
強くあれ。雄々しくあれ。

恐れてはならない。おののいてはならない。

あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、

あなたとともにあるからである。（ヨシュア 1：9）

チ ア ・ に っ ぽ ん 　 C H E A  J A P A N
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ハレルヤ！　チア・マガジン 46 号が完成し、

喜びと共に皆さんにお届けします。コンベンショ

ンを記念してのリック＆マリリン・ボイヤーさ

んご夫妻からのメッセージや、「法的な環境整備、

進む－教育機会確保法が施行されて」といった

特集が組まれています。ぜひ、お読みいただけ

れば感謝です。

　チア・コンベンション、いよいよ間近になり

ました。すでにたくさんの皆さんが参加登録く

ださり、感謝しています。1 週間前ですが、講

師予定のリック・ボイヤー氏から連絡があり、

マリリンさんがガンの緊急手術で来日できなく

なったとのショッキングな連絡がありました。

マリリンさんは今週、手術予定です。マリリン

さんの術後の回復、ご家族の平安をお祈りくだ

さい。

　2年越しで準備してきましたが、残り3週間で、

緊急の講師交代となりました。それから 1 週間、

必死にピンチヒッター探しの日々でしたが、一

昨日、2 人の新講師が与えられました。カンザ

ス州地域でホームスクーリング支援団体を 20 年

近くリードされ、8 人の子どもたちのために 30

年余り、ホームスクーリングを続けてきたトッ

ド・カンガスさんと、私たちにとっては霊的な

お母さん的存在であるチア・カリフォルニアの創設者の一人、スーザン・ビーティーさんが来てくれ

ることになりました。スーザンさんは、2005 年の白馬セミナー講師を務めてくださり、好評でしたが、

13 年ぶりの来日となります。

　トッドさんの講演内容は「他人任せにせず、親が責任をもって、天国＆キリストの弟子に導くために」

「ホームスクーラーがパリサイ人にならないために」「夫婦のきずなを強めるために」「ネット中毒に

チア・マガジン46号刊行です！
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緊急の講師交代のお知らせとお詫び、

神様の特別な計画について

　待ちに待った今年のチア・コンベンション開

幕に、いよいよ3週間余りとなった5月12日、リッ

ク・ボイヤーさんから緊急のメールが届きまし

た。私が急用で 1 週間だけロサンゼルスに戻り

自宅に着いた、その直後のことです。マリリン

さんにガンが見つかり、緊急手術が必要と診断

されたとのことでした。そのため急遽、講師交

代を決断せざるを得ませんでした。急な変更と

なり、誠に申し訳ありません。

　マリリンさんとの電話での会話です。

　「マリリン、とてもショッキングでした」

　「私もショックだったわー。こんな風になるな

んて。手術は来週の予定に決まったわ」と、落

ち着いた、ちょっと寂しげで率直な、でもフレ

ンドリーなコメントが返ってきました。

　「そうですか。みんなで祈ります。それにして

も、今年、迎えられなくてすごく残念。だって

10 年以上待って、ようやく下のお子さんが 18 歳

になったからと OK してくれたのに」

　「私も残念。でも準備した原稿はすべて送った

から」

　「分かりました。必ず、読みます」

　「回復したら、日本に行こうと思ってるわ」

　「そう？　それはうれしい。僕もぜひ来てほし

いと思う。その日を楽しみに、みんなで祈って

ます」

　「ありがとう！　お祈り、ぜひお願いします」

　マリリンさんの手術の成功と回復、リックさ

ん、ご家族への神様からの平安と励ましをお祈

りいただければ幸いです。

主の山に備えあり！（創世 22：14）

　ピンチヒッターの講師候補探しで全力を尽く

し、1週間が瞬く間に過ぎた昨日、上記のトッド・

カンガスさんと、スーザン・ビーティーさんが

与えられました。心から感謝です。

　講師依頼等は 2 年越しで準備していますので、

数日で整えることは、私たちの力では不可能で

した。でも神様により頼む時、道は開かれ、祝

福されていく恵みを、この 1 週間改めて体験さ

せていただきました。「主の山に備えあり」（創

世 22：14）、「思い煩わないで」（ピリピ 4：6）、「す

べて感謝しなさい」（第一テサロニケ 5：18）、「堅

く立って」（第一コリント 15：58）、「すべて益と

変えられる」（ローマ 8：28）といった励ましの

聖句が何度も心にこだましました。

　5 月、6 月は、アメリカは夏休みが始まるシー

ズンです。ホームスクーリングコンベンション

は、この時期に合わせて全米 50 州の各地で行

われています。それで 5 月下旬から 7 月上旬は、

講師陣が最も忙しい時期です。私たちがお願い

したい講師としては、聖書的で、洞察や情報の

深さやインパクトを持つ方々で、また、日本に

最近は来られていない方々という 2 点を考えて、

アタックを始めました。しかし、50 州で一番の

繁忙期に「2 週間」という長期間にわたって来日

できる講師を探すのは、やはり神様の奇蹟的な

助けが必要なことでした。

　まず候補者リストを作成し、途中からは、チア・

にっぽんの理事で、日本にも 4 度来てくださっ

ているジュリー・ホーンさん（チア・カリフォ

ならないために」といったテーマ 8 講演です。スーザンさんは、「家庭での教育―喜びと捉える

ために」「家事は家族を愛するチャンス」「傷ついた隣人のために」「ホームスクーリング神話と現実」「文

章執筆をどう教えるか」ほか8講演です。どれも必要で聞きたいテーマだと思います。強力なピンチヒッ

ター講師が与えられ、コンベンションをますます楽しみにしています。

　予期せぬ展開ですが、すべての背後にある神様の特別で最善の計画があることを思います。この特

別なコンベンション、ぜひご参加、お祈りのほどどうぞ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
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ルニア創設理事）

が相談相手になっ

てくださり、また、

ジュリーさんの仕

事を引き継いだア

ンジュリさん（チ

ア・カリフォルニ

ア・イベントディ

レクター）が、最

近人気の高い各講

師の連絡先を提供

してくれました。

　1 人、また 1 人と、10 数候補以上にあたりまし

た。しかし、スケジュールはなかなか合いません。

既に来日済の講師陣は、日本の皆さん方の顔を思

い浮かべながら皆、心配しつつ、日本のホームス

クーラーたちへの特別な愛と祈りを話してくださ

いました。好評を博している新しい講師陣にもア

プローチし、素敵な出会いや交流ともなり、励ま

されました。しかし、なかなか道は開かれません。

ロシア＆ USA 発、講師交渉は世界展開へ

　先週はロシアで、HSLDA（ホームスクーリング

法的擁護協会）の主催によるホームスクーリング

国際大会が開かれていました。私たちが依頼した

い講師候補らも 10 数人、その大会に集結されて

いました。そこにいるとは知らずに 2 人に、マリ

リンさんの緊急手術というショッキングなニュー

スと、チア・にっぽんが緊急に講師を探している

事態を伝えました。話しは、モスクワに集結して

いた講師陣に拡がり、それぞれの皆さんが持つ

ネットワークを通して、全米に情報を伝えてくれ

たのです。私が候補講師にアプローチした時には

「Hiro、その話、聞いてたよ」とのコメントが返っ

てきて、びっくりし、うれしくも思いました。そ

して、この講師はどうか、あの講師はどうかと、

複数の方々がバックアップしてくれました。

　一昨年、白馬セミナーの講師をしてくれた

HSLDA のマイク・ドネリー弁護士も、「話は聞いて

たよ。僕の心にある講師たちにあたってみていい

か」と連絡をくれました。国際大会の責任者でも

あり、とても忙しい最中でしたが、何人か提案く

ださり、すぐに話

しをつないでくれ

ました。他の方か

らは、今、南米に

おられる講師の推

薦もありました。

世界各地の皆さん

が、日本のホーム

スクーラーのため

に応援の気持ちを

もって動いてくれ

ました。「世界規

模の展開」に神様を讃えるほかありませんでした。

　難しいのは、失礼にあたらないように、同時に

何人にも聞けないことです。一人に伺い、ダメと

返信が来てから、次に動く必要があります。ジュ

リーさんと共にアタックを始めて 5 日目、HSLDA

のスコット・ウッドルフ主任弁護士がメールをく

ださいました。「トッド・カンガスを心から自信

をもって推薦するよ。彼は8人の子どもたちをホー

ムスクーリングでよく育て、カンザス州のホーム

スクーリング支援団体のリーダーとして、人生を

かけてきた。講師として実績があり、スケジュー

ル的にも大丈夫とのことだよ」との情報です。そ

れでトッド氏と連絡を取りました。基調講演は「他

人任せにせず、親が責任をもって、天国＆キリス

トの弟子に導くために」「ホームスクーラーがパ

リサイ人にならないために」「夫婦のきずなを強

めるために」「ネット中毒にならないために」と

いったテーマで、どれも聞きたいし、必要なテー

マでした。写真を見ても、ご家族、お孫さんたち

も含めて、とても良い印象を受けました。その後、

2 日間のやり取りをかけ、ジュリーさんや日本の

スタッフらとも話し合い、祈り、お願いすること

にしました。

　もうお一方をお願いするかどうかも考えまし

た。トッドさん一人だと経済的にも、また当日の

プログラムの時間割的にも楽になります。すでに

コンベンション直前でもあり、講師が増えたとし

ても、参加を迷っている方への後押しとなる期間

も限られています。でも祈っていく中で、ここは

様々な支出増、負担増となるけれど、参加者の皆

さんを考えて、積極的に踏み出した方が良いと思

ジュリー・ホーンさん マイク・ドネリ―弁護士
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いました。私の心にあったのは、2005 年に来られ

