
あなたの指のわざである天を見、あなたが整えられた

月や星を見ますのに、人とは、何者なのでしょう。

あなたがこれを心に留められるとは。（詩篇 8：3－ 4）
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　ハレルヤ！　季節も本格的な秋ですね。黄色やオレンジ色、そして深紅の紅葉の便りも聞かれるよう

になりました。皆さん、お元気でいらっしゃいますか？

　今、私は、春のニュージーランドから日本に向かっています。「聖書の福音を描く映画とバイブルミュー

ジアム」の仕事の関係で、この 1 ケ月で 2 度、往復することとなりました。聖書の映画は 16 年の歳月

をかけたプロジェクトで、特にこの 8年あまりは、冬のような日々と困難が許されながら、神さまのあ

われみの中で忍耐しつつ、歩んできたプロジェクトです。今回、新しくバイブルミュージアムのビジョ

ンを加えていただき、春の兆しと光が差し込んだようで感謝している次第です。今、与えられている思

いは、春夏秋冬いつでも、すべて神さまに感謝し、神さまとの絆を強め、神さまに信頼して努力してい

こうという思いです。

　8年ぶりのニュージーランド。１回目の最初の出張は、前日に雪などが降り、少しひんやりの曇天の

2日間。冬から春への季節の変わり目で、川のせせらぎに光が差した瞬間、虹が美しく現れました。10

日後の今回は、春の陽光の中、木々の枝から芽が出始めた3日間。このプロジェクトも、冬から春に向かっ

ているのかなと思いました。「あなたの信じた通りになるように」との聖書のことばのごとく、主の導

きの中で信仰を持ち、知恵と判断力を持って歩めるように、引き続き、神さまの恵みと祝福をお

初めてのチア・ジョイ・スイミングミニ！　神さまとコーチ陣の助けで、中上級者から、水に
顔つけるのが恐かった親子までエンジョイできました！
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　雨も困難もすべてを感謝し、

　喜び、神を讃えて！

　チア・オリンピック、今年は恵みの雨。当日

朝の、開催確認の電話は、わずかに 1 件のみ。

180 名の皆さんが集まり、藤井一朗実行委員長の

指導を受け、小雨の中、元気にストレッチが始

まりました。「雷以外は、豪雨でも神さまにすべ

て感謝して決行！」というチアの方針を、皆さ

ん、好感し、受け止めてくださっているのでしょ

うか。雨が降っても止んでも、どちらも感謝し、

ものともせずに、子どもたちも大人の皆さんも

喜び、競技が続きました。山あり、谷ありのホー

ムスクーリングライフに重なるかなと思いまし

た。

　午後 2 時ごろ、それまで収まっていた雨足が

一層強くなり、僕の心は揺れました。そばに

いたホームスクーラー

OG、20 代に成長しボラ

ンティア参加を買って出

てくれた A さんに、「今

日は、ここで切り上げよ

うか。かなり種目を終え

ることができたし」と尋

ねました。「それはもっ

たいなさ過ぎます。やり

ましょう！　せっかくの

すごい機会なので」と笑

顔で心からの確信を持っ

て、反論くださいました。

「そっかー。その通りだ

ね」と A さんのポジティ

ブな気持ちに、ちょっと

驚き、うれしく励まされ、

早く切り上げる案をしま

い込みました。「Aちゃん、たくましくなったなー」

とも思いました。

　幸い、その後は雨も上がり、さわやかな秋空

へ。ジャベリック・ソフトボール投げ、200 ｍ走、

400 ｍ走、綱引き、リレーと、企画はますます盛

り上がります。

　Aさんは、3日後の OB/OGパネルディスカッショ

ンにも来てくれ、「途中、母がガンで天国に召さ

れたり、いろいろでしたが、ホームスクーリン

グで神さまに心を向けて育てられ、本当に感謝

です」と話してくれました。A さんの成長ぶりを

心から感謝し、一層の祝福を祈りました。

　晴れあり、雨あり、山あり、谷ありのホーム

スクーリングライフ。「主の山に備えあり」、「す

べての事について、感謝しなさい」（1 テサロニ

ケ 5：18）、「時が来ると実がなる」（詩篇 1：3）、

「人とは、何者なのでしょう。あなたがこれを心

「チア・オリンピック」　お兄ちゃんの声援受け、神さま目指して走る！　

祈りいただければ幸いです。

　一方、チアは、収穫の秋。9月後半の一週間、チア・オリンピック（180 名）、初のチア・ジョイスイ

ミング（90 名）、OB/OG パネルディスカッション＆同窓会準備会、そしてワクワク集中勉強合宿（130 名）

と開催され、神さまの大いなる恵みと祝福の時を持たせていただきました。

チア・にっぽん代表　稲葉寛夫
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　自信を生み出す、450 個・メダル大作戦！

　4 月のジョイランでの実験で大好評だった、で

きるだけメダルを与えて、自信をつけてもらうメ

ダル大作戦を活かし、今回、450 個用意しました。

たくさんの子どもたち・親たちが獲得できるよ

うに、本戦のメダリストは、ハーフ走（たとえば

100 ｍ走の場合は 50 ｍ走）には出走できないよ

うにして、違う 3 人がメダリストになるようにし

ました。学年別なので、場合によっては、一人だ

けでレースを走る学年もありますが、それも OK

です。

　表彰式の「喜べや、たたえよや」の讃美歌に合

わせて、表彰台に乗るのは、とても気持ちいい

です。僕も実感したし、選手経験者の大人の方に

しても、「とってもうれしいのです。励まされる」

とのことでした。今回もうれしいコメントが届け

られました。「家に帰ってからも、メダルをもらっ

た話を一所懸命してました」「次の日も、一日中、

に留められるとは」（詩篇 8：4）の

聖書のことば通り、自分の目には見

えていない、神さまの御手に感謝し、

御旨を見続け、全部に感謝して歩み

続けられますようにと祈りました。

　天を見上げ続けることを学ぶ！

　お昼時間は、恒例の各家族のアッ

プデートタイム。各家族 30 秒と制

限時間ありですが、180 名となると、

時間がかかります。でも、ただ運動

で集まるだけでなく、「ホームスクー

ラー同士のコミュニケーション」を

励まし、「チアは家族のように支え

合う、応援し合う存在だよ」との本

質をエンジョイしていただくために

も、全家族が聞くだけでなく、アッ

プデートし、関心を持ち、知り合っ

ていくことは大事です。特に、遠く

からの皆さんや、ホームスクーリン

グを始めたばかりの皆さん、まだ数

年目の皆さん、久しぶりの皆さんら

に毎年好評です。

　とはいえ、時間をセーブしようと、今年は食事

と同時に自己紹介を始める予定でした。

　ここで僕のミスがありました。雨天のため観覧

スタンドは無理と思い、1 階の役員室に集合しま

した。その結果、満杯となり、分散して昼食。そ

れで 25 分ぐらいのロスとなり、例年通り、ラン

チ後半からのスタートとなりました。ところが、

スタジアムの 2 階席を見上げると、雨天のための

覆いが設計されていました。最初から天を見上げ、

2 階席で食べながらスタートできれば 25 分ほど

セーブできたなー…と反省しました。聖書が言う

通り、常に「天を見上げよ」との姿勢で行ければ

と教えられました。聖書に、「あなたの指のわざ

である天を見、あなたが整えられた月や星を見ま

すのに、人とは、何者なのでしょう。あなたがこ

れを心に留められるとは」（詩篇 8：3 － 4）とあ

る通りです。

　

「チア・オリンピック」　ソフトボール遠投も、楽しい！　
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メダルをかけていました」「去年、子どもたちが

喜び、練習を始めて、今日に臨みました」。

　とにかく神さまに向かっていこうと励ます行

動は、「家族的な暖かさ」も願ってのことです。「た

だの運動会ではない、家族のような楽しく、深く

励まされるひと時を過ごせました」など、とって

もうれしい感想がたくさん届きました（感想は、

20 ページへ）。

　財布落とす失敗が、恵みへ

　予定通り、夜 6時に表彰式が終わり、堀井卓さ

んの車で府中駅に向かいました。2 日前に決まっ

たのですが、この日、夜 10 時の便で、聖書の映

画関連で、ニュージーランドへ向かうことになっ

ていました。

　車内でオリンピックの楽しい余韻に浸りつつ

も、鞄に入れた財布が見つからず、駅近くになっ

てようやく見つかりました。「和紀子に、『ヒロ

ちゃんは、人生の 3分の 1は探し物をしてる』と

言われるのですよね (^-^;)」と卓さんに話しつ

つ、ほっとして、ズボンのポケットに財布を入れ

ました。座っているのでポケットの奥まで入らな

いなーと思いました。

　「着きました」ということで、車からスーツケー

スやパソコンバッグを取り出し、御礼を言って改

札に向かいました。時間はピッタリです。改札に

来て、Suika を出そうとすると、ポケットに財布

がありません。卓さんに電話しましたが、車内に

は無いそうです。

　「しまったなー、車降りた時かな…。そういえ

ば、何かゴトって音がしたなー」と、停車した場

所にとんぼ返りしました。「日本は財布を落とし

ても戻ってくる素晴らしい国だ！」と祈りつつ、

戻りました。中には、クレジットカード 5枚、ア

メリカの自動車免許証、ジョセフと僕の健康保険

証、Suika・Pasmo 等 4 枚、チアへの立て替えの

領収書、そして現金が入っていました。「この財

布、クレジットカード入れ過ぎだなー、分けない

となー」と思っていた矢先の紛失です。海外では

クレジットカードが必須で、ホテルもカード無し

では泊まるのが難しいし、自動車もレンタカーす

る予定だったので免許証が無いと乗れません。

　小走りに停車地に戻ってみると、「残念！」、財

布はありませんでした。駅の事務室に行きました

が、そこにも届いていません。交番の場所も聞き

ましたが、駅からはかなり離れていました。搭乗

時刻も刻一刻と迫ります。「まずは、主に感謝し

ます。そして、神さま、ごめんなさい。お金等、

無くしました。さて、この後、どうしましょう？

　飛行機に遅れないことが最優先ですね」。鞄に

はもう一つの財布に、クレジットカードが 1枚と、

銀行口座のカードがありました。これで現金と、

ホテル用のカードは大丈夫。警察に行きたかった

ですが、それは主に委ね、羽田に向かうことにし

ました。自分がいかに愚か者か改めて思い、気が

沈みます。「まったく、自分は愚か者です。でも、

とにかく、ハレルヤ！　すべて感謝します」と

苦渋の感謝をして、前に進むことにしました。羽

田に着いて、ラウンジでシャワーを浴びてオリン

ピックの汗を流し、ちょっと食事をして、無事、

フライトに間に合いました。

　海外出張の途中で財布紛失という大失敗。それ

でも主は、この愚か者をあわれんでくださり、す

べてを益と変えてくださいました。まず、卓さん

が府中の警察署に行ってくださいました。無かっ

たけど一安心。また、ニュージーランドは、1 泊

2 日の急いだ旅で、結果的に、レンタカーでは無

理な日程でした。神さまは免許を取り上げ、タク

シーという手段を強制的に与えてくれたのだと思

います。

　8年の歳月と、虹のニュージーランド

　現地に午後 4 時に着き、タクシーの中で、アメ

リカの関係者と電話交渉。担当のジュールスさん

が職場で待っていてくれることになりました。5

時ちょっと過ぎに、職場に到着。ニュージーラ

ンドは 5 時には大体仕事が終わるので、もし、レ

ンタカーを借りていたら時間がかかり、この日の

ミーティングはできなかったと思います。

　そして、この夕方のミーティングが大切な視察

となり、その日の夜に、日本等と打ち合わせでき

て、翌日の重要な準備となりました。

　レンタカーのコストや自動車保険代等を考えて

も、タクシー費用と大きく変わりませんでした。
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もしレンタカーだったら、間に合わないば

