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昨年参加830名！どなたでも大歓迎！CONVENTION 2019
チア・コンベンション

5月31日　  －6月1日金 土

大阪羽衣青少年センター（大阪・高石市）
Hagoromo Youth Activity Center（Takaishi, Osaka）

6月7日　  －8日金 土

国立オリンピック記念青年総合センター（東京・代々木）
Olympic Center（Yoyogi, Tokyo）

東京 Tokyo大阪 Osaka

父の心を子に向け、子の心を父に向けて（マラキ４:６）

＜取扱店＞

5月7日までにお申し込み＆ご入金いただいた大人の方に、『聖書
7』『聖書10』『りか3』『マガジン10冊無料券』『チャーチ＆ホームス
クーリング入門』『ちょっぴりホームスクーリング考えてます？』『神
の知恵と親の情熱』『夫婦のきずなを強めるために』『日英副読本』
『DVD聖書』の中から、いずれか1つを、もれなくプレゼント！（券2
枚で上記の教師用ガイドもOK）。ぜひ、お早めにお申し込みを！

ジェラルド＆ベバリー・ヒューブナー夫妻
Gerald & Beverly Huebner

HSLDA（ホームスクーリング法的擁護協会）カナダ　代表夫妻

Junko
賛美＆分科会

聖書が教え
る

教育の本格
派セミナー

！

チャーチ＆

ホームスク
ーリング

早 期 申 込 特 典

早期申込者全員に
「聖書に基づく教科書」等
プレゼント！

PRESENT

東京路傍伝道 伊勢崎 with チア・にっぽん

　7年前から、伊勢崎のチャーチ＆ホームスクー
ラーたちのリーダーシップで進められてきた「東
京伝道」チーム。これまで、150万世帯を終え、
現在台東区をほぼ終える段階です。
　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。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、ご連絡ください）

伝道は主に従う喜び、そこに神様からの恵みと祝福があり、
クリスチャンの成長があります。

【集合場所など詳細は】090-6147-2428（森下）まで　  http://www.isesaki-fukuin.com

鶴ヶ島伝道

3/30（土）・4/20（土）
5/25（土）・6/22（土）
7/15（祝）（月）
時間 10:00～

中之条町伝道（群馬）

8/5（月）・6（火）
時間 11:00～  

飯山市伝道

4/29（祝）（月）・30（祝）（火）
時間 11:00～ 

2020年東京オリンピック伝道をしよう（詳細は夏休みに）

東京都台東区伝道

3/21（祝）（木） 
5/1（祝）（水） 
8/13（火）・14（水） 
時間 10:00～

お知らせ



チア・コンベンション2019へ、ようこそ！
家族・教育の聖書への回復！

CONVENTION 2019

約35名・80あまりの
基調講演・分科会！
大好評！ チルドレンミニストリー。
のべ7000名の参加者が推薦！

ティーン（13～18歳）のための
LIT（リーダーズ イン トレーニング）
OB・OG会＆ユース向けセッション
も開催！ 0歳から預かりOK！

　カナダのマニトバ州にて、2 人の子どもをホー
ムスクーリングで育て、現在は 4 人の孫をホーム
スクーリングする祖父母。カナダの州や国レベル
で30年間、ホームスクーリングのリーダーシップ
をとる。カナダの HSLDA（ホームスクーリング法
的擁護協会）の代表であり、Canadian Centre 
for Home Education の議長。マニトバ州政府の
役員・管理職として、約37年働いた幅広い経験も

持つ。
　妻のベバリーと共に、最初は 1 年限定でホーム
スクーリングをスタートしたが、2人の子どもを教
える喜びと挑戦は高校まで続くこととなった。そ
の後、州、国、そして国際レベルでホームスクーリ
ングのリーダーシップをとる。これまでカナダや
海外12カ国で講演し、ホームスクーリング家庭を
励ましている。
　ベバリーも、講演者として一緒に各地で講演。ベ
テランのホームスクーラーママ＆おばあちゃんと
しての知恵と経験は、どこに行ってもホームス
クーラーたちに有益で好評。

