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ハレルヤ！　いよいよ、コンベンションも間近

に迫り、オフィスも佳境です。プログラム・抄録

も仕上がりました。まだ、ご検討中の皆さんは、

ぜひ、おいでください。今回、参加できない皆さ

んは、どうぞ、一層の神さまの祝福をお祈り、お

願いします (^^)。

私事ですが、先月、木に引っ掛かったエミリの

バレーボールを取ろうと、逆上がりした木の枝が

折れ、落下し、前後、約 8 時間の記憶を失ってし

まいました。幸い、6時間後、救急病院で CTスキャ

ンをしているあたりから、断片的に記憶が始まり、

翌朝からは、記憶がはっきりしました。ケガも奇

蹟的にろっ骨の軟骨や腰・背筋、腹筋の損傷等で

済み、1 ケ月半したら、痛みもほぼ消えました。

学ぶこともたくさんあり、神さまの創造は「恐ろ

しいほどに、奇しく（詩篇 139：14）」、限界を超

える痛みは、記憶が消し去られるんだなーとか、

まだ、使命があって、生かされてるんだ、、、とか、

心に刻まされ、励ましになっているところです。

同時期に、ホームスクーラーの伊澤雄平君（6）

「主を求めよ。お会いできる間に。

近くにおられるうちに、呼び求めよ。」

（イザヤ　55：6）

雄平君（6）の 2 回の心臓手術を超えた伊澤ファミリー

右から 2 番めが雄平君（5 月 17 日）

術後、翌日の雄平君　（4 月 25 日）

の「人生 4度目の心臓手術」があり、雄平君家族と、

お互いに祈り合う日々が続いていました。雄平君

は、1週間後に再手術という苦しみを経ましたが、

最終的には手術が成功し、今度のコンベンション

会場で、神さまを讃えながら再会する予定です。

チャーチ＆ホームスクーリングの歩みは、やさ

しい歩みではなく、試練も困難も失敗も、訓練も

許されます。僕も日々、悔い改めです。でも、そ

の背後にある神さまの精巧な計画、訓練、そして

これから来るさらなる希望と祝福を覚えます。

チャーチ＆ホームスクーリング 5 年～ 10 年と

いうベテランの領域に入った皆さんの中でも、苦

闘されているケースもあります。コンベンション

等で、リフレッシュや情報のアップデート等、継

続的にできていれば、クリアできたのでは…と思

えるケースも多いです。既にベテランの皆さんも、

ぜひ、与えられたこのチャンスを生かし、万事繰

り合わせてご参加いただければ感謝です。皆さま

への祝福を心から祈っています。
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講師のジョイスさんは、パーキンソン氏病のせ

いで、調子が少しすぐれないと連絡が来ています。

ジム博士は、全米のセンター試験側から、留学生

対象の試験官等の依頼や、公立校等での講演依頼

等を受け、全米を飛び回り、大忙しのようです。

今回、許されました 15 回目のコンベンション

の上に神さまが大いなる祝福を注ぎ続け、また、

講師、参加者を始め、祈りで加わっている全国の

皆さんも含め、大いに、知恵と励ましと希望が与

えられる時となりますように、お祈りいただけれ

ば幸いです。

 雄平君の心臓手術と伊澤ファミリーの挑戦

伊澤さんから、雄平君の手術について、チア・

スタッフやチルミニ・スタッフらへの祈りのリク

エストが届いたのは、2 月下旬のことでした。血

圧等、悪化し、突然死の可能性があるとのことで

4 度目の手術が 4 月 24 日に決定したとのことでし

た。

雄平君は、生後すぐの検査で、大動脈離断症と

いう、心臓と大動脈が繋がっていない病気である

ことがわかり、緊急手術をしないと生きていけな

いと診断されました。それで、2 歳までに、3 回

の心臓手術に耐えました。以後は順調で、毎年、

チアオリンピックでは、ジョセフ（5）と同種目

で走るランナー仲間で、とても元気に走っていま

した。でも、大動脈の血管が狭まって心臓の血圧

が異常に高くなっていることが判明し、手術の決

定に至ったとのことです。心臓手術で命に関わる

リスクがあるものの、突然死のリスクはもっと高

いということで、決定となりました。以下、ご夫

妻からのメールのドキュメントです。チア・スタッ

フ、チルミニ・スタッフからの返信は、聖句のみ

掲載しますね。

4 月 18 日（伊澤　聡一郎さんより）

 「父親として辛い状況ですが、手術が守られ、願

わくは治癒されることを祈っております。お祈り

に覚えて頂ければ感謝です。」

（チルミニ・スタッフ Aさんから）

ヨハネ 14 章

1「あなたがたは、心を騒がせないがよい。神を

信じ、またわたしを信じなさい。」

16「わたしは父にお願いしよう。そうすれば、父

は別に助け主を送って、いつまでもあなたがたと

共におらせて下さるであろう。」

27「わたしは平安をあなたがたに残して行く。わ

たしの平安をあなたがたに与える。わたしが与え

るのは、世が与えるようなものとは異なる。あな

たがたは心を騒がせるな、またおじけるな。」

（桑谷　美穂　事務局長　より）

 「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）

22 日（聡一郎さんより）

 「雄平のためにお祈りをありがとうございます。

ところで、稲葉さんの木から落ちたメール内容を

見て大変驚きました。大草原の小さな家のDVDで、

チャールズが木に引っ掛かった凧を取ろうと上っ

たところ、落下したという場面がありましたが、

まさか同じことがおきたのですね、、、完治のため

にお祈り致します。」

23 日（聡一郎さんより）

 「雄平は無事入院。これから、私が病院に行きま

す。お祈り有難うございます。不思議と家族が今

雄平君、回復の歩みへ　（5 月 17 日撮影。コンベンシ

ョン参加予定）
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んなことは思いつかなかったり、気恥ずかしいと

思ったり）ので、こんなに自然にみことばが生活

の中に入っていることに改めて感銘を受け、これ

も、ホームスクーリングの実だなぁと思いました。

ホームスクーリングを教え、導いてくださって、

本当にありがとうございます。

27 日（聡一郎さんより）

　「先ほど、病院に行っている妻から連絡があり、

雄平の不整脈が続き、あぶないので、今度の水曜

にペースメーカーを入れる再手術をおこなう可能

性が高いとのことです。回復にむかっていると

思っていただけに、ショックが大きいです。お祈

り下されば感謝です、、、」

（稲葉より）

　「わたしは、あなたがたに平安を残します。わた

しは、あなたがたにわたしの平安を与えます。わ

たしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのと

は違います。あなたがたは心を騒がしてはなりま

せん。恐れてはなりません」（ヨハネ 14：27）

（チルミニ・スタッフ Bさんより）

　「神にとって不可能なことは一つもありません」

（ルカ　1：37）

（能登　麻里スタッフより）

「彼が担ったのはわたしたちの病　彼が負ったの

はわたしたちの痛みであった…。彼が刺し貫かれ

たのはわたしたちの背きのためであり、彼が打ち

砕かれたのはわたしたちの咎のためであった。彼

の受けた懲らしめによってわたしたちに平和が与

えられ　彼の受けた傷によって、私たちはいやさ

れた」（イザヤ 53：5）

28 日（恵美さんより）

　「…どうして不整脈が出ているかわからない。治

れば手術しなくてよいが、術後 1 週間たって治ら

ない場合は危険なので手術しかない、とのことで

した。手術後のつらい痛みや苦しみがやっと引き

始めている今（想像以上にとても大変でした）、こ

のような状況になり、背後に主がおられることを

疑うことはないのですが、今、治してくださいと

のところ支えられています。あと一日です！」

24 日（聡一郎さんより）

「朝 8：30 頃に手術室へ。8 時間の手術と後の手

当てを経て ICU で面会したのが夜の 19：00 と、時

間がかかりましたが、無事手術は終わりました。

術後、大人用の人工弁の一番小さいサイズを入れ

たという報告を受けました。

今は、不整脈が出て、手術後の一過性のものか

どうか、わからないとのこと。まだ安心できない

状態ではあり、人工呼吸器をつけ、ペースメーカー

を入れ、いろいろな管が入り、顔も体も白くて痛々

しい様子ではありますが、ひとまず、命が守られ

たことは、感謝です。

　今朝、手術室に入る前、雄平は本当に守られて、

とても穏やかに幸せそうに過ごしていて、ニコッ

としながら手術室に入り、お祈りの支えを強く感

じました。ありがとうございます。意識が戻るま

でに体が回復しますように、引き続き、お祈りい

ただければ感謝です。」

26 日（伊澤　恵美さんより）

「雄平のために親身にお祈りくださり、お忙しい

中ご返信くださって、本当にありがとうございま

した。大きな手術は 4 年ぶりでしたし、心臓は外

から見えないので雄平は元気だと思ってきました

が…。病を持って生まれてきた子供だったんだな

と改めて実感した昨日でしたが、全てのことが主

のご支配のうちにあり、主のご栄光があらわされ

るためにあるとみことばから教えられています。

心から感謝し、主を礼拝していきたいと思います。

手術の朝、兄の慎太郎（9）が、自分から言い出

して雄平に手紙を書いたのですが、「イエス様が

いつも一緒にいるっていうみことばってなんだっ

け？」と聞いてくるので、マタイ 28：20 の「見

よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなた

がたとともにいます」を教えたところ、そこを写

していました。雄平も病室で手紙を読むと、返事

を書くと言って、絵を書いた後、あとは聖書のみ

ことば、と言って、どれにするか考えていたとこ

ろで、手術のお迎えがきました。私もクリスチャ

ンホームで育ちましたが、兄弟間でみことばを交

換するようなことは、大人になる前はなかった（そ
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素直に一心に祈る力が出てこない状態です。しか

し、治れば手術をしなくてすみますので、お祈り

くださいますでしょうか？　再手術になったとし

たら、雄平がそれを受け止めることができますよ

うにも、お祈りをお願いします。ジョセフくんの

お祈りにも心から感謝します。」

29 日（恵美さんより）

　「雄平のためにお祈りくださって、ありがとう

ございます。この数日、いただいたメールやみこ

とばにどれだけ慰められてきたかわかりません。

本当にありがとうございます。

　今朝、心臓外科の先生から、主人が手術の説明

を受けました。私は、これ以上先生の話を直接聞

く勇気がなく、家にいたのですが、ちょうど同じ

時間に、同じ教会の、循環器の医師である兄弟が

電話をくださって、ほとんど同じ説明を聞くこと

ができ、イエス様の憐れみを感じました。

結論から言うと、明日手術をすることになりま

した。これだけの期間、不整脈が続いていると、

仮に今治っても、またいつ不整脈が出るかわから

ず、その危険のほうがはるかに高いということで

した。しかし、今回は前回の手術と比べると危険

度はかなり低いということです。電話くださった

心臓循環器の専門医の方は、『ペースメーカーの

技術は、日進月歩でどんどん進んでいること（高

齢者人口が増えて需要が大きいので、市場原理の

法則が働いているのだそうです）、携帯の電磁波

などは今は OK になっているし、将来は、手術に

よる電池交換なども不要の方向で研究が進んでい

ること』など教えてくださり、とても気が楽にな

りました。

今後は、雄平が再手術を受け止められるように、

明日朝 8：45 からの手術が無事に終わり、再々度、

手術をしなくてすむように、また、今、常に痛み

があり、術後は、またかなりの痛みを経験しなけ

ればならないので、痛みから守られ、順調に早く

回復するように、お祈りいただけましたら感謝で

す」

30 日（恵美さんより）

　「雄平の手術は無事予定通り終了し、1 時間ほど

前に ICU で面会できました。酸素吸入器はつけて

ましたが、体の色が真っ白で体が冷たく、たくさ

んの管につながれて別人のように見えた前回の手

術後と比べると、顔色もよく体温も温かくて、元

気そうに見え、手術がうまくいったこともわかっ

ていたので、やっと初めて少し安心できました。

ここに至るまで、多くの兄弟姉妹が、共に悲しみ、

心配し、祈り、みことばを分かち合って励まして

くださり、どんなに慰め、励まされたか、言葉で

は言い表せません。ありがとうございました。

手術前は、メールで送ってくださったみことば

を雄平と分かち合い、共に祈りました。手術室に

入る時は、（入る前に、両親と別れて過ごす 10 分

間の間に怖くなったようで）さすがに涙を流して

いましたが、みことばの約束通り、主はすべてを

益としてくださると信じています。

今後、いくつかの痛みの山があり、恐れる気持

ちがありますが、どうぞ痛みが早く終わり、元気

に回復できますよう、引き続き、お祈りいただけ

ましたら感謝です。取り急ぎ、手術が無事終わっ

たことを、感謝をもってご報告させていただきま

した」

5 月 5 日（聡一郎さんより）

　「雄平は、無事 ICU から一般病棟に移動が出来

ました。大きな山を越えた感じです。お祈りを心

より御礼申し上げます。

　今後、雄平は人工弁とペースメーカーを適切に

管理しつつ、かつ、（今までがそうだったように）

またしても心臓で思いがけない問題が出てくる可

能性を持ちつつも、長い人生を歩むことになるか

と思います。引き続き雄平のためにお祈りに覚え

て頂ければ感謝です。

　私自身、父親としては辛いことであった反面、

感謝なことも多かった試練であり、個人的には主

に感謝しております（それでも、痛い手術を経験

し、かつ今後、身体にある種の障害を抱えて生き

ていく雄平君自身はかわいそうですが、、、）」

（チルミニ・スタッフ Cさん）

エレミヤ 29：11-16「主は言われる、わたしが

あなたがたに対していだいている計画はわたしが

知っている。それは災を与えようというのではな

く、平安を与えようとするものであり、あなたが
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たに将来を与え、希望を与えようと

するものである。 その時、あなた

がたはわたしに呼ばわり、来て、わ

たしに祈る。わたしはあなたがたの

祈を聞く。」

　詩篇 91:14-16「彼はわたしを愛し

て離れないゆえに、わたしは彼を助

けよう。彼はわが名を知るゆえに、

わたしは彼を守る。 彼がわたしを

呼ぶとき、わたしは彼に答える。わ

たしは彼の悩みのときに、共にい

て、彼を救い、彼に光栄を与えよう。

わたしは長寿をもって彼を満ち足ら

せ、わが救を彼に示すであろう。」

 