かりではなく、道を間違ったり、居眠り運

転したかもしれません。僕は居眠り運転の

常習犯で、神さまに奇蹟的に守られる連続

です。去年、その中で、最たる体験があり

ました。アメリカの高速道路は、出口が 2

－ 3 キロ置きにあるのですが、5 つぐらい

の出口の記憶がまったくありませんでし

た。アメリカは、道路がまっすぐで、夕方

だったので、皆、大体、定速で走っている

こともあって、事故にならなかったのだと

思います。それでも時速 100 キロ近く出て

いたと思うので、神さまの奇蹟でしかあり

ません。

　そんな僕なので、夜行便明けのレンタ

カーはとても危険でした。でも、財布と共

に、免許証を無くしたお陰で守られました。

翌日も、ミーティング後の空港への途中、

視察したかった博物館を駆け足で見ること

ができました。これもタクシー利用のお陰

です。

　何より、運転手さんと仲良くなり、聖書

の 4 つのポイントを話し、福音を分かち合

うことができました。この方はインドから

ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
舟
。「
イ
エ
ス
は
す
ぐ
に
手
を
伸
ば
し
て
、

彼
を
つ
か
ん
で
言
わ
れ
た
。『
信
仰
の
薄
い
人
だ
な
。
な
ぜ

疑
う
の
か
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マ
タ
イ
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来たアムーさん。「虹だ！　クリスチャン

にとって神の約束と祝福を思わせるんだ。

ノアの箱舟の時からね」「ノアの箱舟って

何？」「聞きたい？」「聞きたい」という

ことで、ノアの家族 8 人を除き、神を恐

れなくなったすべての人間が、洪水で死

んだ話と、40 日後、洪水が引き、神は虹

をもって、神に従い続けたノアに祝福の

約束を示した話を伝えました。

　「では、今日のビジネスは成功だね」「そ

のように信じるよ」。アムーさんは、真面

目な運転手さんだったので、2 日間、必

要な時に電話で来てもらいました。そし

て、2 日目の最後には、聖書の 4 つのポ

イントを話す機会が与えられました。

　「最近、資産家の友人が亡くなった。死

んだら、何も持っていけない。意味がない」

「その通り。死んだら、お金とか何も持っ

ていけないよ。聖書には、それと同じこ

とが書いているよ」「そう？」「そう。で

も、魂の行方は、死んだ後も、天国、ま

たは地獄と別れて、続くと聖書は教えて

いる。聖書には、4 つのポイントがある。

『神はすべての人を愛し、創造し、特別な

使命を与えている』『すべての人間は罪（自

己中心・憎しみ・神への無関心ほか）を

犯し、神と絶縁した。罪の報酬として地

獄に行かなければならない』『キリストを

送り、十字架の死をもって、救いの道を

備えた』。今日、信じ、無償のプレゼント

として受け取ることができる。教会に何

十年行くとか、聖書を何十回読み通した

とか、関係ない。今日、『キリストが自分

の罪の身代わりとなって死んだことを信

じます。心の扉を開いて、イエスさまを

自分の罪からの救い主、人生の主として

迎えます』と祈り、心に迎え入れるだけ

で十分なんだ」「そうか…。不思議だ。実

は、去年、ヨーロッパに旅行した時、出

会ったイギリスの女性から、聖書をもらっ

たんだ。不思議だー」「そうか。空港に着

いたね。では、その聖書、ヨハネの福音

書から読んでみるといいよ。さっき言っ

カペナウムのミニチュア。「イエスは、さまざまの病気に
かかっている多くの人をいやし、また多くの悪霊を追い出
された。」（マルコ１：34）

ローマ兵の鎧
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た、イエスさまの誕生と十字架の死と復活、罪の

赦しと新しい命について書いているよ」「わかっ

た」「ありがとう。再来週、多分、もう一度、ニュー

ジーランドに来ると思うから、その時、会おう」

「ぜひ、連絡ください」

　現地 1 泊、機内 2 泊で、木曜朝 5 時 30 分、日

本に戻り、「ワクワク合宿」「ジョイスイミング」

へ。とても忙しく、5 枚のクレジットカードをス

トップさせたのは、金曜になってからでした。

　幸い、カードの被害はゼロでした。財布は戻っ

てきませんでした。反省はたくさんあります。で

も、益がたくさんありました。レンタカーで時間

を取らず、ミーティングできたこと、居眠り運転

で事故を起こさなかったこと、アムーさんに福音

を伝えられたこと。そして、自分が愚か者だとい

うことを再確認して、主にお詫びし、へりくだら

されつつ、ニュージーランドに向かえたことも、

とても良かったと、心から感じました。「神を愛

する人々…のためには、神がすべてのことを働か

せて益としてくださること」（ローマ 8：28）を

思いました。

　ホームスクーリングは

　「最強＆最新の学習法」を再確認

　「勉強合宿」に集まった約 130 人の皆さん。3

日間のプログラムを共にしながら、最近の教育

書・受験書から見ても、聖書が命じる学習法、ホー

ムスクーリングは「最強＆最新の学習法」とお伝

えしました。

　「一度離れた偏差値教育に、また戻ろうという

ことなのか？」と懸念される方もいるかもしれま

せん。もちろん、そうではありません。そのよう

に、この世を後追いするのではありません。むし

ろ逆で、聖書が薦めるホームスクーリングこそ、

やはり、「最強・最先端の学習・教育方法」であ

ることを私たちがしっかりと受け止め、実践して

いこうということです。

　また、16 年の歩みで見えてきた課題への対策

でもあります。ホームスクーリングを神の導きと

捉え始めた中で、子どもがティーンとなり、受験・

就職等を目の前にして恐れが生じ、ホームスクー

リングを断念してしまうケースや、その恐れのた

めに、スタートできないケースがあるということ

です。また、勉強に苦手意識を持たないよう鍛錬

していくことが、さらに社会で福音のインパクト

を与えることにつながっていくとの見通しからで

す。

　「受験は恐れるものではなく、コツをつかめば

怖くないし、大したことではない」。これは、多

くの受験対策書でも言われていることです。まし

て聖書という真理を与えられている私たちが、受

験を恐れて、中高生のホームスクーリングを断念

する必要はない点を伝え、神さま・聖書中心で威

風堂々いきましょうというポイントです。

　そうしたコンセプトで CSS（チア・サポートス

クール）改革を行い、半年が経ちました。堀井卓

校長や伊澤聡一郎さん・恵美さん夫妻や宮崎聡先

生らの尽力の中で、CSS に良い結果が見えてきて

います。そうした中で、今回、その良きメソッド

を紹介し、また、さらに見えてきた改善点、親の

伴走というホームスクーリングの根本を勉強面で

さらに活かして、子どもたちを錬成する機会を目

的としたのが今回、2回目となる合宿です。

　合宿に初めて参加された親御さんの一人は、「今

回、子どもたちの勉強の様子を見たり、CSS メソッ

ドのセミナーを受け、やはりホームスクーリング

は、最強＆最先端の勉強法と確信し、感動しまし

た」とのコメントもいただき、感謝でした。

　自習に燃える

　子どもたちの姿に感動　

　「スイッチが入った！」

　40 名あまり集まった中高生らの自学自習室。

CSS 特製の「暗算チェックテスト」（5分）が、スター

ターの役となり、その後、1 日約 10 時間、集中

して取り組みます。途中、ジョイスイミング参加

者の表彰式等は一緒に参加して、受賞者をお祝い

します。でも、その授賞式への参加呼びかけで、「熱

が入って勉強してる時に中断させて、まったく申

し訳ない。でも、受賞者のみんなを一緒にお祝い

して喜ぶのも大事でしょう」と謝り、励ましなが

ら誘わなければならないほど、みんな真剣に自習

しています。あまりの真剣さに神さまの特別な助
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けを感じ、感動しました。

　あるお母さんは言います。「必死に勉強する姿、

奇蹟です。ここ数年、家でこのように集中して

勉強できてなかったので」。

　また、半年前から CSS で取り組んできた勉強

法や意識改革が、着実に良い実を結び始めてい

ました。新しい勉強法（ロードマップ作成・英

語多読・体系数学）をリードしてきた伊澤聡一

郎さん・恵美さん夫妻による親のための学習法

分科会も好評でした。

　半年あまりの歩みの中で見えてきたのは、「親

の伴走」の力です。ホームスクーリングの基本

に焦点が当たってきたことは良いことで、さら

に「形ではなく本質を！」のチアの原点を極め

ていければと思っています。

　もちろん、「勉強している気分」だけで進まな

いように、実を結ぶ学習を自走できるようにサ

ポートしていければとCSSスタッフ内で話し合っ

ています。こうした情熱とチャレンジは、東京・

関東周辺のみならず、通信制（ファミランコー

ス）での対応も強化していて、参加者も増えて

います。全国の皆さんへの貢献・サポートも一

層、充実していければと思っています。詳細は、

白馬セミナー分科会にて、「CSS ワクワク大作戦！

　240 日間で得た収穫と全国の皆さんへのグッド

ニュース！」として、特集できればと思ってい

ます。ご期待ください。

初の「ジョイスイミ

ング」おおにぎわい！

　初めての「チア・ジョ

イスイミング・ミニ」

も90名の皆さんと共に、

とても楽しく、大好評

の時間を過ごせました。

この企画は今春、ジョ

イランに参加した高校

生のホームスクーラー、

C 君（長野）が「陸上も

大好きだけど、水泳の

企画もどうでしょう？」

と伝えてくれたことが、

きっかけでした。

　チアとしては全国の家族を効果的に励まし、

実社会での伝道・世界宣教を少しでもサポート

したいとの目的で、読書感想文大会、聖書絵画、

聖句書道、チア・オリンピック、ジョイラン、レー

スカーグランプリ、と文武両道の各企画を長年、

継続してきました。短期間の募集でしたが、関

東各地の皆さんに加え、富山、新潟、長野から

も参戦、新たなメダリストたちが誕生しました。

まだチア・オリンピックよりは小規模ですが、

150 個のメダルでの励まし作戦を行いました。

　さらにうれしかったのは、祈りの課題でもあっ

たコーチ役の皆さんが 4名、名乗り出てくださっ

たことです。ホームスクーラーお母さん 1名（関

知香さん）、OG2 名（若生香織さん、朝比奈マリ

ナさん）、そしてチア初参加で女優で、牧師夫人

準備中の中崎美香さんです。皆さんのお陰で、

本格的なスイミングスクールとなり、中上級者

へのワンポイントレッスンに加え、水に顔をつ

けることが怖いビギナー親子や初級者へのレッ

スンや親子スイミングほか、多くのことができ

ました。「主の山に備えあり」で誠に感謝でした。

　花咲く、自主企画

　こうした親御さんや OB たちの自主企画を公募
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して、積極的に展開してもらったことが、ワク