講演予定：（Keynote & Workshop）

基調講演1
「我が家のホームスクーリングの旅路」
　ヒューブナー家は、2人の子どもをホームスクーリングで育て上げました。「まずは1年」という形で始め
たホームスクーリングの旅路は、14年間続き、一家はホームスクーリング生活を大いに楽しみました。その
後、法律面でのホームスクーリング擁護団体、HSLDA カナダ代表として、カナダや世界のホームスクー
ラーたちのサポートに尽力する一方、現在は4人の孫たちのホームスクーリングを手伝い、励まし続けて
います。講演では、ホームスクーリングの旅路で体験した感動を分かち合います。

基調講演2
「大器晩成　―焦って急ぐより、遅れても、じっくり取り組むほうが大切―」
　世間一般では、早期教育が大事であり、多くの社会問題の解決策となり得ると信じられています。この
分科会では、子どもの発達に関する現在の見方を検証し、違った見地からの提言をします。その新しい提
言とは、教育は「大器晩成――焦って急ぐより、遅れても、じっくり取り組むほうが大切」という提言です。
夫妻は、30年以上前からこのアプローチでホームスクーリングを行い、実際に有効であることを体験して
います。

分科会1
「なぜホームスクーリング？」

ジェラルド＆ベバリー 夫妻

ジェラルド・ヒューブナー 氏 
分科会1
「『混迷する世界でリーダーを育てる』という課
題に取り組む　パート１　―ネヘミヤとヨシ
ヤからの教訓：ホームスクーリングの利点―」

分科会2
「『混迷する世界でリーダーを育てる』という課
題に取り組む　パート２　―バビロンへの備
え：混迷する世界でダニエルのようなリーダーを

育てる―ホームスクーリングの利点」

分科会3
「ホームスクーリングを選択する自由をかけた
闘い：実際に闘いはあるのか？」

分科会4
「ホームスクーリングにおける父親の役割」

ベバリー・ヒューブナー さん
分科会1
『母から母へ」

分科会2
『学習スタイル」

ジェラルド＆ベバリー・ヒューブナー夫妻
Gerald & Bev Huebner
（HSLDAカナダ代表）

孫たちをホームスクーリングするベバリーさん 分科会2
「ホームスクーリングにおける祖父母の役割」
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CONVENTION 2019

●  大人の栄養剤・子どもの祭りというか、大人の勉
強会＋分かち合いができて嬉しいです。本当に素
晴らしいコンベンションでした。　　　　（Aさん）

●  祈って期待して参加しましたが、想像以上に恵ま
れて感謝です。以前からホームスクーリングを考
えて祈っていましたが、確信を与えられました。

（Bさん）

●  今回も素晴らしいコンベンションでした！　何か
日本の霊的な打ち破りがあったのではと思うほ
ど、大事なメッセージだった気がします。ありがと
うございます。　　　　　　　　　　　 （Cさん）

●  たくさんの恵みと、また実践的なアドバイスを今
年も頂きました。年に数回しか会えない友人とも、
親戚に会うような感覚で話せるのは嬉しいです。

（Dさん）

●  大きな試練があり、心が重たいまま会場に入った
時、何だかほっとしました。同じ思いを持っている

人たちの集まりは、こんなにも安心するのかと改
めて認識し、新たな力が与えられました。 （Eさん）

●  講演メッセージは自分に必要なものでした。他の
参加者の方たちとの出会い、交わりは他では得が
たいものです。神さまに従って歩もうと励んでい
る家族がこんなにいるんだな～と見ているだけで
励まされました。　　　　　　　　　　  （Fさん）

●  楽しかったです！　お店を出しました。代々木公園
でのゲームが面白かったです‼　神さまに向かっ
て賛美するのが一番楽しかったです‼　来年も行
きたいです。　　　　　　　　　　　　 （Gさん）

●  すっごく楽しかった。お友だちと会えたし、コン
クールで表彰状をもらえて嬉しかったです。これか
らもたくさん神さまの恵みを表現していきたい‼ 
LITのお兄さん、お姉さん、超かっこいい‼　僕も
ああなりたいです。　　　　　　　        （Hくん）

●  一言では言えない程、恵みをたくさん受けました。
感謝します。（Iさん）

●  初めての LIT で良い時間を過ごせました。また LIT
に入り、もっと学び、成長したいです。      （Jさん）

●  ティーン向けの分科会があってたくさん学ぶこと
ができて感謝でした‼　いつも楽しい企画をして
くださって本当に感謝しています。        （Kさん）

Keynotes & workshop

約35名・80あまりの
基調講演・分科会！

Children’s Ministry

大人気！ チルドレンミニストリー
これまで参加したのべ 7000 人の子どもた
ちの圧倒的な支持！

Leaders in Training

LIT（リーダーズ イン トレーニング）大好評！
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。ティーンエージャー
対象（ふさわしい身だしなみ［服、髪の色］、
行動等、LITコードあり）。

