・写真・聖句掛け軸コンクール＆自主

企画、大盛況！

　今年のコンベンションでは、聖書絵画＆写真

コンクール、聖句掛け軸の申し込みが 180 作品

を超え、オフィスは郵便局や宅配便の皆さんが

一日に何度も足を運ぶ盛況ぶりでした。「聖書に

立つ」「勤勉」「実力を養う」「創造性」を目的と

したコンテストですが、本当にうれしく、一つ

一つの作品に励まされます。そして毎年、作品

のレベルが高くなっている気がします。

　来たる白馬セミナーでは、例年の読書感想文

に加え、賛美作詞作曲大賞も新設予定です。こ

ぞって応募ください。

　コンベンションで公募した「自主企画」では、

藤本道子さんの「英語創作絵本」や、乾さん親子

の「みことばブレスレット You are Precious」、

金喜望さんのシフォンケーキ、奈良珠光さんの

アクセサリー SHOP、辻創君の「翻訳絵本」、稲葉

ジョセフ君の「子どもカフェ」と、にぎやかで

大盛況。食品系はすべて完売で、手芸、研究発

表系も大好評で、日ごろの研鑽ぶりがよく伝わっ

てきました。「自主企画・自主発表」は白馬でも

受け付けます。こぞってご参加ください。

子どもたち300人で臨んだチルミニ
賛美！（チア・コンベンション東京）
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OB/OG・ユースからの神と親への感謝

　OB/OG セッションでは、ホームスクーラー卒の

クリスチャンとして、どう社会にインパクトを与

えていくかをテーマにしました。「ホームスクー

ラー　ドロップアウト」というドキュメンタリー

映画の視聴後、「ホームスクーリングをどう理解

し、伝え、実践していくか」をテーマに話しまし

た。今回、LIT（リーダーズ・イン・トレーニング）

の参加者も含め、大阪 40 名、東京 80 名あまりの

皆さんが集まってくれました。

　最後の全体セッションで、OB/OG と LIT に壇上

に上がってもらい、短くインタビューの時を持ち

ました。「自分のために、親がどれだけ犠牲を払っ

てくれていたか、今日、改めて示されました。自

分は感謝が足りなかった。本当に感謝」「面接の時、

会社で伝道しないでくださいと言われました。で

も、ホームスクーリングって何？と聞かれ、そこ

からほとんどの皆さんに伝道する機会が開かれま

した」「今日の映画で、見た目は立派なホームス

クーラーでも、大学等で信仰を失いかけるケース

があるとありました。私も大学で信仰を失いかけ、

自分のことだと思いました。何のためにホームス

クーリングをしたのか再発見し、見つめ直す時と

なりました」「入社試験の時、ホームスクーリン

グをしていることが注目され、盛り上がり、合格

につながる要素の一つだったと思います。神様と

自分を愛し、ホームスクーリングで育ててくれた

親に改めて感謝しています。キリストの福音、ま

たホームスクーリングをもっともっと伝えられれ

ばと祈ってます」「今日、映画を見て、ホームスクー

ラーの 6 つの弱点等を教えられながら、自分の生

ぬるさに気づきました。また、こんなに親や皆さ

んが愛情を注いでくれたこと、大切な使命がある

ことに気づきました。神様に赦しを乞い、新しい

力が与えられるよう祈っていきたいです」。まだ

まだこれからだと思いますが、神様は、素晴らし

い世代を育て、成長させてくれていると、とても

感謝な思いになりました。

警察官の訪問　

　－進む、ホームスクーリング環境整備

　7 月初旬、「近くに泥棒が入ったということで警

察の訪問があり、ホームスクーリングをしている

ことを知ると、教育委員会へ通報すると言われま

した」と A さんから連絡をいただきました。学校

や教育委員会というケースはありましたが、警察

が絡むというのは、この 18 年、多分初めてのケー

スだと思います。びっくりしたであろうと思い、

ロサンゼルスにおりましたので、国際電話をする

ことにしました。A さんは、別荘でホームスクー

リングをしていて、その様子を町で見かけていた、

赴任したばかりの警察官の方が尋ねたとのことで

す。A さんがホームスクーリングについて簡単に

説明したところ、好意的ながらも、地元の教育委

員会に連絡するとのことで、それを止めてくれる

よう警察に連絡したそうです。

　基本的にはレアなケースですが、今後、このよ

うなことがあっても驚くことなく、冷静にしっか

りと対応していただけるように、その時にお伝え

した対処法を簡単に報告させていただきますね。

稲葉からのアドバイス

　（1）ホームスクーリングは、悪いことをしてい

るわけではないので、警察官の皆さん等の質問や

動き等に、動じない、心配しない。思いわずらわ

ない。聖書にある通り。

　（2）たとえ、本宅のある C 市の教育委員会に通

報されても、特に問題ないので、警察官を止めよ

うとしない。警察も、消息不明児童とかネグレク

ト児童とか、発見、報告の任務があるので、そこ

は理解し、敬意をもって接する。

　（3）啓蒙と伝道を兼ねて、愛と祈りと余裕・確

信をもって接する。

　（4）警察から折り返しの電話がくれば、C 市教

育委員会、D 小学校と連絡を取っている旨を伝え、

参考情報として、B 町の教育委員会にも伝えてい

いと伝える。D 小学校には毎年 4 月、教科書をも

らいに行っている旨を伝える（今年 6年目）。

　（5）全国的なサポート団体であるチア・にっぽ

んと連携して行っている旨を伝え、チア・にっぽ

んのHPアドレスを伝える。特に、多様な教育やホー

ムスクーリング等に関わる「教育機会確保法」の

関連記事、また、720 名の全国会議員に送った手

紙コーナーが掲載してあるので、そのページを参

考情報として伝える。関連して、5 人の元文科大
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臣、元官房長官、元文科副大臣らが書いたチア・

にっぽんの推薦文や、30 数名の議員や文科省の

皆さんらと行った個人面談の記事等もアップさ

れているので、参考情報として伝える。できれば、

法案を特集したチア・マガジン 43 号～ 45 号を

プレゼントする。

　（6）親無しで、子どもと警察官だけの尋問等

を求められた場合は、応じない。子どもの心に

傷がつく場合も考えられるため、欧米では応じ

ないのが常。日本の警察、司法関係、教育関係

の皆さんも普通は理解するはずで、親として子

どもの心を守る責任がある。もしさらに求めら

れれば、チア・にっぽんと相談させてください

と連絡する。

　（7）昨日、ホームスクーリングをしている友

人の E さんのことを話してしまったが、彼らに

迷惑をかけたくないので、その情報は消しても

らうように頼もうと思うが、どうか。

→（回答）話してしまったのは仕方ないので、

こちらからは、聞かなかったことにしてほしい

等、あれこれ言わない。逆に怪しまれたりする

ので、向こうが聞いてこない限りは蒸し返さな

い。基本的に、向こうがアクションしてきたり、

説明を求められたら、それに答える姿勢で臨む。

（後日、Eさんにお詫びし、快諾を得た）

　（8）チアには、できるだけこまめに連絡する。

警察等にアクションしてからでは、こじれるこ

ともありうるので、行動する前に連絡する。基

本的には、ホームスクーリングは聖書と憲法に

保障されており、今年 2 月に施行された「教育

機会確保法」にも、その重要性を鑑みるように

と明記されている。動揺せず、恐れず、祈りつつ、

謙遜に、神様と法に示された、本来、親がなす

べき正しい教育を行っているという確信をもっ

て、堂々と対応する。

…といった話し合いをしました。その後、A さ

んからお礼の電話があり、「学校・教育委員会か

らも特に連絡はなく、大過なく過ぎました。マ

ガジンを改めてじっくり読み直し、ここまで法

的にはっきりとしたことなんだ…と思い、恐れ

ることはないことが分かりました。今回のこと

は、ホームスクーリングをしていて初めてのこ

とだったので、本当に驚きました。本当に、助

けていただいてありがとうございました。とて

も、とても、心強かったです !!」とのことでした。

神様のおかげで、環境整備が進み、本当に感謝

な状況が整えられていると思います。思いがけ

ないことも許されると思いますが、ますます前

親子で参加OK!　OB/OG向けセッションも好評！
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進していければと思います。

世界との絆、さらに深まる　

－チア・カリフォルニア 5000 名からの拍手と祈り

　チア・カリフォルニア・コンベンションでは、

おかげさまで、とても祝福された時を持てました。

会場には 5000 人あまりがごった返していたので

すが、奇蹟だなーと思うくらい、会おうと思って

いた方々と全員会う機会が与えられました。

　まずは受付に行くと、新しいリーダーとなった

アンジュリ・ワタナベさんと出会いました。そこ

で講師用チケットを準備していると、分科会を終

えたマイク・スミス HSLDA 代表弁護士がひょっこ

り現れました。ぜひ、会っていろいろと相談した

いと思っていましたが、何と「一緒にお昼を食べ

よう！」と先方から誘ってくれました。約 2時間、

最近の国会、「多様な教育をめぐる教育機会確保

法」や、「家庭教育支援法案」等のアップデート

ができました。マイク・スミス代表は 2 年前、多

様な教育法案について相談した時、「Hiro、この

法案は、このまま通れば、世界で最悪のホームス

クーリング法案だよ。家庭訪問の条文化は、危険。

教育委員会の許認可制も良くない」と警告、アド

バイスしてくださった方です。

　その後、神様の助け、皆さんの祈りの中で、法

案は、私たちが願っていた方向（家庭訪問条項の

削除、教育委員会の許認可制の削除、「多様な教

育の重要性を鑑みる」等の文言の条文化等）に変

更されていきました。改めてその詳細をアップ

デートしたところ、「（マイク弁護士）本当に奇蹟

だ！」「（稲葉）本当にその通り！」と主を讃えま

した。

　それから、チア・にっぽんのメンターの一人の

ジュリー・ホーンさん（前チア・カリフォルニア

理事）と約 3 時間、来年度以降の講師の選定も含

めて話せました。さらに翌日は、家族ぐるみの付

き合いをしているザン＆ジョー・タイラーさん夫

妻（日本で 3度講演）や、講師候補のトッド・ウィ

ルソンさんとのミーティングも開かれ、神様を讃

えました。

　2 日目の朝は、およそ 5000 人の参加者を前にし

て、日本のレポートの時を持てました。国会での

法案展開について、一言話すだけで会場全体が拍

手となり、次の１文を話して神様を讃えると、次

の拍手となり…。そんな拍手のうねりが、5 回、

10 回と続くという初めての体験でした。私の後に

すぐに基調講演者の講演が始まりましたが、「さっ

きの Hiro のレポートはすごかった。私たちも主

にあって堅く立たなければならない…」と話が続

きました。

　このような国際的なネットワークが与えられ続

日本のホームスクーリングムーブメント・教育機会確保法案の展開に拍手喝采、鳴りやまず！
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けていることも、神様からの貴重なプレゼント