ワク合宿全体のエネルギーともなっていきまし

た。「自学自習」中心の勉強合宿では、どの企画

も自由選択制ですので、自由な雰囲気も浸透し

ます。

　「自主企画」をチアが応援していくスタイル

は、10 数年前、小樽の義理の父から受けたアイ

デアでもあります。ピースボートというボラン

ティア系の世界一周の船旅に 2 度参加した父は、

「自由に開催され、自由に参加できる自主企画は、

それぞれの持ち味が出て、とても良かったよ。『自

由さ』もとても良かった」とのことでした。

　そのことが僕の心にも残り、何か支配的な人

間の「ヒエラルキー」があるのではなく、一人

ひとりの「自由」や「創意工夫」を大切にする

聖書の根本にもマッチすると思いました。「あな

たがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由

にします」（ヨハネ 8：32）と聖書にある通りです。

それで「自主企画」の流れをサポートしていこ

うと思ってきましたが、今回は、その実が多く

結ばれてきた思いで、とてもうれしいです。今

後も、ますます応援していければいいかなと思っ

ています。

　今回は、ホームスクーラーの親・サポーター

からは「足し算・引き算ゲームをプログラムし

ちゃおう！」（志賀信泰さん）、「聖句書道」（福

治友輝先生）、「ワクワク ART　祈りと光の三原色」

（関知香さん）、「太陽電池の仕組みとネパール」

（平岡真実さん）、ホームスクーラーOBからは、「人

体の不思議とイエスさま」（堀井翼君）、「Suica・

PASMO の仕組みとイエスさま奇蹟」（小島宰門君）

の発表がありました。どれも大好評で、多くの

子どもたち、親たちが励まされ、充実した学習

の時間を過ごせました。

　今後も「自主企画」の応援は続け

ていく方針で、大募集中です。今現在、

寄せられているのは、「讃美歌作詞作

曲大会」「聖句暗記大会」「チア・ジョ

イ・スキー・ミニ」「聖句書道 10 周

年」「スピーチのための発声・ボイス

トレーニング」「東京路傍伝道」「何

でも学芸会」「学習障害関係のミニス

トリー」「アート・ぶどうの木」ほか

多数です。「チア・フットサル」「チア・

Hope（バスケット）」も順調です。今

後とも、「真理にある自由」の旗のも

とに、ますます祝福が注がれていけ

ばいいなと思っています。

「太陽電池の仕組みとネパール」（平岡真実さん）

「足し算・引き算ゲームをプログラムしちゃお
う！」（志賀信泰さん）
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　「OB/OGパネルディスカッション」

　白馬同窓会へ

　OB/OG のパネルディスカッションも、とても好

評でした。12 名の皆さんが登壇してくれ、感謝

でした。これは、「私の失敗と成功と、もう一度

ホームスクーリングするならしたいこと」を課

題にしたパネルディスカッションで、みんなが

本音を自由に話してくれました。親からも後輩

たちからも大好評。「悩みや葛藤、そして前向き

に進んでいく姿が聞けてとても励まされた」「キ

リストとの絆が深く、いろいろとあっても親御

さん、家族との絆が深く、その基本が明確に感

じられて良かった」ほか、多数の感動の声が寄

せられました。

　パネルディスカッション終了後、第一回同窓

会（白馬セミナー予定）に向けての準備・企画

会も14名の皆さんと、開催されました。白馬でも、

パネルディスカッションをさせていただこうか

なと思っています。パネラー応募、大歓迎です。

同窓会、また、同窓生向けの特別セミナー（「結

婚」「職場で輝くために」「福音的クリスチャン

と国政」のテーマ）で開催します。参加者も募

集中です。親御さんも含めて、これまで 1 回で

もチア企画に参加された皆さんは同窓生として、

どなたでも大歓迎です。また 25 歳以下の同窓生

の皆さんには、特別参加ディ

スカウントも設けています。

どうぞ、お申込みください。

　社員 2000 人の

　会社経営から伝道へ

　増山浩史牧師と Q&A

　社員 2000 人の会社の社長

から牧師へと献身された増

山浩史牧師もお出でくださ

り、OB/OG たちを始め、参加

者全員を励ましてください

ました。メッセージ後の Q&A

セッションでは、「クリス

チャンとお金」「就活・職業

を決めるために」「夫が中間

管理職で苦労した時にどうしたらよいか」を始

め、質問が止まらず、また、増山牧師も「祈りの力」

「聖書」「伝道」を強調されつつ、実社会の経営

者の視点や体験を分かち合ってくださり、とて

も盛り上がり、有意義な時間が与えられました。

これまでもチアの働きを応援くださっていた増

山牧師ですが、終了後、いくつか具体的な伝道

プラン等も提案いただき、とても感謝でした。

　ホームスクーラーは、

　社長・経営者育成コース

　「規律ある自由を育み、活かす！」

　自習時間が始まる前には、伊澤さん、堀井卓

校長らによる 5 分レッスンも話され、また、僕

も毎朝 30 分、恐れないで歩むことについて話さ

せていただきました。

　ホームスクーラーは、社長・経営者を育成で

きるコースだと思います。つまり、時間等、か

なり自由が与えられています。学校に行けば、

様々な制限や縛りがあり、レールの上を走るコー

スが設定されています。ホームスクーラーは、

そうしたレールではなく、神さまが与えてくだ

さるふんだんな自由を、自由奔放にではなく、

どのように規律ある自由として有意義に用いて

いくか、委ねられていると思います。会社で言

12 人の OB/OG パネルディスカッション大好評！
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えば、自由と決断、判断力が求

められる「社長・経営者」コー

スですね。「空を打つ拳闘」（1

コリ 9：26）ではなく、「真理（キ

リスト）にある自由」（ヨハネ 8：

32）を効果的に用いていければ

と思っています。しっかりと目

的を定めて。

　「武田塾」という、最近、注目

されている受験塾があります。

今回、同塾をリサーチした伊澤

さんの報告書を読みました。同

塾の HP には、「塾や予備校で授

業を受けても偏差値は伸びませ

ん。『自学自習』が勉強におい

て最も重要なのです」と掲げられています。

　機能的な面からも、「やはりホームスクーリ

ングは、ベストな学習法なのだ」と武田塾の先

生方も言ってるようなものだなーと思いました。

詳細は、これも白馬セミナーで報告される予定

ですのでお楽しみに。

　「あなたがたも、賞を受けられるように走りな

さい。また闘技をする者は、あらゆることにつ

いて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるため

にそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受

けるためにそうするのです。ですから、私は決

勝点がどこかわからないような走り方はしてい

ません。空を打つような拳闘もしていません」（1

コリ 9：24 － 26）とある通り、目標（「魂の救い」

「キリストの弟子の心を与える」「伝道・世界宣

教」）を明確にしつつ、皆で規律ある自由と聖霊

の力で進んでいければと思っています。

　あなたの信じた通りになるように！

　200 匹、釣れた喜びの中で

　10 月初旬の週末、久々に両親のお見舞いに、

ジョセフと一緒に弘前の実家に向かいました。

今回ジョセフは、8 ケ月あまり待ち望んだ、新し

い楽しみの目的もありました。小中高で一緒に

野球をした僕の親友の神馬裕司君が、釣り船を

買いました。神馬君は、ジョセフが今度、弘前

に来たら、その船で、海釣りに連れて行ってく

れることを約束してくれました。ジョセフは楽

しみで楽しみで仕方ありませんでした。

　でも、ニュージーランド行きが 2 回も入った

ことで、僕のスケジュールは、全部、追い込ま

れていました。神馬君からも、「予報は雨だけど

どうしよう？　岸壁で小魚釣り、小あじ釣りし

かできないかもしれない」と連絡がありました。

それで、延期したかったのですが、ジョセフは「も

う待ちきれない。小あじ釣りで大丈夫だよ。行

きたい！」とのこと。これは、待ち続けてきたジョ

セフのためにも父の役割として、ミッションと

して行くべきだと思って、行きました。

　天気は予報通り雨。神馬君の船で写真を撮っ

た後、岸壁へ。そこで、すごいことが起こりま

した。約 200 匹、次々と釣れて、ジョセフは大

喜び！　フグが 120 匹あまり釣れて、これは海

に返します。そのほか、小ぶりながらも、食べ

られる魚が 9 種類、小あじ、真鯛、クロダイ、

シマダイ、グレ（メジナ）、コイワシ、サヨリ、

ボラ、黒ハギ。

　お昼近くに、1 家族がやって来ました。「どう

ですか？」「すごい釣れてます。どうぞ、アイス

ボックス、見てください」「すごい！　私たちは

岸壁で釣ってたけど、小あじ 1 匹でした。すご

い！」。この家族を通して、200 匹の意味を悟り

ました。釣りのお師匠の神馬君の場所選び、釣

り針のしかけ作りのうまさ、蒔きエサ等の技術

の素晴らしさ、友情を心から讃えました。

　神馬君は言います。「でも、こんなに種類がた

くさん獲れる体験、無いよ。水族館コースだ

社員 2000 人の会社経営者から伝道に向かった増山浩史牧師
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しょう。あなたがこれを心に留められるとは」（詩

篇 8：3－ 4）。

　皆さんへの、キリストにある、ますますの祝

福を祈っています。

稲葉　寛夫

なー」。神さまの特別な祝福を思いました。神馬

君と僕は、ジョセフの竿に次々とかかるフグの

針をはずし、海に返す仕事にてんてこ舞いでし

た。ジョセフは120匹あまり釣って楽しみました。

　家に帰って、一緒に料理し、天ぷらと塩焼き

で、またもジョセフは大喜び。僕は言いました。

「ダディは、海釣りに行って、１匹も釣れないこ

とがあった。今日は、それも覚悟してたんだよ。

１匹も獲れなくても、それはそれで

海釣り、楽しかったし」。ジョセフ

は言いました。「だから、ダディは、

食べられる魚は、小あじ 15 匹ぐら

いしか釣れなかったでしょう？　ダ

ディは、『今日は、釣れないかな…』

と覚悟したのでしょう？　僕は今日

はたくさん釣れるぞーと信じてたん

だよ。『あなたの信じた通りになる

ように！（マタイ 8：13）』でしょう

(^^) ？」

　その通りだなと思いました。神さ

まを信じて、歩んで行ければと思い

ます。

　白馬の季節へ

　いよいよ季節はめぐり、白馬セミ

ナー間近です。3 人のアメリカからの基調講演者

の皆さんも準備万端です。皆さんへの大いなる

励ましと必要な情報提供の場となり、また、豊

かな交わりと力、希望が与えられるセミナーと

なればと祈り、準備しています。

　どうぞ、ご参加、また、ご参加が無理な皆さ

んは、お祈りのほど、よろしくお願いします。

　「冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎて行った」（雅

歌 2：11）、「天の下では、何事にも定まった時期

があり、すべての営みには時がある。…神のな

さることは、すべて時にかなって美しい」（伝道

者の書 3：1、11）、「まことに、その人は主のお

しえを喜びとし、昼も夜もそのおしえを口ずさ

む。その人は、水路のそばに植わった木のようだ。

時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その

人は、何をしても栄える」（詩篇 1：2、3）。「あ

なたの指のわざである天を見、あなたが整えら

れた月や星を見ますのに、人とは、何者なので

クロダイを釣って喜ぶジョセフと、師匠の神馬裕司さん

シマダイも釣れた！
「たくさん釣れるぞーと信じてたよ！」
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　　　講師：Israel Wayne
　　　　　　　　イスラエル・ウェイン氏　

チア・にっぽん

励ましとチャレンジセミナー 2016 in 白馬
11/17【木】ｰ 19【土】

　　in ホテルグリーンプラザ白馬　（全館貸し切り！）

家族の絆の回復。

　ホームスクーラー第 2 世代。月刊「ホームスクール・
ダイジェスト」誌のコラムニスト、マーケティング・ディ
レクターを経て、ファミリーリニューアルを設立。『聖書
的世界観によるホームスクーリング』『質問！神が聞く』
等の著者。全米の様々なカンファランスに招かれている
人気講師で、チア・カリフォルニア（参加者 6000 人規模）
では、6 年間で 3 度、基調講演の大役を務めている。妻
ブルックさん（彼女もまたホームスクーラー）と 9 人の
子どもたちと共にミシガン州に在住。

そして、教育の原点、聖書に立ちかえる体験。
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＊＊＊＊＊＊講演内容＊＊＊＊＊＊

≪基調講演１≫

●親の権利に危機が忍び寄る！

　Parents’ Rights—A Crisis Is Coming

≪基調講演２≫

●もし壊れたなら直しなさい！

　( 問題を隠さないで解決（修復）すること )

　If It's Broke, Fix it!