（チルミニ・スタッフ Dさん）

「神はわれらの避け所、また力。苦しむとき、そ

こにある助け（詩編 46：1）」

9 日（恵美さんより）

　「たくさんのお祈り、みことば、励ましを本当に

ありがとうございました。雄平は、術後の経過が

順調で、昨日午後、退院できました。一日一日が

長かったですが、2週間と 1日の入院生活、2回目

の手術から 1週間での退院でした。

　手術後、再手術になるまでの間が一番つらい期

間でしたが、その間のお祈りやみことばや励まし

の言葉の支えがどんなにありがたかったかわかり

ません。雄平自身も、日本で多くの方々が祈って

くださっているだけでなく、アメリカでも、ロシ

アでも、モンゴルでも祈られていると聞き、送ら

れてきたみことばや励ましの言葉に、慰められ、

励まされていました。稲葉さんご自身、怪我で大

変な状況の中、本当にありがとうございました（今

朝も雄平が、稲葉さんの怪我のために祈らなく

ちゃと祈っていました。その後、体調はいかがで

しょうか？）

　これからも定期的な通院で経過を見守っていく

必要があり、必ずしも、これで安心とは言えない

のだそうです。その見解を聞き、落胆しましたが、

それが、雄平の実際の姿なのだということを受け

入れ、主に「自分の日を正しく数えることを教

えてください。（詩篇 90：12）」「どうか、私たち

の手のわざを確かなものにしてください。（詩篇

90：17）」と祈り続けていくことが求められてい

るのだと思いました。そう意識して日々祈れるの

は、主の目から見て幸いなことなのだと思います。

今朝は「彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉

のわく所とします。初めの雨もまたそこを祝福で

おおいます。（詩篇 84：5、6）」というみことば

に希望が与えられ、嬉しかったです。主から目を

離さないでいれば、大丈夫なのだと思いました。

次は、6 月のコンベンションで、お会いするこ

とになるでしょうか？　その時は、雄平も元気に

参加できることと思います。コンベンション、楽

しみにしています。全ての準備が守られ、祝福さ

れた時となりますよう、お祈りしています！」

雄平君は、幸い、その後の回復も順調な様子で

す。最近、撮影してくださった写真も、とても元

気そうで、コンベンションでの再会をジョセフも

僕も、とても楽しみにしています。伊澤夫妻は、

この困難を通して、神さまに教えられたことにつ

いて、ホームスクーリングの歩みと含めて、東京

会場の分科会で分かち合ってくださる予定ですの

でお楽しみに。神さま、苦難を益に変えてくださ

ることを改めて示されています。皆さん、どうぞ、

雄平君の今後の健康と神さまのますますの祝福が

伊澤ファミリーにありますようにお祈りくださ

い。

チア・ジョイ・ランニングにて（3 月 20 日　5 キロ走）　
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　続　教育委員会との接し方　

　　　Eさんのケース 2

前号でお伝えしました、「学校・教育委員会と接

し方 2014　E さんのケース」、お約束通り、続編を

お伝えしますね。被災地の人々を助けるために移

住した Eさん家族は、この 4月からのホームスクー

リングを決心。教育委員会側は、いくつか反論、1

回目のミーティングを終えた E さんからチアに相

談が寄せられます。チアからのアドバイスとして

は、「ホームスクーリングの許可を求めるのではな

く、善意の報告に行く」「敬意と伝道の思いを持

ちつつ、情報提供。でも、自然権である、親とし

ての責任と使命、基本的人権、学問の自由、宗教・

良心の自由ほか、聖書でも、憲法でも保証されて

いる権利は、凛として、侵されることなく、泰然

自若＆誠実に伝え、先方からの質問には、感謝と

誠意と知識で答え、祝福の祈りを持って堂々と立

ち去る」等を伝えます（詳細は、ニュースレター

4 月号・144 号にて）。今回は、3 回目のミーティ

ングを前にしたやり取りです。

まずは、能登麻里スタッフからのお詫びメール

です。麻里さんは、以前、受けたアドバイスと成

功体験から、「どうぞ、見守っててください」と伝

えることをアドバイス。でも、E さんが実施した

ところ、教育委員会からの反論の呼び水となりま

した。僕からは、チアとしてのお詫びを伝え、発

言者が女性の場合や、話し方や、相手次第では、

うまくいくケースもあるけれど、それは、「擦り寄

り」や、「許認可の依頼」等と取られ、今回のよう

に反論の呼び水となるリスクもあるため、堂々と

正攻法で、ストレートに核心をつくべき点を伝え

ました。

能登麻里スタッフより、

Eさん、桑谷美穂事務局長、稲葉へ

稲葉さん、さらに新しい角度からのご説明をあ

りがとうございました。

＞それゆえ、敬意をもってですが、正攻法で行く

＞べきと考えます。無駄なく、イエス様がパリサ

＞イ人たちに話したように、真理に確信を持ち、

＞妥協せず、誠実にストレートに核心をつくとい

＞うことですね。そのあたり、知れば知るほど、

＞神さまは、私たちを、理論的にびくともしない、

＞真理の固い岩の上に導かれたのだと感じます。

　本当にその通りだと思います。

　E さん、中途半端なアドバイス、お許しくださ

いね <(_ _)> ！

　でも、こうやって一緒にさらに成長していける

ことも、感謝しています (T_T)。

　今後とも、よろしくお願いいたします。

E さんより

たくさんの励ましときめ細かいアドバイスを感

謝します。こんなに親身に相談にのってくださり、

嬉しい気持ちでいっぱいです。

みなさんのアドバイスを読んで、正直、完全に

私自身の準備不足だったと大きく反省していま

す。

何気ない気持ちでホームスクーリングを始める

つもりはありませんでしたし、たくさんの苦難が

あったとしても、忍耐をもって対応していこうと、

常々、妻と話してきました。でも、教育委員会とは、

こうなるとは思っていませんでした。ただ、「ホー

ムスクールをしたいと思います。ホームスクール

とはこんな感じです」と説明すれば、多少反対さ

れたとしても「あーこんなのもあるのですねー。

わかりました」となるものだとばかり思っていま

した。

　もう、既に 2 回の教育委員会との話し合いで、

「なんとか認められたい！」という感じで話してし

まっているので、次回のミーティングで、稲葉さ

んのアドバイスのような感じで話すと、教育委員

会がどのような反応をするのかが、ちょっと心配

ではあります。（いままでの話しはなんだったので

すか？的な感じで）でも、「恐れないで、ただ信じ

ていなさい」という御言葉を握って頑張ってきた

いと思います。

　我が家にある出来る限りの資料をもって、ホー

ムスクールを紹介し、主の知恵と力に頼って、話

し合いに望みたいと思います。
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 ミーティング、

キャンセルしていいでしょうか？

（Eさん続き）

とは言うものの、いまさらの質問で申し訳ない

のですが、ふと思ったことを書かせて頂きます。

（何をいってるの？今さら！って感じてしまった

らすみません。。。）

　次回の話し合いのことですが、もう既に 2回行っ

ていて、双方の意見もだいたいわかっている状態

です。また、なんとか学校に行くよう促してくる

のはわかっているので、あえて、話し合いをキャ

ンセルし、丁寧な文章でホームスクールを始める

こと、学校側に特にお願いすることはないことを

伝え「ご質問等がありましたらご連絡ください」

と一言添えて、チアの資料（見て頂きたいところ

に付箋をはって）と一緒に郵送するという手は有

りでしょうか？　話し合いが嫌だというよりは、

結局、何を伝えても、「ホームスクールは無理で

す！」となってしまいそうで、かえって状態が悪

くなるような気もしないでもありません。

次回のミーティングに行くにしろ行かないにし

ろ、神さまが最善を用意してくださっていると信

じます。 そして、この機会を通して、僕たち夫婦

もホームスクールの意味をもう一度考えさせられ

ています。全てを益としてくださる主が、このこ

とを通しても私達家族を大きく祝福してくださる

と信じます！

桑谷　美穂さんより

E さん、先日はご返信、ありがとうございまし

た！　こちらからのご返信がすっかり遅くなって

いて、スミマセン ^_^;　今日までニュースレター

の制作に追われていて、ご連絡ができず……。ご

めんなさい！

　稲葉さんからのアドバイスは、また後日、改め

て届くと思いますが、取り急ぎ、「何をいってる

の？今さら！」とは思っていないことだけでもお

伝えせねばと思い（笑）、メールした次第です。

今回の E さんのメールをお読みして、すでに今

回のことは主にあって益と変えられつつあるな、

ということを感じました。これからの長い道のり、

きっと今回のことも大きく用いられますね ^^

　引き続き、主の祝福と守りと豊かな導きをお祈

りしております！　それでは、また後日、メール

いたします。

　真剣に情報を生かす！

稲葉より

E さん、ハレルヤ！　うれしいメール感謝です。

＞ほんとうにたくさんの励ましときめ細かいアド

＞バイスを感謝します。

＞こんなに親身に相談にのってくださり、嬉しい

＞気持ちでいっぱいです。

　そう言ってくださり、感謝です。

＞みなさんのアドバイスを読んで、正直、完全＞

に私自身の準備不足だったと大きく反省して＞い

ます。

　気づいてくださり、良かったです。

＞何気ない気持ちでホームスクーリングを始め＞

るつもりはありませんでした…教育委員会…＞多

少反対されたとしても「あーこんなのもあ＞るの

ですねー。わかりました」となるものだ＞とばか

り思っていました。

そのようにおっしゃられる方々、多いです

(^^;)。もちろん、神さまが助けてくださるし、最

終的には、教育委員会・学校の反対で、できなく

なった事例はありません。でも、情報を生かして

もらい、しっかり準備あれば、先方の状況理解も

早く、先方のためにも良いと思います。でも、今

回は、とてもいい体験をされているのではと思い

ます。提供されている情報を、真剣に生かすかど

うかという体験です。

今後、ホームスクーリング展開においても、コ

ンベンション、白馬、マガジン、ニュースレター、

書籍ほか、いろいろと発信されている情報等をぜ

ひ、効果的に、生かしてほしい……と願います。
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もちろん、神さまの恵みとあわれみで歩んでい

きます。でも、助けになる様々な情報を生かす

も殺すも、情報の受け手次第です。発信者たちは、

自分の多くの失敗や苦悩も含めて、神さまが教

えてくださった知恵や道を、何とか、後輩の皆

さんに、良い方向で生かしてもらえればと真摯

に情報を発信しています。どうぞ、よろしくお

願いします。

＞もう、既に 2 回の教育委員会との話し合いで、

＞「なんとか認められたい！」という感じで話

＞してしまっているので、次回で稲葉さんのア

＞ドバイスのような感じで話すと、教育委員会

＞がどのような反応をするのかが、ちょっと心

＞配ではあります。（いままでの話しはなんだっ

＞たのですか？的な感じで）

大丈夫と思います。特に、次回は、校長や副校

長、教務主任レベルという新しいメンバーが加

わるということですよね。これまでのは、予選

会というか、良き訓練の機会が与えられたと考

え、決勝戦に最強の装備で臨まれてはどうでしょ

うか。教育委員会の方々も、今回、3 回目で、校

長たちが入り、今度は身内（内部）だけではな

くなります。いよいよ本番と思ってくると思い

ますので、E さんがしっかりと準備され、新しく

プレゼンしてきたな……と思うぐらいがいいと

思います。

教育委員会の方にとっても、これまでの 2回で、

ある程度、情報にもふれ、E さんの感じもわかり、

心が落ち着いてきていると思います。今度は、先

方の教育委員会の方も、冷静に話を聞ける、心の

準備が整っている可能性があると思います。しっ

かりと法的、聖書的、教育学的、戦略的に、準備

し、愛と敬意と忍耐と祈りと確信をもって、真摯

に理路整然と神さまによって立つ、不動心で、話

して然るべきと思います。それで、教育委員会や

学校の皆さんに真実が届く可能性はあると思いま

す（前回、お伝えした通り、立場上、公に認める

ことはないとしても）。

昨日も B 県の F さん家族と学校・教育委員会と

の話し合いの連絡がありました。以下、F さん家

族に対応していた桑谷さんからの速報メールを送

りますね。F さんから事前に連絡があったため、

チアから、これまで E さんにもお伝えしたポイン

ト等を連絡し、再確認してもらい、しっかりと準

備していかれたケースです。

美穂さんから稲葉へ

＋＋＋＋

教育委員会との話し合いは穏やかな中、進んだ

そうです（マガジンとかも持っていったそうで）。

いろいろ想定していた質問を聞かれて、真摯に答

えたそうですが、奥さんの話によると、書面にし

て持って行ったら、もっとポイントをついた返答

ができたかな、と反省していたとの

こと。でも、担当者の方は、憲法面

で調べてみたり、内部的にどういう

扱いにしたらいいのか確認してみる

など、結構、好意的な対応だったよ

うですね。

小学校の校長先生にも挨拶に行っ

たら、なんと、臨時教員の時に同じ

職場だった先生が校長先生になって

いたとのこと！　「応援しますよ」と

おっしゃっていただいたそうで、良

かったです。

＋＋＋＋＋

チア・ジョイ・ランニングにて　（３月２０日　５キロ走）　
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F さん家族のように、毎回、校長が知り合いだっ

