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チ ア ・ に っ ぽ ん 　 C H E A  J a p a n

「主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが、

目ざめていても、眠っていても、主とともに生きるため

です。ですから、あなたがたは、今しているとおり、

互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。」
( 第一テサロニケ 5：10、11)

　ハレルヤ！　皆さん、お元気です

か。今、気温 39 度の暑いロサンゼ

ルスから、日本に向かう飛行機の中

です。先月、チア・サポートスクー

ル保護者会で、「Impact ！　どうやっ

て、この世界をキリストにあって変

革していくのか？　―　ソーシャル

ネットワークと友達依存へのチャレ

ンジ」と題して分かち合わせていた

だきました。希望した親とティーン

たちに「２週間のソーシャルメディ

ア断食」を実験的に行いました。単

に、「ソーシャルメディア」と縁を

切ってみようということではなく、

今後、社会に福音のインパクトを与

えていくために、キリスト以外のあ

らゆる支配から脱却する体験をしようという試みです。一言で言えば、とても良かったです。チャレ

ンジャーの皆さんたちからのレポートも毎日、届きました。その内容が、とてもすごいです（13 ペー

ジ以降参照）。今回は、あえてチアの広域企画とはせず、小規模で試みました。今後、主のタイミングで、

チア全体でも、「ここから」出発、前進できたらいいなと楽しみに思い祈っています。

　大学・専門学校ほか、進学の合否の連絡が届くシーズンです。合格した皆さん、おめでとうござい

ます！　うれしいです。不合格だった皆さんも、神さまの計画があるから、おめでとう！　がっかり

しないでくださいねと、お伝えしたいです。社会に福音のインパクトを与える祈りをしていると、イ

エスさまが言う通り、一層「山あり、谷あり」人生です。「あなたがたは、世にあっては患難があります。

しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです」とある通りです。

　コンベンションのパンフが出来上がりました。基調講演者のノームさんには、２年前からの出演交

渉でした。いよいよ、11 年ぶりの再来日です。当日のご参加、祝福のお祈りをよろしくお願いします。

　４月６日は、第２回チア・ジョイランニングです。こちらへも、ご参加と祝福の祈りをよろしくお

願いします。皆さんへのますますの祝福を祈っています。　　　　　　　

チア・にっぽん代表　稲葉寛夫

チアの若者 ・ 親たちが、 ２週間のソーシャルメディア断食に挑んだ！
（２月中旬　～　３月上旬にかけて）
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　ソーシャルメディア断食にチャレンジ！

　CSS の関係者の皆さんに、１月半ば、以下の案

内状を出しました。

　「Impact ！　どうやって、この世界をキリスト

にあって変革していくのか？　―　ソーシャル

ネットワークと友達依存へのチャレンジ」

　神さまは、今、君たちを通して、世界にインパ

クト（衝撃）を与え、偉大なる業をなそうとして

います。しかし、友達依存や、孤高を恐れる思いが、

多くの若者たちの力をそぎ落としています。常に

メール、ＦＢ、ツィッター、ライン等をチェック

し、また、エンターテイメントの世界に惹きつけ

られていく心は、今の時を真摯に生きる喜びと力

を遠ざけ、幻想の世界へと引きずり込みます。そ

うした風潮の中、CSS のみんなに、強いチャレン

ジをしたい！　今を意識的に生き、周囲のコミュ

ニティにインパクトを与え、この世の世代と違う、

強いティーン、家族として伸びていくために！

　広域のお知らせは行わず、約 50 名の親御さん

や子どもたちが集まっての会となりました。

　僕は、杖をついての登壇でした。その３日前、

ジョセフ（６歳）とスキーに行ってケガしたから

です。でも、ケガはセミナーのテーマと関わる、「他

人の目を気にした」ことから起こった失敗だった

し、「伝道のインパクトを与える」ことにも関わっ

ていきます。

　８ケ月ぶりに、弘前の両親らを見舞いにジョセ

フと帰省しました。ジョセフは久々のおじいちゃ

んたちとの再会や雪だるまづくりに大喜び。そし

て、スキー初挑戦を、とても楽しみにしていまし

た。

　スキー場では、いきなりリフトで急斜面に連れ

ていき、僕のスキー板の間に入れて体を支えて滑

降していきました。果敢で積極的なジョセフのタ

イプとして、下で地道な練習は合わないと思いま

した。急斜面でスピード感いっぱいのスキーの喜

びやダイナミック感をめいっぱい体感させて、大

好きになってから、テクニックを教えると効果的

と思いました。「喜び学習法」です。実際、ジョ

セフは大喜びで、その日５回もリフトに乗って、

滑降。翌日も「すごい、楽しかった！　また、行

きたい！」となり、仕事の後にナイターに連れて

いきました。夜間なので解けた雪が氷となってい

ました。ハードな急斜面でスピードが出てエッジ

が効かず、足は疲れました。でもジョセフは大喜

び。技術的には、狙い通り、ずいぶん上手になり

ました。そして弘前滞在の最終日の３日目も「ま

た、行きたい」となり、礼拝が終わってから準備

し３日連続、スキー場へ。この日はスキー場は夕

方で終わりということで、残り時間は 30 分だけ。

急いでリフトに乗りました。

　「エッジがあまり効かないなー。ちょっと疲れ

たかなー」。ほぼ 10 年ぶりのスキーで、昨日まで

ジョセフをずっと抱っこしてのス

キーで、疲れたのかなーと思いま

した。

　中間地点まで滑り降り、僕と

ジョセフのペアは、スキー学校の

先生たち 10 人ぐらいが撮影してい

る、その真ん中に入ってしまいま

した。先生たちは、僕らの滑降を

待っていました。それで、僕は滑

り出しました。ちょっと先生たち

の視線を意識して、『子どもを抱っ

こで滑って、いい感じで滑れてい

るかなー？　学生時代、１級取れ

ず、２級どまりだった……。今の

滑りなら、１級、取れるかなー？』

と、フォーカスが「人にどう見ら
白馬セミナーにて
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　席を譲られる体験

　杖をついて不自由に歩いていると、なんか皆さ

んの視線が温かい気がします。つり革につかまっ

ていると、70 代半ばと思われる女性が、「どうぞ、

座ってください」と席を立ってくれました。「わ！」

と思い、「大丈夫です。おととい、スキーでケガ

をしてしまいました。でも、ありがとうございま

す！」と伝えました。とても感動し何とか御礼を

伝え、また福音の種まきもできればと思い、祈り

ました。その後、その方は眠っておられたのです

が、僕は降りる時に、その方の肩をトントンとし

て、起きてもらいました。「本当にありがとうご

ざいました。席を譲られたのは生まれて初めてで、

一生忘れられません（この話しをすると、ジョセ

フは、「昨日、僕、電車でダディに席を譲ったから、

僕が一番でしょう？」と言われます ( 笑 )）。とて

も感謝しています。僕はクリスチャンですので、

御礼として、大いなる祝福がありますように、イ

エス・キリストに一生懸命、お祈りしますね」「（そ

の女性は笑顔で）ありがとうございます」と会釈

してくれました。まわりの乗客たちも、多くの人

が僕たちの会話を聞いたり、見たりしてました。

ささやかな福音の種まきですが、ケガをきっかけ

にこのような機会を与えてもらえたことを、とて

もうれしく思いました。福音を伝える機会が、もっ

ともっと与えられることを心から祈りました。

　支配する力を打ち破る！

　「神以外、何事にも支配されず、他人の目を恐れ

ない」「福音を恥じずに、社会に大きな福音のイン

パクトを与える」「神さまの恵みの希望」そうした

思いを新たにされながら、「Impact ！　どうやっ

て、この世界をキリストにあって変革していくの

か？　―　ソーシャルネットワークと友達依存へ

のチャレンジ」のセミナーの当日となりました。

以下、セミナーの要約です。

　神さまは、チアの若者たちや家族を特別に選ん

で、大きく用いようとしていると思います。チャー

チ＆ホームスクーリングという、今までの日本の

クリスチャンの歴史にない新しい犠牲の中で育て

られてきた新世代です。今までの日本のクリス

チャンの多くは、人を恐れがちで、大胆に外に向

れるか」にずれました。その瞬間、ジョセフのス

キーと僕のスキーが交錯し、僕とジョセフは転倒。

スキーが斜面に引っ掛かり、膝がスローモーショ

ンのように伸び、痛みが走りました。でも大丈夫

と思い、その後もリフトに乗って滑降し、温泉好

きのジョセフを温泉に入れて帰りました。ジョセ

フは相変わらず大喜びで、スキーの技術も上達し、

露天風呂でも幸せいっぱいでした。

　その夜、晩御飯を食べていると膝が痛くなりま

した。寝ようとする頃には激痛で曲げられず、妹

につかまり、ようやくベッドに横になりました。

激痛で、寝返りもできません。

　敗因は「人の視線を気にした」ところにありま

す。でもこのケガも、「主にあって、すべて益と変

えられる」（ローマ８：28）で福音の種まきのチャ

ンスとなっていきます。

　禍（わざわい）転じて、福音の種まき

　翌朝、父の親友の外科医、赤ひげ先生のような

「康安（こうあん）先生」（82 歳）に診てもらいま

した。野球部の先輩でもあり、とても懇意にして

いただいていました。レントゲンほか、丁寧に診

察してくれた後で「膝
ひざ

側
そく

副
ふく

靭
じん

帯
たい

損傷だね。全治３

週間！」「１ケ月後にＬＡマラソンがあるのです

が、出られますか？」「ウーン。大丈夫でしょう。

その代り、２週間は絶対安静。リハビリは３週間

以降かな。特別なサポーターを手配したから、２

時間ぐらい待てるか？　ジョセフ君と待ってる部

屋を準備するよ」「ありがとうございます」「（脳梗

塞２回、心臓発作２回し、震災の時に腰も痛めて

弱っている）お父さん、どうだ？」「ありがとうご

ざいます。康安先生に診てもらってから、腰、ず

いぶん良くなって、今週から介護施設でリハビリ

すると言ってました。それから『モンテスキュー』

の本を読んで（研究してきた）陸
くが

かつ南
なん

が何で、

東洋のモンテスキューと言われたか、論文を書く

と意欲を示すほど元気です」「それは良かった！」

と、久々に交流を深め、祝福を祈ることができま

した。康安先生、無料で診てもくれました。

　診察後、父の杖をついて東京に向かい、翌日、

永田町での用事のために地下鉄に乗っていまし

た。
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かって伝道するクリスチャンが少ない、伝道の喜

びを知らないといった傾向や慣習があるかもしれ

ません。そうした慣習を打ち破り、聖霊の力で福

音を伝える喜びを体験していってほしいと思って

います。もちろん、謙遜さや礼儀も失わずにです。

　強い目的と強いアイデンティティが与えられて

います。「私たちはすでに死んだものだ」「キリス

トが私たちのうちに生きておられるのだ」という

強いアイデンティティです。だから、人の目や失

敗、難しい状況に見えても、恐れる必要がありま

せん。聖書に「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）と

ある通りです。

　そして、魂・永遠の救いにつながる、ストレー

トな伝道をしていく「特権・喜び・恵み」、「強い

目的」を預かっています。地下鉄で席を譲ってく

れた女性のように、人々の魂は心の奥底で福音を

待ちわび、イエスさまによる祝福を喜んでくれま

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）」という

イエスさまからの大宣教命令の達成という強い目

的に生きていく、それがチャーチ＆ホームスクー

ラーという新しい大使たちが預かった使命と思っ

ています。

　10 人伝道し 1 人だけ信じても、

　　　　　　　　　10 人全員が大成功！

　僕はクリスチャンになった学生時代、当時の

キャンパスクルセードのスタッフ・学生の皆さん

らと週に１－２回は学内での路傍伝道に出て行く

という良い模範、良い訓練の機会に恵まれました。

さらに良かったことは、伝道の結果には一喜一憂

せず、聖霊に委ねるという学びもできました。10

人に福音を伝え、その時、１人しかイエスさまを

信じなくても、９人は失敗したわけではありませ

ん。神さまの目から見たら、10 人とも大成功だ

ということです。福音を伝えた方が、イエスさま

を自分の罪からの救い主と信じることへと導くの

は、聖霊の御業です。もし信じてくれても伝えた

人は威張れないし、もし信じてくれなくても失敗

したわけではありません。伝道方法の反省は必要

でしょうけれど、結果にがっかりする必要はあり

ません。結果を恐れず、聖霊に委ね、大胆に伝道

しよう！　このスピリットを学んだら、伝道がと

ても楽になりました。そして、その良きものを分

かち合えたらと願っています。

　伝道を恥じない心を育むためには、逆に恥じさ

せる要因や支配、私たちが恐れたり私たちの心を

縛る存在をクリアしていく必要があります。その

要因の一つとして、今回、

注目すべきが、「ソーシャル

メディア・エンターテイメ

ント・友達依存」です。

　日米共通の現代社会の

　偶像礼拝

　「偶像を拝んではならな

い」と聞いて、クリスチャ

ンの多くは、自分は拝んで

ないから大丈夫と思いがち

です。しかし、偶像礼拝は

仏像、神棚だけではありま

せん。クリスチャンにとっ

ては、何か疲れた時に依存

するもの、困った時に頼る
白馬セミナーにて
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もの、楽しいエンターテイメント……それらが現