たスーザン・ビーティーさんでした。

　スーザンさんは、この 13 年、チア・カリフォ

ルニア・コンベンションに毎年のように私を招い

てくださり、5千人余りの前で、日本のアップデー

トの時間を設けてくださいました。そして、「Hiro、

私はスケジュールさえ合えばいつでも日本に行く

からね。ぜひ、また行きたい」と何度も話してく

ださっていました。僕は「時が来たら、ぜひ招き

ます」と伝えていました。そしていよいよ時が来

たと思いました。

　昨年、スーザンさんは 30 数年余りリーダーシッ

プを取ってきたチア・カリフォルニアを勇退され

ていました。それで、バックアップはするものの、

後輩のことを思い、

講師依頼は引き受

けず、新たに導か

れている「作家・

文章家となるため

に」という講演に

情熱を傾けていま

した。

　同僚のジュリー

さんに尋ねました。

「人生をかけて力を尽くしてきたホームスクーリ

ングへの情熱を失ったわけではないよね？」「も

ちろん！　ただ世代交代を考えて、遠慮してるだ

けよ」「では大丈夫だ」「ただ『執筆』の講演も

人気あるようだから、スケジュールは分からな

い。空いてたら神様がドアを開いた、無理だった

らトッドさんだけで行くと考える方法はあるけれ

ど」「そうだね。そうしよう！」ということで、ジュ

リーさんに連絡を取ってもらうと、うれしいこと

に二つ返事で OK をいただきました。

　スーザンさんの講演内容は、「家庭での教育―

喜びと捉えるために」「家事は家族を愛するチャ

ンス」「傷ついた隣人のために」「ホームスクーリ

ング神話と現実」「文章執筆をどう教えるか」ほ

か 8 講演です。どれも聞きたいし、必要なテーマ

だと思います。

　このようにして今年は、急遽与えられた強力な

二人の講師を日本に迎えてのコンベンションが決

定しました。

白髪、6日後に！
「白髪は輝く冠、神に従う道に見いだされる」

（箴言 16：31）

トッド・カンガス氏とご家族

トッド・カンガス氏
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　びっくりしたの

は、この 1 週間を経

て鏡を見ると、白髪

というか、5 本ほど

銀髪が輝いているで

はありませんか。チ

ア設立に導かれて 19

年目、たくさんの恵

みと祝福で私は今、

幸せですが、失った

ものの一つは髪の

毛でした。以前はライオンのようだと言われたふ

さふさの髪は失われました。ロシアでは、頭がは

げていないと一人前の男ではないと言われるそう

で、頭がはげることは良いことでもあります。で

も私には白髪がありませんでした。ところが 1 週

間で銀色に光る髪を見ながら、「緊張感の高い激

しい 1 週間だったんだなー。神様や多くの方々が

助けてくれ、お世話になったなー」としみじみ思

いました。

　聖書には「白髪は輝く冠、神に従う道に見いだ

される」（箴言 16：31）とあり、「若い男の光栄

は彼らの力。年寄りの飾りはそのしらが」（箴言

20：29）とあります。新たな飾りを感謝しました。

　神様は今回のことを通して何を語ってくださっ

ているのか、考えました。18 年間のチアの歴史の

中で、直前の講師交代が 2年連続で起こりました。

去年は、グレッグ・ハリスさんが出発 2 日前に肺

炎となり、来られなくなりました。その時は、ス

コット・サマービル弁護士がすぐに与えられまし

た。今年は 1 週間難航しましたが、主を信頼する

こと、恐れないことをさらに教えられ続けたと思

います。

　「わたしはあなたに命じたではないか。強くあ

れ。雄々しくあれ。恐れてはならない。おののい

てはならない。あなたの神、主が、あなたの行く

所どこにでも、あなたとともにあるからである」

（ヨシュア 1：9）とある通りです。

　背後に、神様が特別で完全で幸いのご計画を持

たれていることを示されます。皆さん、どうぞ、

ご参加について引き続きお祈りください。会場に

て素晴らしい再会、新たな出会いとなり、皆さん

がさらに神様からの特別な励ましとチャレンジを

受けて輝く日となることを楽しみにお待ちしてい

ます。どうぞ、よろしくお願いします。

感謝しつつ

稲葉　寛夫

スーザン・ビーティーさんとご家族

スーザン・ビーティーさん
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　 　 　 大 阪 ： 6 月 1 日 （ 金 ） ・ 2 日 （ 土 ）

　 　 　 　 　 　 大 阪 府 羽 衣 青 少 年 セ ン タ ー

     　 東 京 ： 6 月 8 日 （ 金 ） ・ 9 日 （ 土 ）

　 　 　 　 　 　 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 青 少 年 総 合 セ ン タ ー

家族 ・ 教育の聖書への回復！どなたでも大歓迎です！

★ 聖 書 が 教 え る 教 育 の 本 格 派 コ ン ベ ン シ ョ ン ★

チア ・ コンベンション 2018

スーザン・ビーティ―さん
（2005 年、白馬セミナーにて）　

トッド・ファンガス夫妻

大阪：参加者数、３００名を超える見込み。

東京：着々と申込が進み、２会場で昨年８２０名に迫る情勢！



 CHEA NEWSLETTER 170 号 7

　15 年にわたってカンザス州のホームスクーリング支援団体（ミッ
ドウェストペアレントエデュケーターズ）団表。オーラル・ロバーツ
大ギリシア語新約聖書文学科卒。大学キャンパスミニストリー牧師を
経て、ホームスクーラーのサポートに人生をかけてきた。
　妻パットとの結婚生活は 40 年。現在 38 歳から 19 歳までの 8 人
の子どもと 10 人の孫に恵まれる。カンガス夫妻の使命は、「キリスト
の心を持つ子どもたちを育てて送り出すこと」。8 人の子どもたち全
員を高校過程終了までホームスクーリングした。

　1982 年、夫のラリーと共に 3 人の子どもたちのホームスクーリン
グをスタート。現在 3 人すべてのホームスクーリング終了。世界初、
最大のホームスクーリング団体「チア・カリフォルニア」の共同創
設者。著書に「ホームスクール入門」。2017 年、チア創設理事会役
員と本部長の役を退く。全米ホームスクーリングリーダーズ会議創
設理事。カリフォルニア州立大学卒（1971 年）。著作家、ジャーナ
リスト。現在、夫と共に南カリフォルニア在住。

　クリスチャン教育セラピー代
表。6 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。 講演中のジョイスさんと通訳する愛子・ホーランドさん
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全米・ロシア・南米、日本全国のホームスクーラーたちからの祈りと
講師探しの応援の中で神さま道を開いてくれた、感動のコンベンショ
ンです！

チア・カリフォルニアコンベンションで「日本のホームスクーリングムーブメント・教育機会確保法案
の展開」に拍手喝采、鳴りやまず！ 2017 年７月

　　　　　　　　　　　　～お知らせ～

　チア・にっぽん関連のアーク English プラス CSS（チア・サポートスクール）が新展開中
のため、受付・事務業務、また、新しく始まった多読英語クラス講師として、能登麻里さん
が４月１日から転勤しています。
　この３年半、「チア・にっぽん」「チア・サポートスクール」等で、献身的に尽力する一方、
長女実里（みのり）さんをホームスクーリングで育て、実里さんは、昨秋、６年越しの公認
会計士試験に合格しました。
　今後は後方からチアの働きをサポートします。
　新たなミッションへのますますの祝福をお祈りください。