たというわけにはいかないと思います (^^;)。で

も、このように全国で進んでおり、何せ、真理で

迫るわけですので、A 町も大丈夫と思っています

(^^)。

＞次回の話し合いのことですが……丁寧な文章で

＞……チアの資料……と一緒に郵送するという手

＞は有りでしょうか？

選択肢があるかないかと言われれば、あると思

います。選択の最終決断は、E さん次第です。僕

個人の意見ですが、相手がミーティングを求める

のであれば、ホームスクーリング・教育の原点の

啓蒙のチャンスであり、究極的には、キリストの

福音の伝道の機会だと考えて、参加されてはと思

います。E さんご家族は、被災した人々を応援し

よう、福音を伝えようということで、一家で引っ

越されているわけです。個人的に出会う良いチャ

ンスだし、先進的、あるいは、教育の原点に立ち

返った実例を紹介するチャンスかと思います。

賛成はされなくても、当たり前と思っていた既

存の教育方法に一石を投じることになり、「学校

任せでいいのか」「親の在り方は」「教育とは」等、

考えさせることには確実になると思います。心あ

る方々は、本来は、親が責任をもって行うのは素

晴らしいと、魂のどこかで感じられると思うので、

立場上の建前の意見は別にして、良き訴えになる

と思います。しいては、これもA町の教育の向上に、

協力することとなると思います。

＞結局、何を伝えても、「ホームスクールは無理で

＞す！」となってしまいそうで、

これは、心配しなくても、確実にそうなりま

す。この文章を読むと、まだ、E さんは、今回の

ポイントへの理解が不十分なのでは……と懸念し

ます。甘く考えないでください。今の教育のシス

テム的に考えて、町の教育長や町職員のレベルで、

「ホームスクーリングを良く理解しました。賛成で

す。ぜひ、がんばってください」との答えは、ま

ず無理です。国会議員を通して面会した文科省の

担当課長は、欧米の状況や日本でのホームスクー

リングについての法的な知識・認識の専門家であ

り、そのためと思いますが、「親御さんが決断され

たら、私たちにできることはありません。せいぜ

い、督促状を 1枚、送るぐらいですので……」と、

最初から白旗でした。そのようなケースは、まだ

一般の学校・教育委員会の現場では、期待できな

いし、期待するところではないと思います。

「何を伝えても、『ホームスクールは無理です！』

となってしまいそうで、、、」と書かれた Eさんの上

記の文章を読むと、まだ、「ホームスクールは可

能です」と教育委員会、学校側に言ってもらいた

いのでしょうか……という感じがします。大事な

ポイントは、今回のミーティングの目的は、「ホー

ムスクーリングは可能です。がんばってください」

と言ってもらうことではないことを、胸に刻むこ

とです。許認可ではありません。まずは礼を尽く

し、真摯に情報を伝え、賛成はされなくとも、状

況や、ホームスクーラーの意図を認識できるよう

にし、究極的には、キリストの愛と真理を伝える

伝道が、目的です。先方の反応程度で、神さまか

ら召されているという確信は変えません。でも、

ホームスクーリングとは何か、全国の状況はどう

か、どのような遵法精神で行うのか、法的根拠は

何か、社会性はどうなるのか、親に微分・積分が

教えられるのか……ほか、よくある質問への情報

提供をすることです。賛成はしなくても、情報を

得て理解が深まると、長い目で、伝道につながっ

てくると思います。

また、A 町にとって、「ホームスクーリングとは

何ぞや」「全国では、どんな状況か」「親が責任を

もって教育することを、学校や教育委員会が、許

認可すべきことではない」「社会性が育つ」「中卒・

高卒の母親でも大卒とほぼ同じ結果が出る」ほか、

情報提供しておくことは、A 町の今後のためにも、

いいことだと思います (^^)。教育委員会や校長た

ちは、町の教育界のリーダーでもあるし、知りた

いと思うリクエストに応じて、伝えておくことは、

今後、様々な人間関係や伝道展開のためにもいい

と思います。特に、人間関係的に、お互い知り合っ

ておくこと、考え方を伝えておくことは、今後の

E さんたちの、すべての展開のために、とてもい
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いことだと思います。

麻里さんより

先ほど、E さんの奥様よりお電話がありました。

教育委員会の方との面談に備えて、いろいろと準

備しているようで、「稲葉さんのようにスーツケー

ス一箱にはならないのですが、足りないでしょう

か～」とおっしゃっていて、しっかりプレゼンす

る方向に切り替えておられるようでした。感謝で

す！　それで、マガジンや、白馬セミナーの「ホー

ムスクーリング入門編」等、ご注文がありました。

学校・教育委員会との次回ミーティングは、決ま

り次第、ご連絡くださるとのことです。

E さんより稲葉へ

メールありがとうございます。早速、学校と教

育委員会の両者にお手紙を書きました。稲葉さん

の提案文を参考に…。

学校から何度が電話が来て、3/20 に校長、副校

長、教育委員会の方の三者面談でという形になり

ました。よいプレゼンにするため、ホームスクー

ルの目的から社会性、親でも教えられる、学校に

行かないのはなぜかなど疑問に思われるであろう

項目をまとめて、資料を作成中です。面談の時は

チアマガジン、ニュースレターを添えてプレゼン、

質問の受け答えに臨もうと思っています。

緊張はしますが、良い証と伝道の機会になるよ

う祈りつつ行ってきます。最善を尽し、後は主に

委ねます。終わりましたら、またご連絡します。

E さんより

主の御名を誉め称えます！　色々と親身になっ

てくださり、アドバイスと励ましを心から感謝し

ます。

以前から、相談させていただいた話し合いにつ

いて報告いたします。結論からお伝えすると、神

さまが与えて下さった圧倒的な勝利でした !!　ハ

レルヤ !!　話し合いは、校長、副校長、教育委員

会で前回まで話し合いの中心だった職員の方と私

の 4名で校長室で行われました。

アドバイスしていただいた通り、今回は私なり

に頑張って用意をしていきました。購入したチア

のマガジン、ニュースレターなど、家にあるもの

いっさいがっさい持参し、また、必ず質問される

であろう内容も用意しました（ホームスクーリン

グの目的、法律、社会性、我が家の学習計画、将

来の進路など）。校長室に入ったら、まず資料を机

にならべ、自分でまとめたものを一人一人に手渡

し、説明を 5分くらいさせてもらいました。

びっくりしたことに、私の説明が終わると、以

前の 2 度のミーティングでずっと反対していた教

育委員会の方が、「ホームスクーリングというの

は、決まった形がないみたいなんですよ。そして

法律的にも大丈夫みたいなんですよね…」と残念

そうな口調で補足してくれました。教育委員会で

もかなり調べたようです。

説明後、校長からの質問はひとつだけ「私はホー

ムスクーリングは初めて聞くので何もわからない

ですけど、なぜ学校に来ないのですか？」という

ものでした。私が「子どもの教育の全てを親が責

任をもってやりたいからです」と答えると、「学校

がいやで来ないのではなくて、ご両親で教えたい

という理解でいいんですよね」と話されたので「そ

の通りです」と返事をしました。

その後は、クラスに机の用意はいるのかとか、

健康診断はどうしていけばいいのかなどの、事務

的な話しになっていき、ホームスクーリングをす

るしないの議論にはなりませんでした。

そして、今後、学校とのやり取りとして、「月に

1 度私が学校に出向いて息子の様子を伝えに来て

ほしい」ということと、「4 月の家庭訪問で担任が

見にくること」という 2 点が決まりました。私は

この決定に神さまのご計画を感じました。毎月地

元の学校に行って息子の様子を伝えながら伝道の

チャンスを与えて下さったのだと思いました。

校長は、この地域でホームスクーリングをして

いる人はいないから、お子さんが外でお友達と遊

んでいるときに「お前は学校に行ってないんだか

ら、一緒に遊ばない！」と仲間はずれにされるの

ではないかということが心配だそうです。でも、

どんな立場でも認め合えるのが真の友達だと思っ

ているので、そのような真の友達が地元で与えら

れるよう、子どもを守りながら祈っていきたいと

思います。
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最初は緊張してミーティングに臨みましたが、

勝利で校長室をでることができて感謝です。「涙

とともに種を蒔く者は、喜び歌いながら刈り取る」

と聖書の御言葉が示されました！これでようやく

スタートラインに立てました。

これからも、悩むことが多いと思いますし、近

くにホームスクーラーがいないので、いろいろと

相談させてもらうことが多いかと思いますが、A

町第 1 号のホームスクーラーとして、神さまにす

べてをゆだねつつ進めていきたと思います。今後

もよろしくお願いいたします。

　木から落ちた失敗で学んだこと

木から落ちた瞬間、僕の覚えてることは、ふわっ

と宙に浮いたことと、腰と背中から落ちて、息で

きず、「ウーン」と唸ったことです。木に引っ掛

かったエミリのバレーボールを取ろうと枝につか

まり、さらに上に行こうと両足で勢いつけて逆上

がりして、3 ｍ半ぐらいの上の枝に足をかけ、そ

の枝に登ろうとしたら、両手・両足をかけていた、

その枝が折れて、腰から落ちたのでした。公園に

行く 2 時間前に、エミリの友達を送っていきまし

た。でも、そのあたりから、約 12 時間ほど、記憶

が無くなりました。救急病院に運ばれて、ICU で

CT スキャンを取ってもらい、大丈夫ということで、

深夜に家に戻りました。スキャンのあたりから少

しずつ、断片的に、記憶が戻りました。打ちどこ

ろが悪ければ、車いすの生活か、頭を打ったり、

首から落ちれば命も危ないところだったと思うの

で、神さまを讃えてる次第です。

また、神さま、本当に痛い時は記憶を消し去る

ほど、人間の体を精巧に創られてるんだなーと実

感しました。死ぬときも、このように痛さは忘れ

るのかもしれないなーと思いました。記憶を失う

痛さなど、人生初めての体験でしたが、まさに、「恐

ろしいほどに、奇しく（詩篇 139：14）」創られて

いるのだと痛感しました。

　和紀子は、状況をつかんで、弘前の実家に連絡

してくれました。エミリは、3 日後、バージニア

にいる真祈史に電話してくれ、「ダディ、倒れた

まま、大きな声でずーっと唸ってて、私はびっく

りして。そう。私の心のトラウマになってるわ。

でも私の投げたボールのせいで、そうなったんだ

し、、、」と話してました。エミリ、僕にはそのよう

に言ってなく、記憶でも、ちょっと唸ったぐらい

かなと思っていました。確かに、エミリの心のト

ラウマになるだろうなー、申し訳なかったなーと

改めて思いました。ジョセフも、救急病院も含め

て、ずっと寄り添ってくれましたが、幸い、スキャ

ン撮影後、ＥＲのベッドの僕の横で、すやすや気

持ちよさそうに寝てました。

負傷後は、腰が痛くて、三浦綾子さんのように

ベッドに寝たきりで、寝がえり等、まったくでき

ない状態が 5 日ほど続きました。考えてみれば、

枝に両手両足がつかまっている状況での落下で、

受け身がまったく取れず、腰と背中から地面への

直接の激突でした。背骨や脊髄とか守られたのも

感謝だし、また変にかばい手をして、複雑骨折を

することからも守られたのも感謝でした。この 2

年、マラソンとかして、体重が 10 キロぐらい減っ

てたのも良かったろうし、この 3 年、伝道のため

にと運動に目覚め、柔軟になってたのも良かった

のかなと思いました。でも、やはり、不思議な神

CT スキャンを終えて。付き添ってくれたジョセフ（5）

は眠ってしまいました (^^)　（4 月 19 日夜 11 時　

聖ジョセフ救急病院ＥＲ棟にて）



12 CHEA NEWS LETTER  

さまの御手が守ってくれたとしか思えません。

　神さまからの「真の余裕」

6 日め以降は、寝返りは自由にできないけれど、

3 分ぐらいかけて起き上がれるようになり、腰の

痛みも、少しずつ、やわらいだ気がしました。こ

の時期は、10 日後の 5 月上旬に、2 度目のフルマ

ラソン大会を控えていて、何とか出場できないか

な、、、と考えていました。ホームスクーリング人

生、あるいは、クリスチャン人生と同じで、過去

1年、絶好調になるたびに、3度、全治 2ケ月のケ

ガが訪れ、山あり、谷ありでした。でも、その逆

境は、文字通り、益と変えられ、強くされたなー

と思っています。2 年前は、1 キロ走って、ぜい

ぜいだったのが、今は、「ハーフ（21 キロ）は楽

勝。ハリウッド・ハーフは 2 時間 4 分で走れた。

今度のフルは、どんな記録かな……(^^)」という

ところまで来たわけです。3 月のＬＡマラソンの

1 ケ月前に、ケガの徴候が出た時は、これまでの

学習効果で、すぐに走るのを中止し、後は、2 日

前まで一切走らず、臨みました。今までだったら、

さらにいい記録を出そうと、直前まで無理してト

レーニングするところでしたが、3 度のケガを通

し、大局に立って「余裕を持つ」ことを学び、行

動できました。

後で、市川晶子スタッフから、「同じことを、ジャ

ンプで銀メダルを取った葛西紀明選手が言ってま

したよ。前は不安で直前まで練習して、疲れきっ

て本番に臨んだけど、今は、余裕を持つことを心

に刻んで、本番前の週はできるだけ休んで臨むっ

て」。そうかーと思って、NHK の葛西選手のドキュ

メンタリーを見たら、その通り、「余裕の大事さ」

を話されていました。僕らには、神さまがいるの

で、「真の余裕」が持てるわけです。クリスチャン

人生でも、失敗や困難があっても、自分の思い通

り物事が進まなくても、忍耐して、神さまを信じ、

委ね、心の余裕を持ち、いつも喜び、従っていけば、

強く歩めることの証明になるなーと思いました。

　フルマラソン、走りたいなー、、、と思って、8

日後あたりからは、リハビリと思って、1 日 1 キ

ロ、3 キロとゆっくりと走り、距離を伸ばしまし

た。救急病院に行く前に、家に駆けつけてくれた

隣の家の方が、ジョセフらとプールに招いてくれ、

負傷 10 日後には、ちょっと泳いでみると、気持ち

よかったです。フルマラソンまで、あと 4 日。も

しかして大丈夫かなーと思いつつ、ベッドに腰掛

けたら、突然、息できなくなり、ろっ骨の一部が

親指大でろっ骨から隆起して、骨折したのかな、、、

と思い、びっくりして、ゆっくりとベッドに横に

なったら、収まりました。この頃から、腰が中心

だった痛みは、背中と腹筋に広がり、変に力がか

かると「ギャッ」とお腹全体に、電気ショックが

走る感じで、飛び上がるような痛みとなりました。

ろっ骨の隆起は、気のせいだったのかなーと思い

ましたが、のちに、お医者さんによると、「この状

況では、不安定なので、軟骨が飛び出してくるとか、

よくあります」とのことで、気のせいではなかっ

たようでした (^^;)。

　それで、今回のフルマラソンは延期。またも、

去年に続き、山あり、谷あり、回り道の人生です。

残念でしたが、でも、すべて神さまの計画の中に

あると思って委ねたら、気が楽になりました。同

時期に、雄平君の手術の困難が続き、ベッドの中

で「雄平君家族は、今、困難のレベルが違う戦い

をしているなー」と思って祈っていると、お母さ

んの恵美さんから「雄平が、術後、稲葉さんの怪

我のために祈らなくちゃと言ってました」とメー

ルが届いたりして、励まされました。

負傷後 8 日め、エミリに場所を確認し、事故現

場を見に行き、驚きました。まず、枝の高さが 4

ｍ近く、思ったより、高かった。次に驚いたのは、

折れた枝元から、コンクリートの道路と側溝まで、

1 ｍもありません。角張ったコンクリートブロッ

クの側溝と樹木の間にある、約 1 ｍの土の上に落

ちたようです。僕が枝元でなく、少しでも真ん中

につかまってたら、頭が、コンクリートブロック

にぶつかる位置です。よく、土に落ちたなー、コ

ンクリートの角とかに頭、打ってたら、今、全然、

違っただろうなー。「コンクリートのブロックのそ

ばで、びっくりしたー」と、エミリに報告すると、「だ

から、何回も、ダディは死ぬところだったよと言っ

たでしょう？　本当に危なかったんだから」。でも、

その時、エミリにそのように言われた記憶も、まっ
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たく残っていません。とにかく、その場所は、神