代に生きる私たちにとっての偶像と化していく危

険性があります。

　それが現代社会ではネットであり、スマホやラ

イン、ＦＢ、ゲームといったソーシャルメディア

であるケースが多くなっています。それは日本だ

けの現象ではありません。娘のエミリ（18）いわ

く「スマホが無ければ死んでしまうと思っている

ケースが、アメリカのクリスチャンのティーンで

も多い」のです。比較的「個」が確立していると

いわれるアメリカのクリスチャンでも同じ現象が

起きています。

　フェイスブックでの交わりも有益な面もあるの

で、全てを否定しているわけではありません。チ

アでもアカウントも設けています。でも読んだ人

から「いいね」「いいね」と認証をもらうことが快

感となり、アップすることやチェックすることが

頭から離れず、日々過ごすようになってくる傾向

がいつしか出てきます。実際、「いいね」は、社

交辞令であったり、そんなに意味のないものでも、

それがじわりじわりと、生活の基軸に浸食してき

ます。そして、偶像礼拝、友達依存、中毒、コン

トロールと蝕まれていきます。聖書は私たちに、

神以外のコントロール、奴隷となることの危険性

を明確に指摘します。本来のクリスチャンは「義

の奴隷」というＩＤを選ぶべきことを提示します。

　「義の奴隷」となった道を進む恵み

　「あなたがたが自分の身をささげて奴隷として

服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、

あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従

順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべ

きことには、あなたがたは、もとは罪の奴隷でし

たが、伝えられた教えの規準に心から服従し、罪

から解放されて、義の奴隷となったのです。……

罪の奴隷であった時は、あなたがたは義について

は、自由にふるまっていました。その当時、今で

はあなたがたが恥じているそのようなものから、

何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行

き着く所は死です。しかし今は、罪から解放され

て神の奴隷となり、聖潔に至る実を得たのです。

その行き着く所は永遠のいのちです。罪から来る

報酬は死です。しかし、神の下さる賜物は、私た

ちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちで

す。」（ローマ６：16 － 23）

　ティーンのパイオニアたちの、

　　　　　　　　　　　　支配への挑戦

エミリ （中央） の友達も、 ソーシャルメディア断食にチャレンジし、 支配される力を打ち破る体験をした。 蝕む力に、
国境・クリスチャンも関係ないが、 神さまの助けと力は全てを超える！　（エミリの誕生会に集まった約５０名の教会、
ホームスクーラーの仲間たち）
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　会場で堀井卓ＣＳＳ校長が、チアのみんなに、

スマホの所有率を聞きました。一般のティーンで

は約 90％との数字もあるなか、15％以下と少な

かったです。でも自分を「スマホやネット中毒だ」

と思っているティーンたちは、結構いました。そ

れは、自覚しているということで、新しい出発が

できる状況でもあるから、とてもいいことだと思

います。

　ではどうするか。ソーシャルメディアの危険に

気づいて行動した、パイオニア的存在の中島豊君

（17）の証しや、スミス祐一郎君（17）、献士君（15）

たちのメディア断食の証しを（お母さんから）耳

にしていました。会場では、兵庫在住の豊君と中

継で結び、証ししてもらいました。

　「14 歳の頃、親から見てはいけないと言われた

サイトを何十回も見て、止められなくなっていま

した。神さまは赦してくださるということは信じ、

感謝しました。でも止めることはできませんでし

た。それで何度も悔い改め、キリストの赦しを確

信し、でも、また見てしまい、後悔するというこ

とを繰り返しました。ある時、『神を恐れよ』との

聖句が心に響きました。『人を恐れるとわなにかか

る。しかし主に信頼する者は守られる』。箴言 29

章25節等ですね。そして、映画『ファイアー・ストー

ム』のカレブのことを思い出しました。カレブは

アダルトサイト

を見てしまう自

分が嫌で、パソ

コンをバットで

破壊します。僕

も、そのように

すべきだと思い、

自分のアイポッ

ド (ipod touch)

を壊しました。

その直後に与え

られた特別なイ

エスさまとの関

係や時間は形容

しがたい深いも

のでした。それ

から２年、アイ

ポッド等への回

帰はありません。

１日 17 分、親のチェックできる状況でＰＣと向か

う日々を過ごしています」。

　祐一郎君、献士君たちは、メディア断食をする

ことにしました。以下、お母さんの証言です。「最

初は禁断症状で大変でした。でも、神さまとの深

い交わりを体験して、手放しても大丈夫という体

験をしていきます」。

　アメリカの教会で、エミリも教会のクリスチャ

ンティーンたちと、ソーシャルメディア断食の挑

戦をしました。「無くても大丈夫なんだ！という体

験から、参加者の多くが自信をもった。その時の

ユースのスタッフは豊君のようにスマホを捨て去

り、古い電話機能だけの携帯電話、いわゆるガラ

携に戻った」とのことでした。

　上記のティーンたちがヒーローということでは

なく、また、完全者ということでもありません。

彼らもまた将来、様々な困難に遭遇するだろうし、

時に失敗するかもしれない。でも確実に言えるこ

とは、神さまを喜ばせようと、１週間、２週間と

手放す決断をし、そして、手放した時の神さまか

らの深い喜びを体験したという事実です。もし将

来、倒れることがあっても、一度、勝利した体験は、

復帰してさらに成長していく大きな力になるだろ

うと思います。

　セミナー会場には、ティーンの子どもたちにス

白馬セミナーにて
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マホ等の供与を拒んでいる皆さんも多く、今年、

医学部に合格した堀井翼君も、「勉強のために使い

たいとお父さんに言ったけど、禁止の継続でした。

でも今思うと、そうでなければ受験勉強にも集中

できなかったと思う」と証言してくれました。

　再確認ですが、今回のポイントは、単にソーシャ

ルメディアを止めようということではありませ

ん。ソーシャルメディアに限らず、イエスさま以

外のあらゆる支配や恐れ、悪い習慣を断ち切る勝

利の体験や訓練ということです。

　このチャレンジは失敗も覚悟し、七転び八起き

の長い目で、しかも我の力ではなく、聖霊の力で

進んでいく必要があります。私たちには使徒パウ

ロ自身も実感した、「自分が憎むことを行う自分の

みじめな現実」があるからです。

　「私には、自分のしていることがわかりません。

私は自分がしたいと思うことをしているのではな

く、自分が憎むことを行っているからです。……

それを行っているのは、もはや私ではなく、私の

うちに住みついている罪なのです。私は、私のう

ち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいない

のを知っています。私には善をしたいという願い

がいつもあるのに、それを実行することがないか

らです。私は、自分でしたいと思う善を行わな

いで、かえって、したくない悪を行っています。

……すなわち、私は、内なる人としては、神の律

法を喜んでいるのに、私のからだの中には異なっ

た律法があって、それが私の心の律法に対して戦

いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法の

とりこにしているのを見いだすのです。私は、ほ

んとうにみじめな人間です。だれがこの死の、か

らだから、私を救い出してくれるのでしょうか。

私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に

感謝します。」（ローマ７：15 － 25）

　

　すでに解放された！　処罰された！　

　　　　　御霊に属する ID を明確にして

　すでに罪の奴隷ではなく、義の奴隷となったの

だから、キリストの福音で社会に大きなインパク

トをもたらすことができる !!　とはいえパウロ同

様、「自分でしたいと思う善を行わないで、かえっ

て、したくない悪を行ってしまう」という「みじ

めな人間」、それが私たちの本質です。僕が尊敬す

る伝道者の方でも、ある 80 代の方は「褒められる

こと、名声」が気になり、別の 80 代の方は「異性、

情欲」が気になると僕に話してくれました。素晴

らしい伝道をされていても、欲望との戦いは一生

続きます。僕も、たくさん失敗があります。

　でも、私たちには希望があります。すでに解放

され、いのちの御霊に属し、聖霊の力で勝利する

ＩＤを与えられているということです。聖霊に

従って歩む時、勝利が待っているということです。

　「キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原

理が、罪と死の原理から、あなたを解放したから

です。……肉に従って歩まず、御霊に従って歩む

私たちの中に、律法の要求が全うされるためなの

です。……もし肉に従って生きるなら、あなたが

たは死ぬのです。しかし、もし御霊によって、か

らだの行いを殺すなら、あなたがたは生きるので

す。」（ローマ８：２－ 13）

　聖霊は助けてくださり、失敗しうめきながら成

長するプロセスを手助けしてくれています。そし

て、聖霊の力によって、僕らは義の奴隷であるこ

とをはっきりと自覚できます。主にあっての圧倒

的な勝利者になれるのです。すでに自分は死んで

キリストが生きているアイデンティティをしっか

りさせながら、キリスト以外のあらゆる支配を打

ち破っていけます。

　互いに励ましあって

　ということで、「ソーシャルメディア断食」がス

タートしました。２週間にわたり、毎日、みんな

で短いレポートを書いて励ましあいながら進みま

したが、そのレポートに日々、深く励まされるの

でした。その一部を、巻頭言パート２として、13

ページから掲載します。とても励まされると思う

ので、ぜひ、読んでみてください。

　あるチャレンジャーの方が以下の聖句を送って

くれました。

　「主が私たちのために死んでくださったのは、私

たちが、目ざめていても、眠っていても、主とと

もに生きるためです。ですから、あなたがたは、

今しているとおり、互いに励まし合い、互いに徳

を高め合いなさい。」(第一テサロニケ 5：10、11)

ぴったりの聖句だなーと思いました。幸いに２週

間にわたってこの聖句の通り、「主とともに生き
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るため、互いに励まし合い、互いに徳を高め合い」