　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。新しい出会い、喜びに満ちた楽しいプログラム、
こぞってご応募ください。　
　お陰様で、コンベンションは東京・大阪とも、満席になり
ました。キャンセル待ち・ウェイティングは受け付けます。
　サマーキャンプ LIT は６月中旬から募集スタートの予定で
す。お早目に申し込みください。　　※希望者は事務局まで

★ＬＩＴ★　東京 ・ 大阪　満席
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9:00 受付開始　Doors open

9:15 プロムナード　賛美　Praise & Worship

9:25

9:40 基調講演１ 「お父さんと一緒に天国に行こう！」 トッド　カンガス

10:40 Keynote1 Daddy, Why Don't you want me to go to heaven with you? Todd　Kangas

10:50 基調講演2 「家庭での教育：喜びと捉える」 スーザン　ビーティー

11:50 Keynote2 Home Education: Count It All Joy Susan Beatty

11:55-12:00 インフォメーション　 Information

12:00 昼食　Lunch

13:30-14:10

14:25 分科会１　Workshop 1

1-A 「子どもたちの心とたましいの戦い」 トッド　カンガス

The Battle for the Heart and Soul of Your Children Todd　Kangas

1-B 「キリストの弟子の心を与えることと人格形成」 スーザン　ビーティー

NEW Discipleship and Character Training Susan Beatty

1-C 「子どもたちそれぞれのニーズに応えるために」 ジョイス　イノウエ　

How to Accommodate to Meet Your Child’s Individual Needs? Joyce Inouye

1-D 「ホームスクールの知恵とこつ　-10年で学んだこと」 竿代　健

1-E 「わが家はわが家、わが家なりのホームスクール」 竹橋　賢一＆祐子

15:15

15:30 分科会２　Workshop 2

2-A 「プレッシャーに耐え続ける」 トッド　カンガス

Persevering Under Pressure Todd　Kangas
2-B 「ストレスの少ない、家庭教育におけるライフスタイルのマネージメント」 スーザン　ビーティー

Managing the Home Education Lifestyle to Reduce Stress Susan Beatty

2-C 「子どもたちの賜物、長所と短所認識への一般テストの誤り＆勧めたい親の観察方法」 ジョイス　イノウエ　
Learn How to Accurately Discover Gifts, Strengths and
Weaknesses by Observation Versus Formal Testing

Joyce Inouye

2-D 「チャーチ＆ホームスクーリング　－必ず聞かれる20の質問」 稲葉　寛夫

2-E 「神様のご計画とタイミングは完璧です」 田丸　暁規＆明日香

2-F 「次世代に伝えるべき命と性」 伊藤　こずえ

16:20

16:35 分科会３　Workshop 3

3-A 「ダニエルのような子どもを育てる－10倍優れた若者」 トッド　カンガス

Raising Daniels - Youth who are 10 times better Todd　Kangas

3-B 「創作的な文章を書く：物語を書く基礎を教える方法」 スーザン　ビーティー

NEW Creative Writing: How to Teach Basic Story Writing Susan Beatty

3-C 「子どもたちを祝福する方法」 ジョイス　イノウエ　

Learn How to Bless Your Children in 1-2 Sentences Joyce Inouye

3-D 「『ウソ』を教えていませんか　－口先だけの謝罪について」 ピーター　ブロックソム

3-E 「若者をその行く道にふさわしく教育せよ」～箴言22：6～ 森山　剛&有佳子

3-F 「我が家の子育ての歩み」 今井　一穂＆真理子
17:25 　

17:30-35 インフォメーション＆祈り　Information & Pray

大　阪　会　場　6月1日（金）

賛美　＆　インフォメーション　＆　献金　Worship & Information & Offering

挨拶と祈り　   稲葉寛夫（チア・にっぽん代表）　Greeting & Pray by Hiro Inaba (Chea Japan)
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9:00 受付開始　Doors open

9:10 プロムナード　賛美　Praise & Worship

9:20

9:30 基調講演3 「律法的なパリサイ人を育てるのは簡単でも…」 トッド　カンガス

10:20 Keynote3 It is easy to raise a Pharisee Todd　Kangas

10:30 基調講演4 「教育上の聖書的基盤を作り上げる-教育への確信を築く」 スーザン　ビーティー

11:20 Keynote4 Developing a Biblical Foundation for Education/Building a personal philosophy Susan Beatty

11:25 スペシャルタイム　Special Time   　 ジョイス　イノウエ　

11:40 Joyce Inouye

11:45 昼食　Lunch
（12：45－コンテスト受賞者リハーサル）

13:00 賛美＆絵画・写真コンテスト表彰式＆インフォメーション＆自由献金

13:50 　Worship & Awarding ceremony of painting and photo contest & Information & Offering

14:00 分科会４　Workshop 4

4-A 「もはやiPhoneの奴隷ではない」【男女・大人・ティーン向け】 トッド　カンガス

No longer a slave to my Iphone Todd　Kangas

4-B 「ホームスクーリングへの招待（入門編）」 スーザン　ビーティー

Home Education: An Overview (appropriate for inquirers) Susan Beatty

4-C 「子どもたちへの祝福に推進力を与えるために」 ジョイス　イノウエ　

How to Keep the Momentum of Blessing Your Children Joyce Inouye

4-D
「那須家のホームスクーリング15年で修了！？－旅立ちの春、盛
夏に向けて」

那須　清志＆百合美

4-E 「子どもの個性に寄り添うホームスクーリング」 トゥ－ル　ジェフリー＆文絵

14:50

15:00 分科会５　Workshop 5　

5-A 「結婚相手を間違ったのでしょうか？」　【男女・大人・ティーン向け】 トッド　カンガス

Am I Married to the Wrong Person? Todd　Kangas

5-B  「ホームスクーリング神話と現実」 スーザン　ビーティー

The Myths and Reality of Home Education Susan Beatty

5-C 「子どもたちが学習障害と思った時の十の戒め」パート1 ジョイス　イノウエ　
The Ten Commandments with Children (with special needs or without special needs) Part 1 Joyce Inouye

5-D
「山川哲平・真紀子ファミリーのチャーチ＆ホームスクール」〜従
順教育の重要性と御言葉と祈りの生活〜

山川　哲平&真紀子

5-E 「家族の中での父親の責任」 テモテ　ブローマン

15:50
 

16:00 分科会６　Workshop 6

6-A 「家族のホームスクーリング計画書を作成する」 トッド　カンガス

Developing a business plan for your family Todd　Kangas

6-B  「家事、ホームスクーリング、そしてあなたの健全さ」 スーザン　ビーティー

Keeping House, Homeschooling, and Your Sanity Susan Beatty

6-C 「子どもたちが学習障害と思った時の十の戒め」パート2 ジョイス　イノウエ　
The Ten Commandments with Children (with special needs or without special needs) Part 2 Joyce Inouye

6-D 「７つの敵」 大久保　みどり

6-E 「十人十色の大家族、中島家のホームスクール～続編～」 中島　若樹＆啓子

16:50

17:15-17:45 フィナーレ　＆　チルミニ賛美　Finale & Children choir

大　阪　会　場　6月2日（土）

挨拶と祈り　　稲葉寛夫　　Greeting & Pray Hiro Inaba
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8:40 受付開始　Doors open

9:35 プロムナード　賛美　Praise & Worship

9:45

10:00 基調講演１ 「お父さんと一緒に天国に行こう！」 トッド　カンガス

11:00 Keynote1 Daddy, Why Don't you want me to go to heaven with you? Todd　Kangas

11:10 基調講演2 「家庭での教育：喜びと捉える」 スーザン　ビーティー

12:10 Keynote2 Home Education: Count It All Joy Susan Beatty

12:15-12:20 インフォメーション　Information

12:20 昼食　Lunch

13:40-14:10 賛美　＆　インフォメーション　＆　献金　Worship & Information & Offering

14:30 分科会１　Workshop 1

1-A 「子どもたちの心とたましいの戦い」 トッド　カンガス

The Battle for the Heart and Soul of Your Children Todd　Kangas

1-B 「キリストの弟子の心を与えることと人格形成」 スーザン　ビーティー

NEW Discipleship and Character Training Susan Beatty

1-C 「子どもたちそれぞれのニーズに応えるために」 ジョイス　イノウエ

How to Accommodate to Meet Your Child’s Individual Needs? Joyce Inouye

1-D 「場違いな化石」　 宇佐神　実

1-E 「低年齢化する10代の性行動と親の任務」 辻岡　健象

15:20

15:35 分科会２　Workshop 2

2-A 「プレッシャーに耐え続ける」 トッド　カンガス

Persevering Under Pressure Todd　Kangas

2-B 「ストレスの少ない、家庭教育におけるライフスタイルのマネージメント」 スーザン　ビーティー

Managing the Home Education Lifestyle to Reduce Stress Susan Beatty

2-C 「子どもたちの賜物、長所と短所認識への一般テストの誤り＆勧めたい親の観察方法」 ジョイス　イノウエ
Learn How to Accurately Discover Gifts, Strengths and
Weaknesses by Observation Versus Formal Testing