であり、強力な武器が与えられて、ホームスクー

リングの環境整備にも大きな力になっていると

思います。皆さんのお祈りとご尽力、本当に感

謝です。重ね重ね、感謝申し上げます。

同期会とかき氷と聖句

　今月行われた中学校の同期会に誘われ、家族

に「友だちは大事だから、伝道のためにも行っ

てきて！」と励まされ、10 年ぶりに参加しまし

た（約 100名参加）。目をつぶって片足で立つゲー

ムがあり、日ごろ、チア・オリンピックやマラ

ソンで鍛えていた私が総合優勝。かき氷機を賞

品としてもらいました。何と 1 週間前、ロサン

ゼルスでジョセフと行った日系のスーパーで、

ジョセフが見つけたかき氷機と同じ物でした。

ジョセフは「これでかき氷作りたいなー」と言

いましたが、「いいね。でもちょっと高いなー。

ちょっと待ってね」「そうだね。分かったー」と

言って、がまんしたものでした。それですごく

びっくりして、特別にうれしく、感謝でした。

　その後２次会で、遠方から来た私が乾杯の音

頭とあいさつをしました。「かき氷機」を持って

ステージに上がり、「最初に、幹事の皆さんに、

さっきのゲームでもらったこのかき氷機を感謝

したいです」と言って、ジョセフの話をし、み

んなが和んでくれました。それから「聖書では、

『神様は、人間の齢を 120 歳までとした』と書い

ているから、みんな、まだ半分もいってないよ。

神様は、みんなに使命を与えておられるから、

これからますます元気にがんばりましょう！皆

さんへの神様からの祝福を祈ります。乾杯」と

話しました。

　その後、幹事長の神馬君（薬局チェーン経営

者）が「実際、医学界でも今は 100 歳は当たり前、

これからは 120 歳になるだろうって言われてる

んだよ。稲葉が言ってたのは本当だよ」と言っ

てくれて、しっかり聞いてくれていてうれしく

思いました。そして、大きく変わった人、最後

の７人め、会場から「イナバコール」が起こっ

て選ばれ、特に聖書の話をした上でだったので、

うれしかったです (^^)。実際、この 7 人は、髪

が無くなって見分けられなかった人等で選ばれ

た 7 人ですが、でも、それだけでなく選ばれる

ようになればいいなと思っています。同期のみ

んなへの神様の祝福を大いに祈れた日になりま

した。

ダニエルたちの新しい大胆さ　

－天にあるもとを思い（コロサイ 3：1）伝道へ

キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
喜
ぶ
！　
（
チ
ア
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
東
京
）
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　最近、ダニエル書を学ぶ機会が与えられてい

ます。異邦人の地にて、神に従う姿勢ゆえに、

文字通り、命の危険にさらされたダニエルです。

しかし御存じの通り、大胆に神様を見続けまし

た。王に「火の燃える炉に投げ込め」と命令さ

れ（ダニエル 3：11）、友であったシャデラクた

ちは言います。「…神は私たちをあなたの手から

救い出します。しかし、もしそうでなくても…

私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが立て

た金の像を拝むこともしません（ダニエル 3：

17、18）」。批判を受けても、謙遜でありつつ、

困難であっても、その背後に神の御手を見まし

た。人間的な目で最善でなくても、「もしそうで

なくても」、神の視点からの最善がなされること

を知り、人を恐れず、神を恐れ、従い続けたわ

けです。「主を恐れることは知恵の訓戒である。

謙遜は栄誉に先立つ（箴言 15：33）」です。そし

て上にあるキリストを見続けました。「キリスト

とともによみがえらされたのなら、上にあるも

のを求めなさい。そこにはキリストが、神の右

に座を占めておられます。あなたがたは、地上

のものを思わず、天にあるものを思いなさい（コ

ロサイ 3：1、2）」。

　私たちは神ではありません。失敗します。謙

遜である必要があります。しかし、神の友であ

り、子どもです。神への従順を妨げる圧力を恐

れる必要はなく、新しい大胆さを持つことがで

きます。イエス・キリストが、私たちすべての

人間の罪を赦すために流された血潮を、ただ信

じ、受け取った故に、心配したり、恐れたりす

ることがないという、特別な贈り物もいただい

たわけです。ダニエルも 3人の友も、神に守られ、

特別な知恵を与えられ、異邦人の王、ネブカデ

ネザル王の信頼と好意を与えられ、国を統治し、

神の福音を伝えていきます。私自身も、悔い改

めつつ、上にあるキリストを見上げ、その血潮

による赦しとあわれみを賜りながら、歩んでい

ければと願って歩む日々です。

　皆さんのチャーチ＆ホームスクーリングの

日々がますます祝福されますように祈っていま

す。9月は、チア・オリンピック、路傍伝道企画「チ

ア /伊勢崎・東京路傍伝道デー」、そして「チア・

わくわく集中勉強合宿」と計画があり、神様の

祝福を祈りつつ、準備を進めています。皆様の

ご参加とお祈り、よろしくお願いします。皆さ

んの上に、神様の祝福が豊かにありますように、

心から祈っています。

　　　　　　　　　　感謝しつつ　稲葉　寛夫

OB/OG、LIT約 60名へのインタビュー！親への感謝を分かち合う、励ましと希望の星たち
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♪コンベンションアンケート Part １♪

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●今年は会場が変わり、緑豊かな

気持ちの良い場所でリフレッシュ

させていただきました。年々お話

させていただく方も増え、家族で

主に仕える志を持った方々に励ま

されました。感謝です。スコット

弁護士の「すべての子どもたちに

対して忍耐強くあれ」は、まさに

今、私が欲しいと思っていたお話

でした。今まで子どもの問題の原

因をよく見分けずに、やみくもに

叱ったり励ましたり助けたりして

いて、親も子どもも疲れてしまっ

ていました。これからは、少しず

つ何か問題が起こった時に子ども

の様子をよく見て、声がけを工夫

していきたいと思います。昨年の

４月からホームスクーリングをス

タートして、現在２年目に入りま

した。誠実の実を結んでいこうと

家族で祈り、歩んでいます。　　

　　　　　　　　（広島　A さん）

●ホームスクールを始めて２年が

経ち、４月から次男も新１年生と

なって、２人を教え始めています。

問題が山積みなのですが、セミナ

ーや昼食時の交わりを通して、多

くの励ましを頂きました。母にと

っては休息の時間でした。感謝で

す！チルミニスタッフの方、沢山

抱っこして頂いてありがとうござ

いました。ホテルの駐車場が近く

てとても助かりました。充実した

施設もあり、良かったです。

　　　　　　　　（京都　B さん）

●とてもよかったです。新しい会

場でスタッフの方はとても大変だ

ったと思いますが、快適に過ごす

ことができて感謝です。上の子は

大学生、中学生になり、勉強も難

しくなり…。それぞれ課題はあり

ますが、今回励まされました。あ

たたかい時間、空間、ほんとに感

謝します。スタッフの方々の姿勢

を模範にして帰ります。ありがと

うございました。あと子どもカフ

6/2-3 大阪、 6/9-10 東京で行いましたチアコンベンションの参加者の声をお届けします！
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ェ、とてもよかったです。元気に

おもてなししてもらい、元気が出

ました。　　　（鹿児島　C さん）

●参考になる事や勇気付けられる

ことが多く良かったです。スコッ

トさんの「すべての子どもたちに

対して忍耐強くあれ」が良かった

です。ホームスクールをスタート

して１年が経過しています。自分

はあまり関わる事が出来ず、申し

訳なく思っています。少しずつで

きる事を行っていきたいと思って

います。　　　　（広島　D さん）

●初参加が２００４年なので、ス

コットさんの講演を聞いて、１３

年前のことを思い出しました。毎

年コンベンションで初心に戻りま

す。ありがとうございます。映画

「Homeschool　Dropout」 、 ガ

チで我が家の現実です。悔い改め、

主のあわれみで再び戻れることを

期待します。　　（東京　E さん）

●今回は神様に整えられて、リ

ラックスして参加することがで

きました。スタッフ、チルミニの

皆様、いつもありがとうございま

す。スコットさんの「ホームスク

ールをする父親たち」では、家庭

内でまずは祭司としての役割を果

たし、妻の声に耳を傾け、神の声

に従って問題を取り扱うことの重

要性を認識しました。横田さんの

分科会では、お父さんの立場、娘

さんの立場、両方からのお話を伺

えてよかったです。他のクリスチ

ャンからホームスクールに反対

されたことについて、横田さん

が「神ではなく人に目が向いてい

た」と振り返られたことが印象に

残りました。

志賀さんの

分科会では、

これからお

父さん同士

のネットワ

ークにより

深く加わる

ことができ

そうだと思

い、 感 謝 で

す。 井 上 さ

んの娘さん

の「バレエが神様より大切になら

ないことを前提に、バレエを続

けることにした」「ホームスクー

ルをすることでタイプが決まるこ

とはなく、それぞれに神様が道を

用意してくださっている」という

証が素晴らしかったです。最後の

OB・OG、LIT のインタビューを

聞いて、チア・にっぽんと、日本

におけるホームスクールの取り組

みが、実を結んでいることを確信

しました！　　　（東京　F さん）

●今回が初めての参加でした。両

親の反対中でのホームスクールの

スタートでしたが、お世話になっ

た事務局の皆さんにやっとお会い

することが出来、ここに集われて

いた他のホームスクーラーを拝見

するだけで励まされました。あり

がとうございました。特にスコッ

トさんの「すべての子どもたちに

対して忍耐強くあれ」、稲葉さん

の“チャーチ & ホームスクーリ

ング必ず聞かれる 20 の質問”良

かったです。　（神奈川　G さん）

●すごく良かった。遠くから東京

に出てくる価値が大いにある。ス

コット氏の「ホームスクーリング

をする父親たち」「ティーンを導

く」「伸びるホームスクーリング」

「正しい関係 ( パート２)」が良か

った。このようにホームスクーラ

ーが一度に集まることに意義があ

ると思います。これからもよろし

くお願いします。

　　　　　　　　（山形　H さん）

●ホームスクーリングをする上で

の新たな知恵が与えられました。

いつもたくさんの励ましを感謝し

ます。あきらめないで色々な事に

取り組んでいこうと思います。足

りない中で、弱さの中で、できる

事を忠実にしていきたいと思わさ

れました。いつもチア・にっぽん

スタッフの皆様、チルミニスタッ

フの皆様のご奉仕に心から感謝し

ています。ありがとうございまし

た。宇佐神さん、CSS、伊澤さ

ん、太田先生の分科会が良かった

です。　　　　　　（山形　I さん）

●ずっとチルミニにいたので、基

調講演や分科会にあまり出られず

残念でしたが、主人が参加できた

のは感謝でした。子どもが私から
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離れず、正直他の子どもたちの