つつ過ごす、奇蹟の日々を送れました（１週遅れ

で始めた第二派グループをいれると合計３週間）。

チャレンジャーから送られてくる、短いレポート

メールが、大きな励ましとなりました。今回はチ

ア・サポートスクール中心の限定グループでした

が、今後は、全国の皆さんにウィングを拡げ、一

層「主とともに生きるため、……互いに励まし合

い、互いに徳を高め合い」ができるようになれれ

ばと祈っています (^^)。

　一般向け、チア＆ホームスクーリング紹介

　卒業・進学シーズンを迎え、ホームスクーラー

と学校・教育委員会等への報告や話し合いの季節

となりました。この度、文科省関連で、チアの自

己紹介、ホームスクーリングの現況をまとめる必

要が生まれました。それでノンクリスチャン向け

ですが、以下のようにまとめました。必要ある方

は用いてくだされば幸いです。

　ホームスクーラーが進学、あるいは卒業した大

学・専門学校名等、書きました。これは対外的な

求めに応じて書いていますが、難関大学に入るの

がチアの目的ではないことを再確認しておきま

す。私たちの目的は、「魂の救い」、「キリストの弟

子の心を授ける」そして「伝道・世界宣教」とい

う強い３つの目的です。その目的を携え、専門学

校であれ、伝道者であれ、何かの仕事であれ、神

さまに導かれたところで、福音のインパクトを与

えることが一番で、そのために日ごろ、人格、学

力も含め、実力を育んでいくとの理念です。

　また、チャーチ＆ホームスクーラーが合格・進

学した全ての学校・学部名等、把握し切れてない

のも実情です。もしご家族、ご友人の大学、神学校、

専門学校等、掲載されていない場合は、学校・学

部名等、是非、チア事務局までご一報、アップデー

トください。こうした進路の実績の積み重ね等が、

今後のチャーチ＆ホームスクーリングの啓蒙・環

境整備に大きな助けとなっていくと思います。ご

協力のほど、よろしくお願いします。

　チア・にっぽんの現状は以下の通りです。

  現在のメンバー・サポーターは約 2000 家族・教

会（約１万名）です。2000 年に設立。聖書が教え

る教育の原点に立ち返ることを掲げ、日本の親子

への子育て支援、チャーチ＆ホームスクーリング

ムーブメントの啓蒙や励まし、環境整備等を行っ

てきました。

　春はコンベンション（約 800 名）、夏キャンプ

（約 200 名）、秋はチア・オリンピック（約 240 名）、

白馬セミナー（約 400 名）をはじめ、全国でのセ

ミナー、キャンプ等、展開しています。全国の親、

祖父母、教育関係者、子どもたちを励ますために、

出版活動にも力を入れ、「子育て」、「夫婦関係」、「青

少年の男女関係」等の書籍や三浦綾子さんの絵本

『したきりすずめのクリスマス』等の家族・教育的

な書籍出版、「聖書」、「りか」、「世界史」等の教材、

教育オピニオンマガジン『チア・にっぽん』を発行、

150 を超える書籍・ＤＶＤ聖書シリーズ等を出版

しています。ホームスクーラーの進学先、卒業先

は、以下の通りです（五十音順）。

（国公立系）宇都宮大、大分大（医）、大阪市立大、

川口市立看護専門学校、京都大（法）、神戸市立外

国語大、さいたま医大、静岡大（法）、千葉大、東

京外大（ドイツ語）、東京芸大（声楽）、東京工大（教

育）、広島大（法、教、医）

（私立系）ICU 大、桜美林大、大阪音大、大阪芸大、

慶應大（経済）、芝浦工大、上智大（総合人間科学）、

聖徳大、玉川大、帝塚山大、東京基督教大、東京

福祉大、獨協大、日赤広島看護大、日大（教育・

中国語）、放送大、北星学園大、松本歯科大、ルー

テル大、早稲田大（法、文、国際教養）、アンテ

オケ神学校、関西聖書学院、YWAM（沖縄・コナ）、

大原（公認会計士受験専門学校）、HAL 名古屋音楽

専門学校、佐伯栄養専門学校、日本ケンネルカレッ

ジ、イギリスのケンブリッジ大学院、アメリカの

インディアナ州立大、バイオラ大、パトリック・

ヘンリー大、ハワイ大、ボブ・ジョーンズ大、南

カリフォルニア大、ワシントン大等、各地、各界

に進んでいます。

　就職先としては、商社（伊藤忠商事）、医師、弁

護士（司法試験挑戦中）、公認会計士（現在、１次

試験に合格し、最終試験受験中）、声楽家（オラ

ンダでソプラノ歌手）、バレエ（パリ、アメリカ）、

教師（国内、中国、カンボジアほか）、保育士、ビ

デオプロデューサー、牧師、伝道者、ほか多彩です。
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　チア・にっぽんでは、学習面か

らのサポートをめざし、東京世田

谷区にて、チア・サポートスクー

ルも展開しています。

　ホームスクーラー人口が 300 万

人を超えたといわれるアメリカの

各団体との絆が強く、毎年、春秋

の講演会での講師招聘や、東日本

大震災ボランティアの受け入れほ

か、頻繁な交流が進んでいます。

アメリカでの合憲合法化を勝ち取

る拠点となったホームスクーラー

の弁護士団体、ホームスクーリン

グ法的擁護協会（ＨＳＬＤＡ、会

員 10 万家族）やチア・カリフォル

ニアをはじめとする、全米各州の

ホームスクーリング支援団体とも、チア設立当初

から深い関係が築かれています。

　ホームスクーラーＯＢのソフトバンク、ジェイ

ソン・スタンリッジ投手や、イチローの記録を破

り年間安打数の日本記録を打ち立てた阪神タイ

ガースのマット・マートン選手、また、サメに遭

遇し、片腕を失いながら、サーフィンの世界選手

権で優勝を重ね、ディズニー映画社から映画化さ

れた、「ソウル・サーファー」のベサニー・ハミル

トンもホームスクーラーで、チア・にっぽんの働

きを応援してくれています。

　ホームスクーラーのＯＢは、リンカーン、ワシ

ントン、シュバイツアー、ＣＳルイス（１億冊を

超えている『ナルニア国物語』著者）、全米プロア

メフト（ＮＦＬ）の旋風を起こしたティム・ティー

ボー、全米プロバスケット（ＮＢＡ）のオールス

ター、ブレイク・グリフィンほか、傑出した人物

が育まれています。日本でも、元来、江戸時時代

までは、基本的に皆、ホームスクーラーでした。

学校任せ・他人任せにせず（周囲の皆さんや先生

方から、良きサポートは受けるにしても）、親がま

ず第一の責任を持つという、聖書が教える教育の

原点に立ち返ることを励まし、日本から健全で真

理に立つ、稀有の人材の育成と子育て支援を使命

としています。目的として「魂の救い」、「弟子の

心を与える」、「伝道・世界宣教」をかかげ、家族・

教育の聖書への回復をめざしています。

　以上が、文科省、学校・教育委員会ほか、一般

向けの解説文です。

　チャーチ＆ホームスクーラーが

　　　　　　　　　わかっていない恵み

　チャーチ＆ホームスクーラーは、今後、日本、

世界に福音のインパクトを与えていく柱になって

いく人材です。昨日も、カンボジア・モンゴルで

日本語教師をする採用面接があり、僕も仲人役と

して、面接官の一人となりました。その中で、あ

る候補者がこのように話していました。

　「母は公立小学校で課外授業として器楽を教え

ています。その母が言ってました。ホームスクー

ラーと学校の子どもたちは全然、違うんだよ。ま

ず、席に座らせることから教えなければならない

んだよ。心がとても荒れてるよ……と。私は、ク

リスチャンスクールに通いつつ、神さまを信じて

はいましたが、ほとんど気にしてなかったし、よ

くわかりませんでした。でも、その後、クリスチャ

ンキャンプで、イエスさまの十字架の意味を明確

に知り、信じ受け入れ、ホームスクーリングを始

め、初めて一人で聖書を読む時間を持ち、祈りの

力を体験できました。ホームスクーリングできた

ことを感謝しています」。

　ある方は言いました。「今のホームスクーラーた

ちは、その恵みをわかってないと思う。親の涙の

選択、犠牲による選択の結果、どれだけの恩恵に

あずかっているか。でも、そのうち、自分が子育

チア ・ コンベンションにて
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てする時代になって、わかる子は、わかってくる

と思うし、それを期待する」。

　受験へのアドバイス

　実践的な受験テクニックについて、今年、チア

に寄せられたポイントを紹介しますね。

　その１　高認は早く合格するよりも、

　　　　　高得点での合格が便利

　高認は簡単です。チアのメンバーたちの多くが

16 歳ぐらいからどんどん合格し、17 歳ぐらいには

全科目合格も珍しくありません。でも難関大を目

指す場合は、じっくり勉強させてから受験し、高

得点で合格させる方が得な場合もあるようです。

高認は、同じ合格でも合格点によって、Ａ－Ｃ判

定がつきます。全ての大学ではありませんが、高

認の合格証だけでなく、成績判定のついた成績表

の提出を求める大学があります。御存じの通り、

合格ラインの同じ点数には 10人～ 300 人あまりが

並ぶと言われています。試験官は、どこかで選ば

なければならないので、成績表も内申点替わりと

なり、Ａ判定が並んでいた方が有利とのポイント

です。難関大学でない場合は、もちろん、問題あ

りません。また、高認を早く取ることを目標に勉

強への動機づけをしている等の場合、そこは親の

判断で早く受験させる等も「あり」だとも思いま

す。

　その２　願書の写真は、キリストの品格や

　　　　　将来性を感じさせる明るい表情で

　合格ラインに多数の受験生が並び、内申点や成

績表が同点であった場合、写真も判定材料の一つ

となります。最近はスピード写真でも良い写真も

撮れると思いますが、写真も武器と考えて慎重に

準備してはと思います。写真には明るさや希望、

まじめさ、品格等が感じられる明るい表情も必要

です。暗い消極的な印象の受験生と、明るい前向

きな印象の受験生が同点で並び、どちらかを選ば

なければならない時には、やはり明るいさわやか

な受験生が有利になるでしょう。チャーチ＆ホー

ムスクーラーは、心の内面に、キリストの香りが

自然と備わっていると思います。その素顔を伝え

られる写真を準備できたらいいなと思います。

　ポイント３　面接は親子で練習を！

　面接は、事前に親子で練習ください。親子の絆

が深い、ホームスクーラーの強いところです。ア

イコンタクトをしているか、受験の動機、ホーム

スクーリングについて等、予想される質問を練習

しておいてください（白馬セミナーの分科会「面

接・小論文対策」はぜひ、聞いておかれたらと思

います (^^)）。

　ケガ・失敗は、弱点強化期間に変えられる！

　ＬＡマラソンは、上記のケガのため、前日まで

欠場を考えました。でも、家族にも神さまにも励

まされている気がし、直前のリハビリで参加を決

意し、完走できました。

　右足ケガの期間中、前にケガが続いていた左足

を片足スクワットで強化できました。最初、５回

から 10 回程度だったのに、150 回あまりできるよ

うになりました。ホームスクーリングライフにお

いても、予期せぬ困難や失敗で思い通り進まない

ことがあっても、主にあって、弱点強化期間に変

えられることを実感しました。

　失敗体験が良い経験となり、恐れが消える

　去年もレース１ケ月前に、今年よりは軽いので

すが、ケガをして休まざるをえませんでした。ぶっ

つけ本番で臨んだのですが、大丈夫でした。その

経験も活かされ、「今年も、これまでの積み重ねを

信じて大丈夫だろう」と、臨めました。去年の失

敗が良い経験となり、恐れがなくなっていたわけ

です。

　ホームスクーリングの歩みにおいても、日ごろ

の労苦も失敗も不安を消す体験となり、後で大き

く用いられることを思いました。第一コリント 15

章のことばが胸に響きます。「私の愛する兄弟たち

よ。堅く立って、動かされることなく、いつも主

のわざに励みなさい。あなたがたは自分たちの労

苦が、主にあってむだでないことを知っているの

ですから。」（第一コリント 15：58）
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　恵みの力

　そして今、強く心に思うことは、「恵みの力」で

す。この１ケ月、「神さまの恵み」ということを

考えさせられていました。学生時代に、夏の間だ

け、短期宣教で来日し、僕を信仰に導いてくれた

伝道者のデービッドからのお詫びの手紙がきっか

けです。１ケ月前、デービッドに 18 年ぶりに連絡

を取りました。18年前にテキサスの家を訪ねた時、

デービッドと奥さんのスーが、一生懸命、子ども

たちの教育に取り組んでいることが心に残りまし

た。その頃僕は、ホームスクーリングのことは何

もわからなかった時代です。もしかして、デービッ

ドたちはホームスクーリングしてたのかな、、、と

思い、それなら、日本にスピーカーの一人として

招きたいとも思いました。

　奥さんのスーからの返信が来て、やはり「ホー

ムスクーリング」でした。ただデービッドに昨年

11 月、脳の末期ガンが見つかり、治療法はなく、

神さまの平安の中で療養中とのことでした。

　デービッドは、アメフトの選手への伝道を仕事

として、テキサスＡ＆Ｍ大のアメフト部のスピリ

チャルコーチの肩書をもらって、伝道していまし

た。本人も筋肉トレーニングが好きで、日本では

一緒に筋トレをした仲でした。そのデービッドの

発病はショックでしたが、連絡が間に合って、良

かったとの思いもしました。

　その後、デービッドから手紙が来て、久々の連

絡を喜んでくれたことの後に、自分は今、「神さま

の恵み」ということを強く示されていると書かれ

てありました。僕も含めて、多くの人々に伝道し

たけれど、その時、間違って教えたことをお詫び

したいとのことでした。イエスさまが僕たちの罪

の罰を支払うために、十字架の上で死んでくださ

り、天国に行けるように、無条件の愛と赦しを与

えてくれている、そのイエスを信じるだけでいい

と伝えた。でも、その時、自分の主権を神さまに

委ねて、人生の主として迎えるようにとも伝えた。

これは無条件の恵みではなく、行いつき、条件つ

きの信仰を伝えて、間違いだったと思う。今、人

間の行動を超えた、神の恵みの力を本当に示され

ている。だから謝りたい」とのことでした。

　確かに、デービッドの言っている点は正しく、

でも神学的に論争のある点として、聞いたポイン

トかもしれないかなと思いました。でも僕は、デー

ビッドが誤ったという、その言葉を誤訳してイエ

スさまを信じた経緯があるので、すべて用いられ

たよ！と思いました。自分の人生の主権を明け渡

すという「Throne」という言葉を当時、心のトゲ

の「Thorn」だと当時、誤訳して受け取りました。

そして「確かに僕の心には様々なトゲがあるなー。

人を傷つけたりするトゲ。自己中心のトゲ。これ

がキリストによって抜かれるというなら、いいか

もしれない。とりあえず、信じてみようかな。変

な宗教なら途中で止めればいい。デービッドは親

切で謙遜で、ほかの人にない、何か、良いものを

持っているし……」と思って、とりあえず、信じ

てみたのでした。その後、とりあえず信じたキリ

ストの存在と救いと赦しは、現実のものだったと

確信して、イエスさまに従う歩みをさせてもらう

ことに導かれます。

　つまり、デービッドが今回謝った「言葉」があっ

たお陰で、僕はキリストを信じたとも言えます。

とはいえ、デービッドが自分の死を前にして示さ

れている「神さまの恵み」ということに僕も、深

ＬＡマラソンにて

　―　右ひざ側副靭帯の損傷も益に用いられ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵みのマラソンへ！
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く心動かされていくことになっています。