【分科会１】

●ヒトラー主義の遺産 ? ドイツ政府・世界各国の

ホームスクーリングへの扱い

　A Hitlerian Legacy? Germany's Treatment of 

Homeschooling

＊＊＊＊＊＊講演内容＊＊＊＊＊＊

≪基調講演１≫

●教育について神はどう考えておられるのか？

　Education: Does God Have An Opinion?

≪基調講演２≫

●聖書が教える親の権利

　The Biblical Basis for Parental Rights

【分科会１】

●地の塩、世の光の家族となるために

　Being Salt & Light Families

【分科会２】

●ホームスクーリングは女性だけのもの？

　Is Homeschooling Just for Women?

【分科会３】

●カッとなる：怒りとイライラに満ちた子育てに

打ち勝つ

　Pitchin’ a Fit: Overcoming Angry and Stress-

Out Parenting

【分科会４】

●クリスチャンの親がするよくある失敗

　Common Mistakes Christian Parents Make

【分科会５】

●励ましの力（子どもたちを動機づけるために）

　The Power of Affirmation

【同窓会向け特別講演】

★本当の愛を待っている

　Waiting for True Love 

★人生の準備中の青年たちへ－今なすべきこと

　Young Men Preparing for Life 

　講師：Mike Donnelly
　　　　マイク・ドネリー弁護士
　ホームスクーリングムーブメントを法的な側面から
支え続ける HSLDA( ホームスクーリング法的擁護協会 )
にて国際部門代表弁護士。世界各国でのホームスクー
ラーの権利を守り、確立するために人生を献げ、講演
やサポート活動に大きく用いられている。７人のホー
ムスクーラーの父。「自由のバランスと自主性と教育の
責任」、「教育の中の信仰の自由」、「欧米のホームスクー
リングに見える民主主義のリトマス紙効果」ほか著書
多数。日本の「多様な教育機会確保法案」をめぐっても、
チア・にっぽんのアドバイザー役の一人として積極的
にサポート活動を展開している。
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＊＊＊＊＊＊講演内容＊＊＊＊＊＊

【分科会１】

●見えない障害：あなたの子どもたちが誤診され、

誤解されるとき

　Invisible Disabilities:  When Your Children Are 

Misdiagnosed and Misunderstood

【分科会２】

●神依存によって私たちの共依存関係を打ち破る

－特別なニーズ、ADHD、自閉症、学習障害のあ

る子どもたちのために

　Breaking Our Co-dependency with God-

Dependency for Our Children with Special 

Needs, ADHD, Autism and Learning Disabilities

【分科会３】

●学習障害や特別なニーズのある子どもたちの

「失敗が実」に変わる 5 つの方法

　Five Ways to Turn “Failures into Fruit” with 

our Children with Learning Challenges and 

Special Needs

【分科会４】

●学習障害、ＡＤＨＤ、自閉症のある子どもたち

に対する私たちの舌の力

　The Power of Our Tongue with our children 

with Learning Disabilities, ADHD, and Autism

【分科会５】

●能力がない VS 能力がある

　Incapable versus Capable

【分科会２】

●お父さん、ホームスクーリング家族のリーダー

はあなたです！

　For You, Dad—

　　Leading Your Homeschool Family 

【分科会３】

●ホームスクーリングは、

　　親の基本的人権・教育の自由

　Homeschooling is a Human Right

【分科会４】

●少しずつ前進—21 世紀の実習

　（就職と召命への備えというプロセス）

　Forging Ahead—

　　Apprenticeships in the 21st Century

【分科会５】

●創始者たちの信仰ー自由か、さもなければ死

を！王ならば、キリストを！

　Faith of Our Founders

【同窓会向け特別講演】

★聖書信仰に立つクリスチャンと国政

    

　講師：Joyce Inouye
　　　　ジョイス・イノウエ女史
　クリスチャン教育セラピー代表。4 度目の来日。
学習障害、特別学習教育の専門家として４０年あま
り。３人の子どもを育て、２人の子どもたちの聴覚・
視覚等の情報処理の困難等を診断、訓練、克服し、
大学卒業、ミニストリーへと羽ばたかせる。カリフォ
ルニア州立大学院 LA 校特別支援教育修士課程卒。
アズサ・パシフィック大、フレズノ・パシフィック大、
チア・カリフォルニア等で、特別講師。ACSI 加盟
クリスチャンスクール 400 校余りをネットする、学
習障害サポート機関等も設立。



16 CHEA NEWSLETTER 160 号 

　9 月のチアわくわく集中勉強
合宿で初ミーティングが行われ
たOB・OG会。白馬セミナーにて、
第一回同窓会開催です！
　同窓会向けの特別講演もあり
ます！「結婚への備え」「職場・
実社会で輝くために」「クリスチ
ャンと国政」など。
　保護者＆後輩＆参加者たちが
励まされ大好評だった OB・OG
によるパネルディスカッション

「もし、ももう一度ホームスクーリングするなら、やるべきだったこと＆よかったので必ずキープ
したいこと」も再び開催予定！これまでチア企画に一度でも参加された方、どなたでも大歓迎です！
　25 歳以下の同窓会参加者には、参加費特別ディスカウントもあります！
　（詳しくは白馬セミナーパンフレットをご覧下さい。）

○　伊澤　聡一郎＆恵美　「我が家流 GrapeSEED 活用法」
○　伊澤　聡一郎＆恵美 / 稲葉　寛夫 / 堀井　卓
     「CSS ワクワク大作戦！ 240 日間で得た収穫と全国の皆さんへのグッドニュース！」
○　稲葉　寛夫　「チャーチ＆ホームスクーリング　必ず聞かれる 20 の質問」
○　宇佐神　実　「聖書の世界観 vs ヒューマニズムの世界観」
○　宇佐神　実　「創造され召された目的」
○　竿代　健　　「ホームスクールの変化について」
○　鈴木　啓子　「シングルでもできましたホムスクーリング！ほんとうに値打ちがありました！」
○　清野　基＆百合子　「地域教会とホームスクーリング」
○　辻　寿＆奈央子　「ステップアップするホームスーリング – 思春期編」
○　ピーター・ブロックソム　「国際性のための日本語教育」
○　藤原　政信（Grape SEED)　「英語カリキュラム GrapeSEED の効果的な学習１」
○　藤原　政信（Grape SEED)　「英語カリキュラム GrapeSEED の効果的な学習２」
○　堀井　卓　「ホームスクール 10 年目」
○　森山　剛＆有佳子　「『将来のビジョンとホームスクーリングに於けるキリストの弟子づくり 』 
　　　　　　　　　　　　～主の熱心がこれを成し遂げる～」
○　山川　哲平＆真紀子　「チャーチ＆ホームスクーリング 11 年目突入！？」　　　　　　　　
○　吉村　忠敏＆則子   「ホームスクーリングと聖書と日本文化について考える」　　　　
その他の講師の皆様＆講演内容は、次号にて詳細をお届けする予定です！乞うご期待！！

分科会講師＆講演内容 （敬称略・あいうえお順）

O B ・ O G 第一回同窓会開催！

同窓会発足に向けた準備・企画会（9 月 22 日）
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一般の交通手段のご案内

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

★★★高速バス★★★
　　　バスタ新宿南口発 8：15 ➡白馬町駅着 13：23（片道￥4,850 ～ / 往復￥8,700 ～）
　　　バスタ新宿南口発 7：55 ➡長野駅着 11：38（片道￥3,200 ～）
　　　新潟駅前発 7：45 ➡長野駅着 11：10（片道￥3,290 ～ / 往復￥5,970 ～）
　　　大阪・京都・神戸方面➡長野駅（片道￥6,000 円～）　　　　  ●各駅から無料送迎バス（右上参照）

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

　★★★新幹線【東京―長野】★★★（片道￥7,680 ～）
　　行き（11/17）  東京駅発（あさま 605 号） 9:44 ➡長野駅着 11:33 （●送迎バス 12:00 発）
　　　　　　　　　東京駅発（かがやき 509 号） 10:24 ➡長野駅着 11:44（●送迎バス 12:00 発）
　　帰り（11/19）●送迎バス 13：20 ホテル発　長野駅発（はくたか 566 号）15：20 ⇒東京駅着 16：52
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  長野駅発（あさま 622 号）15：23 ⇒東京駅着 17：12

★☆ホテル無料送迎バス☆★
（長野・白馬町・南小谷・白馬乗鞍）

※ 完 全 予 約 制
　<行き >
　　●長野駅　　　12:00 発（約 90 分）
　　●南小谷駅　　12:05 発、13:10 発
　　●白馬町駅　　　13:30 発
　　●白馬乗鞍バス停　　12:45 発

　<帰り >　　　　ホテル出発時間
　　●長野駅行き　　13:20 発
　　●南小谷駅行き　13:45 発
　　●白馬町行き　　14:50 発

格安チャーターバス（先着 50 名）　＆　ホテル送迎バス申込書
　　　　　　　　　　FAX  03-6862-8648　E メール　office@cheajapan.com　（締切 11/10）

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

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

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

♪ お す す め ♪
格安チャーターバス（東京・大阪）

※ 完 全 予 約 制
１人でも多くの方が参加できるよう、
　　　　　チアからの精一杯の応援です！
　　　　　　　　　　※先着順　9 名以上で運行　
●東京往復　
　（大人 / 中高生￥8,500、小学生 / 幼児￥7,500）
　11/17　東京 8：00 ➡ホテル 14：00
　11/19　ホテル 13：30 ➡東京 18：00
●大阪往復　
　（大人 / 中高生￥9,980、小学生 / 幼児￥8,500）
　11/17　大阪 7：00 ➡ホテル 14：00
　11/19　ホテル 13：30 ➡大阪 19：30

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

　　　　　　　　　　　　　アクセス情報→ www.hgp.co.jp/inf/Z01/hgp/access.html
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　10 月 27 日までにお申込み＆入
金済みの大人の方に、「聖書 7」「聖
書 10」「聖書 11」（各 3,024 円）、「り
か 1」（2,376 円）、「母なるあなたへ」

「神の知恵と親の情熱」「カウンセリ
ングのためのクイックバイブル」（各
1,728 円）、「レガシー」（2,036 円）、
DVD 聖 書、 マ ガ ジ ン 10 冊（1 冊
540 円）の中から、いずれか１種類、
もれなくプレゼント！＊大人 2 名分
で各教師用ガイドも OK ！

★早期申込特典★
「聖書に基づく教科書」
「単行本」プレゼント

大好評！☆ L I T ☆

（ リ ー ダ ー ズ ・ イ ン ・ ト レ ー ニ ン グ ）

＆ティーン向けプログラム！

　LIT ではキリストの弟子として子どもたちを助け
ていく訓練を受けます。（14 歳以上、13 歳もウェ
イティングＯＫ！ 24 名限定）　
　LIT 以外の 13 歳以上のティーンを対象としたプ
ログラムも昨年に引き続き、計画中です。
　新しい出会い、喜びに満ちた楽しいプログラム！
ぜひご参加下さい。
　お問い合わせは事務局まで。