さまの不思議な守りを、僕に思い出させる特別な

場所となり、神さまに生かされ、何か、まだ、ミッ

ション・使命があるんだから、神さまに期待して

歩もう、、、と思わせる特別な場所となりました。

　「ギャッ」という痛みは、負傷後、1 ケ月して無

くなりました。それまでは、起き上がったり、咳

とかクシャミすると、「ギャッ」となるので、恐怖

でしたが、その痛みが無くなり、感謝しています。

完全ではないですが、痛みなく起き上がれたり、

寝返りが打てるということは、何て素敵なことな

んだと思っています。きっと、コンベンションで

は、元気に再会できると思います。完全な回復と、

さらに強くなって、神さまの栄光を現せるように、

お祈りいただけたら幸いです。

　問題の背後の神さまの素晴らしい計画

様々な困難・苦難のお話を伺ったり、自分が失

敗体験しながら考えることは、問題があっても、

その後ろに、神の素晴らしい計画があるので、安

心ということです。人間的にがっかりさせられる

現状があっても、希望は神のことば、約束なので、

そのことばを握り続け、命じられていることを実

行していくことを示されます。

　聖書で、主はギデオンに言います。「あなたのそ

の力で行き、イスラエルをミデヤン人の手から救

え。わたしがあなたを遣わすのではないか。」（士

師記 6：14）。でもギデオンは自分には自信がなく、

とまどいや恐れがありました。「ギデオンは言っ

た。『ああ、主よ。私にどのようにしてイスラエル

を救うことができましょう。ご存じのように、私

の分団はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で

一番若いのです』（士師記 6：15）。でも主は、言

いました。「わたしはあなたといっしょにいる」（士

師記 6：16）

　困難そのものは良いものではなく、そこには希

望はありません。でも、その問題をも許される神

さまは、問題より力があり、良い結果に終わりう

る試練しか許されません。神さまの声に従ってい

ければと思います。

　「わたしが示す地へ行きなさい。そうすれば、わ

たしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福

し、…あなたの名は祝福となる」（創世記 12：1、2）

　自分の希望ではなく、

神さまの最善を願って

　自分の希望ではなく、神さまの最善が起こるよ

う、そのように願うことを示されます。自分が揺

らぐたびに、神さまのところに行き、あわれみと

知恵を求め、よく聞いて歩むことを示されます。

　「主を求めよ。お会いできる間に。近くにおら

れるうちに、呼び求めよ。……主に帰れ。そうす

れば、主はあわれんでくださる。私たちの神に帰

れ。豊かに赦してくださるから。『わたしの思いは、

あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あな

たがたの道と異なるからだ。――主の御告げ――

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。雨や雪が天から降ってもと

に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、

芽を出させ、種蒔く者には種を与え、食べる者に

はパンを与える。そのように、わたしの口から出

るわたしのことばも、むなしく、わたしのところ

に帰っては来ない。必ず、わたしの望む事を成し

遂げ、わたしの言い送った事を成功させる。』」（イ

ザヤ 55：6 － 11）

　自分の希望や考えではなく、主の思いや道が、

自分の思いとなるように祈ります。「種まく者に

種が与えられ、パンが与えられる」、、、チアの 14

年の歩みは、その連続だったなーと思います。す

ぐにではないけど、「まことに主はシオンを慰め、

そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンの

ようにし、その砂漠を主の園のようにする」（イ

ザヤ 51：3）、「いばらの代わりにもみの木が生え、

おどろの代わりにミルトスが生える」（イザヤ

55：13）としてくださる、その言葉を心に刻んで

歩めればと思います。

　「諸国の民の光として」（イザヤ　49：6）

　最近、あるクリスチャンのトラックドライバー

さんが、クリスチャンの集会に向かう途中、不注



14 CHEA NEWS LETTER  

意運転で、追突事故を起こしたことを聞きました。

免許停止になるだろうと思い、落ち込んでいたそ

うです。事情聴取をしていた警察官から、「クリ

スチャンというのは、すべてを感謝して喜んです

ごすのではないのですか？」と言われたそうです。

そうだと思って、「すべて感謝します！喜びます」

と心を決めて、祈ったそうです。その後、免許停

止にも何もならず、事故も保険でカバーされ、生

活に支障がなかったとのことでした。警察官をも

用いて、神さまは、試練・困難・訓練の背後にあ

る神さまの計画に対し、僕たちに信頼し続けるこ

とを促しているのかなと思います。「いつも主に

あって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさ

い」（ピリピ 4：4）ですね。そして、本来、自分

にはできないですが、自分に死ねるように、ます

ます神さまにお願いし、あわれんでもらい、使命

が果たせるよう、求めることかなと示されます。

　「私はキリストとともに十字架につけられまし

た。もはや私が生きているのではなく、キリスト

が私のうちに生きておられるのです。いま私が肉

にあって生きているのは、私を愛し私のためにご

自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰に

よっているのです」（ガラテヤ 2：20）。

今回のコンベンション、ぜひ、チャーチ＆ホー

ムスクーリングに関心を持たれたばかりの皆さん

も、ベテランの皆さんも、ぜひ、ご参加ください。

皆さんに委ねられた、子どもたちの魂と将来の希

望の計画がかかっているので。

　「ただ、、、とどめられている者たちを帰らせる

だけではない。わたしはあなたを諸国の民の光と

し、地の果てにまでわたしの救いをもたらす者と

する」（イザヤ 49：6）

皆さまへのますますの祝福を祈っています。

感謝しつつ

稲葉　寛夫

チルミニチーム　結婚＆婚約ラッシュ！

　おなじみのサムエルさんは、伝道地のタイで出会っ

た伝道者、ジェーポーさん（カンボジア伝道チームに

合流して6年半）と婚約！（4月17日発表！）ジェーポー

さんの母国、タイで 8月 23 日に結婚予定。

　チア DVD の編集や写真撮影でお世話になっている本

田義人さんは、ジュリア・クロフォードさん（コンベ

ンション等でのチルドレンミニストリー・スタッフ）

と結婚（3月 31 日）。

　十三男・ブローマンさん（写真撮影・チルミニ・ス

タッフ等）と太田正（まさ）さん（チルミニ・スタッフ。

今年も担当予定）は、4月 15 日婚約！　11 月初旬結婚

予定。

　ジェイコブ・ブローマンさん（チア DVD「全力で神

を愛する」に出演）とカイ・ピンさん（5 年前から、

日本の伝道チームに合流。チルミニ・スタッフ）は、5

月 17 日に婚約発表！伝道地＆カイ・ピンさんの母国、

台湾で結婚予定。
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 チ ア ・ コ ン ベ ン シ ョ ン 2 0 1 4

【5月 30 日】

9:10　　　　  受付開始

9:25 　　　　 プロムナード　賛美

9:35　　　　  開会　挨拶と祈り

9:50 〜 10:50　基調講演１　

　　　　　　　ジム＆カレン・ストーバー

11:00〜 11:30　基調講演２　ピリポ・ブローマン

11:40〜 13:00　昼食

13:00〜 13:30　賛美　インフォメーション

13:30〜 14:20　分科会１

【5月 31 日】

9:00　　　　  受付開始

9:10 　　　　 プロムナード　賛美

9:15　　　　  開会　挨拶と祈り

9:25 〜 10:25　基調講演３　

　　　　　　　ジム・ストーバー

10:35〜 11:05　基調講演４　ジョイス・イノウエ

11:15〜 12:05　分科会４

大 阪 　 ス ケ ジ ュ ー ル （ 予 定 ・ 敬 称 略 ）

ジム・ストーバー
ジョイス・イノウエ
カレン・ストーバー

マタイ・ブローマン
慶大実験（赤林・大垣）
ピーター・ブロックソム

14:35〜 15:25　分科会２

15:40〜 16:30　分科会３

16:30〜 16:45　インフォメーション＆祈り

12:10 〜 13:05　昼食

13:15 〜 13:40　賛美　表彰式

13:55 〜 14:45　分科会５

15:00〜 15:50　分科会６

16:15〜 16:45　フィナーレ、チルミニ賛美

【　東京　宿泊情報　】　

■国立オリンピック記念青少年総合センター（会場内）
  　少し余裕がありますので、ご希望の方はチアにお申し込み下さい。定員になり次第、締切となります。

　  詳細はコンベンションパンフをご覧下さい。

ジム・ストーバー
山川　哲平・真紀子
カレン・ストーバー
ピリポ・ブローマン

慶大実験（赤林・大垣）
太田　仁一
稲葉　寛夫

ジム・ストーバー
ジョイス・イノウエ
カレン・ストーバー
ピリポ・ブローマン

慶大実験（赤林・大垣）
ナタン・ブローマン
ユース

19:30～ 20:20　特別セッション「アメリカ留学

のための通信簿の作り方」ジム・ストーバー

ジム・ストーバー
カレン・ストーバー
浦上 豊秋＆悦子

ピリポ・ブローマン
慶大実験（赤林・大垣）
山川　高平＆久子

ジム・ストーバー
カレン・ストーバー
堀井 卓＆ユリ

慶大実験（赤林・大垣）
竿代　健

ジム・ストーバー
ジョイス・イノウエ
堀井 卓

慶大実験（赤林・大垣）
吉原　佳子

ジョイスさんの個人カウンセリングについて（予約制・無料）

　ジョイス・イノウエさんは、個人的なカウンセリングご希望の皆さんに、時間を設けたいと計画中で

す。時間は、1家族 50 分で予約制（無料）。東京はすでに予約枠が埋まり、キャンセル待ちの状況です（す

でに７家族がキャンセル待ち）。大阪は若干、余裕がありますので、ご希望の方は、お名前、TEL、メー

ルアドレスをメール（office@cheajapan.com）または FAX（03-6862-8648）でご連絡下さい。
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【６日】

8:40　　　　  受付開始

9:25 　　　　 プロムナード　賛美

9:35　　　　  開会　挨拶と祈り

9:50 〜 10:50　基調講演１

　　　　　　　ジム＆カレン・ストーバー

11:00〜 11:30　基調講演２　ピリポ・ブローマン

11:35〜 11:45 インフォメーション

11:45〜 13:05　昼食

13:05〜 13:30　賛美　インフォメーション

13:45〜 14:35　分科会１

14:50〜 15:40　分科会２

15:55〜 16:45　分科会３

17:00〜 18:40　夕食

18:45〜 21:00　自己紹介＆アップデートタイム

【７日】

8:40　          受付開始

9:10 　         プロムナード　賛美

9:20　          開会　挨拶と祈り

9:30 〜 10:30　　基調講演３ ジム・ストーバー

10:40 ～ 11:10　 基調講演４ ジョイス・イノウエ

11:30 〜 12:20　 分科会４

12:20 〜 13:20　　昼食

13:30 〜 13:55　　賛美＆絵画表彰式

14:15 〜 15:05　　分科会５

15:20 〜 16:10　　分科会６

16:30-17:00 フィナーレ、チルミニ賛美

東 京 　 ス ケ ジ ュ ー ル （ 予 定 ・ 敬 称 略 ）

ジム・ストーバー
ジョイス・イノウエ
カレン・ストーバー
慶大実験（赤林・大垣）

ピリポ・ブローマン
稲葉　寛夫
堀井　卓＆ユリ
井上　正人＆知恵

ジム・ストーバー
宇佐神　実
辻岡　健象
慶大実験（赤林・大垣）

豊田　肇＆宏子
志賀　信泰＆麗子
マタイ・ブローマン

ジム・ストーバー
ジョイス・イノウエ
カレン・ストーバー
慶大実験（赤林・大垣）

ピリポ・ブローマン
吉村　忠敏＆則子
堀井　洋二
倉臼　じゃな

ジム・ストーバー
カレン・ストーバー
宇佐神　実
慶大実験（赤林・大垣）
稲葉　寛夫

髙倉　正＆幸子
藤原　樹里
大角　健一
ジャネット・ボスバーグ

ジム・ストーバー
カレン・ストーバー
田村　正幸
慶大実験（赤林・大垣）
ピリポ・ブローマン

松岡　淳裕
髙橋　恵一郎＆可奈絵
藤井　一朗

太田　仁一

ジム・ストーバー
ジョイス・イノウエ
カレン・ストーバー
慶大実験（赤林・大垣）

堀井　卓
ナタン・ブローマン
伊澤　聡一郎・恵美
辻　寿・奈央子

速報！　新分科会・追加
ジャネット・ボスバーグさんの「全米で各賞受賞の IEW 作文講座！」

　ジャネットさんは昨年、御主人の仕事で来日し、12 月帰国予定のホームスクーリングママ（３人の

子どもは大学生）。ＩＥＷの公認講師です。既に、チアのホームスクーラーたちが個人レッスンを受けて、

好評です。ご夫妻は、米国では、ホームスクーラーのサポートグループリーダーもされていました。

　「私の子どもは、書くことは好き。でも、編集の助けが必要」「私の息子は書くことが嫌いです。何

を書けばいいか、わからないのです」課題が何であれ、全米で様々な賞に輝いているＩＥＷのカリキュ

ラムが助けになります。ＩＥＷは、特に英語は読めるけど、書くことが苦手な子どもたちに効果が大

きいです。ぜひ、このセッションに参加し、グループレッスンに挑戦してみてください。
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チア・コンベンション講演抄録 （五十音順・敬称略）