姿を見ると、自分の子どもは大丈

夫なのだろうか？と落ち込みまし

た。チルミニに子どもがなじめず、

ほとんど一緒に過ごさなくてはい

けないのがストレスでした。他の

子どもと比べてはいけないのは分

かるのですが…。菊地さんの分科

会が、ありのままのお話をして下

さったので親近感が持てました。

学習障害のある子どもさんを感謝

して受けとめる姿勢がすてきだな

と思いました。

・・・数日後

　全ての講演と分科会が入った

DVD を購入します。アンケート

では、チルミニで子どもがなじめ

ず…と書きましたが、後で考える

と自分の信仰が足りなかったと思

います。夫のことも、子どものこ

とも、もっと主に信頼し、焦らず

怒らずどーんと構えて主に信頼し

て歩むことが、私の課題だと思い

ました。

　グレッグ・ハリス先生が来られ

ないと聞いて最初はがっかりでし

たが、主人のためには、スコット

先生のメッセージが最適だったの

かなと思います。聞いた内容をメ

モして教えてくれたりしました。

帰り、急に私の荷物を持ってくれ

たり、親切になりました（笑）

　トランスワールドレディオさん

より、「あなたも壁を乗り越えら

れる」という本を無料で頂きまし

た。大変感銘を受けました。母や、

うつ病の友だちにあげるつもりで

す。稲葉さんご家族はじめ事務の

方、チルミニのスタッフの皆様の

お疲れが癒され、また新たな力が

与えられますように。

　　　　　　　（神奈川　J さん）

●私は、ノンクリスチャンであり

ますが、より良い恵みの話をいた

だき感謝しています。このように

時間を取り、神様とのふれあいが

出来たこと、今後の生きる糧に

したいと思っております。スコッ

ト・ソマービルさんのすべての講

演を聞き、大変良かったです。親

としてのあり方、再認識しました。

ホームスクーリングは、自分自身

にできるか不安でしかないですが

…。　　　　　（神奈川　K さん）

●「ホームスクールドロップア

ウト」の映画の中で語られてい

た「人生は遊び場ではなく戦場だ

!!」という言葉が深く胸に刺さり

ました。日々、その事を思わされ

つつも、気付けば眠りこけてしま

う私ですが、子どもたちを戦士と

して育ててゆくためのパッション

を与えられました !! 残されたわず

かな時間の中で、全てを捧げつく

してホームスクーリングしていき

たい！との思いを新たにされまし

た！中山家の分科会がよかったで

す。欠けや足りなさがあったとし

てもひたすら主を信じ、期待し、

へりくだって、祈っていく中で、

こんなに素晴らしい実を見ること

が出来るんだ…‼ 息子さんのお

証、母子の間に流れる温かな空気

を感じることが出来、本当に感動

しました !! たくさんの希望と確信

をいただきました。　　　　　　

　　　　　　　　（東京　L さん）

●５年ぶりのコンベンション、主

の恵みでした。多くの方が主に仕

え、喜び励まし合う関係があるん

だなーと本当に感じました。神

の家族に会えて本当に良かった

です！基調講演 2 でスコット氏

が「何よりも私たちに必要なのは

イエス様です」と話していたこと

に心打たれました。神様だけを求

めまーす！パネルディスカッショ

ンも参加できて良かったです！

OB・OG として、奉仕がもっと
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したい！と思いました。ホームス

クーラーとして家族に仕え、主に

仕えています！ OB・OG の受け

入れに感謝します！僕らにできる

事があれば、手伝い協力するので

何でも言ってください！。チアス

タッフの皆さんの尊い働きをあり

がとうございます！

　　　　　　　　（群馬　Mさん） 

●あれだけの企画の準備と実施は

本当に大変だと思いますが、集ま

る者にとっては励ましとチャレン

ジの時となっています。神様から

の豊かな報酬がありますように、

また、スタッフの皆様の疲れが残

りませんようにお祈りしていま

す。スコットさんの基調講演は、

ホームスクールの初心に帰らせて

くださるものでした。ホームスク

ール卒業が見えてきている私にと

っても、初心を忘れず、かつ、本

当の目的（親も子も主からいただ

いた召命を実行していくことと考

えています）に向かって歩みたい

と再決心させられました。宇佐神

さんの分科会がとても参考にな

りました。映画「Homeschool 

Dropout」をありがとうござい

ました。ここで言われていた６つ

のポイントは私自身にとって問わ

れることばかりでした。子どもが

どうかと言う前に、まず自分自身

が主といつもつながっているかど

うか点検させられ、感謝します。

　　　　　　　（神奈川　N さん）

●とても励まされました。グレッ

グ・ハリスさんが肺炎になり、ス

コットさんがピンチヒッターで、

しかも稲葉さんのお話を聞いてス

コットさんの敏速な対応には感激

しました。ずっと聞いてみたいと

思っていたスピーカーの方だった

のでびっくりしました。また、ホ

ームスクール目線に立って、分か

りやすくお話をして下さり、感謝

でした。私たちには力がないけど、

イエス様に頼る事を改めて教えら

れました。スコットさんの基調講

演 1、2、分科会 3、稲葉さんの

分科会（OB・OG 向け）、宇佐神

さん（ヨブと氷河時代）、中山さん、

井上さん、お子様の証もとても励

まされました。最後のチルミニ賛

美、また LIT、OB・OG のイン

タビュー、とても良かったです。

A 君の悔い改め泣けました。琴さ

んが天に召され、今は天国だけれ

ども、残されたご家族の為にお祈

りいたします。また、病と闘って

いる兄弟姉妹の為にもお祈りして

います。　　　　（埼玉　O さん）

●ホームスクーラーでも、クリス

チャンでもない私を暖かく受け入

れてくださって感謝しています。

不安が吹き飛びました。分科会で

は様々な話が聞けて、とても刺激

になりました。親子の絆やクリス

チャンの方々の暖かさに触れるこ

とができたことも、とても貴重な

時間でした。また是非お話を聞か

せてください。　（静岡　P さん）

●本当にお世話になりました。ご

労に心から感謝します。すばらし

いコンベンションでした ‼ 主の

御名を讃えます。とてもピンチヒ

ッターが来てお話ししたとは思え

ない濃い内容でした。父親（夫）

は家族の中で王ではなく祭司でな

くてはいけないというメッセージ

に、ある意味、私が聖書の言葉を

誤解していたと考えさせられまし

た。強くあれ、雄々しくあれとい

うけれど、それは家族の中で何で

も指示する王様であれと言ってい

るのではないという話に驚き、納

得しました。また、栗原ファミリ

ーや病と闘っている方々、家族の

為に、共に会場で一つ心に主に祈

る時間に加われたことは本当に私

自身励まされ、主のご臨在と守り

を感じる幸いな時でした。感謝し

ます。　　　　（神奈川　Q さん）

●期待し、祈りつつ備え参加した

コンベンション 2017。全てと

ても素晴らしくて、喜びで心があ

ふれました。基調講演「あなたの

家の隠された宝」がとてもよく、

教育のゴール、神様からの知恵な

ど、スコット氏のユーモア豊かな

素晴らしいメッセージに多くの気

付きと励まし、力を受けました。

主からの宝をしっかり受け取り、

神の国が我が家に満ち満ちるよう

に、主の岩の上にしっかりと家庭

を建て上げていきたいです。絵画

や写真、書道の作品の数々にも感

動しました。OB・OG の姿、LIT

でてきぱき活躍するユース、久々

に会い成長した子どもたちの笑顔

と姿は本当に喜びでした。1 年ぶ

りに会えた遠方の方々とのお交わ

りも祝され力となりました。今年

も家族全員で参加でき、道中移動

の間もたくさんの恵みのシェア

で、家族一人一人が本当に喜びと

祝福をいっぱい握ったコンベンシ

ョンでした。満たされ、フレッシ

ュな気持ちで通常のホームスクー

リングをスタートしています。本

当にありがとうございました。ホ

ームスクールは、長女１歳の１７
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年前よりスタート。高２～ 4 歳

まで、５人をホームスクーリング

中。毎日がアドベンチャー。上の

子が下の子の面倒をよく見てくれ

て、本当に助かっています。幅広

く色々な活動を企画して下さりう

れしいです。クッキー Day（国

会議員へ）も Good アイデアだ

と思います！

　　　　　　　（神奈川　R さん）

●大変すばらしかったです。雰囲

気がとてもよく、違和感が全然な

かったです。一緒に行った友人と

また行こうと感激しながら帰路に

就きました。基調講演では、私が

義理の母に対する愛に大きな欠け

があったことに気付かされ、祈り

の時、涙が出ました。“低年齢化

する 10 代の性行動の対策”（辻

岡夫妻）、“育むための権威”（ブ

ロックサム氏）がよかったです。

あまりにも満足してしまってこ

れ以上言うことは

ありません。私は

独身で子どももい

ないのですが、子

どもの一人一人を

愛していきたいで

す。チアの書籍に

今まで助けられま

した。欲しい本は

山ほどあります。

頑張って下さい。

私も更に勉強した

いです。　　

　（東京　S さん）

＊＊こども＊＊

●建物の中がきれ

い。外も気持ちよくて、たのしく

て、おやつもおいしかった。

　　　　　（大阪　A さん　４歳）

●しっぽ取りゲームがおもしろか

った。メイン会場の横の外（ポー

チ？！）で友だちといっぱい遊ん

だのが楽しかった。

　　　　　（大阪　B さん　7 歳）

●旗とりとドラゴンスレーヤーが

楽しかった。友だちと遊べて楽し

かった。解剖はかわいそうだけど、

メッタに見られないので興味深か

った。来年もした方がいいと思い

ます。　　（大阪　C くん　9 歳）

●新しい友だちができてよかった

です。　（大阪　D さん　１２歳）

●会場は前のところの方が良かっ

た。前のところは駐車場は遠いけ

れど、チルミニをする所（外）が

近いし、宿泊する値段が安くて泊

まれるから。　　（大阪　E さん）

●１年に１回のコンベンションに

出れて、たくさんの友だちとまた

会えてよかったです。代々木公園

で旗とりをやってたのしかったで

す。また、たいくかんでもリレー、

綱引きなどたのしかったです。来

年もたのしみにしてます。神様に

あってのあたらしい友だちができ

ることを楽しみにしています。　

　　　　　（千葉　F くん　8 歳）

●とても楽しかったです。６さい

のお友だちといっぱい遊びまし

た。「いつくしみ深き」は、ぼく

の知っている歌だったので、心か

ら賛美して、心があたたまりまし

た。いつもありがとうございます。

　　　　　（千葉　G くん　6 歳）

●基調講演で、両親を敬うことが

いかに神様を喜ばせ、自分自身が

幸せに生きることにつながるかよ

く分かりました。具体的にジェス

チャーで色々話してくれたこと

がとても印象に残って良かったで

す。実践して神様が望んでおられ

る生き方に変えていただこうと祈

りつつ、チャレンジしようと思い

ます。　（神奈川　H さん　高２）

●絵画の作品が色々工夫がある描

き方ですごいと思いました。初め

て分科会に出ましたが、中山さん

親子のお話が今の自分たちの様子

と似ていて、どうやって通ってき

たかわかりやすかったです。絵画

と写真コンクールで賞がもらえて

すごくうれしかったです。

　　　　（神奈川　I さん　中２）
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                    自信を生み出す、450 個・メダル大作戦！

　昨年、大好評だった、できるだけメダルを与え、自信をつけてもらうメダル大作戦を活かし、今

回もメダル 450 個を用意しています。どなたでも大歓迎です。

　たくさんの子どもたち・親たちが獲得できるように、本戦のメダリストは、ハーフ走（たとえば

本戦 100 ｍ走の場合は 50 ｍ走）には出走できないようにして、違う 3 人がメダリストになれる

ようにしています。昨年参加者は約１８０名でしたが、学年別なので、場合によってハーフ走は、

一人だけでレースを走る学年もありました。今年も、それでも OK です。

　表彰式の「喜べや、たたえよや」の讃美歌に合わせて、表彰台に乗るのは、とても気持ちいいで

す。僕も実感したし、選手経験者の大人の方にしても、「と

ってもうれしいのです。励まされる」とのことでした。

メダルは前回も、うれしいコメントが届けられました。

「家に帰ってからも、メダルをもらった話を一所懸命して

ました」「次の日も、一日中、メダルをかけていました」「去

年、子どもたちが喜び、練習を始めて、今日に臨みまし

た」。とにかく神さまに向かっていこうと励ますチア・オ

リンピックは、同時に「家族的な暖かさ」も、願っての

ことです。「ただの運動会ではない、家族のような楽しく、

深く励まされるひと時を過ごせました」など、とっても

うれしい感想がたくさん届きました。４５０個のメダル

も用いながら、神様に全てを感謝する、励ましのひと時

となることを祈っています。

９月９日（土）
　

府中市民陸上競技場

第７回　チア・オリンピック

●息子が、この何週間も、毎日毎日（というか、毎瞬毎瞬！）チア・オリンピックがいつもたれる

のかとウェブを開いてチェックしていました。ついに発見し、彼の喜びが爆発・炸裂中です！今年

もみなさんと交わりつつ、全力を尽くすことで主を誉め感謝できること、心から感謝しています。

それでは当日、どうぞよろしくお願いいたします。（東京　E さん）

●今年、オリンピック等のスケジュール、なぜか、わからないなーと思っていました。９日なので

すね。前日まで海外ですが、必ず参加します！（神奈川　F さん）

どなたでも大歓迎！

 全種目、男女別、学年別！
自信を生み出す 450 個メダル大作戦！
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　　　　　　　　　　天を見上げ続けることを学ぶ！