自分の努力も重ねるけれど、すべて、神

さまの御手の中にあり、恵みなんだなー

という思いです。

　

　恵みのマラソン

　レース前日は気温 39 度で、練習中、倒

れそうになったのですが、当日は 33 度に

下がりました。サンタモニカの涼風と聖

霊の風を受けて、恵みのマラソンスター

トです。

　去年のマラソンはペース配分がわから

ず、20 キロ過ぎに失速しました。今年は

ペースを考えた成果が出て、そこは快走

でした。しかし 32 キロすぎからは体力が

きつくなり、無理せず歩きました。長丁

場なので無理しすぎないことを学習して

いたからです。そうしたら、36 キロから

急に元気が出て、再び走りだし、「恵みの

マラソン」となりました。肩甲骨に天使

の羽が与えられたような気分でどんどん走ってい

けました。ウサギとカメの大逆転みたいになり、

それまで前を走っていた 1000 人ぐらいの人々を抜

き去っていきました（参加者約３万人のマラソン

大会です）。これは本当に奇蹟であり、神さまの「恵

みの力」ゆえであることを、２週間前には杖なし

で歩けなかった自分が、一番よく知っていました。

36 キロ以降の、天使のように身を委ねた走りが楽

しくて「心に楽しみのある人には毎日が宴会であ

る」（箴言 15：15）という心境。そしてそのまま、

神さまや家族、皆さんに感謝しつつゴールイン。

タイムも去年より 12 分、遅れただけでした。

　ＬＡ空港に着いた時は自分で歩けず、車椅子で

助けてもらう状況でした。１ケ月後、こうして走

れる神さまの「恵みの力」。「人生のマラソン」に

おいても、困難、失敗があっても、神さまからの

深い恵みの力が降り注がれ続けていることを思い

ました。ゴールインは、天国の前味を味わってい

るような気持ちがしました。神さまの恵みを讃え

ます。

　

　

　すでに世に勝った

　　　     　イエスさまへの信仰をもって
　

　今、事務局は、神さまの恵みの中、４月６日の

ジョイランニングや６月のコンベンションの準備

を進めています。能登麻里・米澤輝美スタッフや、

パートの市川晶子さん、ピレイ順子さんらが励ん

でくれています。桑谷美穂・前事務局長や辻潤・

元スタッフらも助けてくれて『聖書が教える結婚

講座（第３版）』『聖書が教える親の道（第２版）』

やほかの新刊本の準備も進んでいます。「あなたが

たは、世にあっては患難があります。しかし、勇

敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったので

す」（ヨハネ 16：33）と示されます。ぜひ、ご参加、

お祈りのほどよろしくお願いします。

　圧倒的な勝利をもたらすイエスさまを信じ、あ

らゆる支配の力をキリストの恵みの力で打ち砕い

てもらい、皆で励まし合い、徳を高め合って、歩

んで行ければと思っています。

　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

チア ・ オフィスにて

左から桑谷美穂 前事務局長、 市川晶子、 （ジョセフ）、 米澤輝美 ・

能登麻里　各スタッフ
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★★★★★★★★ 2 月 12 日★★★★★★★★

★今日はありがとうございました。チアのメディア

断食、息子が参加したいそうです。テレビ、インタ

ーネットを見ない、しない、という内容です。ライ

ンの連絡などは家族経由でしようと思います。これ

からもよろしく御願いします。　　            A 子

★昨日のセッション、ありがとうございました。家

に帰って、家族みんなに分かち合いしました。伝道

の喜びの話し、ほんとうに、いつも、「伝えさせて

ください」と祈りながら、備えたいと思います。ゆ

り子もいっしょに、ネット断食、挑戦します。我が

家は、スマホは持っ

ていませんが、iPad

に依存していたのに

気づきました。今日

一日だけでも、ネッ

トを見ないと新鮮で

した。ふだん、気持

ちが散漫になってい

て、子供の話しに集

中していなかったこ

とが分かりました。

ネットを見ないと、

体も軽いようです！

これからの 2 週間に

期待します。感謝し

ます。

　       　藤原樹里

➡ハレルヤ！今、ハ

ワイあたりの上空です。とてもうれしいメール、感

謝です。感激です (^^)。

　「樹里さんもゆり子もネット断食挑戦！」という

のも本当にうれしい！昨日、「ゆり子ちゃん、来れ

ないんだなー」と僕はがっかりしてました。受験勉

強中とはわかりながらですけどね。でも断食挑戦と

聞いて、とてもうれしく思ってます。そして、何より、

伝道の喜びのポイントを受け止めてくださったこと

も本当にうれしいです。受験勉強とこれからの導き

への祝福も祈りますね。　　       　　　　　稲葉

★今日のメッセージで”覚悟が必要なんだ”ってい

うこと、義の奴隷として神の国を第一にしていく事、

そして、神様が必ず祝福してくれるっていう事を聞

いて、すごく僕も励ましを受けたんです。僕はバイ

トを始めていて、大変だって、思う時があるけれど、

★ソーシャルメディア断食レポート (Part1）★

2 月 11 日に行われた CSS 保護者会にて、ソーシャルメディア断食へのチャレンジを自由参加
で呼びかけました。応答したチャレンジャーたちの感想・第一弾をお届けします！

白馬セミナーにて
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義の奴隷として、覚悟して、ほんとに神様のために

やっていこうって、思いました。神様は必ず祝福し

てくれる！ほんとに、すごいです。笑

　「もし子どもであるなら、相続人でもあります。

私たちがキリストと、栄光をともに受けるために苦

難をともにしているなら、私たちは神の相続人であ

り、キリストとの共同相続人であります。」

ローマ８：１７　　　　　　　　　　　　中島豊

➡うれしいメール、ありがとう！今、LA に着いた

ところです。豊くんの証が本当に良かったという声

があちこちから届いているよ。そして昨日から断食

始めたみんなが、すでにすごいメリットを体験して

いる旨を書いてくれてるよ。本当にありがとう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉

➡神様は、チアの断食のチャレンジを通して、一人

一人を、もっと神様に信頼するものとするためにト

レーニングして、確かに答えてくれていて、一人一

人の主への信頼に応えて祝福を与えてるのを感じま

した。

　今回の証のことも、自分は、何もできないけれど、

神様が、ただ、やらせてくれて、こんなにふさわし

くないものを用いてくださっている神様に、感謝の

思いでいます。不完全だけど、御霊の力で圧倒的な

勝利者とされ、主を愛して、前進していくチャレン

ジャー。神様の恵みで、ただ、力強く羽ばたいてい

けるし、社会に影響を与えてキリストの香りを放っ

ていける。ほんとに感謝で、なんてすごい約束と、

プレゼントを与えてくれているんだろうって思いま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　中島豊

★昨日はありがとうございました。 もっと神様との

時間を持ちたい、ネットを一切使わない生活を経験

してみたいという思いから、ネット断食に参加させ

ていただきました。 初日の今日はネットを使わない

ことができました！明日からも頑張っていきたいと

思います！ よろしくお願いいたします。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村義也

★水曜日はチャレンジあるお話をありがとうござい

ました。聞きながら、大人にも言えることだと私自

身も思いました。

　中島君の証、圧巻でした。私も自分自身の生活の

中で、それ自体悪くなくても、信仰を鈍らせるもの

に時間やお金を取られていないか、探られています。

義也はスマホは持っておらず、ＦＢも Line もして

いませんが、インターネット断食ということで挑戦

しています。うちではふだんもあまり厳しくなく、

インターネットは 1 日 1 時間という比較的ゆるい

制限しか設けていませんでしたが、このような機会

を下さったことに感謝します。フォローまでしてく

ださることに本当に感謝します。ＣＳＳの調べ学習

も図書館に行ってもらおうと思います。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村昌代

➡ＣＳＳの調べ学習も図書館に行ってもらうこと、

すごくいいと思います。取材、リサーチの基本は、

ネットや電話で済ませず、現場に足を運ぶことなの

で、その意味でもいいと思います。実際に自分自身

が現場に行くと、ネットや電話で得られない情報が

山のようにあったり、そうした情報を得るきっかけ

となる予期せぬ出会いや発見が備えられていること

が多かったです。ネットではなく、図書館に情報を

探しに出かけるのも、大きな一歩ですよね。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉

★１日目本人感想「もう、清々しいです。充実し

ています。祈りやすいです。」だそうです（笑）。

友人との連絡、自分の iPad でやっていた筋トレ

のアプリが使えず、一瞬不便そうでしたが、私の

Facebook アカウントから連絡し、私の iPhone に

アプリを入れて、乗り越えました。

　参加している一人一人が、ただの我慢でなく、神

様の助けによって、捧げたもの以上の喜び、充実感

をつかむことができるよう祈ります！

　感謝します！ (^o^)/　　　　　　　　　　A 子

➡当日の A 子さんの証し、息子たちの証、とても良

かったです。複数のティーンがパイオニアとして先
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に良き経験しているのは、みんなにとても響いたと

思います。息子さんの挑戦、アップデートもとても

うれしいです。　　　　　　　　　　　　　稲葉

★稲葉さんのお話凄く良かったです！私も昨夜から

スマホ（FB）断食トライしてます。意志が弱いの

で家族に宣言し、また今日は教会でバイブルスタデ

ィの時に牧師先生にも昨日の稲葉さんのお話も含め

て、息子と私が断食トライする件を伝えたところ、

チアって凄い！と賛同して下さり、子供から大人

まで教会内でもこの動きが広がって欲しいとの事で

す。息子が断食クリアした暁には証をして欲しいと

依頼されました。挫折では笑い話しになってしまう

ので親子で祈りつつ、この断食の恵みを味わいたい

です。2 週間クリア出来たら、更に続けていけたら

な～と思います。バイブルスタディの時に特に示さ

れた御言葉が伝道者 12:13 でした。稲葉さんの主

を畏れて ... と一致です。神様語ってくれてる～とジ

ーンときました。　　　　　　　　　　　　B 子

➡親子でのネット断食トライ、神様がどれほど祝福

してくださるかと思います！教会にまで、祝福が流

れているようで、素晴らしいですね。　能登麻里

★昨日の保護者会、飛び入り参加でしたが、貴重な

話に感謝します。とても励ましを受けました。

　今回のお話を受け、家族で祈りました。昨夜、今

朝とまた家族で祈り、不必要なアプリを削除したり、

設定を変更する決断にいたりました。また、稲葉さ

んのポイントであった、時間を神様のために健全に

使う、伝道する喜びを知るという点で本当に励まし

を受けました。

　娘もずっとバレエ教室のお友達を教会に、イエス

様にと祈り、伝道しています。ですが、最近上手く

いかず、すこし悩んでいたのですね。ですが、稲葉

さんの「10 人伝道して、7 人は話も聞いてくれな

くて、2 人は聞いてもだめで、1 人くらいしか救わ

れないんだけれど、神様の目から見たら種は蒔かれ

ているのだから、10 人伝道成功なんだよね」との

言葉にすごく励まされました。

　私も今、中学のときからの友達に定期的に会って、

伝道しています。彼女と体力づくりで二人で走った

りしているのですが、それは口実で、彼女の話を聞

きながら、「あなたの人生には希望があるよ」とな

ジョイラン－今年は４月６日（月）です。どなたでも大歓迎です！
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んとかしてイエス様に結びついてほしいなと祈って