【主講師　基調講演予定（Keynote）】

ジム＆カレン夫妻（Dr. James & Karen Stobaugh）

■「希望を持っていたのに……放蕩に走るホー

ムスクーラー（But We had Hoped ... The Home 

Schooled Prodigal）」

皆さん、ハッピーエンディングが好きだと思い

ます。でも、ハッピーでないエンディングの話は

いかがでしょうか。聖書に立ち、懸命にホームス

クーリングした結果、子どもが、神様と歩む人生

を選ばなかったら、どうでしょう？　アブシャロ

ムの人生と、放蕩息子の話を見ていきながら、互

いに励まし合いたいと思います。現在、シングル

マザーで準弁護士をしている長女との葛藤を分か

ちつつ、一緒に、聖書から考えたいと思います。

正直に分かち合い、率直な質問を受け付けます。

この分科会では、ジムとカレンの２人で分かち合

います（母親は、時々、他のお母さんと親密に語

り合う必要がありますね）。

■「オバデヤ時代の終焉（The Time of Obadiah 

is Ending）」

「エドムの高慢さと滅亡」そして、「イスラエル

の回復」を預言したオバデヤ書。現代におき、オ

バデヤの時代が終わらんとし、神の時計が終末の

時を刻む中で、起こされたホームスクーリング

ムーブメント。その使命と目指すゴールとは？　

　そしてホームスクーリングの親たちがなすべき

ことは何か。

【主講師　分科会予定　（Workshops）】

☆　ジム博士（Dr. James Stobaugh）☆　

■「炎は燃え尽きず（A Fire that Burns But 

Does not Consume）」

　この分科会では、西洋哲学の始まりから現代の

状況への旅に皆さんをお連れします。哲学者、あ

るいは哲学ムーブメントについて考察し、偽りに

対する聖書的な反論を述べ、同時に明らかになっ

ている真理についても解説します。皆さんは、こ

の分科会が終わる頃には、単に霊的な闘いについ

て語り合うだけでなく、実際に闘いに従軍してい

ることになるでしょう。また、苦悩と悲劇につい

ても示します。古代ギリシャの哲学者アナクシマ

ンドロスから、心理学者ビクトール・フランクル

に至るまで、偉大な思想家たちは、部分的には、

真実と神からの助言について理解していました。

しかし、彼らの多くは、ロゴスである神のことば

の中に単純に示された福音を理解しませんでし

た。ある人は完全に真理を見失い、大半は真理の

一部しか見ていません。真理の全体を受け入れな

かったため、はっきりと理解できなかったのです。

それゆえ、彼らの思索は役にも立ちえないのです。

　この分科会では、神の知識に対抗する議論を打

ち壊し、「すべてのはかりごとをとりこにしてキリ

ストに服従させ」る方向で進みます（第二コリン

ト 10：４、５）。イエス・キリストは、単なる哲

学的な主張でもなければ、抽象的な存在でもなく、

一時の現象でもありません。キリストこそ、「道

であり、真理であり、いのちなのです」（ヨハネ

14：６）。希望と確信をもってこの分科会を終える

ことになるでしょう。そして、イエス・キリスト

がすべてに勝利されたお方であることをさらに身

近に、現実感をもって生きて行くようになります。

ピリピ２：10、11 にある通り、「地の下にあるす

べてが、ひざをかがめ、すべての口が、『イエス・

キリストは主である』と告白」するという堅い信

仰をもって、一層、キリストにその人生を捧げて

行くようになるでしょう。

■「恋人、伴侶、友達。ホームスクーリングパパ

は、どのようにして妻を支えていくのか（Lover、 

Spouse、 Friend、 and Sister: How a Homeschool 

Dad Supports his Wife）」

ストーバー博士は、プリンストン大学院神学部

で牧会カウンセリングを副専攻し、牧師となる一

方、カレンさんの夫として 28 年間、共に歩んでき

ました。この分科会では、歴史を切り拓く、新し
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い世代を育て上げるという、信じられないほど重

要な仕事を成し遂げるために、夫が妻を支えるべ

き４つの方法について考えます。

■「ホームスクーリングによって社会が変わる

（Home Schooling as a Cultural Revolution）」

 この分科会では、伝道的なクリスチャンたちの

ムーブメントであるホームスクーリングが、リバ

イバルをもたらす神の新しい働きであることにつ

いて、みつめたいと思います。世俗文化の終焉、

都市化、ホームスクーラーによる家族の回復、ホー

ムスクーラーが社会のエリートの地位を占めてい

くこと、21 世紀の文化に見られる良き徴候など、

様々な面から語ります。ストーバー博士は、間も

なくリバイバルが来ると信じており、その鳴動か

ら、もはや遠い先ではないと捉えています。

 

■「小学生から大学受験生の作文・小論文セミナー

（Teaching Composition to the Elementary and 

High School Student）」

　子どもたちが神さまから召された道が何であっ

たとしても、このような時代においては、文章の

書き方を学んでおくことは大切です。書くことは、

21 世紀における福音の担い手として次世代の若者

を備えていくための必然的なスキルです。この分

科会では、全米大学受験センター試験（SAT）の

採点官でもあるストーバー博士が、就学前から大

学に至るまで、書くことの目的とゴール、そして、

書くための大切で実践的なポイントを分かち合い

ます。ストーバー博士は、子どもの心の養育と同

じくらい書く技術も重要であると信じています。

　

■「 大 学 受 験 ＆ SAT 対 策（College Enterance 

Exam & SAT Preparation for Christian Stu-

dents）」

SAT（米国で高校生が大学受験の際に受ける全国

センター試験）で最善を尽くす道は、子どもたち

が、どんな障害物があっても、自分の周りの世界

を変えて行けるクリスチャンとなるため、神さま

が備えた道の１つだと思います。この分科会は特

に、最新の SAT I に変化した点に備える上でも意

義があります。また、ストーバー博士は現在、SAT 

I 小論文の採点者であり、SAT の小論文については

多くの洞察があります。将来、留学も選択肢の一

つとなるかもしれない皆さん、また、今、具体的

に備えている皆さんは、この分科会を逃してはい

けません！

■「アメリカ留学への招待（How does one choose 

a college and be accepted to a College ofhis/

her Choice）」

ホームスクーラーのアメリカの大学への留学の

道も広く開かれていて、大学の選択肢もたくさん

あります。では、神さまが入学を召しておられる

大学を、どうしたら知ることができるでしょうか。

また、どうやったら、神さまに召されている大学

の入学受験に合格できるでしょうか。この分科会

では、特に SAT I への準備の仕方を説明し、留学

への準備の提案をします。ストーバー博士は、大

学入試センターで働き、また、ホームスクーラー

の入試準備のミニストリーを行っています。また、

ハーバード大、アイビーリーグ系大学、スタン

フォード大、MIT や、クリスチャン系大学（ウィー

トン大学ほか）のリクルーターも行っています。

この分科会で特別な洞察を分かち合います

　

■「人生のために文学批評力を養うには　－　Ｃ

Ｓルイスより（How to Teach Literary Criti-

cism）」

ＣＳルイスはおそらく 20 世紀における最も偉大

な聖書論者と言えるでしょう。彼は神学者ではあ

りませんでしたが、古典文学の研究家として権威

であり、文学研究で培われた聖書解説の明晰さは、

世界中の人々の霊性を高めることとなりました。

ストーバー博士は、大学への準備のためと、ＣＳ

ルイスのように、文学を基礎として、聖書の分析

を深めるためにも、特に文学をどのように子ども

たちに読ませ、生かしていくか、その分析法を学

ぶことの緊急性を感じ、取り組んでいます。この

世代の中から、神さまが新しいＣＳルイスを召し

出すこと、そして、文学を理解し、分析し、評価し、

聖書を、しっかりと捉えていく人物が育っていく

ことを、ストーバー博士は固く信じ、熱心に祈り、

その目的のために、このセッションを行います。
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☆　カレンさん（Karen Stobaugh）☆　

■「学習を一生に生かすための小学生時代の基礎

作り・前後編（Elementary Foundations For a 

Lifetime of Learning）」

小学生時代に教科書等から学ぶ知識や情報の多

くは、後にすっかり忘れ去られていることに、私

たちはしばしば気づきます。脳がどのように機能

するかを理解しつつ、生涯に生きる学習を子ども

たちに授けるためには、小学生時代において、しっ

かりとした学習の基礎を築いてあげることが大事

です。では、その基礎をいかに築いていくのか、

その大切なプロセスを理解することが、この分科

会のゴールです。

　

■「とりなしの祈りへの招待（Inviting Hearts 

to Intercession）」

　「義人の祈りは働くと、大きな力があります」

（ヤコブ５：16）。祈りというのは、神と自分との

絆から恵みで与えられる結果でもあります。同時

に、日ごろの実践という訓練を通して与えられる

賜物でもあります。実際、イエスさまは弟子たち

に、訓練として、どのように祈るべきか、祈り方

を教えて下さいました。主の弟子として、またホー

ムスクーラーの親として、私たちは祈りという働

きに見られる力強さと効果を学ぶ必要があります

し、それを子どもたちに教える必要があります。

■「行き詰った時に　―　わが子は学習障害な

のでしょうか・前後編（When the Going Gets 

Rough）」

教えることや子育てに何らかの行き詰まりを覚

えている親御さんのための分科会です。レッテル

を貼られることは誰も好きではありませんが、事

実に直面し、解決への助けを求めるべき時があり

ます。もしかして、私の子どもには学習障害があ

るのではないか？　多くの人がそう疑問を抱いて

います。どうすれば、それが分かるでしょう？

☆　ジョイス・イノウエさん　☆　

（Joyce Inouye MA. Ed.）

■「子どもたちを、『恐ろしいほどに奇しく（詩篇

139：14）』神が造られた存在として、祝福するた

めに（How to Bless My Child in How "Fearfully 

and Wonderfully" God Created Them）」

　子どもたちが親から愛され、受容されることが

いかに大事であるかを、聖書は私たちに示してい

ます。聖書は、私たちに、どのように「祝福」が

引き継がれていくか、５つの領域での方法を示し

ています。（１）意味ある触れ合い（２）語られる

ことば（３）どんなに価値ある存在かを言い表す

（４）特別な将来を描く（５）行動の伴う関わり合

い。この分科会では、どのように子どもたちに祝

福を与えるか、愛の遺産と受容を通しての方法を

みつめていきます。このセッションを通して、多

くの親子が、人生を大きく変えられることとなり

ました。祝福することで、神の愛が、子どもたち

の心と将来の中心に据えられることにつながるか

らなのです。

■「学習障害を持つ子どもたちを教えるための

10 の 戒 め（The Ten Commandments of Teaching 

Children with Learning Disabilities）」

　学習障害を持つ子どもたちを教えるための「10

の戒め」は、極めて重要です。この「10 の戒め」

を学ばなければ、皆さんは子どもたちを教える

ことにストレスを感じるようになるか、あるい

は完全に燃え尽きてしまうでしょう。お子さん

に ADHD、高機能自閉症、読書障害、処理障害、あ

るいは学習障害の徴候があるかどうかにかかわら

ず、戦略またはプログラムを見つけようとする前

に、ぜひ最も重要なことは何かを発見してくださ

い。

■「学習障害となると、どんな気持ちになるのか

（What It Feels Like to Be Learning Disabled）」

　学習面で特別なチャレンジを持っている子ども

に共感する最も優れた方法は、彼らの弱さを自分

も体験してみることです。この分科会に参加した

皆さんには、学習障害、聴覚や視覚における問題、

書くことの困難さを体験していただこうと思いま

す。さらに、落ち着きがない子、過度に活発な子、

非常に注意力が散漫な子について、皆さんが理解

できるようお手伝いしたいと思います。
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■「子どもの長所と弱点を知る簡単な方法

（How to Informally Determine Your Child's 

Strengths and Weaknesses）」

　もしお子さんが学習障害を持っているなら、ど

の分野が強く、どの分野が弱いかを見極めること

がとても大切です。では、どうしたら、正式にテ

ストすることができるでしょうか。この分科会で

は、子どもの長所と弱点を知るための簡単な方法

をお教えします。これによって、皆さんは子ども

たちにより良く教えることができるようになるで

しょう。

【基調講演】

■「イエス様から任せられた栄光ある仕事」

ピリポ・ブローマン

　「あなたがたは世界の光です。」（マタイ５：14）

　これは全てのクリスチャンが参加できる仕事で

す。その収穫は永遠まで天国に残るものです。子

どもや年寄り、体の不自由な人、弱い者など、ど

のような人でも参加できる仕事です。また、クリ

スチャンが注意しなければならないことをお話し

いたします。

【分科会】

■「経済実験（慶應義塾大学、予約制）」（大阪・

東京会場）

赤林　英夫・大垣　昌夫

■　「次男（小１）の心臓の手術　―　つらく、し

かし感謝な試練を通して」（東京会場）

伊澤　聡一郎＆恵美

　この４月に二度にわたる厳しい心臓の手術を受

けた次男は、先天性の心臓疾患を持ち、これまで

に５回の手術を繰り返してきました。親としては、

つらく、しかし、ある意味、感謝ともいえるこの

試練を通じて得た恵みを証します。恵美からは、

ホームスクーリング 4 年目を迎える長女（中１）、

3 年目を迎える長男（小３）、次男（小１）の普段

の学習内容も簡単にご紹介します。皆で一緒に世

界史を学び始め、親子共々、聖書の世界が立体的

に見えるようになってきたのは喜びです。中学生

になった娘に対する新しい試みとして、父と娘の

親子読書会も始めています

■「チャーチ＆ホームスクーリング　ー　必ず聞

かれる 20 の質問」（大阪・東京会場）

稲葉　寛夫 

「チャーチ＆ホームスクーリングって何？」そ

んな質問への答えから始めて、全体像をつかめる

セッション。スタート済みの皆さんには、知人・

友人へのプレゼンテーションへの参考に。「社会性

は？」「微分、積分ができなくても教えられる？」

「聖書が教える教育法は？」「しつけは？」「大学進

学、就職は？」「ホームスクーリング・マインドの

チャーチスクールって？」「週２時間からできるＣ

＆Ｈって？」。この 13 年の全国各地でのセミナー

で多かったＱ＆Ａをベースに８時間コースを 50 分

に短縮した、一度は必修のコース！ 

■「何でもＱ＆Ａ」（東京会場）

稲葉　寛夫

　正しいことをする時、時に、困難は許される。

未熟な時にも、次のステージに行くために、愛の

ムチは許される。チャーチ＆ホームスクーリング

の本質、聖書に立ち返り、全力で神を愛そうとす

る時にも、困難は許される。その状況の中でも「だ

れが私たちに敵対できるでしょう」という圧倒的

な勝利の道、全力で神を愛する道を選ぶことがで

きる。悔い改めつつ。ノックダウンされても、ノッ

クアウトされず。信じること、聖霊にゆだね、まっ

すぐに歩くこと、希望と勇気を失わず。そして、

福音を伝えるという目的を目指して。神様に示さ

れる知恵、本質からぶれずに、全力で神を愛する！

　何でも質問して OK の時間でもあります。

■「家族の歩みと実態」（東京会場）

井上　正人＆知恵

　米沢でホームスクーリング（21 歳、19 歳、16 歳、

15 歳、5歳の 5人）をして 11 年。５年半前「チャー

チ＆ホームスクーリングを考える会 in 米沢」を立

ち上げ、地道に続けています。

　今回の分科会では、これまで「…考える会 in 米
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沢」で話題になったいくつかことをテーマに、私

たちに家族の歩みと実態、子どもたちの姿などを

交えながらお話ししたいと思います。話題とする

テーマは、

①子どもたちの社会性は？友達関係は大丈夫？

→関心度 NO.1 ？　特に、地方の片田舎でホームス

クーリングをしている我が家の子どもたちの社会

性はいかに？　友達はできるのか？　真の社会性

とは何か？

②カリキュラムの問題

→井上家の最大の弱点！　カリキュラムは何？　

何を勉強してきたの？　体育や音楽の勉強はどう

なってんの？

③ホームスクーリングをしている母親は、どう

やって自分の時間をつくるの？

→考える会のメンバーのお母さん方は子育てに一

生懸命です。自分の時間が欲しいという悩みはみ

なさん共通！　井上家のお母さんは？

☆今回は、21 歳の長女が分科会で話をする予定で

す。何でも聞いてやってください。

■「鳥の羽毛とすばらしい創造主のみわざ」（東京

会場）

宇佐神　実

　鳥の羽を手に取ってもらいながら主のすばらし

さを紹介します。人は、動物や植物の素晴らしい

特徴に注目し、それを次々と科学技術に応用して

います。それを思うと、自然とその動植物を造

られた創造主は何と偉大なのだろうと思わされま

す。残念なことは、多くの人は、生き物や自然に

は感謝をしますが、創造主を知らず、創造主に感

謝をしていないことです。テレビでも自然から学

んでどのように科学技術に応用しているかを紹介

する「生き物にサンキュー !!」という番組があり

ます。今は、被造物のすばらしさがテレビでも証

しされている時代です。足りないのは創造主がお

られるということです。私たちも学んで、創造主

と福音を伝える絶好の機会にしませんか !?