　お昼時間は、恒例の各家族のアップデートタイム。「チアは家族のように支え合う、応援し合う

存在だよ」との本質をエンジョイしていただくために、みんなで心を傾け、祝福を祈り合います。

各家族４５秒と制限時間ありですが、180 名となると、時間がかかります。でも、ただ運動で集

まるだけでなく、「ホームスクーラー同士のコミュニケーション」を励まし、「チアは家族のよう

に支え合う、応援し合う存在だよ」との本質をエンジョイしていただくためにも、全家族が聞く

だけでなく、アップデートし、関心を持ち、知り合っていくことは大事です。特に、遠くからの

皆さんや、ホームスクーリングを始めたばかりの皆さん、まだ数年目の皆さん、久しぶりの皆さ

んらに毎年好評です。とはいえ、時間をセーブしようと、今年は食事と同時に自己紹介を始める

予定です。聖書にある通り、運動するときも、食事をするときも、常にみんなで「天を見上げよ」

との姿勢でいければと思っています !(^^)!。そして「あなたの指のわざである天を見、あなたが整

えられた月や星を見ますのに、人とは、何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは」（詩

篇 8：3 － 4）との神の愛の体験を、みんなでできればと思っています。

参加申込締切　9 月 7 日

　出走順等を決めるため、事前登録が必要となりま
す！　☆ぜひお早めにお申込みください☆

◉全種目、男女別・学年別で表彰式を行い、メダルを贈呈します。
　（大学生以上は青年の部と、親の部に分かれます）
◉「各種目」と「ハーフ」は、両方申込可能。ただし、フル種目で3位までに入った場合は、ハ
ーフへの参加は無しとなります。
◉総合の表彰は基本、全種目 3位までが加点ですが（ハーフは加点 1/2 点）、下記プログラム
＊印の種目は 5位までが加点。その合計得点（11 歳以下、12 歳以上独身、親の部　3 部門）
で行います。たくさん参加すると有利です！

♪プログラム♪

＜午前の部＞
50 ｍ走＆ハーフ
25 ｍ走
100 ｍ走＆ハーフ
＊走り幅跳び
1500 ｍ走＆ハーフ

　　

　　＜午後の部＞
＊ソフトボール投げ
＊ジャベリックスロー
200 ｍ
障害物競争
400 ｍ
綱引き・リレー

アクセス：

府中駅（京王線）から徒歩８分・北府中駅（ＪＲ武蔵野線）から徒歩５分　＊路線バスあり。
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/supotu/kyogi/shimin.html

★時間：10 時 00 分スタート（9時開場・ボランティアの皆さんは 9時 15 分集合）

★参加費：1,100円（中学生以上）、800円（小学生）、400円（１才～幼稚園以下）、100円（0才）

　　　　※参加費には保険料が含まれます。応援される皆様もよろしくお願いします♪
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代表者　お名前　

ボランティアスタッフ

　第 7 回　チア・オリンピック 　　

参 加 申 込 書 ・ 競 技 申 込 書 【締切 9/7】
FAX　０３－６８６２－８６４８　　Eメール　office@cheajapan.com

お電話 /携帯

ご住所　（〒　　　　　　　　　）

（　　　　歳）

参加費：大人（中学生以上）　1,100 円×（　　　）名　　小学生　800 円×（　　　）名　

　　　　１歳～幼稚園以下　400円 ×（　　　）名　　 0歳　100円 ×（     　）名    合計（　　　　　　）円

Email:

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　男　・　女　　　歳　　　　　　　　年生

□郵便振替　　　　　　　　　　　　□銀行振込　三菱東京UFJ銀行　赤羽駅前支店　　　　　　□　当日現金払い

チアにっぽん　00190-3-35461　　　ホームスクーリング・ビジョン株式会社　普通1746716

　　　　　　　種　目 エントリー者名前 ( 複数名の場合は・で区切る）

25m 走（１－３才・幼稚園前）

50 ｍ走（幼（年小・年中・年長））

100 ｍ走（小１以上）

200 ｍ走（小２以上）

ソフトボール投げ（年齢制限なし）

ジャベリックスロー（年齢制限なし）

1500ｍ走（年齢制限なし）…カットタイム13分

備考：

＊応援される皆様も参加費をお願いしています。ご了承下さい。

＊郵便振替をご利用の皆様は、通信欄に、チア・オリンピック参加費と明記下さい。

400 ｍ走（小 4以上）

走り幅跳び（年齢制限なし）

★50m走のハーフ走（幼（年小・年中・年長））

★ 100 ｍ走のハーフ走（小１以上）

綱引き（年齢制限なし）

障害物競争（年齢制限なし）

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　男　・　女　　　歳　　　　　　　　年生

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　男　・　女　　　歳　　　　　　　　年生

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　男　・　女　　　歳　　　　　　　　年生

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　男　・　女　　　歳　　　　　　　　年生

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　男　・　女　　　歳　　　　　　　　年生

★記入のお願い：学年別で行いますので、必ず何年生か、年小・年中・年長も記載ください！



20 CHEA NEWSLETTER 165 号 

昨年のチア・オリンピックアンケート♪

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●いつも知らない方と話をする機

会になっています。運動をしなが

ら仲良くなれて、感謝しています。

子どもも親も、メダルに励まされ

ています。　　　（東京　A さん）

●念願の初参加でした！遠方か

らの参加なので早朝お弁当を作

って、乳幼児を車に乗せて…（さ

らに雨！）と、さまざまなハード

ルがあったのですが、非常に楽し

く、リラックスした雰囲気の中、

全然疲れを感じませんでした！小

５の息子が、獲得したメダルをそ

れはそれは嬉しそうに、翌日の勉

強中もずっと首に下げたままでし

た（笑）。参加者全員が大きな一

つの家族ということを強く感じま

した。白馬やコンベンションより

小規模なので、子ども同士も親し

く話したりしやすかったようで

す。子どもたちが必要以上に騒い

だり、大人がイライラと（子に）

怒ったりせず、それでいて、それ

ぞれが個性的な姿に改めて驚いた

と同時に、ホームスクールって本

当に、親にとっても子にとっても

有効な教育法なんだと、励まされ

ました！中学生や高校生の年代の

子たちの姿にも、こんな風に育っ

てくれると嬉しいなあと励まされ

ました。　　　　（長野　B さん）

●雨の中でしたが、楽しかったで

す。特に良かった点は、個人でメ

ダルをもらえること。綱引きやリ

レーなどの団体戦も、めったにな

い機会で盛り上がってよかった。

　　　　　　　　（東京　C さん）

＊＊＊＊＊＊こども＊＊＊＊＊＊

○楽しかったです。メダルなどで

自分の成果が分かり、色々な種目

をチャレンジできました。

　　　　　　　　（東京　D くん）

○すごく楽しかったです！雨も良

い感じに死闘感を出していて、盛

り上がれました（笑）友だちと競

い合うことで、負けて悔しかった

分、もっと頑張ろうと思え、よか

ったです。　　　（宮城　E くん）

○楽しかったです！ホームスクー

リングしている人々と、一緒に会

ったり走ったりするのが楽しかっ

たです！　　　（神奈川　F さん）
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　一人一人の勉強法をサポートし、効率よく基礎
力をアップすることを目指します。保護者の方も
ぜひご参加ください。

特別セッション（自習クラスと自由選択制）

★数学攻略法を伝授　全 7 コース（各 50 分）　
多くの子どもたちがつまづきやすいトピックを選
んで解説　By 宮崎聡【対象】総論１コース （小
中高の親・中高生）/ 中学初期３コース / 中学後
期２コース / 高校初期１コース 

　「数学」の勉強法（「数学」の勉強に入るために、
どんな準備が必要か？）「文字式の扱い方」「二次
関数の考え方」ほか計 7 セッション

　　　　　➡レベル・内容・詳細はチア HP へ

★英検・英作文の書き方ポイント紹介（45 分）
　By 小坂直人【対象】親・小中高生

★親子で取り組む、心に届く小論文・読書感想文・
作文の７つの秘訣－カンカラコモデケア（60 分）
　By 稲葉寛夫　【対象】親・幼小中高生

★チルミニクラス（幼・小）
工作クラス（平岡真実さんほか）、プレイパーク・
ミニスポーツほか。夜は映画上映会も。お楽しみ
に！

★ジョイ・スイミング＆表彰式とジョイント
　（➡詳細は 22 ページ）

日時　9 月 21 日（木）午前 8 時 30 分　集合
　　　　～ 23 日（土）昼食後　解散
 
場所　国立オリンピック記念青少年総合センター
 
対象　集中して勉強したい小学生以上。　　　
　　　小学生以下も保護者と一緒であれば OK ！
　　　中高生の保護者参加歓迎！

参加費　1 日参加：4,000 円
　　　　2 日間参加：5,000 円　
　　　　3 日間参加：6,000 円
　　　　＊小学生各 1,000 円引き
　　　　＊保護者、1 ～ 3 日間で 1,000 円

宿泊費　1 泊：2,750 円（夕食・朝食込・昼食持参）
　　　　2 泊：5,500 円（夕食・朝食込・昼食持参）
　　　　
＊＊＊＊＊プログラム（予定） ＊＊＊＊＊

●自習コース

　【1 日目・2 日目】
　 9:00 ～ 22:00 集中勉強

　【3 日目】
　 9:00 ～ 12:00 集中勉強

●セミナーと実践コース（希望する親・子対象）

　【1 日目】
　9:00 ～ 10:00 読書感想文・小論文の書き方
　　　　　　　　７つの秘訣
　10:15 ～ 11:00 英検英作文の書き方ポイント紹介
　15:00 ～ 17:00 英語多読体験会

　【2 日目】
　9:00 ～ 9:55 「数学」の勉強法
　10:00 ～ 10:55 文字式の扱い方　 
　11:00 ～ 11:55 文章題の考え方    
　13:00 ～ 13:55 図形の考え方

　【3 日目】
　9:00 ～ 9:55 二次関数の考え方
　10:00 ～ 10:55 三角比、三角関数　 
　11:00 ～ 11:55 場合の数と確率   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

       【申し込み締切は 9 月 19 日 ( 火 )】　
　　　　　➡ｐ 23 の申込書をご利用下さい

どなたでも大歓迎！
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お泳げなくても足場付きコースも確保しています
ので、大丈夫です！＊水泳サポート＆ボランティ
アスタッフ募集中！⇒事務局にご連絡下さい。ジョ
イ・スイミングだけのご参加もお待ちしておりま
す。