Joyce Inouye

2-D 「チャーチ＆ホームスクーリング　－必ず聞かれる20の質問」 稲葉　寛夫

2-E 「家族の中での父親の責任」 テモテ　ブローマン

2-F 「十字架を目指して低きにのぼる2」 鍵谷　徹也＆陽子

16:25

16:40 分科会３　Workshop 3

3-A 「ダニエルのような子どもを育てる－10倍優れた若者」 トッド　カンガス

Raising Daniels - Youth who are 10 times better Todd　Kangas

3-B 「創作的な文章を書く：物語を書く基礎を教える方法」 スーザン　ビーティー

NEW Creative Writing: How to Teach Basic Story Writing Susan Beatty

3-C 「子どもたちを祝福する方法」 ジョイス　イノウエ

Learn How to Bless Your Children in 1-2 Sentences Joyce Inouye

3-D 「『ウソ』を教えていませんかー口先だけの謝罪について」 ピーター　ブロックソム

3-E 「失われた神の栄光を取り戻せ！」 末宗　宣行＆百合子

17:30

17:30 夕食　Dinner

19:00-21:00
　

東　京　会　場　6月8日（金）

　賛美＆自己紹介＆アップデートタイム　Update　Time

挨拶と祈り　   稲葉寛夫（チア・にっぽん代表）　Greeting & Pray by Hiro Inaba (Chea Japan)
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8:40 受付開始　Doors open
9:20 プロムナード　賛美　Praise & Worship

9:30

9:40 基調講演3 「律法的なパリサイ人を育てるのは簡単でも…」 トッド　カンガス

10:30 Keynote3 It is easy to raise a Pharisee Todd　Kangas

10:40 基調講演4 「教育上の聖書的基盤を作り上げる-教育への確信を築く」 スーザン　ビーティー

11:30 Keynote4 Developing a Biblical Foundation for Education/Building a personal Susan Beatty

11:35 スペシャルタイム　Special Time   　 ジョイス　イノウエ

11:50 Joyce Inouye

11:50 昼食　Lunch
（12：45－コンテスト受賞者リハーサル）

13:00 賛美＆絵画・写真コンテスト表彰式＆インフォメーション＆自由献金

13:50 　Worship & Awarding ceremony of painting and photo contest & Information & Offering

14:05 分科会４　Workshop 4

4-A 「もはやiPhoneの奴隷ではない」　【男女・大人・ティーン向け】 トッド　カンガス

No longer a slave to my Iphone Todd　Kangas

4-B 「ホームスクーリングへの招待（入門編）」 スーザン　ビーティー

Home Education: An Overview (appropriate for inquirers) Susan Beatty

4-C 「子どもたちへの祝福に推進力を与えるために」 ジョイス　イノウエ

How to Keep the Momentum of Blessing Your Children Joyce Inouye

4-D 「創造を信じることはなぜ大切なの？」 宇佐神　実

4-E 「HSお父さん集まれ」 志賀　信泰

14:55

15:05 分科会５　Workshop 5

5-A 「結婚相手を間違ったのでしょうか？」　【男女・大人・ティーン向け】 トッド　カンガス

Am I Married to the Wrong Person? Todd　Kangas

5-B  「ホームスクーリング神話と現実」 スーザン　ビーティー

The Myths and Reality of Home Education Susan Beatty

5-C 「子どもたちが学習障害と思った時の十の戒め」パート1 ジョイス　イノウエ
The Ten Commandments with Children (with special needs or without special needs) Part 1 Joyce Inouye

5-D ～つばめ便り～妻＆母編　「主よ私を変えてください！」 桐山　塁＆明日美

5-E 「富士山にチャレンジ！」 藤井　一朗

15:55

16:05 分科会６　Workshop 6

6-A 「家族のホームスクーリング計画書を作成する」 トッド　カンガス

Developing a business plan for your family Todd　Kangas

6-B  「家事、ホームスクーリング、そしてあなたの健全さ」 スーザン　ビーティー

Keeping House, Homeschooling, and Your Sanity Susan Beatty

6-C 「子どもたちが学習障害と思った時の十の戒め」パート2 ジョイス　イノウエ
The Ten Commandments with Children (with special needs or without special needs) Part 2 Joyce Inouye

6-D 「ステップアップするホームスクールIV」大学入試の話 辻　寿&奈央子

6-E 「幼児期こそホームスクーリング！」 菅野　律哉＆幸

16:55

17:15-17:55

東　京　会　場　6月9日（土）

挨拶と祈り　　稲葉寛夫　Greeting & Pray Hiro Inaba

フィナーレ　＆　チルミニ賛美　Finale & Children choir
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トッド・カンガス　抄録

基調講演

★「天国では、お父さんと必ず会おう！」

　若者たちが高校卒業後に信仰を失っていく数の
多さには愕然とします。この基調講演では、子ど
もたちにキリストの弟子の心を与えるために、父
親の役割がどれほど大切であるかを見ていきます。
この重要な問題と戦う方法が提供され、父たちは
子どもたちの信仰を深める領域に移る指針と戦略
が与えられます。

★「律法的なパリサイ人を育てるのは簡単でも…」

　規則を作っての画一的な子育ての試みは簡単で
す。しかし残念なことに、そうした規則にすべて
の子どもたちが同じように応答し、良き成長にな
ると限りません。私たち親は、一人ひとりの個性
ある子どもたちをどのように育てるべきなのか、
聖書の基準をどうしたら多様な子どもたちに適応
できるか、聖霊の声を良く聞くことを学ぶ必要が
あります。生粋のパリサイ人で律法的あったパウ
ロの人生から一緒に教訓を学びましょう。

分科会

①「子どもたちの心とたましいの戦い」

　ホームスクーラーにとって優先事項があります。
まず一つは、なぜホームスクーリングなのか明確
に認識しておく必要があります。特に一般の学校
と比較したときに、ホームスクーリングがより良
い選択であるという理由を明確に述べることです。
もう一つの目標は、私たちの取り組み方に見られ
る世間や私たち自身の中にいつの間にか築かれて
いる偶像を認識し、それらを打ち壊すことです。
この霊的戦いを勝ち抜く秘訣を見ていきましょう。

②「プレッシャーに耐え続ける」

　隣町のことがニュースになりました。ホームス
クーリングをしているという理由で、教会には錠
がかけられ、父親たちが投獄され、母親たちは子
どもたちと一緒に別の州に退避したというのです。
これは私たちがホームスクーリングを始めた初期
1990年代後半に起こった出来事です。転職のため、
神は我が家を別の州に移されました。私たちの引
っ越し先では、州の義務教育に違反したとの疑い
で、一人の母親が逮捕されたばかりでした。彼女
はホームスクーリングを選択していたのです。そ
のような厳しい状況のただ中、私たちがホームス
クーリングを続けた理由は何でしょうか？ホーム
スクーリングという召しを実現するための知恵と
力をどのように見つけたのでしょうか？どのよう
な対応が必要だったのでしょうか。法的面のみな
らずプレッシャーの中にいる人たちへの聖書的秘
訣と実践的ステップをお話しします。

③「ダニエルのような子どもを育てる－ 10 倍優

れた若者」

　自分の信仰のゆえに、獅子の穴に投げ込まれた
り、火の燃える炉の中に投げ込まれたことのある
若者たちがいます。このような青年になるために
はどのように育てたらいいのでしょうか？ 15 歳く
らい少年たちが、自分たちの住む国から外国の地
に連れて行かれたのです。異国の地に連れて行か
れる前はどのような生活をし、どのような教育を
受け、どんな家族の一員だったのでしょうか？そ
のころ、どのような家庭生活をしていたのでしょ
う？このように考えるように至ったのは、彼らの
人格の基盤がすでに確立していたからこそ、捕囚
の民として耐え抜くことができたのだと信じてい
るからです。ダニエルのような子どもを育てるた
めに、聖書とホームスクーリングの実践の日々を
通して教えられた秘訣を分かち合います。

④「もはや iPhone の奴隷ではない」　

　　　　　　　　　【男女・大人・ティーン向け】

　今日の子どもたちは、現在のネット化社会にお
いて、私たち親、あるいは祖父母が体験しなかっ
たようなタイプの誘惑に直面しています。この分
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科会では、ソーシャルメディア、インターネット、
ゲームを通して子どもたちが満たそうとしている
５つの主な要求を認識し、これらの強力な誘惑に
対する対応策を分かち合います。