 第 10 回　チア・にっぽん杯　
　 　 　 　 　 読 書 感 想 文 大 会  募集中！　

　良書を読むこと、感想文を書くことは、神さまの栄光を現す力となります。一昨年も 15 作品の素晴
らしい作品の数々が寄せられました。今年もたくさんのご応募、お待ちしています！
◆対象作品：チア書籍（どれでも OK）、あるいは三浦綾子作品（どれでも OK）、
         　　 「ソウル・サーファー」「イエスさまと十字架」「明泉学園の聖書絵本」も OK
◆部門：（１）幼稚園の部（200 ～ 600 字）　　　　（２）小学生の部（400 ～ 1600 字）
　　　　（３）中高生の部（800 ～ 2000 字）　　　 （４）一般の部（800 ～ 2000 字）
◆締切：11 月 3 日（木）
◆発表・授賞式：11 月 17 日（木）夜７時　白馬セミナー会場（予定）
◆送り先：〒 189-0013　東京都東村山市栄町 1-5-4-103　チア・にっぽん事務局　「読書感想文係」
　　　　　（※メールでも受け付けています → office@cheajapan.com）＊読書感想文の裏に、住所・
　　　　　氏名・年齢・性別・電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレスをご記入下さい。
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第 9 回 「 レ ー ス カ ー グ ラ ン プ リ 大 会 ！ 」 開 催 ！
　自作のレースカーで競い合うグランプリ大会を、白馬セミ
ナーで開催します !!　白馬でもキットを販売しますので、２
日目夜までに完成させての参加もＯＫです（税込 980 円）。
参加資格は、今年度制作のレースカーです。重量は 185 ｇ
以下。重り等を加えることはルール違反となりますので、ご
注意を！　
　昨年に引き続き、今回も「スピード部門」「美術部門」の
２部門で競います。「美術部門」コンテストの郵送受付は 11
月 3 日（木）まで。郵送先はチア事務局へ（白馬参加の皆様
はご持参ください）。作品は白馬セミナーで展示し、優秀作
品は表彰させていただく予定です。
　レースカーキットは、誰でも作れます。形や色も工夫でき
ます。車軸は差し込むだけなので、トンカチも必要なし。お
母さんや小さい子どもたちでもできる楽々セットです。気軽
に、こぞってご参加ください！工作・技術の向上はもちろん、
素晴らしい家族の思い出にもなりますよ！
　現在、キットの申込を受付中です。ご希望の方は、下記の申込書でお申込みください。

　応募作品は、白馬セミナー会場と、ホームス

クーラーなんでも発表会にて展示されます！

幼児から大人までどなたでもご参加下さい！

　

■作品展開催日：11 月 4 日（金）＆　　　

　　　　　　　　 　白馬セミナー期間中

■締切：10 月 20 日（木）

＊ 11 月 4 日、代々木オリンピック記念青少年

総合センターで行われる「ホームスクーラーな

んでも発表会」の出演者も同時募集中！

　課題等詳細は上原（八丁習字クラブ）まで

Email:wf574483@sk2.so-net.ne.jp

Tel:080-9358-7614

「第 9 回みことば習字コンクール」＆
「ホームスクーラーなんでも発表会」作品募集中！！

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

お名前（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　携帯番号（　　　　　　　　　　　　　　）

住所（〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  レースカーキット  980 円×（　　　　）台　＝　（　　　　　　　　）円
    ※ 5,000 円以上のお買い上げで送料無料。通常 5,000 円未満の場合は送料 400 円がかかります。（沖縄・北海道は別）
    ※ 商品発送時に、郵便振替用紙を同封しますので、チアにっぽん　00190-3-35461　までお振込み下さい。
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チア・オリンピックアンケート♪

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●楽しかった。いつも知らない方

と話をする機会になっています。

運動をしながら仲良くなれて感謝

しています。子どもも親もメダル

に励まされています。

                     （東京　志賀信泰）

●毎年楽しませてもらっていま

す。                  （埼玉　A さん）

●念願のチアオリンピック初参加

でした！遠方からの参加なので早

朝お弁当を作って乳幼児を車に乗

せて…（さらに雨！）とさまざま

なハードルがあったのですが、非

常に楽しく、リラックスした雰囲

気の中、全然疲れを感じませんで

した！小５の息子が、獲得したメ

ダルをそれはそれは嬉しそうに、

翌日の勉強中もずっと首に下げた

ままでした（笑）。たくさんのメ

ダルを準備してくださって本当に

ありがとうございます！！普通の

運動会ではあまり感じたことがな

い点なのですが、参加者全員が大

きな一つの家族ということを強く

感じました。白馬やコンベンショ

ンより小規模なので、子ども同士

も親しく話したりしやすかったよ

うです。あと、子どもたちが必要

以上に騒いだり、大人がイライラ

と（子に）怒ったりせず、それで

いて、それぞれが個性的な姿に（も

うほとんど当たり前の姿ですが）

改めて驚いたと同時に、ホームス

クールって本当に、親にとっても

子にとっても有効な教育法なんだ

と、励まされました！あと、中学

生や高校生の年代の子たちの姿に

も、こんな風に育ってくれると嬉

しいなあと励まされました。いつ

もこのような企画、ニュースレタ

ー、マガジンなど、全力で仕えて

くださって本当にありがとうござ

います！

                        （長野　B さん）

●熱中症の心配がないコンディシ

ョンで、子供たちも存分に楽しめ

ていたようでした。親にとっても

運動不足を解消できた一日で大満

足でした。青年たちの滑走は見て

いてとても楽しい。圧巻。良かっ

たのは、自己紹介タイム、惜しみ
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のないメダルラッシュ ( 笑 ) 老若

男女リレー！   （東京　菅野律哉）

●実行委員長の藤井さんがいつも

落ち着いていて穏やかなところが

良かったです。稲葉さんが全力で

競技している姿にも、いつも学ば

せられます。チアにっぽんのボ

ルト、松岡基君の走りが見られた

ところも良かった！やはり早かっ

た！転ばないのもすごかった！

（笑）雨ということもあり、屋根

のある所に皆さん集まる感じだっ

たので、色々な方とお話しできた

ことも良かったです。

               （神奈川　南雲恵美子）

●雨の中でしたが、楽しかったで

す。特に良かった点は、個人でメ

ダルをもらえたこと。綱引きやリ

レーなどの団体戦も、めったにな

い機会で盛り上がってよかった。

                     （東京　志賀麗子）

●楽しかった！足を痛めてなかっ

たら走りたかった（泣）みんなに

会えてよかった。またやってね！

                     （東京　湯田千夏）

●とてもよかった。雨の中でした

が、ぬれても、なおがんばる子ど

もや主人の姿に感動しました。丁

寧に表彰して下さりよかったで

す！来年もがんばりたいと言って

います。一人一人に配慮して下さ

り感謝です。ありがとうございま

した。            　（新潟　C さん）

●子どもたちは、雨でも関係なく

（むしろ雨の中だからか）楽しめ

るんですね～！雨の中でしたが決

行してくださって感謝でした。子

どもも大変に楽しみにしていまし

たので…。たくさんの競技を、幼

子からお父さんお母さんまで、う

まくまとめて、スムーズに競技を

進行してくださって、すばらしい

な！と思いました。競技によって、

意外な人のすごい特技を知った

り、楽しかったです。本当にあり

がとうございました。毎年、子ど

もも親も楽しく思い出に残る日に

なっています。（東京　藤原樹里）
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●雨が降っていてもなんのその、

競技は着々と進められ…、でも楽

しい！！さすがチア！と主人と話

していました。どのような状況で

も全力を尽くし、競技に励む一人

一人の姿に励まされ、また、神の

家族の交わりの温かさを感じる充

実した喜びの楽しいひとときでし

た。次は他の競技も挑戦していき

たいです。大変お忙しい中での準

備、本当にありがとうございまし

た。最後まで最高の笑顔のスタッ

フの皆様に励まされました。尊い

お働き心から感謝します。来年も

楽しみにしています。

                     （東京　堀井ユリ）

＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

○リレーが楽しかった。メダルが

もらえてうれしかった。

                        （東京　堀井陽）

○全部楽しかった。

                     （東京　堀井大使）

○楽しかったです。メダルなどで

自分の成果が分かり、色々な種目

をチャレンジできました。

                  （東京　藤原佑希也）

○すごく楽しかったです！雨も良

い感じに死闘感を出していて、盛

り上がれました（笑）友だちと競

い合うことで、負けて悔しかった

分、もっと頑張ろうと思えたこと

がよかった。　（宮城　松岡恵悟）

○楽しく走れて、感謝でした。全

力を尽くして走ることができ、ボ

ランティア活動を通して、仕える

喜びを知ることができた。　

                     （埼玉　市川恵生）

○みんなと走れて楽しかったで

す。雨天だったのですが、すごく

楽しかったです。雨天でも心が晴

れているような感じで、主に感謝

でした！      （神奈川　中山龍人）

○すごく楽しかったです。メダル

がいっぱい！！が良かったと思い

ます。               （東京　D くん）

○とても楽しかったです！特に良

かった点は、全力を尽くして賞が

得られること。　（東京　大畑新）

○楽しかったです！ホームスクー

リングしている人々と一緒に会っ

たり走ったりするのが楽しかった

です！　　　   （神奈川　鄭祈燃）

○楽しかったです！運動もできて

ホームスクーラーの友だちとも会

えて嬉しかったです。また来たい

です♪ 1500 ｍにも挑戦できて

よかったです (^^) 楽しいことと

かいっぱい作ってくださって感謝

します！         （神奈川　鄭宝宴）

○みんなと走ったりして楽しかっ

たです。特によかったのは、友だ

ちと走れたことです。

         　　　　（神奈川　鄭謡翰）

○雨でも楽しくできました。スム

ーズに進んだことが特に良かった

です。またやってほしいです。

                  （東京　小笠原美希）
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★ 第 ６ 回 チ ア オ リ ン ピ ッ ク 結 果 ★

【男子 25 ｍ（1-3 才）】

１才　１　梅崎　仰人
　　　２　清野　宰
2 才　１　藤本　勇多
　　　２　佐々木　光
　　　３　北尾　賢人
3 才　１　桐山　恵人
　　　２　菅野　仕

【女子 25 ｍ（1-3 才）】

2 才　１　明井　衣吹
3 才　１　小塚　みよ

・・・・・・・・・・・

【男子 50 ｍ
　（年少・年中・年長）】

年少　１　志賀　恵信
年中　１　星野　光基
　　　２　堀井　陽
　　　３　佐藤　謙
年長　１　衣笠　上羽
　　　２　北尾　遥都
　　　３　佐々木　信

【女子 50 ｍ
　（年少・年中・年長）】

年少　１　川邉　実結喜
　　　２　清野　奏
年中　１　伊澤　真理
年長　１　星野　永愛

　　　２　植野　らん

・・・・・・・・・・・

【男子 50 ｍハーフ
　（年少・年中・年長）】

年少　１　志賀　恵信
　　　２　松岡　裕貴
年中　１　星野　光基
　　　２　堀井　陽
年長　１　衣笠　上羽
　　　２　小塚　恵太
　　　３　佐々木　信

【女子 50 ｍハーフ
　（年少・年中・年長）】

年少　１　川邉　実結喜
年中　１　伊澤　真理
年長　１　星野　永愛
　　　２　志賀　実結

・・・・・・・・・・・

【男子 100 ｍ
　　　　　（小１～）】

小１　１　三本松　
　　　　　　ヨシュア
小２　１　桐山　牧人
　　　２　佐藤　光
　　　３　今　琉加
小３　１　ｵﾓﾙｲ 
　　　ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝﾃﾞｨｽﾃﾆｰ
　　　２　小塚　新之介

　　　３　北尾　真徒
小４　１　桐山　呼人
　　　２　星野　豊
小５　１　藤原 佑希也
　　　２　志賀　雄信
　　　３　伊澤　慎太郎
小６　１　明井　愛生
　　　２　大畑　新
中１　１　植野　平良
中２　１　亀井　義和喜
　　　２　斎藤　暁
中３　１　市川　喜也
高１　１　中村　義也
　　　２　松岡　恵悟
　　　３　中山　龍人
高２　１　芳賀　大祐
　　　２　藤本　峻多
高３　１　衣笠　生
　　　２　小畑　望
青年　１　松岡　基
大人　１　梅崎　嶺人
　　　２　関　智征
　　　３　志賀　信泰