日程：9 月 21 日 12：00-14：00

　　　　クロール・平泳ぎ・リレー
　　　　　22 日 12：00-14：00

　　背泳ぎ・バタフライ（ドルフィンもＯＫ）・リレー
　＊「メダル授与式」両日共に 14：30 ～ 15：00

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター

　　　スポーツ棟内　屋内プール

　各種目、25 ｍと 50 ｍで競技会も学年別で行い
ます！子どもから大人までどなたでもご参加いた
だけます！応援の皆様も、水着の上にＴシャツ・
短パンでプールサイドに入れます。参加費はお願
いしますが、ご了承下さい。子どもたちの力にな
りますので、応援参加もぜひお願いします！テラ
ス観覧席（屋外・無料）もあります。

参加費：1,000 円

＊チアわくわく集中勉強合宿参加者の皆様は、無

料でジョイ・スイミングに参加できます！

代表者　お名前　

ボランティアスタッフ

チア・ジョイ・スイミング　参加申込書 ・ 競技申込書 【締切 9/19】
FAX　０３－６８６２－８６４８　　Eメール　office@cheajapan.com

お電話 /携帯

ご住所　（〒　　　　　　　　　）

（　　　　歳）

□ジョイスイミングのみでの参加　・１日目1,000 円×（　）名　・２日目1,000 円×（　）名　…（3歳 -大人）

□プールサイドで応援参加　・１日目1,000 円×（　）名　・２日目1,000 円×（　）名 

□合宿に参加するので無料　・１日目（　）名　・２日目（　）名　　　　　　　合計（　　　　　　）円　

お名前（ふりがな）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　男　・　女　　　歳　　　　年生

Email:

お名前（ふりがな）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　男　・　女　　　歳　　　　年生

お名前（ふりがな）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　男　・　女　　　歳　　　　年生

□郵便振替　　　　　　　　　　　　□銀行振込　三菱東京UFJ銀行　赤羽駅前支店　　　　　　□当日現金払い

チアにっぽん　00190-3-35461　　　ホームスクーリング・ビジョン株式会社　普通1746716

21 日　種　目（予定） 名前・学年

クロール 25 ｍ

クロール 50 ｍ

平泳ぎ 50 ｍ

＊郵便振替をご利用の皆様は、通信欄に、ジョイスイミング参加費と明記下さい。

平泳ぎ 25 ｍ

22 日　種　目（予定）

背泳ぎ 25 ｍ

背泳ぎ 50 ｍ

バタフライ 25 ｍ

バタフライ 50 ｍ

＊バタフライはドルフィンでもＯＫ！

名前・学年
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＊＊＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊＊＊

●とても楽しかったです。集中して勉強すること

ができました。宮崎先生の暗算メソッドが特に良

かったです。集中力が高まる方法も教えてくれま

した。　　　　　　　　　　　（神奈川　A さん）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●自習も水泳も友だちとの交わりも全部充実して

いたのでとっても楽しく、良かったです。水泳で

は、ホームスクーリングの人たちや、クリスチャ

ンの人たちと一緒に泳げて良かったです。それに、

新しい友だちができて良かったです。食堂で皆と

お食事するのも、お友だち同士、家でどう過ごし

ているかなど話せてとっても良かったです。水泳

第 2 回目を開いてほしいです！！！自習の前の

5 分間メッセージもとっても良かったです！　　

　　　　　　　　　　　　　　　（新潟　B さん）

●とても良かったです。泊まり込みで勉強して、

いろんな人たちの話を聞くことができて励ましに

なりました。前回の勉強合宿がとても良くて、ま

たあればいいなと思っていたので今回あったこと

が何よりも良かったです！また、勉強合宿したい

です。よろしくお願いします！

　　　　　　　　　　　　　　（神奈川　C くん）

●初参加でしたが、和やかで人数も多くてにぎや

かで、良かったです。短時間に、一気に集中して

勉強を進められたことが良かったです。

　　　　　　　　　　　　　　　（茨城　D さん）

＊＊＊＊＊＊＊＊保護者＊＊＊＊＊＊＊＊

●中高生が三日間缶詰になって、一緒に勉強だけ

するというのは良い体験だと思い、参加させまし

た。本人も交わりや学びに喜んでいました。下の

子と私はスイミングと習字、アートだけ単発で参

加しました。楽しかったので大変満足です。

　　　　　　　　　　　　　　　（東京　E さん）

●行って本当に良かったです。苦手な水泳にトラ

イできたことも大きな恵みでした。メダルももら

えて、励ましを頂いたことも大きな自信になった

と思います。感謝します。ホームスクール OB・

OG の体験談を聞きながら、涙が出そうでした。

みんな神様の声に聞き従っている姿を見ることが

でき、励まされました。娘が計算力をつけたい、

計算が楽しいとさらに前向きになれて良かったで

す。同年代のお友達と勉強できて、刺激を受けて

いました。　　　　　　　　　（神奈川　F さん）

●結果的に、当初思った通り、参加して良かった

です。下の子は、ホームスクーラーと勉強するの

は敷居が高すぎると感じていたらしく、会場で座

って参加するまで抵抗していました。ところが帰

りには、ジョイ・スイミングがなくても、「土曜

日もここに来たい。ここへ来ると勉強する気にな

る。」などと話していました。数学を効果的に学

ぶためのお話が、大変参考になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉　G さん）

チアわくわく集中勉強合宿　9 月 21 日～ 23 日　　【締切 9/19】

参加申込書　⇒　FAX  03-6862-8648　メール：office@cheajapan.com

ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

代表者お名前　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　歳）

ご住所（〒　　　　　　　）

参加費：　1日　4,000 円×（　　　）人　　　2 日　5,000 円×（　　　）人　　　3 日　　6,000 円　×（　　　）人　

　　　　　□小学生以下（各 1,000 円引き）　　□保護者 1,000 円（1日～ 3日間で）

宿泊費：　1泊　2,750 円×（　　　）人　　　2泊　5,500 円×（　　　）人　

　　　　　＊夕食・朝食込みのお値段です。昼食はご持参ください。

お支払方法（□にチェックお願いします）

□　郵便振替：チアにっぽん　00190-3-35461　（通信欄に、勉強合宿参加費と明記下さい。）　　　　　　　　□  当日現金払い　

□　銀行振込：三菱東京ＵＦＪ銀行　赤羽駅前支店　ホームスクーリング・ビジョン株式会社　普通　1746716　　

　　　 　　　 　 　　　

参加費・宿泊費合計（　　　　　　　　）円

お電話 /携帯：　　　　　　　　　　　

男・女　　歳　　　年生

ふりがな ふりがな ふりがな

Email：　　　　　　　　　　　　　　　

男・女　　歳　　　年生 男・女　　歳　　　年生
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　伝道の楽しさ・喜び、可能性を伝えたい！ホー
ムスクーリングの究極的な目的である伝道・世界
宣教に向けて、チア・にっぽん・伊勢崎コラボ企画、
東京・路傍伝道デー。

　何歳でも、一時間でも、どなたでも大歓迎！約
５年、東京伝道（100 万世帯にトラクト、を重ね
てきた伊勢崎福音館チームと合流。
　協力：One Hope

　滅びゆく日本の魂のために、宅配トラクト
＆聖句プラカード伝道に参加してみませんか。
OneHope 提供のトラクト配布も行います。どな
たでも大歓迎です。1 時間でも参加できる方は、
ぜひ、どうぞ！（事前に必ず、ご連絡ください。）

　9 月 18 日はチア＆伊勢崎（群馬・フェリーチェ
学園を展開しています）コラボ企画です！詳細は
チア事務局へお問合せください。どなたでも路傍
伝道にご参加ただけます。神様の特別な喜び、祝
福が待っています。ご参加＆祝福をお祈りくださ
い。

　★チア・伊勢崎東京路傍伝道★

　　9/18 （月） 午前 10 時 30 分集合　 　 

　★集合場所： 東京都台東区　
　　　　　　　上野公園西郷さんの像前

　★連絡先： チア・にっぽん
　　　　　　　042-318-1807

　　　　　　　www.cheajapan.com

　　　　　　伊勢崎チーム
　　　　　　　0270 － 21 － 6991（福音館） 

　　　　　　　080 － 5682 － 9726（田村）

　　　　　　　090 － 6427 － 2428（森下） 

　　　　　　　http://www.isesaki-fukuin.com

 チ ア ・ 伊 勢 崎
     東 京 路 傍 伝 道 D a y !

前回（５月３日）の東京伝道より
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家族の絆の回復。

　「聖書が教える恋愛講座」のジョシュア・ハリスのお父さ
ん。全米で 200 万人を超えるホームスクーリングムーブメ
ントを導いた、パイオニアの一人として広く知られている。
ベストセラーとして読み継がれている「チャーチ＆ホーム
スクーリング入門」の著者。
　ソノ夫人（日系 3 世）と共に、ジョシュア・ハリスを
はじめ 7 人の子どもたちをホームスクーリングで育てた。
2007 年白馬セミナー基調講演者。約 10 年ぶりに再来日！

教育の原点、聖書に立ちかえる体験。

11/23【木】ｰ 25【土】ホテルグリーンプラザ白馬　

            チ ア ・ に っ ぽ ん

励ましとチャレンジセミナー 2017 in 白馬

お待たせ

しました！

★北欧調リゾートホテルで和洋中６０種類以上のバイキング

★１１種の温泉・お風呂

★徹底学習（約５０の基調講演・分科会）

★家族・教育の目的、情報、励ましとチャレンジが与えられます！

★家族・チャーチスクール・仲間との一生の思い出！

6 月のコンベンション 2017 の主講師として来日予定だったグレッグ・ハリス氏。

肺炎により来日延期となっておりましたが、遂に白馬セミナーへ！
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● 「なぜ、困難なことに立ち向かう子どもたちを

育てるのか？」

　Why Raise Kids To Do Hard Things?