■「創造を信じることの意義」（東京会場）

宇佐神　実

　なぜ混乱が生じるのでしょうか。これは創造主

を信じないことと大きく関係があると思います。

特に現在は進化論が教えられ、多くの人が創造を

受け入れにくくなっています。もし聖書と進化

論を同時に信じようとするなら、聖書のさまざま

な箇所が信じられなくなるという弊害がでてきま

す。事実、歴史の中で、進化論を受け入れた多く

の人が教会を去りました。創造主は、天地を造ら

れた全能のお方です。私たちには物質的な視点と

は違う創造主の視点をもって生きることが大切で

す。この分科会では、これらの視点の違いを考え

ると共に、創造主が私たちを造りかえ、私たちに

夢を与え、私たちがこの世に秩序をもたらす者と

して立てられていることを考えます。

■「我が家のホームスクール」（大阪会場）

浦上　豊秋＆悦子

我が家のホームスクールは、長女が大学 4 年生、

次女が大学 1 年生、長男が中学 1 年生となりまし

た。これまでの主の導きと歩み、これからの歩み

について、お分かちしたいと思います。

■「UICS の 11 年」（東京会場）

大角　健一

　2003 年の開校から今年 12 年目を迎えた UICS（宇

都宮インターナショナルクリスチャンスクール）

はホームスクーリングマインドのチャーチスクー

ルを標榜する生徒数 17 名の小さな学校です。こ

こに至るまでさまざまな課題に直面し涙しながら

も、恵み深い主のあわれみによって生徒・保護者

から 40 名ほどの受洗者が与えられ、最近では発達

障害や学習障害のお子さんを多く受け入れていま

す。また卒業生は幸せな結婚に導かれたり、社会

人や大学生として立派に証を立てています。特に

感謝なことはスタッフから牧師が生まれたり、卒

業生から神学生や宣教師志願者が与えられている

ことです。今回はそんな経緯をお話させていただ

けたらと思います。

■「子どもを悪から守り、聖書の目的に向かわせ

るために」（大阪・東京会場）

太田　仁一

エゼキエル 20：７　わたしは彼らに言った。「お
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のおのその目に慕う忌まわしいものを投げ捨て

よ。エジプトの偶像で身を汚すな。わたしがあな

たがたの神、主である。」

　私たちは、曲がった邪悪な世に身をおいていま

す。この世の誘惑は強く、また大きいのです。ホー

ムスクール、チャーチスクールは、私たちが子ど

もたちをこの世の悪、サタンの攻撃から守るため

にあるのです。子どもの教育の目標、目的をどこ

に設定するか、一緒に考えたいと思います。

■「子ども８人のホームスクーリング・マインド

＆ホームスクールで神さまから教えられているこ

と」（東京会場）

倉臼じゃな

　結婚して 22 年、日本に住んでいます。神様か

ら 8人の子供を与えられました。上は 21 歳で、末

が 9 歳です。主人のあんどりゅは宣教師の子供と

して東京で生まれ育ちましたが、教育は英語でし

か受けませんでした。自分の子には日本語教育を

受けさせたいと、中学卒業までは公立の学校に通

わせることにしています。同時に家では、ホーム

スクールマインドで、英語の読み書きを教えつつ、

人格を育てています。高校以上の年齢の 4 人のう

ち 3 人は、高校からは日本語または英語でホーム

スクールをすることを選びました。私自身は、「典

型的」なホームスクーリングママには遠く及ばな

いと思いますが、今回は、クリスチャンの少ない

この国で神様に仕える子供を育て、神がそれぞれ

のユニークな性格に対して働きかけてくださるこ

となど、今までの経験について分かち合いたいと

思います。

■「ホームスクール継続の恵みと秘密」（大阪会場）

竿代　健

長男が小学生になるタイミングで次男とともに

正式にスタートしたホームスクールは、感謝なこ

とに４年目に突入しました。ホームスクールから

与えられた恵みを振り返り、自ら発見したこと、

他のホームスクーラーから学んだこと、ホームス

クールの継続の秘密をお分かちします。元教員と

してホームスクールの特性を生かした勉強、ホー

ムスクールでの課題と克服のために苦しみながら

取り組んでいることに触れたいと思います。

■「志賀ファミリー３年目突入～進化する悩み～

「これでいいのか？」から「何とかしなきゃ！」へ」

（東京会場）

志賀　信泰＆麗子　

長男雄信（８歳）、長女実結（４歳）、次男恵信

（１歳）の５人家族です。雄信が小学校に上がるタ

イミングでホームスクーリングを２年前に始めま

した。昨年度は、恵信の誕生、引っ越し、さらに

恵信の一ヶ月間の入院によって、我が家はチャレ

ンジを受けました。新年度は実結が年少に上がっ

て、教えることが増えてきました。このような中

にあって、ホームスクーリングをしてきたことに

対しては感謝の思いにあふれる一方、理想に遠く

及ばない現実に呆然としています。

こんな私達のありのままを分かち合わせていた

だき、今後への知恵をいただければ幸いです。

■「ホームでスクーリングされていたのは、実は、

私たちでした＾＾！」（東京会場）

高倉　正＆幸子

二男三女、14 歳から１歳までの子供たちの姿に、

よくぞ 14 年間、HS が続けられたと驚く今日この

頃です。まさに『今あるはただ神の恵み』と言う

よりほかありません。人の目から見れば小さな、

しかし、神様の目から見れば大きな、今日までの

歩みでした。これからも、５人の子供たちの将来

の進路、成長と発達に合った学びと活動、など、

どのように展開されていくのか楽しみです。神様

に引き続きパートナーとなって頂き、進んで行く

つもりです。生まれたときから HS のみで成長し

た長女は現在中２です。小学校課程修了でひと山

越え、その後引き続きドキドキハラハラしながら

の中学校課程も１年過ぎました。下に続いている

妹弟たちの様子も含めて体験した恵みをお話しま

す。

　そのほか、HS で学ぶのは子供たちばかりと考え

ていましたが、実は、ホームでスクーリングされ

ていたのは、私たち夫婦でもあったと気が付いた

ことなど、ざっくばらんにお話し出来ればと考え

ています。
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■「ホームスクーラーという召し～ミッションス

クールのチャプレンでありつつ～」（東京会場）

高橋　恵一郎・可奈絵

　８年前、チアのスタッフの方が学校に挨拶に来

られた時、尊い決断をなさっている方々がいるこ

とを知らされました。しかし、あまりにも意外で

あったため、おっしゃっていることをほとんど理

解できませんでした。その後、出産を控えた妻の

見た夢や、長男の誕生を通して、コンベンション

やキャンプ、白馬セミナー等に参加するようにな

り、ホームスクーリングへと導かれました。

　それは決して、自分たちの教育力に対する自信

があるからでもなく、カリキュラムの見通しがあ

るからでもありませんでした。正直言って、現実

には失敗ばかり。ただ神の召しであるゆえに、「は

い」と答えるように導かれたのでした。

　ミッションスクールに憧れている方がおられま

すか。確かにそこには一般社会にはない素晴らし

い文化があります。専門の教育者がいます。設備

もあります。沢山の同級生がいます。多くの人を

信仰に導いてきた実績もあります。しかし、そこ

での学生生活は決して召しによるものではありま

せん。

　ちょっと疲れたと思っている方々、自信を失い

かけている方々、私たちも同じです。 皆さん、

もう一度ホームスクーリングの原点を思い起こし

てみませんか。

■「彼に信頼する者は、失望させられることがな

い」（東京会場）

田村　正幸

　ホームスクールをすること、チャーチスクール

をすることは主の御心ですから神様に信頼し続け

最後までやり遂げましょう。私たちの経験から言

うとやり続けて良かったということです。その経

験を通してクリスチャンの生き方についても教え

られました。この 10 年間を振り返り神様の祝福

と教えられたことお話しします。

■「ホームスクールとお金のはなし - 家計をし

あわせにする３つのカギ」（東京会場）

辻　寿＆奈央子

お金について、夫婦で楽しく夢がふくらむ会話

ができたら、どんなに幸せだろうか…。とはいっ

ても現実は…。

　数年前、私たち夫婦が経験した経済面の失敗か

ら、一歩一歩立ち上がってきた道のりを分かち合

い、３つのカギ『価値観の一致』『日々の管理』『将

来の夢』について、楽しくお話しします。

■「年々低年齢化する子どもの性行動に親として

の取組み」（東京会場）

辻岡　健象＆敏子

　本来、人格の中心にあるべき性の秩序が、完全

に破壊されてしまいました。性の尊厳を失った日

本特有の性産業は、年間 6 兆円の収益をあげてい

ます。その過激な性情報の氾濫のため、性中毒・

性依存症現象の若者が増加しています。10 代の性

行動が、フリーセックスから不特定多数の乱交時

代に突入しています。その結果、10 代の性感染症

が急増し、受診者の 4 人に 1 人は複合合併症感染

症です（受診に関係なく 7 人に 1 人が確実に性感

染症者と報告されています）。加えて、10 代の人

工妊娠中絶が増加しています。今、私たちは性の

問題をタブー視することなく、人格形成に大いに

関係のある「いのちと性」に、真正面から、どの

ように取り組むべきかを共々に考えたいと願って

います。

■「ホームスクーリングで大学進学は可能か」（東

京会場）

豊田　肇＆宏子

分科会では、我が家のホームスクーリングの現

状を分かりやすく説明します。親に従うこと、福

音を伝えること、主に信頼していくこと、進学し

て職業を持つこと、そのプロセスとしての受験勉

強について、お話ししようと考えています。

我が家には現在４人の子供がいます。20歳の娘、

12 歳の息子、６歳の娘、３歳の娘で、一番上の娘

以外は、学校教育経験なしでホームスクーリング

をしています。

一番上の娘は小学校４年の１学期まで、東京都

練馬区の公立の小学校に通わせていました。現在

は受験勉強中です。他の子どもたちは学校教育を

経験していません。
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そのような中で、ホームスクーリングで大学進

学は可能なのか、また、その必要性について我が

家としての見解をシェアしたいと思います。また、

大学進学の必要性について、私が考えていること

と、妻が考えていることの微妙な違いについて、

ストレートにお話しします。

参加する方も、夫婦で話す中で、お互いの考え

方の違いに気づき、更なる一致を持ってホームス

クーリングする機会となることを期待していま

す。

分科会では意見交換もできるので、柔軟性を

持って教育について考えていきたいと思います。

また、参加者の方々と相互に連絡先の交換をして

情報の共有ができるようにします。期待してご参

加ください。

■「父母から受けたしつけと教育」（大阪・東京

会場）

ナタン・ブローマン

　子供の時に親から受けたしつけが、今までの人

生の中でどれほど大きな祝福になったかと思う

と、本当に感謝しています。子供として親は選べ

ません。しかし、親として子供をどう教育するか

選ぶことができます。

　自分にとって親が選択してくれた教育につい

て、誇りと感謝であふれています。今またふりか

えりながら、皆さんと分かち合いたいと思います。

Ｑ＆Ａも何でも受け付けます！

■「海外留学（主に北米）についての基本情報（The 

basic on study abroad in North America.）」（大

阪会場）

ピーター・ブロックソム

　入学：大学に入るには

　TOEFL/SAT

　認可 /不認可

コスト：どのようにすれば、海外で余裕をもって

学ぶことができるのか

　　　　留学生のための奨学金制度

　　　　国の教育ローン等

　　　　留学生をサポートするレジデントアドバ

　　　　イザー /アルバイト

　　　　学費：¥800,000 ～（住居、食事込み）

　　　　　　　別途料金：オンライン、転居等

卒業について：アメリカの大学を卒業することは

難しくないか

　　　　95 パーセントの実績（個人的な経験です）

日本に帰国後の就職について：

　　　　帰国者のためのフェアー（ボストン ジョ

　　　　ブフェア -東京）

専攻ごとに異なった職歴

■「クリスチャンの喜び」（大阪・東京会場）

ピリポ・ブローマン

　「心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人

のものだからです。」（マタイ５：３）

　クリスチャンは何を喜びとして生活しているの

でしょうか。私が若い時に喜びとしていたこと、

そして、それまで喜びとしていたことから、心が

変わったこと。それから、私が喜びとすることは

変わっていません。今に至るまでの喜びの生活に

ついて、私の経験と聖書からお話しします。

■「人に福音を伝える時（話の内容と方法につい

て）」（大阪・東京会場）

ピリポ・ブローマン

　種をまく時、その種がからし種のような小さい

種であっても、神様はそれを大きく成長させるこ

とができます。神の言葉も種と同じです。

　話をする時の大事なポイントと、その話を裏付

ける証拠についてお話しします。

■「キリストの再臨と世の終わりの前兆」（大阪・

東京会場）

ピリポ・ブローマン

　「まことに、神である主は、そのはかりごとを、

ご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは、何

事もなさならい。」（アモス３：７）

　今は、この世の終わりが近い時です。これから

起こることを、クリスチャンは解ることができる

のです。それらの出来事がどのようなことである

かを知って今の生活をしなければなりません。
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■「お父さん、お母さんのコーチ養成講座」（東

