
望みを抱いて喜び、患難に耐え、
絶えず祈りに励みなさい。

（ローマ 12:12）
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　2000 年春にチア・にっぽんがスタートして 19 年の

歳月が経ちました。4月からは、20 年目に入ります。

 

 振り返ればたくさんの感謝と喜びでいっぱいです。

もちろん、山あり、谷ありで、チアも私も不十分で失

敗の多い歩みでした。

　それでも、ここまで皆さんと一緒に歩んでこられま

したのは、ただただ神さまの恵みとあわれみ、そして

皆さんの励ましと応援のお陰です。神さまに、皆様に

重ね重ね、感謝申し上げます。

 春のチア・コンベンション、パンフレットも完成し

ましたので、お届けしますね。ご参加、お祈りのほど、

どうぞよろしくお願いします。

　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 コンベンションパンフレット、お届けします！

20 年目に向かうチア・コンベンションへ、
ようこそ！

　チア・コンベンション、今年の基調講演者も決

定しました。今年は、HSLDA（ホームスクーリン

グ法的擁護協会）マイク・スミス代表の推薦で、

HSLDA カナダ代表のジェラルド＆ベバリー・ヒュー

ブナーさんご夫妻をお迎えします。ご夫妻は、カ

ナダ全国はもちろん、世界各地のホームスクーリ

ングムーブメントをサポートしてこられました。

文科省からの通知・面会について

　「教育機会確保法」の施行ほかホームスクーリ

ングの環境整備が進んでいます。その一方、社会

では、児童虐待死の事件があり、文科省から「児

童虐待が疑われる事実に係る緊急点検について

（依頼）」という通知が出されました。3月 8日ま
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でということで学校職員または教育委員会職員、