います。伝道する喜びって何ものにも代えられない

ですね。たくさんの勇気と元気をもらいました。感

謝です。　　　　　　　　　　　　　　辻奈央子

 

➡ハレルヤ！すごくうれしいコメント、感謝です！

「伝道の喜び」のポイントも的確につかんでくださ

り、とても励まされました。文字通り、二人での伝

道マラソンですね！ジョイランにも参加してくれる

といいですね。僕も、祝福を祈っています (^^)。

　完全ゼロのソーシャルメディア断食ではなくて

も、導かれるままに、部分的な断食も OK だよと伝

えようと思っています。セミナー後、たとえば１日

１５分以内なら見てもいいですかと聞かれて、それ

でも OK と答えています。ほかにも何か、主に導か

れることの２週間の特別な制限とかでもいいし。辻

ファミリーのようなタイプも OK としようと思って

ますよ (^^)。　　　　　　　　　　　　　　稲葉

★今日もメディア断食できました！最近自分でも少

しネットとかから距離を置くべきかな～と思ってい

たので、良い機会になりました。感謝です。明日も

頑張ります ( 笑 )　　　　　　　　　  藤原佑里子

　　

★今日もネット断食、恵まれてい

ます。パパも、少し参加してみる

そうです。　　　　　　藤原樹里

★今日から始まりました。今日は

1 回 Facebook と LINE を 使 い

ました。というのは、クリスチャ

ンの集会に行って新しく出来た友

達と連絡交換するために開いたわ

けです。それ以外はなんにも使っ

てないし、テレビも見ませんでし

た。見たくなった時もありますが

我慢です！笑 (^L^)　　　波場瑛

★ネット断食についてのシェアをしていただき感謝

します。携帯電話は仕事で使うため、一部の HP に

は継続してアクセスしています。限定的な断食とな

ります。多くの広告アプリ、ツイッター、FB など

を削除しました。電車での移動中にネットへの接続

をしないようすると、落ち着いていることができま

した。FB 閲覧は iPhone での接続がメインでした。

２月１１日にアプリを iPhone から削除しました。

今日は通知が来ないので、平和に過ごすことができ

ました。と同時に、FB のアプリの通知に完全に支

配されていたと感じました。良い情報であっても、

悪い情報であっても、通知がくると優先的にそれを

読んでいるということに気づきました。また、じっ

くり考えるという時間的、精神的な余裕が奪われて

いたように思います。時間的には１時間程度は余裕

ができ、疲れがかなり違うのを感じました。読書す

る時間も増えたので、驚きました。電車の中で疲れ

て寝てしまうか、iPhone を何気なくみて、ニュー

スを閲覧しているうちに眠っていて、気づいたら自

宅の最寄り駅ということの繰り返しでした。

　それにしても、相手からどう評価されるかに、相

当影響されていたことをしみじみ感じました。職場

の報告はネットを利用しているのですが、報告後に

他のページに飛ぶ必要もなくなり、快適さが数段増

白馬セミナーにて
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しています。相手のことを考える心の余裕のような

ものが少し増えたかもしれないと感じました。

　ネット遮断を一部実施してみて、感じたことは、

ネットへの常時接続は便利なようで、実はそうでも

ないということでした。時間をより効果的に使うこ

とができると考えていましたが、そうではなさそう

です。１９９１年ごろのように、１秒単位で課金さ

れていたときのほうが、適切に利用できたかもしれ

ないと感じました。そういう点では、２月１１日の

保護者会で聞いた１５歳で１５分という年齢×ふん

数でネット利用時間を制限する提案は、意味のある

ことではないかと感じました。

　「従順な子どもとなり、以前あなたがたが無知で

あったときのさまざまな欲望に従わず、あなたがた

を召してくださった聖なる方にならって、あなたが

た自身も、あらゆる行いにおいて聖なるものとされ

なさい。」ペテロの手紙第一１章１４節から１５節

　                                                       豊田肇

➡ハレルヤ！説得力あるご報告、感謝でした。大

人、そして IT に強い肇さんからの報告ということで、

また、多くの人々の共感を生むレポートと思いまし

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉

★昨日は、本当にありがとうございました。今朝、

娘と話をして、" 毎日 13 分だけネットを使う " と

いうスタイルで、2 週間チャレンジしてみる、とい

うことになりました。どうぞ、よろしくお願いいた

します。　　　　　　　　　　　　　　伊澤恵美

★★★★★★★★ 2 月 13 日★★★★★★★★

★保護者会では、お話に励まされました。今の時代

の現状を見ていて、大使と陽の時代はいったいどう

なるんだろう？暗黒の世界にのみ込まれそうだ、と

いう恐れがありました。でもこの世にインパクトを

与えるクリスチャン、伝道が何よりの喜びになるこ

と、義の奴隷となること、そうだ、そうだ、と力と

希望が与えられ感謝でした！

　実は今私たち家族は、テレビは観ていないのです

が、医療系のドラマを DVD で観ていて、既にレン

タルしているものがあり、保護者会当日、断食チャ

レンジに登録できずにいました。でもネット断食を

個人的にしようと決心し、今に至っています。皆さ

んおっしゃるようにとてもいいですね。　

                                                       堀井ユリ

➡保護者会コメント、感謝です。的確にポイントを

押さえてくださり、とてもうれしいです。

　ユリさんの DVD/TV も断食項目でしょうかとの

質問と、僕の答えを受けて、卓さんは、挑戦をため

らったとのことです (^^;)。そうした声はほかにもあ

ったので、テレビや DVD は今回は、自由選択制に

しました。でもユリさんの質問、良かったですよ。

既に
＊
チャンピオンリーグに挑戦中のみんなは、テ

レビ、DVD も断食している方々もいて、それがまた、

とても良かったとのコメントが来ています。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉

　  ＊ソーシャルメディア断食は、

　     以下４つのコースで行われました！

●チャンピオンリーグ

　ソーシャルメディア系、全て２週間完全断食に挑

戦！（仕事関係の使用は除く）テレビ、DVD につい

て等は、自由選択制で、どちらでも良い。

●メジャーリーグ

　ソーシャルメディア系、１日２０分等、年齢にマ

ッチした分数の制限を２週間に亘って行う。（仕事関

係の使用時間は除く）

●中級者コース

　ソーシャルメディア系、１日１時間以内の制限を

２週間に亘って行う。

●入門コース

　神さまに示されたソーシャルメディアについての

制限を２週間に亘って行う。（何かのアプリを消すと

か、１時間以上の「導かれた時間制限」等）
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★まだスタートしたば

かりですが、ゴールま

で自分の力では無理で

も、弱い時に益々力強

く働かれる主が助けて

下さる事を信じます！

皆さんの祝福のコメン

トも楽しみです (^_^)　

　　　　            B 子

★受験のためにお祈り

くださり感謝します。

合格発表を見たときは

とてもがっかりしまし

た。大学にはあまり入

りたくなかったんです

が、ICU には入りたい

という思いが与えられ

ていたので…、発表の前日までは、「もし、受から

なかったら」という心配や恐れがあったんですが、

結果を見た後は神様が持っておられる最善のご計画

への期待が与えられました。今回は違ったのか！っ

とポジティブに受け入れられました。これも、たく

さんのお祈りのおかげだな～と感謝しています。

　今日も今のところメディア断食できています。す

っきり良い天気の日にネットやテレビに目を向けず

にいられるのはとっても気持ちが良いですね！！                                

　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原佑里子

➡メールありがとう！僕は、大学、NHK 共に、初

年度、準備不足で落ちました。最後は、ぎりぎりい

いところまでいったんだけどね。でも、結果的に、

それぞれ１年、遅れたことが良かったよ。大学は、

受け直して、そこでイエス様を信じることになった

し、NHK の方も、しっかり対策を立てて臨み、三

浦綾子さんのドキュメンタリーの制作や、山谷の小

さな教会で１００人あまり洗礼を受けたドキュメン

タリーの制作ができて、その教会に５億円集まって

きたんだ。もしストレートで受かっていたら、イエ

ス様も知らず、つまらない人生だったと思うよ。佑

里子ちゃんのメールを読んで、そんなことを思いま

した。来年度への導きを心から祈りますね。　　　

　　　　　     　　　　　　　　　　　　　 稲葉

★仕事においても、通常は２時間程度かかる作業が

比較的短時間におわり、取引先との交渉もスムーズ

に行えるなど、目に見えない環境に変化が起きてい

ることを感じます。神様よりも情報に、私自身の意

識が向いていることから少しずつ解放されているこ

とを感じます。コミュニティーの危機管理講師の方

にこのことを昨日シェアしたところ、試験的に彼女

も一日断食することができ、心に余裕ができ、普段

のＦＢやネット閲覧時間以上に読書ができ、一日で

２冊の本を読むことができたと感激されていまし

た。本日以降は電車に乗っているときと自宅でスマ

ホを使用しないことにしたそうです。私自身も、読

書する時間が取れるようになりました。また、自分

の置かれている健康状態や精神状態などを比較的客

観的にとらえることがしやすくなりました。

　また、聖書勉強会で学んだことへの記憶や、内容

把握が深くなったことが印象的でした。　豊田肇

白馬セミナーにて



 CHEA NEWSLETTER 150 号 19

★昨日は、13 分のルール、守れました。ちょう

ど 13 分ルールを始めたところだったので、「私は、

13 分でやるってもう決めて守っているから、参加

しなくていい ( 参加しなくても大丈夫 )。」と言って

いたのですが、改めて、「13 分というルールでも参

加できるみたいだから、ちょうどいい機会だし、や

ってみたら？」と聞いたところ、「うーん、守れる

かなぁー」とかなり迷い考えて、決めました。その

様子を見て、一人での決心の場合は、13 分を過ぎ

ることもあるだろうな、と思っていたようだったこ

とに私も気が付き、改めてきちんと決心できてよか

ったと思いました。このような機会を作ってくださ

り、ありがとうございます。この取り組みのために、

ホームスクーラーの皆様のために、お祈りしていま

す。　　　　　　　　　　　　            伊澤恵美

★今回の稲葉さんからのチャレンジ、もともと、我

が家もそろそろまたメディア断食した方がいいね、

というタイミングでしたが、皆さんとできることは

本当に励みになってると思います。感謝です。

　息子が帰宅しました。二日目感想は、メディア断

食する、と決めていると、誘惑や迷いがないので、

他のやるべきことに集中できていい、だそうです。

感謝です。　　　　　　　　　　　　　　　A 子

★★★★★★★★ 2 月 14 日★★★★★★★★

★今日は一回 Facebook のメッセンジャーを使い

ました。教会の人に業務連絡と、どうしても聞かな

きゃいけない事が緊急であったので使いました。そ

れだけです。後はゼロです (^O^) ／なんにもやって

ません。ハレルヤ！　　　　　　　　　　波場瑛

★３日目の今日もネット断食頑張ることができまし

た！僕は土曜日などの休みの日によくネットを使う

ことが多いのですが、今日も勉強と運動をしてしっ

かりと穴埋めできました！　　　　　　中村義也

★ハレルヤ！今日も断食できました。感謝です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原樹里

★３日目に突入しました。土曜日ではありますが、

仕事が朝からありました。しかし、娘と受験の失敗

と今後についての話し合いの時間を朝７時から８時

に近くのファミレスで行いました。仕事が朝９時か

らあるため、以前であれば、その時間帯に親子で話

し合いの時間を持とうとはしなかったのですが、や

はり、ソーシャルネットワークへの時間の配分がゼ

ロとなり、こころの余裕が生まれたことが大きいと

感じました。２月末までに複数回のミーティングを

親子で持つことにしました。このような時間的な余

裕が生活の中にあるとは考えてもいませんでしたの

で、今回の「ネット断食」は非常に良い機会になっ

たと感じています。それにしても、FB の通知がな

いのは本当に快適です。また、yahoo ニュースもア

プリを削除しましたので、さらに効果的な感じがし

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　豊田肇

➡感謝なレポートですね。ひとみちゃんとの時間、

良かったですね。受験は残念でした…。主の慰めを

祈りますね。神さま、僕らの思いを超えて、最善に

導かれているのだと思います。神さまがさらに計画

を明らかにしてくださいますように。ひとみちゃん

も奥さんも主の支えの中、ますます主の栄光を現さ

れますように！肇さんもますます強められ、主の福

音の業に、用いられますように！　　　　　稲葉

★息子は今日は友達と会ったり、教会に行って祈っ

たりして、今日もとても元気にしてました。夜は、

私のパソコンで、夫、私と三人で Todd White とい

う方のメッセージを見ました。( 長男はそばで化学

の授業を見てました ) 。メディア断食中ですが、律

法ではないので、よいと思い見てましたが、本当に

素晴らしい、生きた福音伝道の証で、私も、たくさ
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ん悔い改め ( 恐れたり言い訳して福音を十分伝えて