⑤「結婚相手を間違ったのでしょうか？」　

　　　　　　　　　【男女・大人・ティーン向け】

　ペテロは夫たちに向けて、妻を理解しながら共
に生活するようにと勧告しています。この分科会
では、まず結婚生活のさまざまな段階で起こる女
性の変化を確認していきます。あなた（夫）は、
夢に描いた理想の女性と結婚生活をスタートしま
すが、ある時は授乳中の母親だったり、子どもた
ちのお母さんだったり、また別の局面を持つ女性
と結婚していることに気付きます。同様に男性も
また男性（夫）として妻と上手く生活していくた
めには、それぞれの段階にふさわしい新しいアプ
ローチ法を学ぶ必要があります。「結婚相手を間
違ったのでしょうか？」私自身も、40 年間の結
婚生活において多くの疑問が生まれました。この
分科会では、結婚生活における浮き沈み、良い日
悪い日、さらに平均的な日についても学びます。
ここで提供される結婚生活を保つ秘訣が、私たち
が信じてしまいがちな偽りを打ち負かす助けとな
るでしょう。

⑥「家族用のホームスクーリング計画案を作成す

る」

　この分科会では、ホームスクーリングを選択し
た結果として家族がどこに向かっているのか、明
確なプランを立てることは大きな助けになりま
す。皆さんは、何らかのゴールを設定しておられ
ますか？そして、そのゴールに達成するためにど
のような方法を考えておられますか？これから先
何年もの間、神が自分たち家族に達成させたいと
思っておられることは何であるかを知っています
か？そうした計画案を夫婦一緒に書き出していく
方法を分かち合います。

スーザン・ビーティー　抄録

基調講演

★「家庭での教育：喜びと捉える」

　神さまが私たちの子どもたちを家で教育するよ
うに召されたのですから、ホームスクーリングは
喜びにあふれた時間であるはずです。しかし私た
ちはそれを喜びにあふれた奉仕というより、義務
と捉えてしまいがちです。主に知恵を求める代わ
りに、私たち自身の力でやろうと奮闘します。私
たちの姿勢と方法を変えることによって、私たち
はそれを喜びと捉えることができます。

★「教育上の聖書的基盤を作り上げる - 教育への

確信を築く」

　あなたはなぜホームスクーリングをしているの
ですか？教育上の聖書に基づく目的やゴールは何
でしょうか？教育の歴史やキリスト教教育につい
ての賛否両論を知っていますか？さまざまな教育
法を試してきた体験から、教育の霊的、歴史的、
実用的な面についての情報を分かち合います。ホ
ームスクーリング歴の長い方も、お父さんたちも
ぜひこの基調講演に来てください。ホームスクー
リングにとって必要不可欠な基礎となる教育への
確信を築くことによって、聖書的教育に対するコ
ミットメントを再構築しましょう。

分科会

①「キリストの弟子の心を与えることと人格形成」

　教育の究極的な目的とは何ですか？それは、高
学歴を得ることでしょうか？もちろん、学歴も無
視することはできません。しかし、クリスチャン
のホームスクーリングにおける最も大切なゴール
は、キリストの弟子の心を与えることと人格形成
です。それはなぜでしょう？それらはどういった
ものなのでしょうか？どのように実践すればよい
のでしょうか？

②「ストレスの少ない、ホームスクールにおける
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ライフスタイルのマネージメント」

　子どもたちを家庭で教育することは、私たちの
人生における最も偉大なる冒険です。管理するよ
りは、効率的に対応していくべきです。ライフス
タイル全体を変えようとするのではなく、むしろ
区切ってこなすのです。では、どのように展開し
たらいいのか。この分科会では、ホームスクーリ
ング、あなたのご家族、そしてストレス対策につ
いて多くの知恵が提供され、またあなたを励ます
ことになるでしょう。

③「創作的な文章を書く：物語を書く基礎を教え

る方法」

　想像力は学習と理解力に火を付けます。創作的
な文章は想像力を駆り立てます。物語を書くため
の基礎を教えることは、子どもたちの想像力を引
き出すことであり、文章の書き方を教えることは
楽しいものです。物語を書く基礎をどうやって教
えたらよいかお分かちします。

④「ホームスクーリングへの招待（入門編）」

　ホームスクーリングとは何でしょう。なぜホー
ムスクーリングをしたくなるのでしょうか。どの
聖句が「汝、ホームスクーリングをするべし」と
言っているのでしょうか。ホームスクーリングの
歴史は？それはどこから始まり、どこへ向かって
いるのか。ホームスクーリングを始めるために、
さらに情報を得るために、あなたはどこへ行きま
すか。 ホームスクーリングにご招待する入門コー
スです。

⑤「ホームスクーリング神話と現実」

　「すべてのホームスクーラーの子どもたちは天
才、霊的な巨人、完璧…」といった神話によって、
あるホームスクーラー（教育者）たちは燃え尽き
てしまったり、またホームスクーリングを行って
いない人々は、ホームスクーリング自体を悪いも
のとして偏見をもって退けてしまったりします。
ホームスクーリングの真実とは何でしょう。どの

ようにしたら、ホームスクーリングを進めていく
上で、現実的な視点を持ち、その責任、将来性に
ついて、ホームスクーリングをする家庭を強める
ことができるのでしょうか。

⑥「家事、ホームスクーリング、そしてあなたの

健全さ」

　ホームスクーリングをする母親は、子どもたち
をホームスクーリングすることに加え、家庭をマ
ネージメントする主婦です。それらをどのように
するべきでしょう。また、どのように効果的にす
るべきでしょう。この分科会では、食事の計画や
準備についての実際的なアイデア、家事、家の管
理、時間管理について、ホームスクーリングの母
親の立場から提供します。その上で、私たちのホ
ームスクーリングにとって最も偉大な目的に目を
向けていいます。このセミナーでは、実践的な側面、
その霊的な目的、それらを日常的に神の視点で見
るための知恵を提供、チャレンジします。

ジョイス・イノウエ　抄録

★スペシャルタイム

分科会

①「子どもたちそれぞれのニーズに応えるために」

　あなたが何人かをホームスクーリングしている
としても、たった一人だとしても、一番合った学
び方を見つけ、教えていくことは、子どもたちの
学びを楽しくさせ、達成感と成功感を与えます。
どうすれば親はすぐそれぞれに適した学び方を発
見することができるでしょうか。どうやってホー
ムスクールの教材を用いつつ学び方を教えること
ができるでしょうか？ホームスクーリングという
環境で、それぞれの必要にどうやって応えていけ
るでしょうか。

②「子どもたちの賜物、長所と短所認識への一般

テストの誤り＆勧めたい親の観察方法」
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のセミナーに来てください。長年にわたり、一般
テストには多くの間違いと不正確さがあることを
体験してきました。なぜ一般テストと言われるも
のが間違うのか、お話ししたいと思います。多く
の時間やお金を使うことなく、学習障害に正しく
気付くために、子どもに対しての観察方法を親の
皆様に訓練します。

③「子どもたちを祝福する方法」

　過去 5 年間、チアの皆さんに言葉の力について
分かち合ってきました。聖書には、人の口から出
る言葉は、生かすものでもあり、殺すものでもあ
るということが書かれています。多くの家族が“子
どもたちを祝福する祈り” を行い、家族が変えら
れた劇的な変化を証しています。もしあなたがあ
なたの心を子どもたちに向け直すならば、子ども
たちの心もあなたに戻ってくる（マラキ 4：6）。
もしあなたがあなたの言葉を変えるならば、彼ら
は時にかない、恵みで満ち、あなたの徳を高める
ような存在になるのです。子どもたちを傷つける
のではなく、祝福することを選びに、ぜひこのセ
ミナーに来てください。

④「子どもたちへの祝福に推進力を与えるために」

　私たちは言葉の力を知り、どのようにして子ど
もを祝福するか学んできました。しかし私たちが
忙しい時、疲れ果てている時、怒りがこみあげて
くるような状況の時はどうでしょうか。一日がと
てつもなく忙しく、短く、そして子どもがたくさ
んいる状況の中で、どのように子どもたちを祝福
し続けることができるでしょうか。これが可能で
あり、なぜこれが他のどんなレッスンよりも重要
であるかを分かち合います。