京会場）

藤井　一朗

　主は、チア・オリンピックの競技者をメダルの

色や、順位、タイムでよくやった、と言ってはい

ません。３つのモットーに忠実、誠実だから良い

僕だ、よくやったと褒めてくれます。今年は、運動、

食事の基本に加えて、運動時の怪我の予防、処置、

AED の使い方を押さえて、お父さん、お母さんコー

チ養成講座です。

■「ホームスクール、、、神様の守りがあります」（東

京会場）

藤原　樹里

東京都国立市で、娘（17 歳）息子（8歳）のホー

ムスクールをしています。この11年間、神様が守っ

てくださいました。昨年受けた高校卒業認定のこ

とも含めて、最近の課題など、お話しできればと

思います。

■「堀井家　ホームスクール８年目、本当に大丈

夫？」（大阪・東京会場）

堀井　卓＆ユリ

今年、長男（18）が大学受験に挑戦、結果は…。

次男（16）は、朝昼は高認勉強、夜は地元のフッ

トサルチームで猛練習。長女（13）は、通信教育

を辞め新たな勉強方法に挑戦中。三男（６）は、「こ

ころを育てるために－聖書－」、グレープシード、

ポピー。そして四男（２）は、しつけ真っ最中。

「心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにた

よるな。」（箴言３：５）

毎日の生活の中で、御言葉に拠り頼み、主に祈

り信頼することを、まず私たち親が学ばされてい

ます。失敗ばかりの私たちですが主が助け導いて

くださることを、ホームスクールを通して確信し

ています。

昨年から、日曜日も家庭礼拝に切り替えたこと

により、近所の人たちとの交流の場も増えてきて

います。毎日のように近所の子どもたちが遊びに

来るようになり、クリスマス会、焼き芋大会、バー

ベキューパーティーなど伝道の機会も与えられて

います。

近所に住む兄の洋二家でも昨年から開拓伝道が

始まり、海外の宣教チームとの連携も始まってい

ます。「全世界に出て行き、すべての造られた者に、

福音を宣べ伝えなさい。」（マルコ 16：15）

イエス様の弟子としてこの子たちが生涯、主に

従い通すことができるように祈りつつホームス

クールを続けています。分科会では、スライド、

ビデオを交えながら、我が家の HS の実態を報告

します。

■「チア・サポート・スクール（CSS）」（大阪・

東京会場）

堀井　卓

2011年４月に開校しCSSも４年目になりました。

世田谷での通学クラスから始まり、その後、ホー

ムスクーラーの皆様からの様々なご意見、ご要望

を受け、通信クラス、オンライン英語クラス、フッ

トサルでの体力作りなどのサポートも始まりまし

た。大学受験を目指す生徒には、宮崎先生個別の

クラスも行っています。

◆通学クラス（世田谷）: 火・水・木　9:30 ～

13:00。11:00 から 30 分間は、礼拝（賛美、聖書、

祈り、発表）。科目は英・数・国・理・社・ネイティ

ブ英会話（希望科目選択）

◆通信クラス：電話 or スカイプによる学習相談、

e-mail or FAX による添削、カリキュラム作成等

◆オンライン英語クラス：Grape SEED ホームエ

ディションを受講されている方のためのスカイプ

によるプライベート・オンライン英会話。講師は、

ネイティブスピーカー。月一回からの確認クラス、

月二回のサポート・コース、そして月４回のプレ

ミアム・コースがあります。（2014 年６月より）

◆フットサル（新宿）: 月曜日 10:00 ～ 12:00。

幼稚園から大学生までのフットサル・クラブです。

幼稚園、小学生はコーチの指導があります。

◆親子で自習クラス：9:00 ～ 14:00（９月から府

中で開講予定。）

その他、英語キャンプ、音楽教室、体育基礎教

室など企画中です。分科会でも皆様からのご意見、

ご要望をお伺いできればと思います。
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■「ホームスクーリングの実」（東京会場）

堀井　洋二

　4 人の子どもたちのうち、3 人が 20 代（与志也

26 歳、伊左久 23 歳、瑠都 21 歳、帆南 17 歳）と

なり、時のたつ速さに驚いています。バイブルス

クールで学んだり、宣教団体のスタッフとなっ

たりと、子どもたちは家を離れて生活することも

多くなりました。それにつれて私たち夫婦のライ

フスタイルにも大きな変化が訪れています。6 年

前に暗中模索で始めたホームスクーリングでした

が、今、振り返るとその時間がどれほど貴重であっ

たかが分かるのです。夫として妻として、また父

として母として、実に葛藤の多い時でしたが、そ

の葛藤が私たち家族ひとりひとりの人生にとって

最も大切な「投資」であったことが、今は分かる

のです。子供たちの若い人生の中に神さまが結ば

せてくださる小さな実を見ることは何よりも感謝

であり、大きな励みです。まだまだ未完成ではあ

るけれども、イエス様を愛し、人生の目標に向かっ

てチャレンジしていく子供たちの姿に励まされて

います。山あり谷ありのホームスクーリングを通

して経験してきた様々な葛藤、そこから教えられ

てきたこと、またそこから得られた大きな収穫に

ついてお分かちしたいと思います。

　見よ。子どもたちは主の賜物、胎の実は報酬で

ある。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢の

ようだ。幸いなことよ。矢筒をその矢で満たして

いる人は。彼らは、門で敵と語る時にも、恥を見

ることがない。（詩篇 127：3 ～ 5）

■「結婚 10 年目を迎えて」（大阪・東京会場）

マタイ・ブローマン

　今年３月で結婚 10 年目を迎えました。上は小

学４年生から下は２歳まで、６人の子どもたちを

育てつつ、私は伝道者として全国を駆け回り、妻

の愛子は妻と母親、そして、啓明小学校の教壇に

立つ忙しい毎日です。子どもたちの成長やしつけ

など、これまでを振り返り、様々な角度からお話

ししたいと思います。皆さんからの自由なご質問、

喜んで何でも応じようと思っています。

■「HS11 年目、長男（16 歳）はプチ社会人、四男（１

歳）は宇宙人」（東京会場）

松岡　淳裕

　家族も増え、何かと出費が多い今日このごろ。

昨年まで、当たり前のように参加していたチアの

主行事や関連行事。今後はどうなるのかと危機感

を持った長男。それなら、参加費などの経費は自

分で稼ごうと、昨年末からアルバイトを始めた。

履歴書の志望動機には、「社会勉強、貯金、飲食

店や接客業に興味があったから」と記していた。

 ティーンエージャーの長男と次男、乳幼児の三

男と四男。妻の絶妙（？）な取りまわしによって、

毎日の HS が進められている。

 「…、事は人間の願いや努力によるのではなく、

あわれんでくださる神によるのです。」（ローマ９：

16）

 「主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何

もそれに加えない。」（箴言 10：22）

　この 10 年を振り返りつつ、この先の 10 年の展

望などを分かち合えたらと思っています。

■「チャーチ＆ホームスクールの心臓　祭司のつ

とめ」（大阪会場）

山川　高平＆久子

クリスチャンとしての歩みにおいて、聖書から

インスピレーションを受け、世の中、生活の中に

「適応」させ発展させたミニストリーや教育とい

うものがあります。しかしどんな教育方法も教会

のミニストリー、伝道方法も、心臓部分がありま

す。その心臓部分が鼓動をうっていなければ、働

きや教育が一人歩きし、いつのまにか心臓部分よ

り大切になってしまう事があります。その心臓部

分、つまり主を慕い求め続けるというシンプルな

礼拝生活、祭司のつとめを喜びつつ果たすことに

フォーカスを当てることからチャーチ & ホームス

クールの喜びを味わいたいと思います。

■「チャーチ＆ホームスクール９年目　～祈りの

祭壇を築く時～」（大阪会場）

山川　哲平＆真紀子

　チアと出会い、ホームスクールベースのチャー

チ＆ホームスクールに導かれて９年目。現在は、
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７人の子供達（咲良、心、臨歌、夢、契、美波、礼）と、

合計４家族中心で英語中心のC＆ Hをしています。

今年の 11 月には８人目が誕生します。そんな中、

家族全員でイスラエル旅行を計画中…！

　形にとらわれないで、聖霊に導かれるままにス

クーリングを進めています。今回は、祈りの祭壇

を築くことと、ホームスクールについて、実体験

を踏まえて証しできたらと願っています。

　また、「メディア断食」、「チャーチ＆ホームス

クールの祝福と落とし穴」、「夫婦関係」等もその

時の導きで分かち合いたいと思います。

主を求めることが問題の解決です。それこそが、

家族円満の秘訣。子育ても、教会も、経済、ミニ

ストリー祝福の鍵も、祈ることにあります。祈り

の祭壇を築く時に、大きな祝福を体験します。　

■「弱点の多い家族の、ホームスクール」（大阪

会場）

吉原　佳子

肉体的、精神的、経済的、その他に弱点が多い

我が家。また近くにホームスクーラー仲間も居ら

ず家族の奮闘で始まったHS。でも不思議な助けで、

この環境も受け入れ、進み続け、更に神様への確

信を強めて進撃中。同じく奮闘中の方々、一緒に

励まし合いましょう。

■「幼児期で漢字 1000 字読める！＆吉村家が HS

を通して神さまに教えられていること」（東京会

場）

吉村　忠敏＆則子　

　明泉幼稚園でカリキュラムを担当させていただ

いている幼児期の言葉の教育、特に漢字教育につ

いて報告します。幼稚園の３年間で、少なくとも

1000 字以上の漢字が読めるようになり、聖句暗記

も漢字ででき、親も私たちも驚いています。また、

童謡を生かした「ことば教育」も成果が出ている

ので、レポートします。

　ホームスクーリング卒業生の次女（21 歳）が３ヶ

月間モンゴルで日本語教師体験しました。同じく

HS 卒の長女（22 歳）は３週間インド、ネパール

の伝道に参加し、今夏から約半年の滞在を計画し

ています。長男（25 歳）の近況報告もあります。

困難もありますが、それらを通して吉村家が神さ

まに教えられていることをお伝えします。その他、

10 家族も集まるようになった月一回仙台でのホー

ムスクーラー会報告の後、なるべく多くの時間、

皆様からの質問にお答えしたいと思います。

☆自己紹介＆アップデートタイム　at　東京コンベンション☆
《　6月 6日（金）　夜 7時〜　大ホールにて予定　》

　東京コンベンション会場で、初日の夜、自己紹介＆アップデートの時を持ります！　みんなともっと
よく知り合え、励まし合えます！
　１家族の持ち時間（予定）は 40 秒（or 個人：30 秒）！　終了後、各地域ごとのミーティングも計
画中。
　名簿作成の関係上、参加ご希望の方は、以下の申込事項を明記し、Eメール（office@cheajapan.
com）または、FAX（03-6862-8648）でお申込みください。

参加者お名前（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

一言アピール欄
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　「ファイアー・ストーム」「フェイシング・ザ・ジャイアント」「アメイジング・グレイス」については、チ

ア・にっぽんが正式な窓口となって、ソニー・ピクチャーズ社、ハピネット社に申請する道が開かれています。
まずは資料をご請求ください。既に実施済みの教会、団体からは多くの感動と祝福のレポートが多数、寄せ
られています。皆さんの教会でも、３作品からの大いなる福音伝道の業が、拡がっていくことを心から祈ら
せていただきます。詳細・問い合わせはチア・にっぽんまで（Eメール：kuwatani@cheajapan.com　FAX03-
6862-8648）。申し込み詳細は、ＨＰでもチェックできます。www.cheajapan.com。お申し込みをお待ちしてい
ます！

「ファイアー・ストーム」「フェイシング・ザ・ジャイアント」

「アメイジング・グレイス」の無料試写会＆ DVD 販売会

（少人数 OK）主催されませんか！　大好評受付中！

試 写 会 受 付 中 ！

　聖書的・家族的作品、開催して良かった！という声が、多数寄せられています（下記＆チア WEB　

www.cheajapan.com をご覧ください！）

　少人数でも OK、無料です。主催してみませんか。教会などの公の場で視聴することは、残念ながら、

違法行為です。許可を得ての上映には、通常、数万円から十万円以上のコストがかかります。でも、

一人でも多くの方に見せたい聖書的な作品があります。正式に、しかもコストをかけずに上映の場を！

ということで、与えられた方法が、「無料試写会＋ DVD 販売会」という方法です。DVD の販売案内が映

画配給会社と交わされた条件ですが、ノルマはありません。それで、下記の教会、クリスチャン団体

で好評のうちに、展開が進んでいます。与えられた３作品は、どれも励まされ、福音の窓口となる優

秀な作品です。このチャンス、逃すことなく、皆さんもトライされませんか？

＜上映した教会よりアップデート　No.46

青森　あすなろ福音キリスト教

「フェイシング・ザ・ジャイアント」＞

・一般的にはスポーツは能力のある集団が勝つ

と思われているが、この映画を通して、神の力

の偉大さ、また、それを信じる時のすばらしさ

を見せてくれました。勝つことが目的ではなく

人生の目的、意味を教えてくれました。神を第

一とするときに不可能を可能にする神様の真実

を確認させていただきました。教育現場に聖書

の信仰があればどんなにすばらしいかと思いま

す。（60 代　男性）

・息子たちが小学校の野球部に入部していた時、

私は氷をつくったり差し入れをしたりの世話係

をしていました。声がかすれるくらい応援をし

ましたが、息子のチームは弱く、いつも負けて

いたことを思い出しました。一度でも勝ってほ

しかったし、子どもたちもだんだん自信をなく

していました。私たちはつい勝つことだけを考

えてしまいますが、「勝っても負けても私は神

を信じる。」よい時でも悪い時でも主に感謝す

る心、祈って始め、祈って終わる姿にたいへん

感動しました。（50 代　女性）

・とても良かったです。汗くさいアメフトの話

なのにとても感動してしまいました。よい時も

悪い時も主を信じ御心に感謝し他の人に対して

も常に敬意を持つこと、その心の持ち方の大切

さをひしひしと感じました。（50 代　女性）

・スポーツをテーマにしているだけあり、ストー

リーの展開が軽快ですぐ引き込まれていきまし

た。アメフトで勝利を得ることをとおして、人

生の大切な目的、自分の力に頼るのではなく、

神様の力を信じてベストを尽くすイーグルスの

チームワークにとても感動しました。（40 代　

女性）
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感動の声、続々！ 開催してみませんか？
（無料！少人数OK！）お申込みはチアまで！