なかったこと )、もっと、愛をもって、天のお父さ

んの愛を、キリストの福音を、忠実に伝えたいと思

わされました。　　　　　　　　　　　　　A 子

★教会では断食祈り会があるのですが、その日はネ

ットも断食して、神様にチューナーを合わせようと

いうこともやってみようと話しています。ウチは

iPhone なのですが、あの日、帰って来てから、自

分の携帯の指紋認証にパパとママの指紋を登録する

案も自分から話してくれたので、早速そのようにし

ました。　　　　　　　　　　　　　    辻奈央子

★報告 :13 分ルールを守れました。昨日は、一日忙

しく、ゼロで過ごせました。感謝です！ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊澤響子

★★★★★★★★ 2 月 15 日★★★★★★★★

★今日も見ませんでした。日曜礼拝恵まれました。

主に感謝します！大切なのはネットを見る見ないじ

ゃなくて、神様御自身を求めることなんだなと、気

づいてきました。神様御自身をもっともっと求めて

いきたい！神様を知りたい！！この 2 週間、スマ

ホ使えないなー、残念…って思うんじゃなくて、神

様と交わる最高のチャンスだと思えてきました。は

っきり言って昨日ぐらいまでスマホ使いたいけどダ

メ、見たいけど見ちゃだめ！！と自分自身に言い聞

かせていました。でも、今日神様が教えて下さいま

した。それは神様の愛が私を変えてくださる事。メ

ディア断食は良い事だと思います。だから自分もや

ってます。でも何でやっているのか？動機は？自分

は神様の愛の応答だと思ってメディア断食、今やっ

ています。そういう風に思いながらやると神様への

感謝が溢れて来るし、メディア断食がやりたくてし

ょーがなくなってきます！笑

　神様、あなたを愛してます！あなたをもっともっ

と知りたい！！　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波場瑛

★本日も時間的な余裕があり、妻と子供の教育につ

いて５０分程度話をする時間を持つことができまし

た。日曜日も妻は夜４時間のバイトをしており、夫

婦で交わる時間がなかなか持てませんでしたが、こ

れを機会に定期的に昼食をしながら交わりをするこ

とができるようにしたいと思いました。

　息子ともネット断食について就寝前に話をする時

間が与えられ、今後、メディアの利用方法をどのよ

うに取り扱うべきか、少し話をすることができまし

た。中学１年の息子は PC とタブレット端末の利用

を昨日より制限することになりました。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田肇

➡とてもいいですね。奥さんとの交わる時間も与え

られて本当に良かったです。これを機会に定期的に

昼食もいい案と思います。祝福を祈りますね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉

★★★★★★★★ 2 月 16 日★★★★★★★★

★断食順調に進んでます。今まで Facebook で皆

のコメントを日に何度もチェックしてましたが、改

めて自分はスマホに縛られてたんだなと痛感すると

同時に解放感を感じています。聖書をもっと読みた

い！もっと祈りたい！主と交わりたいという強い思

い、促しが与えられ、今までは 5 時に起きてデボー

ションしてましたが、30 分早く 4 時半にスパッと

起きてデボーション出来る様になりました。朝 30

分の違いは私の中では大きくて、皆（愛犬までも）

が寝静まってる静けさの中で御言葉に耳を傾け、心

からの平安と至福の時を過ごし、力をいただいてま

す。この時間こそ私には必要不可欠でした。息子も

断食を続ける中で主への飢え渇きが与えられてる様

で、親として本当に嬉しいです。以前、私がガミガ

ミ言っても険悪なムードになるだけだったので、今
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回稲葉さんが皆で励まし頑張る機会を設けてくれた

事に本当に感謝です。単独では私も息子も断食の選

択を避け続けてたかもしれないです。本当に感謝し

ます。続けてチャレジャー皆さんが祝福されます様

お祈りします。　　　　　　　　　　　　　B 子

★当日、午前 7 時過ぎに出発し午後 11 時帰宅の、

ちょっぴりきつい感じでしたが、本当に行って良か

った感 120％です。ありがとうございました。

　今回のテーマは、チーム松岡家にとっても、とて

も重要なものでありました。基は、ネット断食には

至りませんでしたが、彼なりに、このタイミングで

は出来ない理由があるみたいです。でも、セミナー

に出席して以来、すごく自重しているのがよく分か

ります。恵悟は、「基に勧められて」というのもあ

って、11 日 ( 水 ) ～ 25 日 ( 水 ) の「ネット断食」

にチャレンジしています。6 日目ですが、けっこう

もがきながら ( はじめのうちは ) 乗り越えています。

今は、それを楽しんでいるかのごとく、自然な感じ

で過ごしています。

　人 ( 恵悟 ) に勧めておきながら、自分はやってい

ない兄 ( 基 ) の自重

している姿を見て、

「僕より、基の方が

偉いよ…。」ってな

ことを妻に言ってい

たそうです。

　恵悟は、「しかし、

どうしても必要なこ

とはわずかです。い

や、一つだけです。

マリヤはその良いほ

うを選んだのです。

彼女からそれを取り

上げてはいけませ

ん。」ルカの福音書

10 章 42 節、この

み言葉が、繰り返し

示されているようで

す。おやじは、涙が

出ます。ハレルヤ !!!!!!　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡淳裕　

➡なんてすばらしい…（涙）。今回は、本当にいろ

いろと感動がいっぱいです…！神様、ここから何か

を始めておられるのを、ひしひしと感じています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　能登麻里

➡仙台からのご参加、ありがとうございます。とて

もうれしかったです。上記のレポートも、本当にう

れしく思います。今回のフォローアップメールに、

基君も登場します。どういう風に読んでくれるか楽

しみにしています。恵悟君を励ましてるのはいいで

すね。また、恵悟君が基君を尊敬しているのもいい

ですね。　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉

★今日も頑張ることできました！今日で始めてから

５日経ちましたが、５日もパソコンを使わないこと

ができたのは家にいる日では初めてのことです！最

初はネット断食をやっている最中の一日一日が苦痛

でたまらないのかなーと思っていました。でも、い

白馬セミナーにて
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ざやってみて何とか一日一日乗り越えられていま

す。そしてなぜかパソコンをしないことで心も体も

楽しくなってきているんです！今まで暇な時があっ

たら、「さあパソコンをしよう！」となっていました。

でも断食を始めて５日間は暇な時ができても、心が

パソコンに向かないのです。自分でも不思議なくら

いです。

　僕は神様から一つのことを今日学んだかなと思い

ます。それはネットを使うこと、見ることを自分の

心の軸としてはいけない、心の軸は神様にするんだ

ということです。この断食を通して神様との関係を

よりいっそう深いものにすることができたらなと思

います。いつも助けてくださる神様を見上げて、明

日からも頑張ろう！ (^O^) 　　         　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村義也

★今日も見ませんでした。このネット断食始める前

は夜寝るのが遅かったんですけど、始めてから寝る

時間が早くなりました！今までは 12 時位だったん

ですけど、10 時台には寝るようになりました。い

や、9 時台かもしれません。（笑）小学生並ですか

ね。(^-^) それで朝 5 時位に目が覚めるようになり

ました。でも2度寝して7時位になってしまいます。

ここは決心して断食中は朝 5 時起きも挑戦してみ

ます！時間の使い方が前よりも良くなったのが自分

で分かります。主に喜ばれるため生活習慣を改善し

ていきたいと思います。イエス様、私を変えてくだ

さい。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波場瑛

★ SNS の便利さの陰に隠れた恐ろしさを垣間見さ

せてもらい、また、クリスチャンとしてどう生きる

か励ましもいただいた気がします。

　我が家は SNS は無縁で、今回参加は無しかなと

思っていましたが、私も一緒にやらないといけない

かな、と思わされてきました。ネットのニュースな

ど、見始めると止まらないときがあるからです。

　主人（iPad）や娘（DVD など）も誘ってみたの

ですが、主人は主に読書用だそうで、また、娘は「主

に動物関係だし、止めろといわれればすぐに止めら

れるし。」という事で、今回は私の単独での参加に

なりました。娘は、「お母さんと遊ぶ時間が増える、

わ～い (^^)」と喜んでいて、今まで申し訳無かった

かな、と反省しました。必要があるものは良しとし

て、早速、Safari の起動画面を Yahoo! でなくて

チアの HP にしたり（豊田家がそうしてると前に話

してた）」、ガラケーのニュース配信表示もオフにし

たりしました。ニュースに振り回されないだけでも

頭がすっきりする気がします。１日５～１０分位、

本当に必要なアクセスだけにする、といったスタイ

ルでチャレンジします。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C 子

★子ども達から、「僕は、すでにキリストとともに

死んでいるんだから、友達の目を気にしなくていい

んだ。」と教えられた。とか、「『人の目を畏れずに

行動する、しかし、謙遜を忘れずに』というところで、

自分は謙遜ということを考えていなかった。」など、

それぞれメッセージを受け取ったようです。

　我が家はいいのかなと思いましたが、フォローア

ップメールとチャレンジャーの皆さんのメールを読

んで、神様御自身を求め、神様を喜ばせ、神様にゆ

だねることを、真剣に、今ネットワーク断食を通し

て成している皆さんを、対岸の火事のように眺めて

いるのは何か違うかな…と思い、祈りのサポートと

して参加させていただきたいと思いました。

　我が家は、この２週間を（我が家のレベルに合わ

せ）神様を求めること、神様を求めることとはどう

いうことか、何か取り除くべきものがあるか、何か

とるべき行動はあるかなどそれぞれ祈り、考える２

週間にしようと皆で確認しました。　 　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D 子 

　                                             

                                             ＜次号に続く＞　
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＜午前の部＞
●５K　（カットタイム１時間）

●親子＆ Fun ラン１K( ３－７才・誰でもの部門有 )

●親子ラン５０ｍ（１－３才）

●１００ｍ（４－６才）

●２００ｍ（６－８才）　

●６００ｍ（８才以上・１２才以上の部門有）　　

●１５００ｍ（５ＫとＷ参加 OK。

　　　　　　　　　　　　カットタイム１０分）　

　　　　　　＜午後の部＞
●真鍋未央さんの講演＆グループレッスン

●藤井一朗・チア・オリンピック委員長の

　「跳び箱」特別レッスン

●１５００ｍ・アフター真鍋さんレッスン

　