⑤⑥「子どもたちが学習障害と思った時の十の戒

め」パート１・2

　このセミナーで、あなたの子どもたちへの見方
が変えられるでしょう。命を与え、人生を変える

ようなものとなるでしょう。あなたがどのように
子どもたちを見るかは、子どもたちとの関係や子
どもたちの自尊心に大いに影響を及ぼします。

分科会各講師　抄録

■「次世代に伝えるべき命と性」　

　　　　　　　　　　　伊藤　こずえ（大阪会場）

　神様は私たちに命を与え、「生めよ。ふえよ。地
を満たせ。創世記 1：28」と創造の初めから祝福
してくださっています。大人の私たちは、神様の
愛と祝福を受け取っている者として、家庭で、教
会で、地域で、この命と性の大切さを次世代にき
ちんと伝えることができているでしょうか。世の
中に氾濫している歪んだ性情報によって、私たち
の性に対する意識も知らず知らずの内に歪ませら
れ、どのように伝えていったらよいのか困惑して
いるのではないでしょうか。聖書に基づく命の教
育、若者たちを取り巻く現状、具体的にどのよう
にアプローチしていったら良いのか等、助産師と
しての臨床の現場からも一緒に考えていけたらと
思っています。年齢差のある高校生、中学生、小
学生三人との日常も少し分かち合えたらと思いま
す。

■「チャーチ＆ホームスクーリング　

　　　　　　　　　　－必ず聞かれる 20 の質問」

　　　　　　　　　稲葉　寛夫 （大阪・東京会場）

　「チャーチ＆ホームスクーリングって何？」そん
な質問への答えから始めて、全体像をつかめるセ
ッション。スタート済みの皆さんには、知人・友
人へのプレゼンテーションへの参考に。「社会性
は？」「微分、積分ができなくても教えられる？」「聖
書が教える教育法は？」「しつけは？」「大学進学、
就職は？」「ホームスクーリング・マインドのチャ
ーチスクールって？」「週２時間からできるＣ＆Ｈ
って？」。この 18 年の全国各地でのセミナーで多
かったＱ＆Ａをベースに８時間コースを 50 分に
短縮した、一度は必修のコース！

■「我が家の子育ての歩み」　
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　　　　　　　　今井　一穂＆真理子（大阪会場）

　独身時代からホームスクールに興味を持つ夫・
一穂と、ホームスクールに全く関心が無かった妻・
真理子。そんな私たちがどのようにホームスクー
ルに導かれたのか、また小学校への対応や、祖父
母の反応、現在の様子などを共有させていただき
ます。

■「場違いな化石」　　　　宇佐神　実（東京会場）

　海で堆積した地層から陸上を歩いていた恐竜の
化石が発見されることがあります。北海道のむか
わ町で発見されたむかわ竜の化石もその一つで
す。進化論者にとっては不思議なことですが、ノ
アの大洪水があったことを考えるなら、そのよう
な場所で陸上の生物の化石が発見されるのは当然
のことです。子どもに教える時、地層や化石につ
いて、聖書の視点から考え始めることの大切さを
学びます。

■「創造を信じることはなぜ大切なの？」　

　　　　　　　　　　　　宇佐神　実（東京会場）

　人が何を信じるかで、その人の世界観が形作ら
れ、人はその世界観に基づいて考えたり行動した
りします。聖書通りの創造を信じることは、自分
の存在価値を明確にします。そしてなぜ人は悲し
みや苦しみを経験するのか、なぜ人は死ななけれ
ばならないのか、なぜ救いが必要なのかの根拠が
はっきりするのです。創造が分からないとこれら
の根拠がなくなってしまうのです。子どもたちに
創造を伝えるために共に学びましょう。

■「７つの敵」　　　大久保　みどり（大阪会場）

　八百万の神々信仰に抑えられ、どっぷり浸かっ
ている日本の中で、クリスチャン信仰はそれらの
御利益信仰とは大いに次元を異にしていることを
明確にする必要があります。罪死労病苦からの解
放という、素晴らしい祝福を頂きますが、それだ
けに終わらない、むしろ、この世では得られない
新しい神の国の神の民、祭司としての働きと恵み、

千年王国、新天新地へと続く永遠の神の国建設へ
の使命を与えられています。宇宙、万物、全人類
と諸国諸国民の歴史等、存在のすべてを永遠の神
の次元へと復活させる働きです。この遠大な目的
の一翼を担う子供達に「そういう大志を抱け！」
と具体的に導ける教育でありたいと願います。そ
のためにまず七つの敵の正体とその戦法について
語らせて頂きます。

■「十字架を目指して低きにのぼる 2」　

　　　　　　　　　鍵谷　徹也＆陽子（東京会場）

　19 歳の長男、7 歳の長女、4 歳の男の子 ( 里
子 ) を養育中。何よりも、神の国とその義を…と、
始めた HS。多くのものを捨ててきたのに、何倍
にもなって返ってきた恵みは数知れず。ほぼ聖書
の学びと伝道だけで育った長男は、法を通した働
きへと導かれ、肉体に弱さのある長女には、励ま
しと訓練の機会が与えられ、絶望的だった里子く
んとの関係作りには、微かな光が。選択肢になか
った道が開かれるたび、戸惑い、信仰が試される
けれど、本当のゴールは一つだけ。子どもたちや
自分達の足りなさに目を留めず、赦し、完成させ
て下さる主をこそ仰ぎ見て、砕かれ、感謝しつつ
歩む日々をお分かちします。

■「幼児期こそホームスクーリング！」　

　　　　　　　　　　菅野　律哉＆幸（東京会場）

　時には葛藤や試練がありつつも、私たちはホー
ムスクールこそ子どもにとっての最大の祝福であ
ると確信させられています。ホームスクールを始
めたきっかけは？何から始める？幼い弟・妹がい
ても大丈夫？父親の仕事が忙しくても大丈夫？と
ても続けられないと感じた時どうする？といった
疑問（全て私たちが感じてきた疑問です）から、
家庭における父親と母親の役割、子どもの個性に
合わせた育て方、そしてすでに子ども達に芽生え
始めている良き実など、私たちが主から受けてき
た様々な教えや溢れる恵みを皆様と分かち合わせ
ていただければと思います。

■～つばめ便り～妻＆母編
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　「主よ私を変えてください！」　

　　　　　　　　　桐山　塁＆明日美（東京会場）

　7 歳で受洗するも、ダブルスタンダードに苦し
み、遂に高校でドロップアウト。10 代の後半はひ
たすら暗闇の中、放蕩の限りを尽くしていたが、
20 歳で劇的に主の元に戻され、同時に出会った主
人と結婚。夢と希望に満ちあふれた結婚生活やホ
ームスクーリング…のはずが、古い性質を持った
ままの自分では、到底上手く行くはずもなく…（泣）
14 年間のホームスクーリングを通して、夫や子ど
も達と向き合い葛藤する中で、神様は徹底的に私
の中にある罪や弱さ、傷や囚われなどを露にされ
取り扱い続けて下さっています。時に、絶望し負
のスパイラルにはまる事も、諦めそうになる事も
多々ありますが、その度になりふり構わずひたす
ら主の名を叫び求める事によって「栄光から栄光
へと、主と同じ姿に変えられて行きます。」とい
う御言葉が自分の内に成就するのを体験していま
す！まだまだ発展途上、欠けだらけの私ではあり
ますが、これからもホームスクーリングという炉
の中で、自分が溶かされ変えられてゆける事を思
うと嬉しくてたまりません！今回は白馬を病欠し
てしまった私の証を、夫の証言も交えてお伝えし
ます。【ダメダメ主婦の管理術（お金、時間、整理
整頓 etc）、夫婦＞子ども、霊的戦い、ひたすら主
の前に…etc.】

■「ホームスクールの知恵とこつ

　　－ 10 年で学んだこと」　竿代　健（大阪会場）

　長男が３歳の時に主夫となり、ホームスクール
に取り組み始め 11 年目になりました。10 年を振
り返ってみて、成功や失敗も含め実践してきたこ
と、他のホームスクーラーとの交流から教えられ
たこと、子どもの成長や変化によって見えてきた
ことなど色々あります。ホームスクールを実践し
ていく上での知恵やこつを項目ごとにまとめてみ
ようと思います。項目ごとで、良きアイデアなど
意見交流の場になれば理想と思います。項目は、
多少変化するかもしれませんが、「学力」「教会」「ホ
ームスクーラーとの交流」「経済」「学校」「体力」
などを考えています。

■「HS お父さん集まれ」

　　　　　　　　　　　　志賀　信泰（東京会場）

　1 年前（2017）のコンベンションをきっかけに
ホームスクーリングをしているお父さんの励まし
合いを目的とした「HS お父さん集まれ」集会を
西東京地区で定期的に開催しています。「あのお父
さん何度か見かけるけど…話しかけにくいな」と
思ったことのある方、是非ご参加ください。とっ
ても気さくで、とっても悩み多いお父さんたちが
集まってお互いのために祈り合っています。