Art Contest

第10回 チア・にっぽん杯
          「絵画コンクール」
第 8 回 「聖句掛け軸書道展」
誰でも応募 OK！テーマは「聖書」。コメント
（その聖書箇所を選んだ理由、描いた感想）等
も送ってください。会場で表彰式＆展覧会を
開催。今年はどんな作品が…お楽しみに！

昨年のコンベンション
アンケートより

参加者の声

大人の参加者
子どもの参加者
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CONVENTION 2019

どなたでも
大歓迎！

OB/OG・
ユース＆保護者
セミナー

【振込先 / Payment】
■郵便振替口座（Post Office）
　（通信欄に「コンベンション参加費」と明記ください）
　チア・にっぽん（Chea Japan）　00190-3-35461

■銀行口座（Bank）
　三菱UFJ銀行　赤羽駅前支店　Mitsubishi UFJ Bank, Akabane Ekimae
　ホームスクーリング・ビジョン （Home Schooling Vision）
　普通口座　1746716

※お振込み確認後、事務局より「参加証」をお送りします。会場内にてご着用ください。
※5月24日以降のお申し込みは、申込書をFAXの上、振込受領書を会場までお持ちください。
　「参加証」を受付にて発行します。また、当日参加のお申し込みも、受付しております。

　25年に亘り音楽
ミニストリーを行っ
てきたJunkoは、
最近ハリウッドに
進出。テイラー・ス
ウィフト（アメリカ
のシンガーソング
ライター。全世界
のトータルセール
スは1億7500万枚

以上）のミュージック・ビデオ「Delicate」に出演
しました。これを契機に、様々なハリウッドの仕事
が入ってきています。
　サドルバックチャーチのワーシップリーダーとし
て頑張ったものの、子育てを最優先したJunkoが、
いかにして新しい伝道の場へと主によって導かれた
かをお話しします。
　Junkoは、長年、チア・にっぽんのビデオ作品に
も多数の楽曲を提供、日本のホームスクーラーたち
をロサンゼルスから応援してきました。キリストの
光を放つ者として、あらゆる機会を探し求めるよう
皆さんにチャレンジします。

Junko

「神さまの時 －
 子どもたちを巣立たせてから、
 ハリウッド＆ポップ界が開かれた」

「実社会で輝くために － 神さまから教えられた
  今なすべきこと・教えるべきこと・心に刻むべきこと」

ゴスペルシンガー

　園児数約1300人
と日本で最大規模の
幼稚園、宮城・明泉
学園。卒園生対象の
英会話スクールなど
には約1700人が通
います。その明泉学
園園長であり、日
本・アメリカ・中国・
インドなどにまたが

るグレープシティ社の会長を務めるダニエル・ファン
ガーさん。伝道者、3人の子の父親としての顔も持ち
ながら、実社会で稀有の体験をしておられます。チ
ア・にっぽん、そして全国のチャーチ＆ホームスクー
ラーたちを20年に亘って、応援してこられました。
　ご自身の体験、神さまから教えられたポイントを
ベースに、実社会で輝く秘訣、ユース世代が今なす
べきこと、その親たちが今教えるべきこと、両者が
心に刻むべきことを分かち合います。明泉学園では、
ホームスクーラー向けに、1年間のインターン研修プ
ログラムを始める予定です。セッション中に、その情
報も分かち合ってくださいます。

ダニエル・ファンガー 宮城明泉学園園長
グレープシティ社会長

自主企画 子どもカフェ、手芸、工作、将棋大会、研究発表、伝道報告ほか、
多様な自主企画が面白い！

好評につき

今年も
開催！



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

   
　

                                                                                                                                                                 

　
　
　　  　
　　
　
　
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　
　　
　　　
　
　

　  
　
　　 　
　　
　
　
　

　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

             
　
　

  

   

CONVENTION 2019

どなたでも
大歓迎！

OB/OG・
ユース＆保護者
セミナー

【振込先 / Payment】
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　（通信欄に「コンベンション参加費」と明記ください）
　チア・にっぽん（Chea Japan）　00190-3-35461