　＊全種目男女別表彰

　＊１５００ｍ表彰は２回の合計タイム

　（11 才以下、30 才未満、30 才以上　3部門）

特別講師：真鍋未央（まなべ・みお）　

　ＳＷＡＣランニングアドバイザー。前資生堂ランニングクラブ。市民ランナー

への指導のほか、全国各地の大会でペースメーカーや、雑誌・ＣＭでランニング

モデルを務め、走ることの楽しさを伝えている。読売新聞「挑め！フルマラソン」

執筆（全 20 回）。『週１回のランニングでマラソンは完走できる』著者。フルマ

ラソン自己ベストは２時間 55 分 27 秒。

　昨年大好評！チア・ジョイランニング with　

　真鍋未央さんのワンデークリニック
やめたくなったらどうするか　～スタミナをつける練習法～

  ☆　☆　☆　桜満開の中を駆け抜ける予定　☆　☆　☆　

第２回！ 4 月 6 日（月）台東リバーサイド陸上競技場！

ふりがな
代表者お名前

チア・ジョイランニング　＆　真鍋未央さんのワンデークリニック　参加申込書

FAX　０３－６８６２－８６４８　Eメール　office@cheajapan.com

お電話 /携帯

ご住所　（〒　　　　　　　　　）

（　　　　才）

大人（中学生以上）　1,000 円×（　　　）名　　小学生　700 円×（　　　）名　

１才～幼稚園以下　  300円 ×（　　　）名　　  0才　 　0円 ×（     　）名     合計（　　　　　　）円

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

男　・　女　　　才

お名前（ふりがな）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

男　・　女　　　才

■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 8時 50 分集合）

■交　通：浅草駅（浅草線・銀座線・都営線ほか）から徒歩 12 分

　　　　　（隅田川沿い散歩コース）。駐車場、路線バスあり。

■参加費：1,000 円（中学生以上）、700 円（小学生）、300 円（１才～幼稚園以下）

　　　　　※参加費には保険料が含まれます。応援団・講演参加の皆さまもよろしくお願いします (^^)。

■申込締切：4 月 2 日（木）

■ボランティア募集：5Ｋ外周誘導係・記録係・チルランアシスタント・撮影・テント貼りほか多数募集！

　男　・　女　　　才
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チ ア ・ コ ン ベ ン シ ョ ン 2 0 1 5

　 　 　 　 　 　 　
大 阪 ： ６ 月 ５ 日 （ 金 ） 、 ６ 日 （ 土 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 大 阪 府 羽 衣 青 少 年 セ ン タ ー
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 大 阪 府 高 石 市 羽 衣 公 園 丁 ）

　 　 　 　 　 　 　  東 京 ： ６ 月 １ ２ 日 （ 金 ） 、 １ ３ 日 （ 土 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 青 少 年 総 合 セ ン タ ー
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 東 京 都 渋 谷 区 代 々 木 神 園 町 3 － 1 ）

家族 ・ 教育の聖書への回復！　どなたでも大歓迎です！

　昨年参加　７４０名！　講師約３０名、約８０の基調講演・分科会！

ユース向けセッション増設！聖書が教える教育の本格派コンベンション！

第 6 回　チア・にっぽん杯

絵画コンクール

 ＜応募要項＞
 ■テーマ：聖書のストーリーから題材を取り、　

           自分のイメージを絵画にしてください。

 ■部　門：（１）幼稚園の部　（２）小学生の部

　　　　　 （３）中高生の部　（４）一般の部

 ■サイズ：自由（※作品の裏に、氏名（フリガナ）、

  住所、　学年、年齢、性別、電話番号、絵のタイトル、

  その絵を描いた理由（100 以内）をお書き下さい。

 ■応募締切：5月 28 日（木）

第 4 回

聖句書道掛け軸展

 ＜応募要項＞
 ■テーマ：聖書からのテーマを

           もとに、内容は自由。

 ■対　象：どなたでも OK!

 ■サイズ：八つ切りサイズ

 ■応募方法：作品に名前を書き、 

  掛け軸に貼った状態でお送り

  下さい。

 ■応募締切：5月 28 日（木）

 主講師：ノーム・ウェイクフィールド
　　　　   エリヤの霊ミニストリーズ創設者＆代表

　キリストと歩む 4 人の子どもたちを育て、17 人
の孫に恵まれる。1984 年にホームスクーリングを
スタートし、現在も孫をホームスクーリング中。神
はノーム氏に、福音がいかに「きずな」を強めるか、
人生の様々な局面に機能するかを教える賜物を与え、
1992 年以来、全米、世界各地で用いられている。
2003 年白馬セミナー、2004 年大阪コンベンション
に続き、11 年ぶりの来日。ダウン症の娘、アマンダ
がスタッフとしてミニストリーを助けている。
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ノ ー ム ・ ウ ェ イ ク フ ィ ー ル ド さ ん 講 演 抄 録

【基調講演予定（Keynote）】

■ホームスクーリングの中で、
　　　　　　　　　私たちを変える神の愛の力
　The Transforming Power of 
　　　　　      God’ s Love in Homeschooling

　互いに愛し合わなければならないことは周知の
事実です。しかし、皆が、どのように実践するか
を知っているわけではありません。教育と訓戒を
施す愛のある環境を築くにあたって最も大きな障
害物となるものは、偶像礼拝の心です。偶像礼拝
とは、この世が与え、心を支配する、偽の神の愛
のようなものです。このセッションでは、ノーム
氏が、家族にとって最もチャレンジとなるゴール
の一つ、愛の関係について実践的な洞察を与えて
くれます。これらの真理によって、夫婦関係や親
子関係が癒され、強められることでしょう。

■子どもをしつける時の希望の力
The Power of Hope in Discipling your Children

　自分の子どもたちの心をつかんでいる人は誰で
しょうか？それは、子どもたちに一番多くの希望
を与えた人です。それが「希望」の威力なのです。
親は子どもたちに正しいことを教えます。しかし、
重要で力強い希望を彼らの人生に育んでいくこと
を怠っています。その結果、起こってくることは、
この世の基準や価値観に影響され、親の教えや聖
書の価値観から外れるティーンたちを生み出すこ
とです。子どもたちを訓戒しながら、どのように
家庭を希望で満たしていくかを学びましょう。

【分科会予定　(Workshops)】

■家族に対する神の青写真
　　　　　　　－家庭を基盤とした弟子訓練　

  God’ s Blueprint for the Family:
                              Home-based Discipleship

　次世代、3 世代、4 世代と続く、敬虔の遺産を
築き上げたいと思いますか？このセッションで
は、主のために将来の世代を整え、準備させる、
神のご計画を提示します。エリヤの霊、聖霊が、
人の心を神に向けさせ、その妻、子供たちに向け
させます。それは、次世代の人たちに、神と共に
歩む備えをさせるためです。

■イエス・キリスト－人生の嵐の中で下ろす錨
　Jesus Christ -　　　　　 
               The Anchor in the Storms of Life

　自分の子供を教育しようと努力する中で、史上
最大規模の台風や大地震に遭遇したような気持に
なったことはありませんか？キリストに錨を下ろ
すことを学びましょう。そうすれば、あなたの行
く手に何がやってこようともしっかりと立つこと
ができ、子どもたちもしっかりと導くことができ
ます。

■聞く耳－学習者としての基本
　Ears to Hear: 
　　　　The Foundational Lesson for Learning

　聞いているのに聞いていない、見ているのに見
ていないことがあり得ることを知っていました
か？イエスはご自分の弟子たちに、もしこの教訓
から学ばなければ、ご自分のすべての教えを理解
することができないと言われました。聞くことは、
学習するための技術です。イエスはそれを基本的
な教訓として表現されました。もし、あなたが、
聞き方を知らないのであれば、あなたと神との関
係について騙されている危険があり、人生のあら
ゆる学びに向けて、準備不足です。
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■永遠の視点から行うクリスチャン家庭教育
　Christian Home Education from 
　　　　　　　　　　an Eternal Perspective

　それぞれが持つ世界観は、家庭教育や生活上の
困難への反応はもちろんのこと、教育のあらゆる
面に影響を与えます。神は、人生において永遠の
視点を保ち続ける者に、召しに必要な恵みと力、
天からの知恵を与えると定められました。永遠の
視点から生き、教えられることについて神の言葉
は何と言っているのでしょうか。このセッション
は、皆さんを大いに励ますこととなるでしょう。
地上で生きている間、天国での生き方について学
び、子どもたちにも永遠の視点からの生き方を教
えることができるようになります。

■母としてティーンの息子たちと（あるいは自分  
の夫がティーンの息子のように振る舞うとき）ど
う関わるか？
　What’ s a Mom to Do with Teenage Sons 
   (or husbands when they act like one)?

  多くのホームスクーリングママたちが、息子た
ちとの間でしばしば起こる衝突で悲しんでいま

す。特に、息子たちのティーン時代に起こります。
母親は、あの幼かった息子が父親に自分を重ね始
め大人になっていく過渡期を、どのように扱えば
いいのでしょうか。また、この時期の母親の役目
は何でしょうか？指導しながらも、息子との関係
を強めるために何ができるでしょうか？その疑問
などにお答えします。

■親が子どもに語る最も効果的な言葉
　The Most Powerful Words a Parent can Say

　人の心が聞くことのできる最も効果的な言葉は
何でしょうか？このセッションの中で、「愛して
いるよ」と言うよりも、もっと効果的な言葉があ
ることを知って驚かれるかもしれません。天の父
の心と、旧約時代のすべての父たちに語られ、御
子イエス・キリストを通して語られた力強く、効
果的な言葉を示します。そして、子どもたちを教
え訓戒するときに、どのように効果的にインパク
トを与えることができるかについて、実践的なヒ
ントが提供されます。
  

大阪宿泊情報

■大阪国際ユースホステル（会場内）

（4月 30 日までに、チアにお申し込み下さい

[定員 24 名 ]。それ以降は各自でのご手配を

お願いいたします。）

　

【6名一室：基本的に男女別（乳幼児は別）の

相部屋ですが、6名であれば、家族部屋をご用

意できます。】

　●宿泊費：1泊 2,880 円、２泊 5,760 円

（添い寝の乳幼児は大人１名につき１人まで

無料ですが、施設利用料として 300 円がかか

ります）

　●食費：朝食 650 円、昼食 650 円、

　　　　　夕食 1,080 円

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

（5 月 30 日までに、チアにお申し込み下さい。

それ以降は各自でのご手配をお願いいたしま

す。）

　

　【4名一室：基本的に男女別の相部屋です

　（乳幼児は別）】

　　●宿泊費：１泊３食 3,310 円

　　　　　　　２泊６食 6,620 円

　【シャワー付き個室】

　　●宿泊費：１泊３食 4,910 円

　　　　　　　２泊６食 9,820 円

※ 6 名未満での個室をご希望の場合、個室料金が

かかります。

※年齢に限らず、ベッドを利用する場合は

　宿泊費がかかります。

※※添い寝の場合でも、レストランの規定で、　

　３歳以上は食券代が必要です。
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 ＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●今年もコンベンションでは多く