■「失われた神の栄光を取り戻せ！」

　　　　　　　　末宗　宣行＆百合子（東京会場）

　イザヤ 40：31「主を待ち望む者は新しく力を
得、鷲のように翼をかって上ることができる。」た
だ救われて天国にさえ行ければよいという受け身
の信仰生活ではなく、私たちは真実と偽りを見分
け、鋭い視野をもって鷲のように羽ばたき、キリ
ストの弟子として力強く歩むことが主の御心であ
ると信じます。教会、親は、広い視野をもつ主の
勇士を育てることのできる特権が委ねられていま
す。これまでの経験を振り返ると共に、これから、
どの領域で神の栄光を取り戻すことができるのか
について、スライド等を用いて分かち合います。

■「わが家はわが家、わが家なりのホームスクール」

　　　　　　　　　竹橋　賢一＆祐子（大阪会場）

　だめだめでも出来た。だめだめでも大丈夫。だ
めだめだからこそ神の助けがあった。一人一人神
が個性を与えられたように、ひと家族ひと家族そ
れぞれ違うと気づかせてもらった。今年で 10 年
目になります。子どもたちに励まされたり、励ま
したり共に祈り、泣いたり笑ったり一緒に過ごす
日々は、（振り返ればその時は困難を覚える事もあ
るけれど）結局はなかなか良いものだなと思わせ
てもらっています。

■「神様のご計画とタイミングは完璧です」　

　　　　　　　　田丸　暁規＆明日香（大阪会場）
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　妻がホームスクーリングの導きを受け、祈り始
めたのは、約 8 年前。長女（現在 13 歳）が小学
校へ入学する前の事でした。ノンクリスチャンだ
った夫は大反対。妻は「これはわが家への召しで
はなかった」と自分に言い聞かせて、子どもたち
は公立の小学校へ通い始めました。ですが、神様
はきちんとわが家にご計画を持っておられまし
た。３年前に主人も救われ、コンベンションの参
加をきっかけにホームスクーリングの道が開かれ
ました。神様の憐れみで、現在ホームスクーリン
グ 3 年目。失敗だらけのわが家の歩みと日々の取
り組みをお話しします。

■「ステップアップするホームスクール IV」　

　大学入試の話　　　　　　　　

　　　　　　　　　　辻　寿 & 奈央子（東京会場）

　1 年生から 2 年間のチャーチスクール、その後
10 年間のホームスクールを経て、小学～高校過程
の学習を終えた長女は今年大学進学へと導かれま
した。受験のサポートで成功したこと、失敗した
こと、神様から語られたことを寿と奈央子で分か
ち合います。またホームスクールをしながらの受
験の良かった点や大変だった点などを長女自身の
証しも交えて分かち合いたいと願っています。

■「低年齢化する 10 代の性行動と親の任務」  

　　　　　　　　　　　　辻岡　健象（東京会場）           
    
　神の形に創造され、神の栄光を現わす「いのち
と性」が軽視され、性の秩序が完全に乱れてしま
った時代に私たちが生きています。この大切ない
のちと性のあり方、生き方を具体的に話し合い、
学びたいと思います。
　特に、現代の一般的な性教育と私たち性教育の
違いを中心に、共に学び、共に話し合い、充実し
た時間を共に過ごし、解決策を求めていきたいと
願っています。いのちと性に対する考え方や理解
が多様化する中で、それでは如何に生きるべきか、
を共に話し合い学び解決策を求めていきたと思い
ます。
　彼は、父の心を子に向けさせ、子の心をその父

に向けさせる。それは、わたしが来て、のろいで
この地を滅ぼさないためだ。（マラキ４：６）

■「家族の中での父親の責任」　

　　　　　テモテ　ブローマン（大阪・東京会場）

　主が言われた、「わたしの恵みはあなたに対して
十分である。わたしの力は弱いところに完全にあ
らわれる」。第 2 コリント 12:9
　夫の弱さを知り尽くしているのは妻。こどもた
ちも大きくなるにつれそれが見えてきます。その
中で、家族の一人一人が主に従うように、父親は
如何に家族を守り導くべきか？どのようにしてこ
どもたちに正しく教えられるのか？御言葉を読み
ながら、ともに考え、交わりを持ち、互いに励ま
し合えればと思います。

■「子どもの個性に寄り添うホームスクーリング」

　　　　トゥ－ル　ジェフリー＆文絵（大阪会場）

　5 人の子どもがいると、性格も 5 通りです。そ
んな子どもたちをどうやって一緒に教えていけば
いいのでしょう？これはホームスクーリングのチ
ャレンジであり、強みでもあります。子どもたち
一人一人の特性（ディスレクシア、LD の子もい
ます ) や、学習スタイルを探り、受け入れ、そし
て実践へと移していく中での葛藤や経験を分かち
あいます。
 
■「那須家のホームスクーリング 15 年で修了！？

－旅立ちの春、盛夏に向けて」　

　　　　　　　　那須　清志＆百合美（大阪会場）

　2004 年 4 月より始まったホームスクーリング
も 15 年で修了です。長男（26 歳）は昨年よりビ
ジネスマン、長女（24 歳）は看護師 4 年目、次女（22
歳）は今春からビジネスウーマン、次男（20 歳）
は大学 2 回生、三女（18 歳）は今春から看護学生。
というわけで、子どもたちはみな家を港にしつつ、
訓練・学びの大海で航行中となりました。
　15 年間、ホームという同じ環境で学びつつも、
教会や社会との関わりの中で多くのことを教えら
れてきました。いよいよ本格的に主からのお取り
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扱いを受け、主にある成人を目指して進んでいっ
てほしいと願うばかりです。今回も一人ぐらいは
時間を捻出して参加し、レポートする予定です。
誰が登場するかはお楽しみ…。
 
■「十人十色の大家族、

　　　　中島家のホームスクール～続編～」　　

　　　　　　　　　中島　若樹＆啓子（大阪会場）

　大学 3 回生 (20)、新社会人 (18)、高１(16)、
中 2(13)、小 5(10)、小 3(8)、幼児 2 人 (5 ＆ 3
歳 ) の 8 人の子どもたちをホームスクールで育て
14 年目。この１年、専門学校に通いながら美容
業界で日曜日に休める就職先を探す困難な道のり
を歩んだ長女。そのチャレンジと恵みを中心に、
バラエティーに富んだ年齢層と個性豊かな子ども
たちのホームスクーリングの様子を分かち合いま
す。

■「『ウソ』を教えていませんか

　　　　　　　－口先だけの謝罪について」　

　　　　ピーター　ブロックソム（大阪・東京会場）

　「ごめんなさい。」特に小さい子どもにとって、
このことばは親や先生との関係を円滑に保ち、ひ
いては日々の幸せを守るための潤滑剤です。クリ
スチャン家庭、またクリスチャン教育においても、
なにか問題が起きたとき、私たちは子どもたちに

「良い子」として口先だけで謝ることを強制してし
まいがちです。しかし、神様の心を持った子ども
とは、表面的な謝罪によって得られる利益に関わ
らず、自分の過ちについて心から納得した上でし
か謝らない子どものことではないのでしょうか。
みなさんと一緒に考えていきたいと思います。

■「富士山にチャレンジ！」　　　　

　　　　　　　　　　　　藤井　一朗（東京会場）

　10 年連続登頂を目標に立て、今年で 8 回目の
富士登山を前に、成功率を上げる為の登り方、必
要な身体能力、トレーニング方法、装備などなど
をお話しします。

■「若者をその行く道にふさわしく教育せよ」

　　～箴言 22：6 ～　　　　

　　　　　　　　　森山　剛 & 有佳子（大阪会場）

　長女の誕生と共に始めたホームスクーリングも
18 年目を迎えました。この数年は失敗とも思える
こともあり、悔い改めながら主の導きを仰いで、
子どもたちと様々な角度から将来に向けての取り
組みをして来ています。今はまだその途中にあり
ますが、ホームスクールの強い目的である " キリ
ストの弟子となること” &" 伝道していくこと” か
らぶれることなく、また、その為にゆるされる『荒
野での主の訓練』から学んでいることをお分かち
させていただきます。質疑応答の時間も取りたい
と思います。