「ファイアー・ストーム」

■長野　　中野キリスト教会

■北海道　キリスト兄弟団　美幌教会

■奈良　　奈良西和教会

■神奈川　主都福音キリスト教会

■千葉　　小倉台キリスト教会

■長野　　飯田馬場町教会東中央グレースチャペル

■青森　　あすなろ福音キリスト教会

■東京　　南大沢チャペル

■沖縄　　コザバプテスト教会

■山口　　下関キリスト聖書教会

■兵庫　　赤穂福音ルーテル教会

■千葉　　稲毛聖書バプテスト教会

■北海道　キリストめぐみ函館教会

■北海道 　帯広栄光キリスト教会 音更伝道

■宮城　　南仙台キリスト教会 ほか

計 116 箇所

「フェイシング・ザ・ジャイアント」

■埼玉　　KFG 志木キリスト教会

■神奈川　藤沢オリーブチャペル

■静岡　　インマヌエル綜合伝道団浜松キリスト教会

■東京　　調布バプテスト・テンプル

■埼玉　　東京バプテスト教会　三郷キャンパス

■千葉　 千葉グレイスチャーチ

■山形　 米沢興譲教会

■奈良　 奈良西和教会

■青森　　あすなろ福音キリスト教会

■京都　　宇治福音自由教会

■沖縄　　 コザバプテスト教会 ほか

計 19 箇所

「アメイジング・グレイス」　

■大阪　　大阪みぎわチャペル

■東京　　弥生台キリスト教会

■青森　　弘前キリスト集会

■兵庫　　白い風

■埼玉　　越谷キリストチャペル

■福岡　　久留米聖書教会

■青森　　あすなろ福音キリスト教会

■山口　　長府クリスチャンセンター

■山口　　下関キリスト聖書教会

■兵庫　　神戸西バプテスト教会

■奈良　　奈良西和教会

■群馬　　桐生キリスト教会

■茨城　  水戸第一聖書バプテスト教会　ほか

計 40 箇所

「ソウル・サーファー」

■京都　　宇治福音自由教会

■千葉　　グレイス クリスチャン アカデミー

■長野　　中野キリスト教会

■奈良　　奈良西和教会

■北海道　神居キリスト教会

■千葉　　うすいキリスト教会　ほか

計 36 箇所

試 写 会 「ファイアー」「フェイシング」「アメイジング」「ソウル」

＜開催いただいた教会・団体＞

＜今後の予定＞

「フェイシング・ザ・ジャイアント」

■ 5 月 31 日（土）　東京　太平洋放送協会　　

　TEL　03-3295-4922

「アメイジング・グレイス」

■ 6 月 22 日（日）　大阪　大阪田辺教会　　　

　TEL　06-6714-1414

■ 6 月 29 日（日） 東京 中川キリスト福音教会

　TEL　03-3629-9365

「ファイアー・ストーム」

■ 8月 13 日（水）

　活水の群　青年研修会

■ 8月 30 日（土）

　東京　太平洋放送協会　TEL　03-3295-4922
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♪ ボイス＆メール ♪

Voice & Mail

いつもチアの働きに感謝しています。チア

の HP を見ていたところ、書道展の記事が目に留

まりました。長男が習字を始めて 2 年目なので

応募してみたらどうかと思いました。

将来九州でコンベンションが開催される可能性

はありますか？　2005 年、福岡でコンベンショ

ンがあったときに参加して、HS 始めました。最

近はクリスチャンの家族に限らず、HS に興味が

ある方が増えてきたように思います。以前は周り

に HS している家族はいませんでしたが、ここ 2

年間で HS している 2 家族の方に出会い、もう

一家族の方のお話も聞いています。もし、コンベ

ンションがもう少し近くであったら、そういった

方々も誘いやすいと思います。今年は何とか大阪

のコンベンションには参加したいと祈っていると

ころです。もし機会があったら、検討してくださ

ると感謝です。

　チアの働きや、全国のクリスチャンの HS 家

族の方々がますます祝福され用いられるように、

もっと祈ります！

主にありて　C さん

ホームスクールを始めて 1 ヶ月になりまし

た。今のところ、素晴らしいことばかりで、本

当に感謝です。この 1 ヶ月で、子ども達が変わ

りました。私も少しずつ、前にできなかったこと

が、できるようになりました。

　実母と義母をコンベンションに誘っています。

実母は、ＯＫが来て、義母の返事待ちです。返事

次第ですぐに申し込みをしたいと思います。私た

ちは 2008 年から参加しているのですが、毎回

聖書に基づく子育て、夫婦関係、そして何より自

分の信仰が問われ、悔い改めさせられ、慰められ、

励まされる、恵みの場であることを感謝していま

す。（A さん）

今回のコンベンションに、また素晴らしい講師の方を招いてくださり、本当に感謝します。クリス

チャンとして文学をどのように捉えるか、というのは、私にとって、ずっとわからない、でも、とても

知りたかったテーマでした。そのテーマについて直接お話を聞けるなんて！

　あまりにも何を勉強したかわからない 4 年間を過ごしたため、恥ずかしくて基本的に秘密にしている

のですが、私は、もともと英文学を勉強したくて、英文科に進んだつもりだったのです。でも、私が知

る範囲では、クリスチャンの観点から文学をどう見るか、ということを教えて下さる先生は皆無でした。

私自身の信仰も大変幼く、先生方のそういう意見を、クリスチャンとしてどう消化したらいいかわからず、

授業を受けるのに積極的な気持ちを持てませんでした。文学を勉強する意味がどこにあるのかも、全く

わからずじまいだったため、英文科に進んだのは大失敗だったと思っていました。

　HS を知ってから、聖書の世界観で物事を見ていく、という視点があり、それを教えてから大学に進

ませることができる、というのが、大学で苦い思いをした私が HS に惹かれた大きな理由の一つで、

BJU のテキストの助けなど借りて、世界史については、そういう視点で、子供たちとぽつぽつと学びを

始められているのですが、文学については手つかずでいました。ただ、この春、娘が中 1 になり、父親

と娘とで同じ本を読み、感想を話すことを始めようと決めた矢先にこのような講師の方がいらっしゃる

ことになり、驚いてしまいました。アメリカの大学のお話を聞けるのも大変楽しみですし、ジョイスさ

んのお話も伺いたいですし（日本のことをそこまでお心にかけてくださって、読んでいてじーんとしま

した ...）、聞きたいものが全部聞けるかしら？と心配？しているような次第です。（D さん）

お願いしました書籍『代表的早稲田マン　増

山瑞比古とその時代―政経 M 組と早大ラグビー

蹴球部』が届きました。驚きました。感謝です。

早速、同年輩のラグビー部の方にプレゼントした

いと思います。本当にありがとうございました

m(_ _)m。（B さん）



　 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

◆「奇跡のリンゴ」          5,076円（　     　）枚　 　◆「舟を編む」               4,104円（　     　）枚    

☆「舟を編む」のいなちゃんの評論は、次号以降の予定です

◆廉価版登場！「レ・ミゼラブル」（ミュージカル版）                                 1,543円（　  　   ）枚    

◆廉価版登場！「ソウル・サーファー」1,543円（　　  ）枚 ◆「レ・ミゼラブル」（ドラマ版） 1,523円 （　   　）枚

◆「カーズ 2」                  3,080円（　　  　）枚 ◆書籍「ソウル・サーファー」    713円（　  　 ）冊

◆「スヌーピーの感謝祭」     2,160円（　　  　）枚 ◆「スヌーピーのメリークリスマス」  2,160円（　   　）枚

◆ドキュメント「ソウル・サーファーの心」（約２時間、各賞受賞多数。ポスター付）   2,625円→1,543円（　　  ）枚

◆「キング・オブ・キングス」（1961 年版）2,700 円（　　  　）枚 ◆「空飛ぶペンギン」 1,533 円（　  　 ）枚

◆「アメイジング・グレイス」　　4,104 円→特価 3,588 円（　  　　 ）枚  

◆ 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                               

                                                                               

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆「カーズ」

◆「カールじいさんの空飛ぶ家」

◆「僕はラジオ」

◆「ライフ・イズ・ビューティフル」

◆「かみさまへのてがみ」

◆「大草原の小さな家シーズン１」

◆「大草原の小さな家シーズン2」

◆「大草原の小さな家シーズン3」

◆「スパイキッズ」 

◆「スパイキッズ 2」

◆「天地創造」                     

◆「アイ・アム・レジェンド」

◆「サムソンとデリラ」                

◆「若草物語」                                        

◆「偉大な生涯の物語」               

◆「バグズライフ」        　     

◆「ナルニア国物語　第 1章」               

◆「炎のランナー」                     

◆「フェイシング　ザ　ジャイアント」   

◆「サウンド  オブ  ミュージック」     

◆「パッション」　　　  　      

◆「黄昏」

◆「ＲＶ」

◆「幸せのちから」

◆「96時間」  

◆「奇跡の人」

1,944 円 （　         ） 枚 

1,944 円 （　         ） 枚 

1,523 円 （    　     ） 枚

1,543 円 （　         ） 枚 

4,104 円 （　         ） 枚 

5,122 円 （　　　　　） 枚

5,122 円 （　　　　　） 枚

5,122 円 （　　　　　） 枚

1,543 円 （　         ） 枚 

1,944 円 （　         ） 枚 

1,533 円 （　　　　　） 枚

1,543 円 （　　　　　） 枚  

   514 円 （　　　　 ） 枚

   514 円 （　　　　 ） 枚 

2,046 円 （　　　　  ） 枚 

1,944 円 （　　　　　） 枚 

1,944 円 （　　　　　） 枚

1,533 円 （　　　　　） 枚

1,533 円 （　　　　　） 枚

1,533 円 （　　　　　） 枚

4,860 円 （ 　  　　 ） 枚

1,543 円 （　　　　　） 枚

1,523 円 （　   　 　） 枚

1,523 円 （　　　　　） 枚

1,533 円 (　  　   ） 枚

1,944 円 (　  　   ） 枚

◆「しあわせの隠れ場所」

◆「ノウイング」

◆「怪盗グルーの月泥棒」

◆「ワルキューレ」

◆「プリンス・オブ・エジプト」

◆「ナルニア国物語3」

◆ 書籍「決断する愛」

◆「トゥルー・グリット」 

◆「チェンジング レーン」

◆「グラン・トリノ」

◆「グレイテスト・ゲーム」

◆「塩狩峠」 

◆「ドリームズ・カム・トゥルー」

◆「十戒」　  　 

◆「ザ・ウォーカー」 

◆「トゥルーマンショー」　             

◆「素晴らしき哉、人生」　

◆「名犬ラッシー」

◆「クオ・ヴァディス」      

◆「聖衣」　　　    

◆「サイモン　バーチ」　

◆「剣と十字架」         

◆「ファインディング・ニモ」 

◆「Mr. インクレディブル」  

◆「ベン・ハー」

    　　     　   

1,543 円 （　         ） 枚 

4,104 円 （　       ） 枚

1,543 円 （　  　   ） 枚

4,104 円 （　       ） 枚

1,944 円 （　   　  ） 枚  

1,533 円 （  　　   ） 枚 

1,728 円 （　       ） 冊

1,543 円 （　       ） 枚

1,543 円 （　       ） 枚

1,543 円 （　       ） 枚

1,543 円 （　       ） 枚

3,218 円 （　       ） 枚

1,523 円 （　       ） 枚

2,500 円 （　　     ） 枚

1,944 円 （　　     ） 枚

1,543 円 （　　     ） 枚 

  514 円 （　　     ） 枚 

  514 円 （　　     ） 枚 

  514 円 （　　     ） 枚

  514 円 （　　　   ） 枚

1,543 円 （　       ） 枚 

2,046 円 （　　     ） 枚

1,944 円 （　       ） 枚

1,944 円 （　　     ） 枚

1,543 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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                              　1月会計        

  　　　収入                                          

  献金                        927,750                                                                 

  書籍・教科書　               44,653                    

　会費　                       42,000              

　広告　　　　　　　　　　    173,333

   　　DVD/CD、ビデオ等        76,707　

  その他         　           120,294               

　　　                      1,384,737 　                                  

　      支出　  

  事務局経費　　            1,098,930                                                     

　通信運搬費　　              114,503                

  交通費　　　　　　　　　　   25,710

  印刷費　　　　　　　　　　  311,104

  DVD 仕入費　　　　　　　　　  12,846  

　                          1,251,989

      　  

    残高　　                  132,748             

  前期繰越　  　　　　　      151,429 

  翌期繰越　  　              284,177

　　　　　　　　　　　　　　　　2月会計        

  　　　収入                                          

  献金                        940,560                                                                 

  書籍・教科書　               95,847                         

　会費　                       91,000

  広告　　　　　　　　　　     95,238 　　  

  DVD/CD、ビデオ等             24,043     

　その他         　           161,882               

　　　                      1,408,570 　                                  

　        　　　             

        支出　  

  事務局経費　　            1,166,612                                               

　通信運搬費　　               50,952                

  交通費　　　　　　　　　　   91,000

  DVD 仕入費　　　　　　　　　  58,040  

　コンベンション経費          362,425                 

                            1,654,629

      　  

    残高　　                 -246,059             

  前期繰越　  　　　　　      284,177 

  翌期繰越　  　               38,118

☆尊い献金、会費の送金を、心から

       感謝いたします。                              

　 　

　   

  ●チア・コンベンション 2014

　　主講師　ジム＆カレン・ストーバー博士夫妻

　　　　　 ジョイス・イノウエさん

    大阪：5月 30 日（金）-31 日（土）

　　 　　 ◆大阪府羽衣青少年センター（大阪・高石市）

     東京：6月 6日（金）-7 日（土）

　　  　　◆国立オリンピック記念青少年総合センター

　　   　　（東京・代々木）

  ●チア・サマーキャンプ 2014
　　　8月 14 日（木）～ 16 日（土）

　　※ LIT メンバーは 11 日（月）～ 16 日（土）

　　 ◆仙台・明泉学園

　　   

　●白馬セミナー 2014　　　　

　　  11 月 20日（木）-22 日（土）

　　 ◆ホテル・グリーンプラザ白馬（長野）

チア・にっぽん カレンダー

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  メール対応 FAX 03-6862-8648

    メール　office@cheajapan.com

www.cheajapan.com