　私たちが、困難なことに立ち向かうように子ど

もたちを育てるべき多くの理由を検証していきま

す。

●「良い木 Vs 悪い木」

　The Good Tree Vs The Bad Tree

　福音の中に人生を変える信仰がない、本物とは

言えない単なる名ばかりのクリスチャンでいる危

険性について考えます。

●「あなたが子どもたちを楽しむようになるまで

訓練する」

　Train Them Until You Like Them

　自分の子どもたちを（愛するだけでなく）楽し

むこと、また、毎日の生活の中で一緒にいて楽し

い人になるように訓練することの重要性について

見ていきたいと思います。

● 「子どもたちを巻き込む価値のある冒険に満ち

た人生を送る」

　Live An Adventure Worth Including Them 

In

　困難なことに立ち向かっている良い模範となる

ことの重要性を考えます。

●「子どもたちの退屈を楽しいことに活用する」

　Harness Their Boredom With Delight

　よくある退屈や孤独を用いて、子どもたちに困

難なことに立ち向かわせる戦略を作り上げていき

ます。

●「子どもたちの分野においてソロモンを見つけ

出す」

　Seek Out The Solomon in Their Field

　10 代の子どもたちを困難に立ち向かおうと動

機付けさせる、自分と同様に困難に立ち向かって

いるヒーローを見つける方法を考えます。その人

物との実際の関係を構築する重要性を確認しま

す。

● 「単なる消費者としてでなく、生産者として育

てる」

　Raise Them to Be Producers, Not Just 

Consumers

　簡単なビジネス・プロジェクトや週末の体験を

用いて、私たちの 10 代の子どもたちに、市場に

おいて誰かのために良いことをすることで、どの

ように良い結果を生み出すことができるかを教え

ることの価値について検証します。

●「子どもたちに、もっと多く、より良いものを

期待する」

　Expect More & Better Of Them

　私たち親が自分の子どもたちに対して持つこと

のできる否定的な期待と建設的な期待の力につい

て明らかにし、私たちの悪い習慣や態度から抜け

出す方法を学びます。　

　クリスチャン教育セラピー代表。5 度目の来日。学習障害、特別学習教育の専門
家として４０年あまり。３人の子どもを育て、２人の子どもたちの聴覚・視覚等の
情報処理の困難等を診断、訓練、克服し、大学卒業、ミニストリーへと羽ばたかせる。
カリフォルニア州立大学院LA校特別支援教育修士課程卒。アズサ・パシフィック大、
フレズノ・パシフィック大、チア・カリフォルニア等で、特別講師。ACSI 加盟ク
リスチャンスクール 400 校余りをネットする、学習障害サポート機関等も設立。
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一般の交通手段のご案内

★★★電車★★★
　　　新宿駅（中央本線特急 3 時間 39 分）ー南小谷駅（片道￥7,780 ～）
　　　名古屋駅（中央本線特急 3 時間 45 分）ー南小谷駅（片道￥6,910 ～）
　　　大阪駅（北陸本線特急 4 時間 18 分）ー糸魚川駅経由（片道￥10,800 ～）
　　　各方面から新幹線 + 路線電車ー長野駅　　　　　　　　　　　●各駅から無料送迎バス（右上参照）

★★★高速バス★★★
　　　バスタ新宿南口発 7：35 ➡白馬町駅着 12：43（片道￥4,850 ～ / 往復￥8,700 ～）
　　　バスタ新宿南口発 7：55 ➡長野駅着 11：38（片道￥4,800 ～）
　　　新潟駅前発 7：45 ➡長野駅着 11：10（片道￥3,290 ～ / 往復￥5,970 ～）
　　　大阪・京都・神戸方面➡長野駅（片道￥6,000 円～）　　　　  ●各駅から無料送迎バス（右上参照）

★★★自動車★★★
　　　中央自動車道経由・長野自動車道安曇野ＩＣから国道 148 号線約 60 ｋｍ　約 90 分
　　　上信越自動車道長野ＩＣよりオリンピック道路・国道 148 号線経由約 60 ｋｍ　約 90 分
　　　北陸自動車道経由糸魚川ＩＣから国道 148 号線　約 40 分　　※駐車場完備です！

　★★★新幹線【東京―長野】★★★（片道￥7,680 ～）
　　行き（11/23）  東京駅発（あさま 605 号） 9:44 ➡長野駅着 11:33 （●送迎バス 12:00 発）
　　　　　　　　　東京駅発（かがやき 509 号） 10:24 ➡長野駅着 11:44（●送迎バス 12:00 発）
　　帰り（11/25）●送迎バス 13：20 ホテル発　長野駅発（はくたか 566 号）15：20 ⇒東京駅着 16：52
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  長野駅発（あさま 622 号）15：23 ⇒東京駅着 17：12

★☆ホテル無料送迎バス☆★
（長野・白馬町・南小谷・白馬乗鞍）

※ 完 全 予 約 制
　<行き >
　　●長野駅　　　12:00 発（約 90 分）
　　●南小谷駅　　12:00 発、13:00 発
　　●白馬町駅　　　13:30 発
　　●白馬乗鞍バス停　　12:45 発

　<帰り >　　　　ホテル出発時間
　　●長野駅行き　　13:20 発
　　●南小谷駅行き　13:40 発
　　●白馬町駅行き　　14:50 発

格安チャーターバス（先着 50 名）　＆　ホテル送迎バス申込書
　　　　　　　　　　FAX  03-6862-8648　E メール　office@cheajapan.com　（締切 11/16）

代表者お名前（　　　　　　　　　　　　）乗車人数（　　　　）名　携帯番号（　　　　　　　　　　　　　　）

ご希望のバスに○をつけて下さい　　　　　東京バス　　　大阪バス　　ホテル送迎バス（※↓）　

※ホテル送迎バスの方は、ご希望の場所をご記入ください。　　行き（　　　 　   ）　　帰り（　　　   　） 

♪ お す す め ♪
格安チャーターバス（東京・大阪）

※ 完 全 予 約 制
１人でも多くの方が参加できるよう、
　　　　　チアからの精一杯の応援です！
　　　　　　　　　　※先着順　9 名以上で運行　
●東京往復　
　（大人 / 中高生￥8,500、小学生 / 幼児￥7,500）
　11/23　東京 8：00 ➡ホテル 14：00
　11/25　ホテル 13：30 ➡東京 18：00
●大阪往復　
　（大人 / 中高生￥9,980、小学生 / 幼児￥8,500）
　11/23　大阪 7：00 ➡ホテル 14：00
　11/25　ホテル 13：30 ➡大阪 19：30

会場・宿泊先所在地：ホテルグリーンプラザ白馬
　　　　　　　　　　　　 長野県北安曇郡小谷村千国乙 12860-1

　　　　　　　　　　　　　アクセス情報→ www.hgp.co.jp/inf/Z01/hgp/access.html
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　11 月 9 日までにお申込み＆入金
済みの大人の方に、「聖書 6」「聖書
10」「聖書 11」（各 3,024 円）、「りか
3」（2,376 円）、「社会性のワナ」「世
界の始まり」「キレルこどもたち」（各
1,728 円）、「レガシー」（2,036 円）、
DVD 聖書、マガジン 10 冊（1 冊 540
円）の中から、いずれか１種類、もれ
なくプレゼント！＊大人 2 名分で各教
師用ガイドも OK ！

★早期申込特典★
「聖書に基づく教科書」
「単行本」プレゼント

大 好 評 ！ ☆ L I T ☆

（ リ ー ダ ー ズ ・ イ ン ・ ト レ ー ニ ン グ ）

　LIT ではキリストの弟子として子どもたちを助けて
いく訓練を受けます。（14 歳以上、13 歳もウェイティ
ングＯＫ！ 24 名限定）　LIT 以外の 13 歳以上のティ
ーンを対象としたプログラムも計画中です。新しい出
会い、喜びに満ちた楽しいプログラム！こぞってご参
加下さい。
　　　　　　　　　　　　　＊希望者は事務局まで。

 第 11 回　チア・にっぽん杯　

　 　 　 　 　 読 書 感 想 文 大 会  募集中！

　良書を読むこと、感想文を書くことは、神さまの栄光を現す力となります。
昨年も 34 作品の素晴らしい作品の数々が寄せられました。今年もたくさん
のご応募、お待ちしています！
◆対象作品：チア書籍あるいは三浦綾子作品（どれでも OK）
         　　　「ソウル・サーファー」「イエスさまと十字架」
　　　　　　「明泉学園の聖書絵本」も OK
◆部門：（１）幼稚園の部（200 ～ 600 字）
　　　　（２）小学生の部（400 ～ 1600 字）
　　　　（３）中高生の部（800 ～ 2000 字）　　　 
　　　　（４）一般の部（800 ～ 2000 字）
◆締切：11 月 9 日（木）
◆発表・授賞式：11 月 23 日（木）夜７時　白馬セミナー会場（予定）
◆送り先：〒 189-0013　東京都東村山市栄町 1-5-4-103　
　　　　　　チア・にっぽん事務局　「読書感想文係」
　　　　　（※メールでも受け付けています → office@cheajapan.com）

★読書感想文の裏
に、住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・ＦＡ
Ｘ番号・メールアドレ
スをご記入下さい。



 CHEA NEWSLETTER 165 号 29

第 10 回「 レ ー ス カ ー グ ラ ン プ リ 大 会 ！ 」開 催 ！
　自作のレースカーで競い合うグランプリ大会を、
今年も白馬セミナーで開催します !! 白馬でもキット
を販売しますので、２日目夜までに完成させての参
加もＯＫです（税込 980 円）。参加資格は、今年度
制作のレースカー、重量は 185 ｇ以下。重り等を加
えることはルール違反となりますので、ご注意を！
　　今回も「スピード部門」「美術部門」の２部門
で競います。「美術部門」コンテストの郵送受付は
11 月 9 日（木）まで。郵送先はチア事務局へ（白
馬参加の皆様はご持参ください）。作品は白馬セミ
ナーで展示し、優秀作品は表彰させていただく予定
です。
　レースカーキットは、誰でも作れます！形や色も
工夫できます。車軸は差し込むだけなので、トンカ

チも必要なし。お母さんや小さい子どもたちでもできる楽々セットです。気軽に、こぞってご参加くだ
さい！工作・技術の向上はもちろん、素晴らしい家族の思い出にもなりますよ！
　現在、キットの申込を受付中です。ご希望の方は、下記の申込書でお申込みください。

　応募作品はホームスクールフェスタと白馬セ
ミナー会場にて展示されます！幼児から大人ま
でどなたでも大歓迎！

◆作品展開催日：１０月２８日（土）＆
　　　　　　　　　　　白馬セミナー期間中
◆締切：１０月１２日（木）

 ＊１０月２８日、代々木オリンピック記念青少
年総合センターで行われる「Wakuwaku ホー
ムスクールフェスタ」の出演者・ボランティア
も同時募集中！
　⇒課題等詳細は上原（八丁習字クラブ）まで

　Email:wf574483@sk2.so-net.ne.jp
Tel:080-9358-7614

「第１０回みことば習字コンクール」 作品募集＆

「Wakuwaku ホームスクールフェスタ」 出演者募集

レ ー ス カ ー キ ッ ト 購 入 申 込 書
　　　　　　　　　　FAX  03-6862-8648　E メール　office@cheajapan.com

お名前（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　携帯番号（　　　　　　　　　　　　　　）

住所（〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  レースカーキット  980 円×（　　　　）台　＝　（　　　　　　　　）円
    ※ 5,000 円以上のお買い上げで送料無料。通常 5,000 円未満の場合は送料 400 円がかかります。（沖縄・北海道は別）
    ※ 商品発送時に、郵便振替用紙を同封しますので、チアにっぽん　00190-3-35461　までお振込み下さい。
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●ニュースレター 164 号、ありがとうござ