■「山川哲平・真紀子ファミリーのチャーチ＆ホ

ームスクール」〜従順教育の重要性と御言葉と祈

りの生活〜

　　　　　　　　山川　哲平 & 真紀子（大阪会場）

　現在、ハレルヤチャーチ高松では、5 家族合計
33 人（11 ＋ 7 ＋ 6 ＋ 6 ＋ 3）がチャーチ＆ホー
ムスクール中（ほぼホームスクールベース）。また、
それ以外にも、ご主人が未信者の家族もホームス
クールマインドで教育をしています。現在、親と
一緒に来ている子どもたちの信仰継承率は 100％
です。また、名古屋の弟ファミリー（9 人家族）、
妹ファミリー（7 人家族）もホームスクール中。
義理の妹家族（8 人家族）も含めると一族でホー
ムスクーラーです。13 年前にチアにっぽんに出会
ってから、あっという間に時間が過ぎました。ま
だまだ試行錯誤しながらですが、教会もホームス
クールも「祈り、御言葉、礼拝」が中心になって
きました。様々なホームスクールの形があって良
いと思いますが、私たち家族の証しや、どのよう
にホームスクールをしているか、特に「従順教育
の重要性と、御言葉と祈りの生活によって、思春
期の子どもたちの成長」を紹介します。「初代教会

（ユダヤ人文化）から学ぶ家庭学習」なども。
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　　　これまでの【自主企画】の歩み

　　　　　　＜白馬セミナー 2016 ＞
★金喜望　シフォンケーキ　★セイヤー　フィリピン

の宣教企画　★棚田伊作　消しゴムスタンプ　★稲葉

ジョセフ　ジョセフクッキー

　　　　　＜コンベンション 2017 ＞ 
★藤本道子　英語での創作絵本　★辻創　絵本翻訳　

★稲葉ジョセフ＆伊澤キッズ　子どもカフェ　★乾

ファミリー　みことばブレスレット　★金喜望　シ

フォンケーキ　★奈良珠光　賜物 SHOP（アクセサ

リー）

                 ＜白馬セミナー 2017 ＞
★稲葉ジョセフ＆伊澤キッズ＆高橋聖一郎　子どもカ

フェ　★棚田ファミリー　消しゴムスタンプ他　★鶴

巻愛実　ミサンガ　★セイヤーファミリー　フィリピ

ンの宣教企画　★森山ファミリー　貝殻製作・カホ

ン　★塚本頼基・遥都　クッキー　★清野いくる　工

作　★豊田雪恵　アクセサリー　★ボゼックエレイナ　

オーナメント

自主企画、自由研究・工作展示も OK
スペースに限りあり！お申込は、お早めに！

「もはや iPhoneの奴隷ではない」
　今日の子どもたちは、現在のネット化社会において、私たち親、あるいは祖父母が体験しなかったよ
うなタイプの誘惑に直面しています。この分科会では、ソーシャルメディア、インターネット、ゲーム
を通して子どもたちが満たそうとしている５つの主な要求を認識し、これらの強力な誘惑に対する対応
策を分かち合います。

「結婚相手を間違ったのでしょうか？」
　ペテロは夫たちに向けて、妻を理解しながら共に生活するようにと勧告しています。この分科会では、
まず結婚生活のさまざまな段階で起こる女性の変化を確認していきます。あなた（夫）は、夢に描いた
理想の女性と結婚生活をスタートしますが、ある時は授乳中の母親だったり、子どもたちのお母さんだっ
たり、また別の局面を持つ女性と結婚していることに気付きます。同様に男性もまた男性（夫）として
妻と上手く生活していくためには、それぞれの段階にふさわしい新しいアプローチ法を学ぶ必要があり
ます。「結婚相手を間違ったのでしょうか？」私自身も、40 年間の結婚生活において多くの疑問が生ま
れました。この分科会では、結婚生活における浮き沈み、良い日悪い日、さらに平均的な日についても
学びます。ここで提供される結婚生活を保つ秘訣が、私たちが信じてしまいがちな偽りを打ち負かす助
けとなるでしょう。

ティーン向け　トッド・カンガス氏特別セミナー

　　　　★現在のエントリー★
　　

　　　　　＜コンベンション大阪＞
　★竹橋　光　ハンドメイドアクセサリー

　★棚田　伊作　消しゴムスタンプ　

　★稲葉　ジョセフ　子どもカフェ　

　★トゥール家　フィリピン伝道アクセサリー

　★月城＆波場　クイズ大会

　　　　　＜コンベンション東京＞

　★桐山＆清野家　「いのちのパン」

　　　　　　　　　福音絵本自主出版

　★豊田　雪恵　アクセサリーショップ

　★今井　詩音　クラフト展示＆ショップ

　★成瀬家　ヘアバンド＆ポーチ

　★稲葉　ジョセフ　子どもカフェ

　★塚本　頼基＆遥都　クッキー　

　　　➡お早目に、チア事務局まで
　　　　　　　　　お申し込みください！
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　6 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。これまで約 130 万世帯を終え、現在北区を終了す
るところです。滅びゆく日本の魂のために、宅配トラ
クト＆聖句プラカード伝道に参加してみませんか。ど
なたでも大歓迎です。1 時間でも参加できる方は、ぜひ、
どうぞ！（事前に、ご連絡ください。）

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

★狭山伝道
10:00 狭 山 市 駅 東 口（ 西 武 新 宿 線 ）
5/26・６/23（土）
★長野県飯山市伝道
11:00 飯山駅（JR 飯山線、長野新幹線
飯山駅）7/16（月）海の日
★群馬県草津町・吾妻伝道
11:00 長野原駅（吾妻線）
８/6（月）・7（火）・8（水）
★東京伝道
10:00 上野不忍池野外ステージ　
9/24（月）秋分の日
※飯山市、草津町・吾妻伝道は前日に　　
   伊勢崎キリスト福音館に宿泊可。
※事前連絡必要。
　　 
★連絡先：090-6147-2428（森下）
　　　　  080-5682-9726（田村）
　　　　http://www.isesaki-fukuin.com

東 京 路 傍 伝 道

伊勢崎福音館の QR コードをぜひ、
ご登録ください。

with　伊勢崎／チア・にっぽん

前回の狭山伝道

　昨年、大変好評だった「小鹿の解剖実験」。今
年も NPO 大阪自然史センターより米澤里美講師
をお迎えします。

　実際に実験に立ち会えることは、貴重な学習体
験と思います。献体された動物の体の解剖実験を
通して、動物や私たち人間を精巧に造られた神様
の素晴らしさを体験しよう！

日時：2018 年６月 1 日（金）午後
　　　分科会１のチルミニの時間帯に
　　　子どもたち向けで開催！

★動物解剖実験★
　体の中の不思議を知ろう！
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　●コンベンション 2018

　　大阪　6月 1日（金）・2日（土）

　　◇大阪府羽衣青少年センター

　　東京　6月 8日（金）・9日（土）

　　◇オリンピック記念青少年総合センター

　●サマーキャンプ　8月 13 日（月）～ 15 日（水）

　　　　　　　　　　（LIT は 10 日～）

    ◇仙台明泉学園

　●オリンピック　10 月下旬

　　◇府中市民陸上競技場

　●わくわく集中勉強合宿 /

　　　　　　　ジョイスイミング　　秋

　　◇オリンピック記念青少年総合センター

チア・にっぽん カレンダー

 【3月会計】 

   

  　　　収入                                          

  献金                   1,476,420                                                                 

  書籍・教科書　            42,739       

　会費　                    69,000

  広告　　　　　　　　　　  30,000      

　DVD/CD、ビデオ等           4,885 　

  その他         　         14,285      

　　　　　　　　　　　　 1,637,329

        支出　  

  事務局経費　　         1,211,327                    

　通信運搬費　　           150,367        

  交通費　　　　　　　　　  17,840

　印刷費　　　　　　　　　 292,375

  DVD ＆商品仕入費　　　　       0 

　    　                 1,671,909

  残高　　               　-34,580         

  前期繰越　  　　　　　　 -86,134 

  翌期繰越　  　          -120,714 

 【4月会計】 

 　　　 収入                                          

  献金                   1,593,000                                                                 

  書籍・教科書　         　172,171        

　会費　                    99,000       

　広告　　　　　　　　　　  　　 0

  DVD/CD、ビデオ等          22,997 　

  その他         　        413,238      

　　     　　　        　2,300,406

        支出　  

  事務局経費　　         2,031,904                       

　通信運搬費　　            24,797           

  交通費　　　　　　　　　 250,171

　印刷費　　　　　　　　　　44,150

　   　                  2,351,022

    残高　　               -50,616          

  前期繰越　  　　　　　　-120,714 

  翌期繰越　  　          -171,330 

　　 

　　　☆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