【女子 100 ｍ
　　　　　（小１～）】

小１　１　菊地　しんり
小２　１　藤本　愛実
　　　２　今　琉都
小３　１　星野　めぐみ
小４　１　藤本　心恵
　　　２　鄭　謡翰
　　　３　植野　叶恵
小６　１　星野　わかな
中１　１　鄭　祈燃

　　　２　桐山　泉伶
　　　３　鶴巻　愛実
中２　１　鄭　宝宴
　　　２　藤本　真利花
高１　１　衣笠　みくに
　　　２　堀井　汀
　　　３　小笠原　美希

・・・・・・・・・・・

【男子 100 ｍハーフ　
　　　　　（小１～）】

小２　１　稲葉　
　　　　　　ジョセフ
　　　２　衣笠　向
小３　１　関　恵吾
　　　２　伊澤　雄平

【女子 100 ｍハーフ　
　　　　　（小１～）】

小１　１　菊地　しんり
小２　１　星野　めぐみ
　　　２　加部　桃子
　　　３　今　琉都
大人　１　関　知香

・・・・・・・・・・・

【男子 200 ｍ
　　　　　（小１～）】

小２　１　桐山　牧人
　　　２　佐藤　光
　　　３　今　琉加
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小３　１　ｵﾓﾙｲ 
　　　ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝﾃﾞｨｽﾃﾆｰ
　　　１　小塚　新之介
　　　２　関　恵吾
小４　１　星野　豊
小５　１　藤原 佑希也
　　　２　志賀　雄信
　　　３　伊澤　慎太郎
小６　１　大畑　新
中１～中３　
　　　１　亀井　義和喜
　　　２　市川　喜也
　　　３　植野　平良
高２～青年　
　　　１　松岡　基
　　　２　芳賀　大祐
　　　３　藤本　峻多
大人　１　梅崎　嶺人
　　　２　関　智征
　　　３　稲葉　寛夫

【女子 200 ｍ
　　　　　（小１～）】

小２　1　藤本　愛実
　　　2　今　琉都
小３・小４　
　　　1　藤本　心恵
　　　2　鄭　謡翰
中２　1　藤本　真利花
　　　2　鄭　宝宴
高１　1　衣笠　みくに
　　　2　堀井　汀
　　　3　小笠原　美希

・・・・・・・・・・・

【男子 400 ｍ
　　　　　（小１～）】

小４～小６　
　　　1　桐山　呼人
　　　2　藤原 　佑希也
　　　3　大畑　新
中１～中３　
　　　1　亀井　義和喜
　　　2　市川　喜也
　　　3　植野　平良
高２～青年　
　　　1　松岡　基
　　　2　芳賀　大祐
　　　3　藤本　峻多
大人　1　梅崎　嶺人
　　　2　志賀　信泰
　　　3　稲葉　寛夫

【女子 400 ｍ
　　　　　（小１～）】

小４　1　明井　賛美
　　　2　藤本　心恵
中１～中３　
　　　1　藤本　真利花
　　　2　鄭　宝宴
　　　3　鄭　祈燃
高１　1　衣笠　みくに
　　　2　堀井　汀
　　　3　小笠原　美希

・・・・・・・・・・・

【男子 1500 ｍ】

小学生以下
　　1　明井　愛生
　　2　桐山　呼人
　　3　堀井　大使

中学生以上独身
　　1　藤本　峻多

　　2　芳賀　大祐
　　3　衣笠　生

親
　　1　梅崎　嶺人
　　2　菅野　律哉
　　3　横田　英孝

【女子 1500 ｍ】

小学生以下
　　1　植野　叶恵
　　2　明井　賛美
　　3　鄭　謡翰

中学生以上独身
　　1　衣笠　みくに
　　2　小笠原　美希
　　3　鄭　宝宴

親　
　　1　堀井　ユリ
　　2　志賀　麗子

・・・・・・・・・・・

【男子 1500 ｍハーフ】

小学生以下
　1　稲葉　ジョセフ
　2　伊澤　雄平
　3　三本松　ヨシュア

親　
　　1　伊澤　総一郎

【女子 1500 ｍハーフ】

小学生以下
　　1　伊澤　真理

　　2　志賀　実結

中学生以上独身
　　1　衣笠　とも

大人
　　1　関　知香
　　2　伊澤　恵美

・・・・・・・・・・・

【男子ソフトボール投げ】

小学生以下
　　1　大畑　新
　　2　明井　愛生
　　3　ｵﾓﾙｲ 
　　　ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝﾃﾞｨｽﾃﾆｰ

中学生以上独身
　　1　松岡　基
　　2　井上　成実
　　3　松岡　恵悟

親　
　　1　北尾　和也
　　2　徳田　水際
　　3　菅野　律哉

【女子ソフトボール投げ】

小学生以下
　　1　植野　叶恵
　　2　加部　桃子
　　3　星野　わかな

中学生以上独身
　　1　小笠原　美希
　　2　衣笠　もえ
　　3　湯田　千夏
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親
　　1　加部　綾子
　　2　大畑　真紀子
　　3　北尾　ゆき

・・・・・・・・・・・

【男子ジャベリックスロー】

小学生以下
　　1　桐山　呼人
　　2　星野　豊
　　3　堀井　大使

中学生以上独身
　　1　衣笠　生
　　2　藤本　峻多
　　3　小畑　望

親
　　1　梅崎　嶺人
　　2　桐山　塁
　　3　志賀　信泰

【女子ジャベリックスロー】

小学生以下
　　1　植野　叶恵
　　2　明井　賛美
　　3　赤津　憐実

中学生以上独身
　　1　小笠原　美希
　　2　衣笠　みくに
　　3　湯田　千夏

親
　　1　星野　ゆかり
　　2　今　美和
　　3　関　知香

・・・・・・・・・・・

【男子走り幅跳び】

年少・年中・年長
　　1　松岡　正心良
　　2　関　翼
　　3　堀井　陽

小１・小２
　1　稲葉　ジョセフ
　2　桐山　牧人
　3　衣笠　向

小３・小４
　　1　ｵﾓﾙｲ 
　　   ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝﾃﾞｨｽﾃﾆｰ
　　2　桐山　呼人
　　3　小塚　新之介

小５・小６
　　1　明井　愛生
　　2　大畑　新
　　3　藤原 佑希也

中学生以上独身
　　1　松岡　基
　　2　衣笠　生
　　3　藤本　峻多

親
　　1　梅崎　嶺人
　　2　菅野　律哉
　　3　南雲　信幸

【女子走り幅跳び】

年少・年中・年長
　　1　植野　らん

　　2　伊澤　真理

小１・小２
　　1　星野　めぐみ
　　2　菊地　しんり

小３・小４
　　1　鄭　謡翰
　　2　植野　叶恵
　　3　明井　賛美

小５・小６
　　1　星野　わかな
　　2　菊地　ゆずり
　　3　赤津　憐実

中学生以上独身
　　1　衣笠　みくに
　　2　衣笠　もえ
　　3　堀井　汀

親　
　　1　関　知香
　　2　能登　麻里

・・・・・・・・・・・

★★★★★★★★★

【男子総合】

小学生以下
　　1　桐山　呼人
　　1　明井　愛生
　　2　大畑　新
　　3　ｵﾓﾙｲ 
　　   ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝﾃﾞｨｽﾃﾆｰ

中学生以上独身
　　1　松岡　基

　　2　藤本　峻多
　　2　衣笠　生
　　3　芳賀　大祐

親
　　1　梅崎　嶺人
　　2　菅野　律哉
　　3　北尾　和也
　　3　桐山　塁
　　3　志賀　信泰

【女子総合】

小学生以下
　1　植野　叶恵
　2　鄭　謡翰
　2　明井　賛美
　3　星野　わかな

中学生以上独身
　1　衣笠　みくに
　2　小笠原　美希
　3　鄭　宝宴
　3　堀井　汀

親
　1　関　知香
　2　今　美和
　3　星野　ゆかり
　3　堀井　ユリ

★★★★★★★★★
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♪チアわくわく集中勉強合宿♪

アンケート No.1

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●行って本当に良かったです。苦

手な水泳にトライできたことも大

きな恵みでした。メダルももらえ

て、励ましを頂いたことも大きな

自信になったと思います。感謝し

ます。ホームスクール OB・OG

の体験談を聞きながら、涙が出そ

うでした。みんな神様の声に聞き

従っている姿を見ることができ、

励まされました。娘が計算力をつ

けたい、計算が楽しいとさらに前

向きになれて良かったです。同年

代のお友だちと勉強できて、刺激

を受けていました。ありがとうご

ざいます。　　（神奈川　A さん）

●家事に気を使わない 2 泊 3 日

は良かったです！初回（5 月）よ

り参加者の顔ぶれが増えて雰囲気

もチアらしい感じでした。OB・

OG のトークは面白かったです

し、興味深かったですネ。小島く

んの電気の話、上手でした！増山

師の話が印象深かったです。スタ

ッフの皆様のお働きに感謝！！神

様からの報いがありますように。

　　　　　　（神奈川　中村昌代）

●プログラミング教室は、他では

学ばない学習用のプログラム作成

だったので、初めて知る制御ボタ

ンなども学び、とても有意義でし

た。アート教室では、普通の絵で

はなく、神様への想いを絵にする

ということで、子どもの信仰の形

が見えて感動しました。太陽電池

の実演では、平岡さんの仕事の中

でどう主に仕えていくかという証

に感銘を受けました。主にあって

働くということはこういうことな

のだと思わされました。ジョイス

イミング、たくさんのメダルを頂

いて、子どもたちも大喜びでした。

私は見学していただけでしたが、

中に入って小さな子たちのケアを

してくださった保護者の皆さんに

感謝します。帰宅後、「算数ドリ

ルを買ってほしい」「計算が速く
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できるようになりたい」と、意欲

が出てきました。ホームスクーラ

ー OB・OG のパネルディスカッ

ションはとてもよかったです。そ

れぞれが「普通の青年」であるこ

と、また中には親御さんとの関係

に悩まれた方もいることを知り、

自分の弱さに打ちのめされそうな

日々を送る中、主の憐れみを見る

ことができ、励まされました。増

山さんのお話もよかったです。今

回は自習時間にお母さんたちと交

わりの時を持つことができまし

た。日々の悩みを分かち合い祈り

合うことができたことも大きな恵

みでした。子どもたちも「来年も

行きたい」と話しています。チア

オリンピックの直後の合宿で、皆

様にお疲れが出なかったか心配で

す。白馬やマガジンの発行など、

激務が続いているのではないでし

ょうか？皆さまの体調が守られる

ようにお祈りしています。

　　　　　　（東京　成瀬由紀子）

●結果的に、当初思

った通り、参加して

良かったです。下の

子は、ホームスクー

ラーと勉強するのは

敷居が高すぎると感

じていたらしく、会

場で座って参加する

まで抵抗していまし

た。ところが帰りに

は、ジョイスイミン

グがなくても、「土曜

日 も こ こ に 来 た い。

ここへ来ると勉強す

る気になる。」などと

話していました。数

学を効果的に学ぶた

めのお話が、大変参考になりまし

た。高校時代、数学を投げてしま

って宿題すらやらなかった自分の

耳には痛い話でしたが、特別なセ

ンスを必要としていないなら、子

どもと一緒にやり直せるかなと思

いました。米国のホームスクーラ

ーの家庭は、学校に通っている家

庭よりも、社会活動へ積極的で

あると、チアの HP で読みまし

た。その情報を聞いて、社会活動

へ関わっている身としては励まさ

れたのですが、実際、親が社会活

動に関わると、子どもとの時間が

とりづらく、また、子どもへの直

接の関心も向けづらくなるわけで

すが、米国のケースでは、その辺

のバランスをどうなさっているの

か、教えて頂けると幸いです。（チ

ア注：神様、親子のきずなを優先

できる範囲で積極的に取り組んで

いる HS 家庭が多いです。優先順

位を間違えず、本質を大事にし、

その上で使命を果たしていくこと

と思います。）ホームスクーラー

の自制力と、クリスチャンの人脈

の豊かさに驚きました。どうもあ

りがとうございます。　　　　　

　　　　　　　  （埼玉　B さん）

●中高生が三日間缶詰になって、

一緒に勉強だけするというのは良

い体験だと思い参加させました。

本人も交わりや学びに喜んでいま

した。下の子と私はスイミングと

習字、アートだけ単発で参加しま

した。楽しかったので大変満足で

す。ありがとうございました。

　　　　　  　（東京　豊田宏子 )