いました。私にとって、実にタイムリーな話

題でした。長女は、今年中 3 です。周りも

少しずつ見え始める年頃で、勉強も含め自分

と他者との関係や、自分とは？を考えはじめ

ています。なすべき勉強の努力をどのように

させていくかをいつも考えさせられてきまし

た。実は、去年転居した先の教会で、公文を

していらっしゃるメンバーと知り合い、基礎

力の反復学習を繰り返すことに力を入れてい

た折でしたので、今回のニュースレターの話

は、今やっていることの裏付けとなって、と

ても励まされました。我が家の子どもたちの

素直で勤勉な学習態度は、教室の雰囲気に良

い影響を与えていると褒めていただき、やは

りニュースレター通りの評価です（笑）。チア

のスタッフとメンバーに、喜びをもって仕え

る霊がますます豊かに注がれますように。

　　　　　　（北海道札幌市　A さん &B さん）

●尊いお働きを感謝しながら、定期刊行物を

読ませて頂いております。特にこれまでの政

界へのお働きかけは、他の方が成せるワザで

はございません。今回の石破議員の記事は、

圧巻ですね。有難うございました。教育に重

荷のある家内や娘もコンベンションやキャン

プに、参加させていただき、恵みを頂いてき

ました。主の恵みがさらに注がれます様に。

　　　　　　（東京武蔵野市　Cさん&Dさん）

●昨日、ぎりぎりになって絵画コンクールの

絵を送りました。毎年絵を折り目をつけずに

出すために悩むのですが、今回は閃いて、牛

乳パックを使いパッキングしました。なかな

か丈夫で満足したのですが、見た目が…。幼

児の工作みたいになってしまいました。それ

を宅急便で送ったら、窓口の人に「愛情のこ

もった包み方ですね」と言われました。ポジ

ティブに「愛情のこもった」と言ってくれた

のかしらと思ったのですが、実際、チアのス

タッフの方への愛は少しだけ込もっていたと

思うので、もしかしたらにじみ出たのかもし

れません。これをきっかけに、牛乳パックを

見たらチアのためにお祈りしたいと思います。

　　　　　　　　　　（東京都港区　E さん）

●現在、チャーチスクール教師、娘は同校 5

年生です。今年の 8 月より親子 3 人でロゴス・

ホープ号という船に乗り、2 年間、世界宣教

に行きます。船上でのクリスチャンスクール、

そして学習においては、念願のホームスクー

リングにトライ！と期待しています。

　　　　（兵庫県加古川市　F さん＆ G さん）

●バイブルミュージアムボランティアより、

木曜日夜息子が無事帰宅致しました。帰宅後、

頂いて持ち帰ったマガジン 44・45 号を、自

分から読んでいました。マガジンは家にあっ

ても自分から読むことはないのに、直接頂く

と興味を持つようで、お交わりの大切さを思

いました。ありがとうございました。

　　　　　　　　　（東京都清瀬市　H さん）

●絵画コンクールの方も、ようやっと今日、

全員分の作品が出来上がりました＼ (^o^) ／。

もう、こちらがなにも言わなくても、自分た

ちから描き始めていました (^o^)（それも、と

ても楽しそうに！）いつも、犠牲をいとわず、

この様に日本のホームスクーラーたちのため

に素晴らしい、喜びの機会を与えてくださっ

ていること、心から感謝です♡しばらくは息

つく間もない様な日々が続くと思われますが、

チアスタッフのみなさんのお一つお一つの労

が、素晴らしい宝となって天に積まれている

事を信じお祈りしています！！

　　　　　　　　　　（東京都大田区　I さん）

♪ボイス＆メール♬ Voice & Mail
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●毎週家族で教会に行き、神様を礼拝するこ

とができていることも恵みです。今年は夏の

教会学校ではなく、家でホームスクールを続

けることを選択しました。学校任せでなく、

教会任せでなく、親が、祈って神さまの御心

を求めつつ、迷いながら、けんかもしなが

ら、主人の決断に従っていくことも学ばせて

もらっています。「ファイアーストーム　決断

する愛　夫婦の危機を救う 40 日プラン」を、

クリスチャン仲間といっしょにチャレンジし

て、先日、40 日目が終わり、とてもよかった

です。でも、終わりはないですね。チアのマ

ガジン・書籍・ＣＤを通して、学ばさせてもらっ

ています。これからもよろしくお願い致しま

す。

　　　　　　（アメリカ　テネシー州　J さん）

●ニュースレター＆チア・マガジンありがと

うございます。石破さんの記事、すごく驚き、

また励まされました。ノームさんの記事や清

野さんの記事もよかったです。

　　　　　　　　　（埼玉県狭山市　K さん）

●稲葉さん、スタッフの皆さん、いつも様々

なお働きを、本当にありがとうございます。

マガジンもニュースレターも、毎回とても楽

しみに読ませていただいています。皆様の守

りと祝福の為にお祈りします。

　　　　　（静岡県浜松市　L さん＆ M さん）

●チア・マガジン 43 号・44 号・封筒・書類　

各 12 部注文いたします。小・中・教育委員会、

その他知人に配ります。チアの DVD 今年も

配りました。感謝です！

　　　　　　　　　（福岡県八女市　N さん）

●先日のコンベンションも大変お疲れ様でし

た。ＣＳＳについて関心を持っておりました

ので、情報収集ができ大変参考になりました。

誠にありがとうございました。ティモシーさ

んや小林理佳さん（一昨年天に召された功治

さんの奥様）とも再会でき感謝でした。お祈

りの機会もありがとうございました。完売と

なった「世界史」も無事届きました。ありが

とうございます。

　以下、ＴＶ取材に関するご報告です。

　稲葉さんには個別にシェアさせていただき、

アドバイスをいただいた長女のＮＨＫの取材

対応の件ですが、取材が６/ １３に無事終了い

たしました。お祈り感謝いたします。

（６月２４日土曜日、午後７時４５分〜 E テレ 

ＷＨＹプログラミングにて放映済み）

　ＷＨＹプログラミングとはＮＨＫ E テレの

子供向け PC プログラミング番組です。

同番組がインターネット上で開催しているコ

ンテストで、長女が 2 月度のグランプリを受

賞しました。そのことがきっかけで、日々の

生活・発想の源泉を探るといった趣旨で自宅

取材を受け、10 分程度の放映予定です。まだ

放送前なので、どのような形になるか分かっ

ておりません。主が用いてくださいますよう

に。

　壁に飾っている長女の聖書ベースの絵と共

に貼っている英語の御言葉や、ＰＣデスクトッ

プに大きく広がる「ＪＥＳＵＳ」の文字など

も撮影されました。編集でカットされてしま

う可能性はありますが、少なくとも取材陣に

は主の存在が伝わったのではないかと考えて

おります。8 月にも別のテーマで取材しても

よいですか？と聞かれており、主の平安の導

きが続く限り、継続して関係を築いていけれ

ば、その中で主にあるホームスクーリングに

ついても関心を持っていただくきっかけとな

るのではと考えています。

　稲葉さんはじめチア・にっぽんから、信仰

の歩みに励ましと力を頂いています。主の

豊かな報いが引き続きますますありますよう

に！今後とも何卒よろしくお願い致します。

　　　　　　  （東京都　三橋宏史＆優子さん）
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　 　 　 ☆ ご 結 婚 ☆ おめでとうございます！

●主の御名を心から賛美いたします。

　主人ですが、移植を受けて 5 年が経

ちました。7 月で、白血病の寛解から

5 年になります。白血病の場合、寛解

から 5 年が、一つの節目になります。

今の段階で、担当医師から、「再発の

可能性はほぼないでしょう」と言われ

ています。発病してから 5 年半が過ぎ

ようとしています。チアスタッフのお

一人お一人のお祈りと支えがあって、

今があります。特に東京での半年間、

家族のように迎えてくださり、稲葉さ

ん、桑谷美穂さんが優しく、そして厳しく向

き合ってくださったことは、我が家の宝です。

本当にありがとうございました。

　脳の障害をはじめ、味覚障害、肺炎や胃腸

の移植後の免疫反応等々…、まだまだ戦いが

続いています。今まで同様、通院は続けてい

くことになっています。治療の副作用で白内

障になりました。2 月に続いて 5 月にも、目

の手術もありました。働き盛りの、たくさん

のビジョンが与えられていた時に病になり、

職が奪われました。でも、生かされた英基さ

んに、神様のご計画があると信じて、サポー

トしていけたらと願っています。ティモシー

さんのことも、三橋さんやたくさんの試練の

中を通っておられる兄姉たちのことも、覚え

て祈り続けていきたいです。皆さんのお身体

のためにも、お祈りしています。睡眠不足の

中にあっても、必要な力が与えられ、毎日毎

日祝福があふれますように。心からの感謝を

こめて。　　　　　　　（長野　小畑由美さん）

　 清野　耕地＆喜美子さん

ホームスクーラー同士のご結婚で

す！ 2017 年 8 月 5 日、長野県下

諏訪にて。

祝福を心よりお祈りしています！
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No. 講師 税込価格 数 金額

1 【基調講演】「あなたの家の隠された宝」 スコット・ソマービル ¥540

2 【基調講演】「ホームスクーリングについて妻が夫に知っていてほしいこと」 スコット・ソマービル ¥540

3 伸びるホームスクーリング スコット・ソマービル ¥540

4 ティーンを導く スコット・ソマービル ¥540

5 すべての子どもたちに対して寛容で（忍耐強く）あれ スコット・ソマービル ¥540

6 ホームスクーリングをする父親たち スコット・ソマービル ¥540

7 正しい教え：テトスへの手紙から（パート１） スコット・ソマービル ¥540

8 正しい関係：テトスへの手紙から（パート２） スコット・ソマービル ¥540

9 聖書に基づく地球史(1)：ヨブと氷河時代 宇佐神　実 ¥540

10 ホームスクールの教材について－高学年から中学生 竿代　健 ¥540

11 天のお父さん最高! 乾　亮介＆奈々 ¥540

12 子をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いても、それから離れない。箴言22：6 太田　仁一 ¥540

13 チャーチ＆ホームスクーリング－必ず聞かれる20 の質問 稲葉　寛夫 ¥540

14 気がつけば、今年ホームスクール9年目に突入！！すごい、これこそが神の恵み、神の導き 竹橋　賢一＆祐子 ¥540

15 家庭でもできる、理科実験 成田　登 ¥540

16 文化の中味を入れ替える 大久保　みどり ¥540

17 育むための権威－子どもの視点から ピーター・ブロックソム ¥540

18 正しい歴史観をもつために（学校で刷り込まれる歴史観） 末宗　宣行＆百合子 ¥540

19 教会を建て上げるホームスクーラー 伊藤　義和＆こずえ ¥540

20 英語カリキュラムGrapeSEEDの効果的な学習　前編 藤原　政信（グレープシティー） ¥540

21 聖書に基づく地球史(2)：聖書に基づく地質年代 宇佐神　実 ¥540

22 CSS　ホームスクーリングは神様からの最強・最新の教育法！改革３６５日めのワクワクレポート！ 稲葉　寛夫・堀井　卓・伊澤夫妻 ¥540

23 英語カリキュラムGrapeSEEDの効果的な学習　後編 藤原　政信（グレープシティー） ¥540

24 月城家　荒野と約束の地への歩み 月城　聖一＆美和子 ¥540

25 主の教育の理念の再確認 青木 靖彦 ¥540

26 岐路に立った時の選択　～ エレミヤ 6：16 ～ 森山 剛＆有佳子 ¥540

27 OB/OG/ユースセッション ホームスクーリングをどう理解し、伝え、実践していくか 稲葉　寛夫 ¥540

Part1　ホームスク-ラ-　ドロップアウト鑑賞会 セミナー＆ディスカッション

28 ホームスクールだからこそできる！英語脳の作り方 ! 伊澤　聡一郎＆恵美 ¥540

29 中島家のホームスクール 中島　若樹＆啓子 ¥540

30 CSS　Part２　各教科のメソッド紹介編　 伊澤聡一郎＆恵美・堀井卓 ¥540

31 あれからの松本家（祈りと主に支えられて） 松本　明＆真寿美 ¥540

32 ¥6,800

＊　別途、送料（実費）がかかります。代金は商品に同封する郵便振替用紙にて、お振込みください。 小計

＊　ＣＤ－Ｒはプレイヤーとの互換性などの理由で一部再生できない場合がありますのでご了承ください。

＊　10%のチア会員価格の対象ではありませんので、ご了承ください。 合計金額

フリガナ フリガナ

お名前 教会名　　または　　学校名

フリガナ 電話番号

ご住所

※機械などの事情により、録音できない講演が出てくる場合があります。何卒ご了承ください。

■　チア・コンベンション2017  大阪　講演・分科会ＣＤ　■

オーダーシート　　FAX　03-6862-8648　（郵送可）

チア・にっぽん事務局　〒189-0013　東京都東村山市栄町1-5-4-103　TEL: 042-318-1807

＊2017チア・コンベンション全講演入りＤＶＤ（音声のみ・ｍｐ３版）
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No. 講師 税込価格 数 金額