の励ましと気づきを受け、リフレ

ッシュされた２日間でした。良い

子を育てるのではなく、神様に頼

る子どもを育てるという当たり前

のことに戻ることが出来ました。

　　　　（神奈川　辻寿＆奈央子）

●今回、初参加でした（31 日の

み）。なぜ、ホームスクールなの

かという疑問がはっきりしまし

た。とても素晴らしい１日でした。

　　　　　　　（兵庫　小堀リエ）

●コンベンション会場と宿泊場所

が隣接していたので、荷物や子ど

もの移動の負担がなく、助かりま

した。会場が公園内にあり、スタ

ッフの方々の奉仕のおかげで、子

どもたちが大変楽しく過ごせて感

謝です。私たちは子どもを留学さ

せてあげたいという希望があった

ので、ジムさんのお話しが大変参

考となり、方向性が見えました。

子どもの文章力を養うための読破

本の紹介がなされ、具体的方法が

与えられ、備えができそうです。

　　　　　　　　　　　（A さん）

●去年は産後間もない時で、参

加 で き ず、 全 講 演 入 り DVD

（2013）を聞いて、それも良か

ったですが、今回、待望の参加が

かない、深い感動と神さまからの

愛に心打たれ、神さまに従って歩

もうという気持ちでいっぱいで

す。赤ちゃん連れで蒸し暑い天気

でしたが、託児してもらえたおか

げで、ずいぶんラクに参加させて

もらえて、非常に感謝しています。

託児＆母子室の場所は大きな要素

で、乳幼児のおられる方々にも、

小さい子がいて大変だから参加は

無理…ではなくて、大変だからこ

そ参加したらいいよ～と声がけし

たいと思いました。

　チルミニ、５歳の長男はすごく

うれしく参加していました。あま

りに楽しかったのか、食事中もそ

わそわして、早く次のセッション

に行きたいというほどでした。

　　　　　　　　　　　（B さん）

●孤独に陥りやすい現状の中で、

同じ志を持つ家族が集まり、励ま

し合える場が与えられ、横のつな

がりの大切さを毎年のことながら

再確認させて頂き、感謝でした。

講演を通して、もう一度、初心に

戻ることもでき、目標がぶれない

よう、また進んでいきたいと思わ

されました。LIT に初参加させて

頂いた息子も、チルミニスタッフ

の皆さんの人格に感化され、“あ

んな大人になりたい”と言ってい

たことも、とてもうれしいことで

した。　　　（大阪　伊藤こずえ）

 ＊＊＊＊ LIT ＆こども＊＊＊＊

●すごく楽しかったです！特にユ

ース、すごく良かったです。いつ

もホームスクーラーのために働い

て下さり、ありがとうございま

す！　　　　（片岡結実　12 歳）

●今回初めて LIT として参加し

ました。とても楽しかったです！

仕える喜びを感じた２日間でし

た。次のチアイベントが楽しみで

す。　　　　（辻アンナ　14 歳）

●昨年、一緒に遊んだお友達と再

会できたことが一番嬉しかったで

す。工作とゲームもとっても楽し

かった。　　　（髙倉琴泉　８歳）

●初めは恥ずかしかったけれど、

やってみるとどんどん楽しくなり

ました。1 年生で初めてのチルミ

ニ運動会だったけれど、凄く凄く

楽しくて、もう 1 回やりたくて

やりたくてたまらなかったです。

　　　　　　　（伊澤雄平　6 歳）

  昨年のコンベンション

アンケート♪
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「銀色のあしあと　三浦綾子・星野富弘」

　　　　　（いのちのことば社刊）より

　星野富弘さんの詩を用いた讃美歌を、チル

ミニ賛美リーダーの山川哲平さんが作曲中！

今年のチルミニ賛美で練習予定です。東京コ

ンベンション終了後、星野富弘さん昌子さん

ご夫妻の前で賛美予定です。大阪・東京どち

らかのコンベンションで練習された子どもた

ちは、誰でも参加ＯＫです！

　（東京コンベンションの翌週、場所はとみひろ

美術館を予定。富弘さんの体調によります。）

＊希望者は、チア事務局までご連絡ください。

　5 月 1 日までにお申し込み＆ご入金
いただいた大人の方に、「聖書 2」「聖書

10」「聖書 11」「りか１」「りか２」「夫

婦のきずなを強めるために」「ちょっぴ

りホームスクーリング考えてます？」「レ

ガシー」「DVD 聖書」「マガジン 10 冊」

の中から、いずれか１つを、もれなくプ

レゼント！

　＊プレゼント券２枚で上記の教師用ガ

イドも OK
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＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊＊

●とても励まされました。子供た

ちがそれぞれ特別な賜物を与えら

れていること、目に見える状態に

左右されず、将来に希望を持って

ホームスクーリングを続けること

が大切であることを学びました。

大きく成長されて活躍しているホ

ームスクーリングで育ったお子さ

ん達の存在が本当に心強いです。

デボラさんのお話がとても良かっ

たです。

　いつも貴いお働きをありがとう

ございます。これからもどうぞよ

ろしくお願いします。　

　　　　　　　（山形　A さん）

●今年も豊かな祝福を頂きまし

た。チルミニ賛美での LIT のテ

ィーンの子達の顔！背後にある

親御さんの本当に大きな犠牲と

献身を思います。神様の愛が湧

き出るようでした。大きな労を

とられているチアスタッフの皆

様のためにお祈りします。とて

も良かったです。        

                      （東京　B さん）

●白馬、本当に素晴らしい時をあ

りがとうございました！ 3 年ぶ

りの白馬セミナーに参加し、長男

が「今回家族で来れたことがすご

くよかった」と教会で証している

のを聞いて稲葉さんがニュースレ

ターでおっしゃっていたように、

ティーンだから…と言って彼らだ

けを行かせるのではなく、家族そ

ろって同じ時間を共有し共感する

ことの大切さを改めて思いまし

た。

　自分が高校生の時には親と一緒

に行動するなんて面倒に思ってい

た生意気な自分の姿を思い出しな

がら、家族で一緒にいられること

の喜びと大切さ、そして今回、家

族で賛美させて頂く恵みにあずか

った事も感謝しています。家族が

心合わせて主に向かうことの喜び

と力を敵は知っていてそれを壊そ

うといつも働いていると思います

が、父の心を子に向けさせ、また

子の心を父に向けさせるこのホー

ムスクーリングの働きは本当に尊

いすばらしいものだと思います！

　子ども達が「今回白馬に行って、

お父さんとお母さんがホームスク

ーリングをしているのは自分たち

の事を本当に愛してくれているか

らなんだって言う事がよくわかっ

た。」と言ってくれて主に感謝の

思いでいっぱいです。

　デボラさん・ジョイスさんの最

後の祝福の祈りも預言的で感動し

  白馬セミナー 2014
アンケート　No.2
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ました。この働きは主の働きで、

またホームスクーリングで育って

いる子どもたちに注がれている主

の油注ぎと賜物、ご計画の素晴ら

しさを改めて感じ、この子ども達

が神の国の為に大きく用いられる

ことを信じています。また、私た

ち親も同じくこの矢筒の矢を持つ

「勇士」として召されている事を

感じました。

　…分科会をはじめとして、上手

く伝えられなかったり、失敗に

反省したり…の情けない自分です

が、こんな弱い欠けだらけの私た

ちを主は選んで下さり、勇士と呼

んで下さる圧

倒的な主の愛

を感じました。

それでも悔い

改 め な が ら、

主を求めなが

ら、 そ し て 大

きく主に期待

しながら進ん

でいきたいと

思います！

　様々な分科

会に出ながら、「そうそう！」と

頷く事も多く、主に確かに導かれ

ている事を感じ励まされました！

　美穂さんがいらっしゃらない中

で、麻里さん始め、スタッフの方々

も大変だったと思いますが、すば

らしい時をありがとうございまし

た！お疲れがとれますように！心

からの感謝をこめて・・・！

                    （神奈川　C さん）

＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

●たのしかった。またクッキーづ

くりしたいです。　　　

             　  （なるせえみ　8 歳）

●楽しかった。来年はチルミニプ

チうんどう会で、二人組で相手に

キャラメルをたべさせるゲームが

したい。　   （成瀬愛実　10 歳）

●とても楽しかったです。新しい

友人もできたし、犬の散歩ができ

て、とても楽しかったです。また

うんどう会をしたいです。　　　            

　　　　　　（高倉みのり　8 歳）

●すごく楽しかった。サッカー

やフォースクエアが楽しかった。

LIT をしたい。カーレースに参加

したい。

　毎年、いろいろなチーム、お話

をありがとうございます。

                   （川嶋直道　12 歳）

●とても久しぶりに参加すること

ができて、とても恵まれた 3 日

間でした。また、様々なホームス

クーラーのユースとも交わりする

ことができ感謝でした。　　　　

　　　　　　　　　   （D さん）
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♪ ボイス＆メール ♪

Voice & Mail

・チアの主のお働きを覚えてお祈りしており

ます。１つひとつのお励ましに心より感謝致しま

す。                         （岩手・久慈市　Y さん）

・ニュースレターありがとうございました。

今回、白馬に参加できませんでしたが、参加者の

皆さんのアンケート等読んで、祝福の大きかった

こと、感謝です。また、今年教会の子育て会で私

が薦めた「聖書が教える親の道」をテキストとし

て学びを始めました。皆さんとても良いと言って

下さり、深く良き学び会が持てています。購入し

たい方がいますが、在庫切れとのこと残念です。

                               （神奈川・横浜市　T さん）

＊「聖書が教える親の道」は今夏、再版予定です！

・昨日、本（チャイルド・トレーニング、誘

惑に負けないために、だれにでもできる！６歳ま

での子育てレッスン、神のこころにかなう妻、誘

惑に負けないために　スタディガイド　男性編・

女性編、社会性のワナ）が届きました。ありがと

うございました。さっそく読み始めています。こ

れらの本も、また、神さまからの、祈りの結果で、

子育て、教会生活、そして私の成長を、主が励ま

してくださっているのだと感じています。

   　                            （茨城・水戸市　O さん）

・白馬のセミナーの DVD ありがとうござい

ました。楽しみに聴かせて頂きます。今年もどう

ぞよろしくお願いします。

                              （長野・諏訪郡　K さん）

・この度は「聖書がわかる 28 の素敵なお話」

を送って頂き、本当にありがとうございました

m(_ _)m　所属の教会に持って行きました。

遅くなりましたが、子ども達に渡している時の写

真を送らせていただきます。うちの子ども ( 小２

) も家で読んだり、読み聞かせたりしています。

チア・にっぽん事務局様と出資団体様に心から感

謝申し上げます。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　（北海道・札幌市　F さん）

・チア事務局の皆様、“したきりすずめのクリ

スマス”早速、お送り下さりありがとうございま

した。この本を通して恵まれましたのでお分かち

したく、ペンを取りました。

　昨年、日曜学校のクリスマス会でこの本を子供

たちにプレゼントしました。最近プレゼントを受

け取った兄弟（小 3・小 1）が久し振りに祖父母

に連れられて、日曜学校に来てくれました。めっ

たに会えませんので、イエス様がどなたか話して

おりましたら、彼らの口から「私たちの罪の身代

わりとなってイエス様が十字架にかかってくれ

た」と言いましたので、私が驚いて「誰が教えて

くれたの？」と聞くと、「あけバア（祖母の名）が、

クリスマスにプレゼントしてくれた本」と！ホン

トは、CS からのプレゼントなのですが…。高額

で（十数人分）ためらいがありました分、本当に

感謝でした。定期的に通ってくれている子供達が

少ないので、「イエス様がどなたか伝えきれてい

ない」というもどかしさがありました。そんな中

で“したきりすずめのクリスマス”が再版され、

一家族に一冊！保存版として！との願いで渡すこ

とができ、心から主に感謝しております。ありが

とうございます。　　　

　　　　　　　　　　（千葉・佐倉市　T さん）
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 【11 月会計】      

  　　　収入                                          

  献金                   1,855,520                                                                 

  書籍・教科書　         1,371,367               

　会費　                   146,500         

　広告　　　　　　　　　　 560,400

  DVD/CD、ビデオ等          38,231 　

  その他         　        227,808          

　　　                   4,199,823

        支出　  

  事務局経費　　         1,361,886                                

　通信運搬費　　            72,691              

  交通費　　　　　　　　　　44,306

　印刷費　　　　　　　　　 　　　0　

　DVD ＆商品仕入費　　　　   9,598

   　　　　　　　　　　　1,488,481     

　  

    残高　　             2,711,345                  

  前期繰越　  　　　　　   110,408 

  翌期繰越　  　         2,821,753 

 【12 月会計】       

  　　　収入                                          

  献金                   4,741,200                                                              

  書籍・教科書　           179,304            

　会費　                    63,000             

　広告　　　　　　　　　　  60,000  

  DVD/CD、ビデオ等          21,011 　

  その他         　          9,831              

　　　                   5,074,346　                                  

　      支出　  

  事務局経費　　         2,606,546                            

　通信運搬費　　           171,740            

  交通費　　　　　　　　　 142,284

  印刷費　　　　　　　　 1,409,600

  DVD ＆商品仕入費　　　　   7,816　

　出版プロジェクト　     2,520,324 

                         6,858,310 

    

    残高　　            -1,783,964           

  前期繰越　  　　　　　 2,821,753 

  翌期繰越　  　         1,037,789

  　　☆尊い献金、会費の送金を、

         心から感謝いたします。                            

　 　

    ●第 2 回　チア・ジョイランニング　ワンデークリニック  
  

　　
2015 年 4 月 6 日 （月）

●チア・コンベンション 2015

  　
大阪　2015 年 6 月 5 日（金）、6日（土）　

  　東京　2015 年 6 月 12 日（金）、13 日（土）

●チア・サマーキャンプ 2015
　　2015 年 8 月 13 日（木）ー 8月 15 日（土）

●白馬セミナー 2015
　  2015 年 11 月 19（木）－ 11 月 21 日（土）

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

★白馬セミナー講演・分科会CD・DVD★

　50 講演を収録した白馬講演 DVD（コンピューター用・mp3 版）

には、特典としてデボラベル博士、ジョイス・イノウエさんら

の講演のパワーポイントデータも入っています。お申込みは、

チアホームページ、またはチア事務局へ！　定価 6800 円（税込）