　　

●将来、大学や専門学校や資格取

得を目指す子どもたちにとって、

アドバイスの得られる、また励ま

しの得られる大変良い機会でし

た。低学年の子どもたちや親御さ

ん向けに PC プログラミング教室

や習字の時間やお絵かき、太陽電

池とネパールの話、ジョイスイミ
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ングも組まれていて、大変充実

していたと思います。娘のスイ

ミングアドバイスの姿を初めて

見ることができました。何かで

きることがあったことを嬉しく

思います。今回、娘とのコミュ

ニケーションもよく取れ、子ど

もたちは社会人となりましたが、

娘と一緒に習字の筆で書いた御

言葉と、神様に想いを向けなが

らイメージしたお絵かきは希望

を感じる嬉しいひとときでした。

稲葉さんをはじめチアスタッフ

の皆さんの働きの上に、またそ

のご家族の皆さんの上に、主が

豊かに報いてくださいますよう

に切に願います。

　　　　　　　　（栃木　C さん）

●家では中々集中できない勉強

も、周りの子たちも集中してやっ

ているので、良い影響を受けて集

中して出来ました。又、それぞれ

の分科会や OB・OG の皆さんと

の関わりなども非常に励まされま

した。OB の方による勉強の指導

や、勉強している分野の分科会な

どを聞く事により、勉強のモチベ

ーションも上がり、今後の目標を

明確にすることが出来、大変感謝

でした。　　　　（東京　D さん）

＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

○自習も水泳も友だちとの交わり

も全部充実していたのでとっても

楽しかったので、良かったです。

自習では、宮崎先生お手製の暗算

メソッドをやることができて良か

ったです。水泳では、ホームスク

ーリングの人たちや、クリスチャ

ンの人たちと一緒に泳げて良かっ

たです。それに、新しい友だちが

できて良かったです。プログラミ

ングでは、志賀さんに教えてもら

って良かった！ちょっと難しかっ

たけど楽しかった。プリンスオブ

エジプト（英語映画鑑賞会）では、

英語で観たのは初めてでしたが、

日本語で前よく観ていたから分か

りやすかったです。食堂で皆とお

食事するのも、お友だち同士、家

でどう過ごしているかなど話せて

とっても良かったです。水泳が楽

しかったからまたやって欲しい！

100m 種目に挑戦したいです！

次はボランティアをもやってみた

いです！スキーの企画をぜひお願

いいたします！水泳第 2 回目を

開いてほしいです！！！祈りと光

の三原色 ART、またやりたいで

す！自習の前の 5 分間メッセー

ジもとっても良かったです！

                     （新潟　鶴巻愛実）

○とても良かったです。泊まり込

みで勉強していろんな人たちの話

を聞くことができて励ましになり

ました。5 月の 1 回目の勉強合

宿がとても良くて、またあればい

いなと思っていたので 2 回目が

あったことが何よりも良かったで

す！また、勉強合宿したいです。

よろしくお願いします！

                  （神奈川　中村義也）

○初めての参加で、緊張でした。

長時間座って勉強することが苦手

なので一番不安だったけど、プロ

グラムや絵を描いたりする時間に

参加できたので、気分転換できて

良かったです。OB や OG の方々

の話が聞けて良かったです。

                        （茨城　A くん）

○初参加でしたが、和やかで人数

も多くてにぎやかで、良かったで

す。短時間に、一気に集中して勉

強を進められたことが良かったで

す。                  （茨城　B さん）

　　　　　　次号へ続く・・・
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★ ジ ョ イ ス イ ミ ン グ 結 果 ★

●クロール 25 ｍ
　　　　　　【男子】

小２　
1　稲葉ジョセフ

小４　
1　小坂　康太

小５・小６　
1　藤原　佑希也
2　明井　愛生
3　関　恵吾

中１・中２　
1　亀井　義和喜
2　市川　恵生

中３　
1　竹橋　一生　
2　市川　喜也

高２　
1　芳賀　大祐

大人　
1　伊澤　聡一郎
2　横田　英孝
3　平岡　真美

・・・・・・・・・・

●クロール 25 ｍ
　　　　　　【女子】

小２　
1　小坂　あおい

小４　
1　鄭　謡翰

2　明井　賛美
3　成瀬　恵美

小６　
1　成瀬　愛実
2　辻　のゆり

中１　
1　鶴巻　愛実
2　竹橋　光
3　鄭　祈燃

中３・高１　
1　堀井　汀
2　鄭　宝宴

大人　
1　若生　香織
2　湯田　千夏

・・・・・・・・・・

●クロール 50 ｍ
　　　　　　【男子】

小４　
1　小坂　康太

小５・小６　
1　明井　愛生
2　野瀬　稔
3　藤原　佑希也

中１・中２　
1　亀井　義和喜
2　市川　恵生

中３　
1　竹橋　一生　
2　市川　喜也

高２　
1　芳賀　大祐

大人　
1　平岡　真美　　
2　稲葉　寛夫
3　伊澤　聡一郎

・・・・・・・・・・

●クロール 50 ｍ
　　　　　　【女子】

小２　
1　小坂　あおい

小４　
1　明井　賛美

小６　
1　成瀬　愛実
2　辻　のゆり

中１　
1　鶴巻　愛実
2　竹橋　光
3　鄭　祈燃

中３・高１　
1　堀井　汀
2　鄭　宝宴

大人　
1　若生　香織
2　湯田　千夏

・・・・・・・・・・

●平泳ぎ 25 ｍ
　　　　　　【男子】

小２　
1　稲葉ジョセフ

小４　
1　小坂　康太

小５・小６　
1　藤原　佑希也
2　明井　愛生

中１・中２　
1　亀井　義和喜
2　市川　恵生

中３　
1　竹橋　一生　
2　市川　喜也

大人　
1　伊澤　聡一郎
2　稲葉　寛夫
3　横田　英孝

・・・・・・・・・・

●平泳ぎ 25 ｍ
　　　　　　【女子】

小２　
1　小坂　あおい

小４　
1　鄭　謡翰
2　明井　賛美
3　成瀬　恵美

小６　
1　成瀬　愛実

中１　
1　鶴巻　愛実

　わくわく勉強合宿にて、初チャレンジとなりましたチア・ジョイスイミングの表彰結果をお届け
します！（小１＆小２、小３＆小４、小５＆小６、中１＆中２、中３＆高１、高２＆高３、大人と区切っ
た結果になっています。会場での表彰結果と少し異なる部分があるかと思いますが、ご了承下さい。）
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2　竹橋　光
3　鄭　祈燃

中３　
1　鄭　宝宴

大人　
1　関　知香

・・・・・・・・・・

●平泳ぎ 50 ｍ
　　　　　　【男子】

小４　
1　小坂　康太

小５　
1　藤原　佑希也

中１・中２　
1　亀井　義和喜
2　市川　恵生

中３　
1　竹橋　一生　
2　市川　喜也

大人　
1　伊澤　聡一郎
2　横田　英孝
3　稲葉　寛夫

・・・・・・・・・・

●平泳ぎ 50 ｍ
　　　　　　【女子】

小２　
1　小坂　あおい

小４　
1　鄭　謡翰
2　明井　賛美

小６　
1　成瀬　愛実

中１　
1　鶴巻　愛実 

2　竹橋　光
3　鄭　祈燃

中３　
1　鄭　宝宴

大人　
1　関　知香

・・・・・・・・・・

●背泳ぎ 25 ｍ
　　　　　　【男子】

小２　
1　稲葉ジョセフ

小３　
1　伊澤　雄平

小５　
1　関　恵吾

中２　
1　亀井　義和喜

中３　
1　竹橋　一生　
2　市川　喜也

大人　
1　伊澤　聡一郎
2　横田　英孝
3　稲葉　寛夫

・・・・・・・・・・

●背泳ぎ 25 ｍ
　　　　　　【女子】

小４
1　成瀬　恵美
2　明井　賛美

小６　
1　成瀬　愛実

中１　
1　鶴巻　愛実
2　竹橋　光

3　和田　愛恵

●背泳ぎ 50m
　　　　　　【男子】

中２　
1　亀井　義和喜

中３　
1　竹橋　一生　
2　市川　喜也

高２　
1　芳賀　大祐

大人　
1　伊澤　聡一郎
2　稲葉　寛夫
3　横田　英孝

・・・・・・・・・・

●背泳ぎ 50m
　　　　　　【女子】

中１　
1　鶴巻　愛実
2　竹橋　光

・・・・・・・・・・

●バタフライ 25 ｍ
　　　　　　【男子】

小２　
1　稲葉　ジョセフ

中２　
1　亀井　義和喜

中３　
1　竹橋　一生　
2　市川　喜也

高２　
1　芳賀　大祐

大人　
1　稲葉　寛夫
2　伊澤　聡一郎

・・・・・・・・・・

●バタフライ 25 ｍ
　　　　　　【女子】

小４　
1　明井　賛美
2　成瀬　恵美

小６　
1　成瀬　愛実

中１　
1　鶴巻　愛実
2　竹橋　光

大人　
1　若生　香織

・・・・・・・・・・

●バタフライ 50 ｍ
　　　　　　【男子】

中２
1　亀井　義和喜

中３　
1　竹橋　一生
　
大人　
1　稲葉　寛夫

・・・・・・・・・・

●バタフライ 50 ｍ
　　　　　　【女子】

中１　
1　鶴巻　愛実
2　竹橋　光
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●真祈史君の大学卒業と、ご就職先が決まっ

たとのこと、大変嬉しく拝読させていただき

ました。                      　　 （宮城　A さん）

●素晴らしい映画 DVD、伝道に大いに用いさ

せていただきます。   　　　　（滋賀　B さん）

●いつもチアスタッフの皆様の労を本当に感

謝しています。ジョイランニングは、メダル

大量作戦、ほんっと大成功でした！！メダル

をジャラジャラぶらさげて帰ってきた boys

の得意そうな顔ったら！ 2 人とも負けず嫌い

でプライドが高く、いい意味で伸ばしてあげ

ることと、主にあってきよめられていくこと

のバランスにいつも四苦八苦していますが、

やっぱり誰でも褒められ、評価されるって本

当に嬉しいんだなぁ〜と思いました。特に我

が家はそういうタイプなようで、いつもチア

からの優しい励ましが、彼らにとってはまた

チャレンジしたい！という喜びと自信につな

がっているようです。ありがとうございます。

　また、ＣＳＳの保護者会にも、ＣＳＳの生

徒ではないのに参加させていただきました。

いろいろな意味で、あの日あの場所に行けた

のは、神様の導きだったのだな…と感謝して

います。大学受験や CSS のことなどは今の

我が家からするとちょっと遠いことのように

感じてしまっていたのですが、あの様な真実

な分かち合いの場に出させていただいて、わ

たし自身、改めてホームスクーリングしてい

る意味を考えさせられ、今後の子どもたちの

進路のためにも探られる事がたくさんありま

した。

　この終わりの時代にあって、もっともっと

シンプルに生きたい…と思わされる時に、やっ

ぱり子どもを主にあって教育していくことの

重要性、プライオリティの高さを痛感してい

ます。そのような中で、この霊的戦いの最前

線に立って、この働きをリードしてくださっ

ている稲葉さんはじめ、スタッフの皆さんの

存在が、どれ程わたしたちの力であり励まし

になっていることか…。感謝してもし尽くせ

ません。それ故の、困難や戦いも大きいとは

思いますが、そこにある報い、神様のご計画

を信じていつも祈っています。

                            　　　　 （東京　C さん）

●今まで参加したコンベンション、毎回とて

も良かったですが、今回は一番良かったかも

…！本当に素晴らしかったです…！！ 「した

きりすずめのクリスマス」は以前も読んでい

たのですが、今回、もう一度読み直したくて、

購入しました。もう、ボロ泣きでした～。チ

アの働きは絶対に、絶対に必要だと思ってい

ます！応援しています。祈っています！

                             　　　　（千葉　D さん）

●コンベンションの大成功を主に感謝しま

す！！素晴らしい初参加となり、本当に本当

♪ボイス＆メール♬  Voice & Mail
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に満たされ、励まされました！子どもたちも