1 【基調講演】「あなたの家の隠された宝」 スコット・ソマービル ¥540

2 【基調講演】「ホームスクーリングについて妻が夫に知っていてほしいこと」 スコット・ソマービル ¥540

3 伸びるホームスクーリング スコット・ソマービル ¥540

4 ティーンを導く スコット・ソマービル ¥540

5 すべての子どもたちに対して寛容で（忍耐強く）あれ スコット・ソマービル ¥540

6 ホームスクーリングをする父親たち スコット・ソマービル ¥540

7 正しい教え：テトスへの手紙から（パート１） スコット・ソマービル ¥540

8 正しい関係：テトスへの手紙から（パート２） スコット・ソマービル ¥540

9 低年齢化する10代の性行動の対策 辻岡　健象＆敏子 ¥540

10 聖書に基づく地球史（１）：ヨブと氷河時代 宇佐神　実 ¥540

11 チャーチ＆ホームスクーリング－必ず聞かれる20 の質問 稲葉　寛夫 ¥540

12 英語教材を使ってのホームスクールのメリットとチャレンジ～10年の歩みを振り返って～ 辻　寿＆奈央子 ¥540

13 育むための権威－子どもの視点から ピーター・ブロックソム ¥540

14 違いを生む子育てを目指して 植野　伸一＆愛 ¥540

15 お受験パパがホームスクールへ 横田　英孝 ¥540

16 CSS　ホームスクーリングは神様からの最強・最新の教育法！改革３６５日めのワクワクレポート！ 稲葉　寛夫・堀井卓・伊澤夫妻 ¥540

17 子をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いても、それから離れない。箴言22：6 太田　仁一 ¥540

18 英語カリキュラムGrapeSEEDの効果的な学習　前編 藤原　政信（グレープシティー） ¥540

19 成長させたのは神です－教会とホームスクーリング 堀井　洋二 ¥540

20 親子で実践できるプレゼンテーション 関　智征＆知香 ¥540

21 聖書に基づく地球史（２）：聖書に基づく地質年代 宇佐神　実 ¥540

22 堀井家、ホームスクール11年目に！！ 堀井　卓 ¥540

23 父と母と子によるホームスクーリングの体験談 中山　史郎＆薫子 ¥540

24 英語カリキュラムGrapeSEEDの効果的な学習　後編 藤原　政信（グレープシティー） ¥540

25 わたしの恵みはあなたに十分である。Ⅱコリント１２：９－弱さの中に完全に現れてくださる主－ 井上　正人＆知恵 ¥540

26 CSS　Part２　各教科のメソッド紹介編 伊澤聡一郎＆恵美・堀井　卓 ¥540

27 神様に教えられている教育の目的について 十三男　ブローマン ¥540

28 地道なホームスクーリングと福音伝道 松岡　淳裕 ¥540

29 OB/OG/ユースセッション ホームスクーリングをどう理解し、伝え、実践していくか 稲葉　寛夫 ¥540

Part1　ホームスク-ラ-　ドロップアウト鑑賞会 セミナー＆ディスカッション

30 ホームスクールだからこそできる！英語脳の作り方 ! 伊澤　聡一郎＆恵美 ¥540

31 怒涛の4人姉弟ホームスクール。現状と課題。 菊地　幸樹＆あかり ¥540

32 ＊2017チア・コンベンション全講演入りＤＶＤ（音声のみ・ｍｐ３版） ¥6,800

＊　別途、送料（実費）がかかります。代金は商品に同封する郵便振替用紙にて、お振込みください。 小計
＊　ＣＤ－Ｒはプレイヤーとの互換性などの理由で一部再生できない場合がありますのでご了承ください。

＊　10%のチア会員価格の対象ではありませんので、ご了承ください。 合計金額

フリガナ フリガナ

お名前 教会名　　または　　学校名

フリガナ 電話番号

ご住所

■　チア・コンベンション2017　東京　講演・分科会ＣＤ　■

オーダーシート　　FAX　03-6862-8648　（郵送可）

チア・にっぽん事務局　〒189-0013　東京都東村山市栄町1-5-4-103　TEL: 042-318-1807

※機械などの事情により、録音できない講演が出てくる場合があります。何卒ご了承ください。



　 名 作 映 画 D V D ( 書 籍 ) オ ー ダ ー シ ー ト

（個人鑑賞用です）（価格はすべて税込）※ 5000 円未満の注文、または遠隔地の場合、送料（実費）あり。※１万円以上のご購入の場合、代引発送となります。
※品切れの際は、少し発送にお時間を頂く可能性があります。また、製造中止の場合、廉価版完売等の場合もありますので、どうぞご了承下さい。

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    お電話番号

（〒　　　　　　　　　　　）
ご住所

◆チア価格！「ベイマックス」 3,580円（　）枚  ◆チア価格！「ファインディングドリー」3,580円（　）枚

◆チア価格！「ズートピア」   3,580円（　）枚  ◆チア価格！「祈りのちから」         3,480 円（　　）枚

◆チア価格！「復活」　　  3,480 円（　　）枚　◆チア価格！「天国からの奇跡」       3,480 円（　　）枚

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン1」　旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全26話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン2」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚（全22話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン3」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全23話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン4」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全24話収録）

◆廉価版スタート！「パッション」　 4,860円→新価格　1,980円（　　）枚  ◇書籍 「ソウル ・ サーファー」   713 円 （　　） 冊

◆◇ DVD 「ファイアー ・ ストーム」 ＋書籍 「決断する愛」 セット   4,104 円 （　　） セット   ◇ 書籍 「決断する愛」 1,728 円 （　　） 冊                   

◆チア価格！ 「ハート ・ オブ ・ ソウル ・ サーファー」 （約 2 時間、 ポスター付）                                                  1,543 円 （　　） 枚　                                         

◆チア価格 ! 「アメイジング ・ グレイス」               3,588 円 （　   ） 枚　　◆廉価版！ 「ソウル ・ サーファー」          1,543 円 （　　） 枚

◆ 「フェイシング ・ ザ ・ ジャイアント」                  1,523 円 （　　） 枚　◆廉価版！ 「ヒューゴの不思議な発明」    1,543 円 （　　） 枚

◆廉価版！ 「レ ・ ミゼラブル」 （ミュージカル版） 1,543 円 （　　） 枚　　◆廉価版！ 「空飛ぶペンギン」　              1,533 円 （　　） 枚               

◆ 「レ ・ ミゼラブル」 （ドラマ版）

◆「42 ～世界を変えた男～」

◆「96 時間」 

◆「ＲＶ」

◆「アイ・アム・レジェンド」

◆「キング・オブ・キングス」

◆「クオ・ヴァディス」      

◆「グラン・トリノ」

◆「グレイテスト・ゲーム」

◆「ザ・ウォーカー」 

◆「サムソンとデリラ」                

◆「しあわせの隠れ場所」

◆「スヌーピーのメリークリスマス」 

◆「スヌーピーの感謝祭」 

◆「スパイキッズ」 

◆「スパイキッズ 2」

◆「チェンジリング」

◆「チェンジング レーン」

◆「トゥルー・グリット」 

◆「トゥルーマンショー」　             

◆「ドリームズ・カム・トゥルー」

◆「ナルニア国物語 1」                                   

◆「ナルニア国物語 3」

◆「プリンス・オブ・エジプト」

◆「ベン・ハー」

1,523 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

1,523 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

2,700 円 （　　） 枚

  514 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

  514 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

2,160 円 （　　） 枚

2,160 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,523 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

◆「ライフ・イズ・ビューティフル」

◆「炎のランナー」 

◆「塩狩峠」 

◆「黄昏」

◆「怪盗グルーの月泥棒」

◆「奇跡のリンゴ」             

◆「奇跡の人」

◆「剣と十字架」         

◆「幸せのちから」

◆「若草物語」                                                   

◆「舟を編む」               

◆「十戒」　  　 

◆「聖衣」　　　    

◆「素晴らしき哉、人生」　

◆「天地創造」                     

◆「僕はラジオ」

◆「名犬ラッシー」

◆「トラ・トラ・トラ」

◆「路上のソリスト」

◆「ダークナイト」

◆「レインマン」

◆「バットマンビギンズ」

◆「スパイダーマン３」

1,543 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

3,218 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

5,076 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,523 円 （　　） 枚

  514 円 （　　） 枚

4,104 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

　514 円 （　　） 枚

　514 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

　514 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

3,075 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

2,036 円 （　　） 枚

合計 枚 円

⇒ FAX 03-6862-8648　メール office@cheajapan.com  または郵送
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　●チア・オリンピック　9月 9日（土）

　　◇府中市民陸上競技場

　●チア・伊勢崎東京路傍伝道デー

　　9月 18 日（祝・月）午前 10 時 30 分～

　　◇上野公園ほか

　●わくわく集中勉強合宿

　　ジョイ・スイミング　

　　9月 21（木）～ 23 日（土）

　　◇国立オリンピック記念青少年総合センター

　●チア・白馬セミナー　

　　11 月 23（木）～ 25 日（土）

　　◇ホテル・グリーンプラザ白馬

　　　講師：グレッグ・ハリス氏

　　　　　ジョイス・イノウエ女史

チア・にっぽん カレンダー
 【5月会計】    

  　　　収入                                          

  献金                   2,229,500                                                                 

  書籍・教科書　            56,420       

　会費　                   191,000

  広告　　　　　　　　　　 475,000      

　DVD/CD、ビデオ等          15,396 　

  その他         　         16,361       

　　　　　　　　　　　　 2,983,677

        支出　  

  事務局経費　　         2,590,973                      

　通信運搬費　　           139,116         

  交通費　　　　　　　　　  42,550

  印刷費　　　　　　　　 　 91,674

  DVD ＆商品仕入費　　　　　48,995

　    　                 2,913,308

 

　残高　　                  70,369       

  前期繰越　  　　　　　　-130,603 

  翌期繰越　  　           -60,234 

 【6 月会計】    

  　　　収入                                          

  献金                   3,186,062                                                                 

  書籍・教科書　         　193,750       

　会費　                   124,000

  広告　　　　　　　　　　 275,000      

　DVD/CD、ビデオ等         104,786 　

  その他         　        134,537       

　　　　　　　　　　　　 4,018,135

        支出　  

  事務局経費　　         1,996,355                      

　通信運搬費　　            67,567         

  交通費　　　　　　　　　 131,512

  印刷費　　　　　　　　 1,685,129

  DVD ＆商品仕入費　　　　　 4,840

　    　                 3,885,403

  

　残高　　               　132,732          

  前期繰越　  　　　　　   -60,234 

  翌期繰越　  　          　72,498

 　　　

　　☆尊い献金、会費の送金を、

　　　　　心から感謝いたします。   

チア・にっぽん事務局
〒189 − 0013  東京都東村山市栄町 1-5-4-103

TEL 042-318-1807　FAX 03-6862-8648

メール office@cheajapan.com