■銀行口座（Bank）
　三菱UFJ銀行　赤羽駅前支店　Mitsubishi UFJ Bank, Akabane Ekimae
　ホームスクーリング・ビジョン （Home Schooling Vision）
　普通口座　1746716

※お振込み確認後、事務局より「参加証」をお送りします。会場内にてご着用ください。
※5月24日以降のお申し込みは、申込書をFAXの上、振込受領書を会場までお持ちください。
　「参加証」を受付にて発行します。また、当日参加のお申し込みも、受付しております。
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学園。卒園生対象の
英会話スクールなど
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園園長であり、日
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インドなどにまたが

るグレープシティ社の会長を務めるダニエル・ファン
ガーさん。伝道者、3人の子の父親としての顔も持ち
ながら、実社会で稀有の体験をしておられます。チ
ア・にっぽん、そして全国のチャーチ＆ホームスクー
ラーたちを20年に亘って、応援してこられました。
　ご自身の体験、神さまから教えられたポイントを
ベースに、実社会で輝く秘訣、ユース世代が今なす
べきこと、その親たちが今教えるべきこと、両者が
心に刻むべきことを分かち合います。明泉学園では、
ホームスクーラー向けに、1年間のインターン研修プ
ログラムを始める予定です。セッション中に、その情
報も分かち合ってくださいます。

ダニエル・ファンガー 宮城明泉学園園長
グレープシティ社会長

自主企画 子どもカフェ、手芸、工作、将棋大会、研究発表、伝道報告ほか、
多様な自主企画が面白い！

好評につき

今年も
開催！



TEL：042-318-1807　  FAX：03-6862-8648　  www.cheajapan.comチア・にっぽん

昨年参加830名！どなたでも大歓迎！CONVENTION 2019
チア・コンベンション

5月31日　  －6月1日金 土

大阪羽衣青少年センター（大阪・高石市）
Hagoromo Youth Activity Center（Takaishi, Osaka）

6月7日　  －8日金 土

国立オリンピック記念青年総合センター（東京・代々木）
Olympic Center（Yoyogi, Tokyo）

東京 Tokyo大阪 Osaka

父の心を子に向け、子の心を父に向けて（マラキ４:６）

＜取扱店＞

5月7日までにお申し込み＆ご入金いただいた大人の方に、『聖書
7』『聖書10』『りか3』『マガジン10冊無料券』『チャーチ＆ホームス
クーリング入門』『ちょっぴりホームスクーリング考えてます？』『神
の知恵と親の情熱』『夫婦のきずなを強めるために』『日英副読本』
『DVD聖書』の中から、いずれか1つを、もれなくプレゼント！（券2
枚で上記の教師用ガイドもOK）。ぜひ、お早めにお申し込みを！

ジェラルド＆ベバリー・ヒューブナー夫妻
Gerald & Beverly Huebner

HSLDA（ホームスクーリング法的擁護協会）カナダ　代表夫妻

Junko
賛美＆分科会

聖書が教え
る

教育の本格
派セミナー

！

チャーチ＆

ホームスク
ーリング

早 期 申 込 特 典

早期申込者全員に
「聖書に基づく教科書」等
プレゼント！

PRESENT

東京路傍伝道 伊勢崎 with チア・にっぽん

　7年前から、伊勢崎のチャーチ＆ホームスクー
ラーたちのリーダーシップで進められてきた「東
京伝道」チーム。これまで、150万世帯を終え、
現在台東区をほぼ終える段階です。
　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。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、ご連絡ください）

伝道は主に従う喜び、そこに神様からの恵みと祝福があり、
クリスチャンの成長があります。

【集合場所など詳細は】090-6147-2428（森下）まで　  http://www.isesaki-fukuin.com

鶴ヶ島伝道

3/30（土）・4/20（土）
5/25（土）・6/22（土）
7/15（祝）（月）
時間 10:00～

中之条町伝道（群馬）

8/5（月）・6（火）
時間 11:00～  

飯山市伝道

4/29（祝）（月）・30（祝）（火）
時間 11:00～ 

2020年東京オリンピック伝道をしよう（詳細は夏休みに）

東京都台東区伝道

3/21（祝）（木） 
5/1（祝）（水） 
8/13（火）・14（水） 
時間 10:00～

お知らせ