ずっと、「楽しかったー！帰りたくなかった！

また行こう！」と喜んでいました。言葉に表

し尽くせないくらいの感謝と感動でいっぱい

です。主がこうして私たちを呼んでくださり、

祝福で満たしてくださいました。９月からの

新学期、主が変えないといけないところなど

も示してくださいました。そしてもう一つ思っ

たのは、イエス様に対して熱い思いで仕えて

いる人たちと一緒にいると、こちらにも引火

して、信仰の火がさらにボーボーと燃え上が

るということです。一緒に集まるのをやめて

はいけないということはこういうことですね。

これからも、チアがたくさん用いられますよ

うに！主に感謝！

                       （米国ワシントン州　E さん）

●今年は娘が最初からチルミニに参加するこ

とが出来たので、基調講演や分科会に集中出

来たので、感謝でした。また、子ども同士が

友だちになることで、親同士も知り

合うきっかけとなり、分かち合いも

出来て、それもまた嬉しかったです。

　稲葉さんと真祈史君が舞台上で並

んでいる姿を見て、感動して、涙が

後から後から出てきました。普通な

ら家族のためにあった時間を、日本

のチャーチ＆ホームスクーラーのた

めにささげて下さった稲葉さん（稲

葉さんファミリー）。それに主が応

えて下さったのでしょう、真祈史君

はとても頼もしく、素晴らしい青年

に成長されました。そのことを思う

と、主に感謝の思いと、稲葉さん良

かったですね！の思いで、涙が溢れ

ました。真祈史君の新しい歩みのた

めにも、お祈りさせていただきます。

　ブライアンさんの基調講演で、私

たちが何から自由にされたのか（罪、

世、学校という枠組み等）を改めて

教えられ、本当に解放された思い、

御霊にある自由、霊的一新を味わっています。

ジュリーさんの基調講演では、「私たちはホー

ムスクーリングをするように召されたのでは

なく、聖くなるよう求められている」という

言葉にはっとさせられ、教えられました。辻

さんの分科会「発達障害とホームスクールⅡ」

では、我が家の状況と重なる部分があり、と

ても参考になりました。ご夫妻がよく理解し

合い、助け合い、歩んでおられること、素晴

らしいと思いました。親に従うということを

教えていく中で、障害を理由に基準を下げな

い、というポイントが印象的でした。伊澤さ

んの分科会では、色々試行錯誤しつつ、やは

り GrapeSEED が良い！という結論に至り、

その成果に至るまで、分かりやすく伝えて下

さいました。とてもよかったです。梶山さん

の分科会「神の国の価値観 vs この世・自分の

価値観」では、自分にもそういう所があるあ

る！という感じで、具体的に教えられました。

我が家も、神の国の価値観をもって、歩んで
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いきたいと励まされました。高倉さんの分科

会では、ご主人の奥様そしてお子さんたちに

注ぐ愛が溢れていました。月一回校長先生と

お子さんたちがお話しする時間を持たれてい

て、その校長先生がお子さんたちのゴスペル

発表会に花束を持って来てくださったことの

お証は、今年教育委員会に出向く予定の我が

家にとって、教えられたことの一つでした。

吉村先生の分科会では、家族や親戚に福音を

伝えることにおいて、自分が今まで証と思っ

てしてきたことが、相手にはつまずきとなっ

ていたのかもしれない、という視点が与えら

れ、考えさせられました。桐山さんの分科会も、

一日のスケジュールや取り組みについて具体

的にシェアして下さり、とても参考になりま

した。ご夫妻の信頼関係が強く、とても素晴

らしいと思いました。

　娘もとても楽しんでいました。チルミニの

スタッフたちがよく見て、思いっきり遊ばせ

て下さり、また注意もして下さり、感謝でし

た。娘が書いた手紙（いなばさん、いつまでも、

おじいさんになっても、かみさまのことわす

れないようにしてください）のことを稲葉さ

んにお話ししたところ、稲葉さんが「そうな

るように、お祈りしてね」と言ってくださっ

たことを娘に伝えた時、娘はにっこり笑って、

静かに目を閉じ、手を組んで祈り始めました。

普段は食前のお祈りの時も、目を開けて違う

ことをしていたりするのに（笑）。心を込めて

祈っている姿に、感動しました。子ども自身

が祈りたい、祈ろうって思うことを待つ、無

理にさせるのではなく、子どもの心のうちに

働いて下さる聖霊様の働きに期待して背後で

祈ることを教えられたように思います。本当

にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　  （神奈川　F さん）

●ニュースレター、ありがとうございました。

私にとって、実にタイムリーな話題でした。

長女は、今年中 3 です。周りも少しずつ見え

始める年頃で、勉強も含め自分と他者との関

係や、自分とは？と考え始めています。日本

でなすべき勉強の努力をどのようにさせてい

くか？をいつも考えさせられています。去年

転居した先の教会で公文（くもん）をしてい

らっしゃるメンバーと知り合い、基礎力の反

復学習を繰り返すことに力を入れていた折で

したので、ニュースレター 158 号の話は今

やっていることの裏付けとなってとても励ま

されました。我が家の子どもたちの素直で勤

勉な学習態度は教室の雰囲気に良い影響を与

えていると褒めていただき、やはりレター通

りの評価です ( 笑 )

　ところで、稲葉さんがさり気なく真祈史君

が中高生時代に自信をなくした時期もあった

と書いていらっしゃいました。多感な時期、

お父さんもお母さんも本人もどのようにホー

ムスクーリングの日々を過ごしていたのか、

お分かちいただけたらとても励ましと参考に

なります。ぜひにぜひに ( 笑 ) チアのスタッフ

とメンバーに、喜びをもって仕える霊がます

ます豊かに注がれますように。

　　　　　　　　　　　　  （北海道　G さん）
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●佐野まひろちゃん、伊澤

響子ちゃん編集の何と、チ

アにっぽんマガジンならぬ

…、ビワにっぽん No.1 が発

行されました！

　

　従妹同士の二人と、

その兄弟姉妹みんな

で、滋賀の祖父母の

家で書いた力作です。

　お家が、琵琶湖の

そばなのでその名は

「ビワにっぽん」！

　楽しい夏休み自由

研究、寄せてくれて

ありがとうございま

す (^^) 感激です！

目次のデザインもチア・
マガジン、そっくり！

レイアウトも本格的！三浦綾子さんの好きな本は、細川ガラシャ夫人と塩狩峠・氷点。

あまり自信のない方、勉強の嫌いな
人等が募集されています！バーコー
ドまでしっかり書かれています！
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　5 年前から、伊勢崎のチャーチ＆ホームスクーラー
たちのリーダーシップで進められてきた「東京伝道」
チーム。これまで、足立区、葛飾区、江戸川区、荒川
区と合計 100 万世帯以上を終え、現在、北区で伝道
しています。滅びゆく日本の魂のために、宅配トラク
ト＆聖句プラカード伝道に参加してみませんか。どな
たでも大歓迎です。1 時間でも参加できる方は、ぜひ、
どうぞ！（事前にご連絡、よろしくお願いします。）

   クリスチャンの成長は伝道にあり !

　１枚のトラクトを配るーここからキリ
ストの弟子となる道が始まります。私た
ちとともに、東京伝道に参加しません
か ?

★東京伝道の日程★
・11/23（水）　・12/23（金）　
・1/9　（月）　   ・3/20（月）　

　（現在東京都北区を配っています。）

★集合場所：赤羽駅　
★時間：10:00 ～ 16:00

★連絡先：
  ０２７０－２１－６９９１（福音館）
  ０８０－５６８２－９７２６（田村）
  ０９０－６５０９－２１７８（風間） 
　http://www.isesaki-fukuin.com

東 京 路 傍 伝 道

2011年より毎年白馬セミナーで、また2013年より毎年コンベン

ションでも同様の実験をする中で、多くの方にご参加いただ

き、心から感謝しています。今回は白馬セミナー2016の参加者

の皆さんに、私どもの研究へのご協力をお願いいたします。ご

協力いただける方には、アンケート調査とともに、親子でゲー

ム式実験に参加していただきます。協力謝金をお支払いしま

す。アンケートと実験結果は研究目的以外には使用しません。

詳細は参加者の方に郵送いたします。

●宮城の本田義人＆ジュリアさんに第二子

が誕生しました！おめでとうございます！

2016 年 5 月 28 日生まれ

本田　快音 （かいと） ・ ルイス （Louis） くん
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　●白馬セミナー　

　　11 月 17 日（木）～ 19 日（土）

　　　　◇ホテル・グリーンプラザ白馬

　●ジョイラン　4月上旬

　●チア・コンベンション 2017

　　　　6月 2日（金）・3日（土）大阪

　　　　◇ New! ホテル・ロッジ舞洲

　　　　6月 9日（金）・10 日（土）　東京

　　　　◇オリンピック記念青少年総合センター

　●チア・サマーキャンプ　8月中旬　

　●チア・オリンピック　9月　

チア・にっぽん カレンダー
 【7月会計】    

  　　　収入                                          

  献金                   1,237,000                                                                 

  書籍・教科書　         　152,141        

　会費　                    46,000        

　広告　　　　　　　　　　       0

  DVD/CD、ビデオ等          37,936 　

  その他         　         32,762       

　出版プロジェクト       　　　　0

　　　　　　　　　　　　 1,505,839

        支出　  

  事務局経費　　         1,164,380                         

　通信運搬費　　            98,657          

  交通費　　　　　　　　　 214,975

　印刷費他　　　　　　　 　　　　0

  DVD ＆商品仕入費　　　　       0

　出版プロジェクト   　　　　　　0     

　                       1,478,012

 

  残高　　               　 27,827           

  前期繰越　  　　　　　　  33,785 

  翌期繰越　  　         　 61,612 

 【8月会計】 

 　　　 収入                                          

  献金                   1,771,296                                                                 

  書籍・教科書　         　185,466         

　会費　                    18,000        

　広告　　　　　　　　　　  30,000

  DVD/CD、ビデオ等         141,941 　

  その他         　         -7,914        

　出版プロジェクト　     　　　　0

   　　　　　　　　　　　2,138,789

        支出　  

  事務局経費　　         1,955,025                          

　通信運搬費　　            68,639            

  交通費　　　　　　　　　 127,774

　DVD ＆商品仕入費　　　  　　2,000    

　                       2,153,438

  

  残高　　                 -14,649             

  前期繰越　  　　　　　　  61,612 

  翌期繰越　  　         　 46,963 

　　 

     ☆尊い献金、会費の送金を、

       心から感謝いたします。                            

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

TEL 042-318-1807  メール対応 FAX 03-6862-8648

    メール　office@cheajapan.com

☆コンベンション講演・分科会CD・DVD☆ 

全７０講演を収録したコンベンション DVD、（コンピュー
ター用・mp3 版）には、特別講師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、チア事務局へ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定価 6800 円（税込）