フリースクール等関係者による面会をするよう

にとのことです。対象は「2 月 1 日以降一度も登

校していない児童生徒等」です。面会のあった

チアのメンバーたちからの報告では、面談した

方々が笑顔で終わるケースがすべてでした。

　とはいえ、この 20 年、児童相談所からの訪問

等では、様々な事例もあり、いずれにせよ、準備

はしっかりとして臨む必要があります。それで

16 ～ 22 ページに「学校・教育委員会等と接する

ための手引き」をまとめました。通知には、「児

童虐待が疑われる…」と表題がつけられ、健全な

不登校選択者に配慮がかける等、問題はあります。

また、文科省の各都道府県への通知によれば、面

会は、学校教職者に限定されておらず、フリース

クール等関係者でもよいとされています。

　一方、虐待等なく、聖書的なホームスクーリ

ングを進めている場合は、今回報告いただいた

家族のように、逆に面会者に安心と理解と敬意

を与え、さらに強く、キリストを証しするチャ

ンスではあります。

　昨日もあるご家族から以下のレポートがあり

ました。「中学校と緊急に面談しました。虐待関

係で、全国的にピリピリしているのかなと思い

ました。教育委員会とも話しましたが、中学校

側はホームスクーリングを止めてほしいとの意

向が伝わってきました。『なぜ、ホームスクーリ

ングですか』との質問に主人が『聖書を読んだ

ことありますか』と逆に尋ね、聖書の説明をす

ることができました。すごく良い雰囲気になり、

帰りには教育委員会の方はニコニコになってい

ました。神さまって、すごいですね！」との報

告でした。

　神さまの恵みと祝福は素晴らしいですね。そ

の恵みと祈りの中で、ホームスクーラーの親た

ちが、日頃から、しっかりと備えをし、法的側

面や日常生活等、正確で真摯な説明や対応がで

きる準備は、大事ですので、ぜひ、対応法につ

いて、熟読をお薦めします。

　もちろん、感情的な体罰等は厳禁です。面会

請求等に課題もあります。しかしこのような悲

しい、暗闇に向かっていく時代は、ひるむこと

なく、いよいよ多くの人々のニーズにこたえ、

聖書が教える教育の秘訣や、キリストの福音を

分かち合い、すべての皆さんを助け、サポート

していく使命と特権の時代でもあります。聖書

と親の愛情に基づき、ホームスクーリングマイ

ンドで育まれた子どもたちが、いよいよ世の光

となって輝き、希望を与え、隣人に仕え、国際

社会に貢献していく時代です。私たち親もさら

に心を引き締め、ますます親としての成長を求

め、主に祈り、より頼むことに励み、闇の深まっ

ていく世界に光を放っていく、希望とミッショ

ンの時代到来だと思います。聖書に「望みを抱

いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい」

（ローマ 12:12）とある通りです。神さまの恵み

とあわれみと祝福をひたすら求めていければと

思います。

備えとチャンスのとき

　そうした中で、今年のチア・コンベンションは、

HSLDA（ホームスクーリング法的擁護協会）マイ

ク・スミス代表の推薦で、HSLDA カナダ代表のジェ

ラルド＆ベバリー・ヒューブナーさんご夫妻の

来日が決定しました。ご夫妻は、世界各地のホー

ムスクーリングムーブメントをサポートしてこ

られました。この数年も、ホームスクーリング

の盛んなブラジル、ロシア、また今、拡がりを

見せている東ヨーロッパを駆け巡り、サポート

に尽力されています。2020 年にフィリピンで開

催予定のホームスクーリング国際会議（HSLDA 主

催）でもカナダ代表の実行委員を務めています。

世界のホームスクーリングの法的ネットワーク

をしておられる方が、日本でのホームスクーリ

ングを強力にサポートしてくださいます。この

タイミングで、このような国際的なネットワー

キングをし、多くの皆さんを励ましている講師

を送っていただけることは、神さまの恵みだと

思います。

　ヒューブナーご夫妻が今年の講師に決定した

というニュースは、世界のホームスクーリング・

リーダーたちに、すぐに知れ渡りました。講師

として二度来日され、日本の状況をよく知るイ

スラエル・ウェインさんからも、間髪を入れず、

「ジェラルドとベバリーは、きっと感動と最高の

情報を提供してくれるよ！」と励ましのメッセー

ジが届きました。マイク・スミス HSLDA 代表か

らの、「今、日本に送りたい講師？　真っ先に浮

かぶのはジェラルドたちだ！」との推薦の言葉
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も含め、知日家の皆さんからの推薦・励ましは、

とても感謝でした。

　また、コンベンションで近年、特に好評の「OB/

OG、ユース＆保護者セッション」としては、お母

さんとして子育てに集中し、子どもたちが巣立っ

た後にハリウッドで活躍するようになったゴスペ

ルシンガーの Junko を迎えます。Junko は、25 年

あまり、一緒に伝道活動をさせていただいていま

すが、チアの DVD・映像等には、ほとんどすべて

と言っても過言ではないほど、優れた楽曲を提供

してくれています。ロサンゼルスのスタジオで、

ユーミンら日本のトップシンガーのバックコーラ

スも務める一方、大手のクリスチャンレーベルか

ら、全米展開の話もありましたが、子育てに集中

していました。子どもたちが巣立った頃に、今、

世界の若者たちに人気の高い、テーラー・スウィ

フトのミュージックビデオに出演し、娘さんが「マ

マが出た！」とビデオを転載したら、ヒット数が

100 万件を超え、ハリウッドからの仕事も多数、

舞い込むこととなりました。今回も、讃美と共に

「神さまのとき」と題して、神さまの御手の中で

開かれていくミッションの証しをしてくれます。

実社会でクリスチャンとして輝くために　
　明泉学園で教職希望ホームスクーラーに　　
　インターン研修も

　さらに、日本で最大規模の幼稚園（園児数 1300

名）と、卒園生 1700 名の英会話スクールを経営

する宮城明泉学園長のダニエル・ファンガーさん

を迎えます。ダニエルさんは、マイクロソフト社

のゴールデンパートナー等として日本、中国、イ

ンド等での展開を始め、アメリカやロシア・アジ

アほか、世界各地で「英語教材 GrapeSEED」や、

コンピューターソフト等の企業展開を拡げるグ

レープシティ社の会長でもあります。

　講演では、「実社会で輝くために　―　神さま

から教えられた今なすべきこと・教えるべきこと・

心に刻むべきこと」と題してお話を伺います。ま

た、明泉学園では、将来、幼稚園教諭を目指す人

のためのインターンシップ（1 カ月～）をはじめ、

清掃などのサポート業務を担当するインターン（1

年以上）としてチア・メンバーの訓練生（15 ～

24 歳程度。定員あり）を迎える案も検討されてお

り、その話もしてくださいます。

　このインターン研修は、日本のホームスクー

ラーを助けたいとの思いから、考えてくださった

特別な計画です。宮城明泉学園は、少子化の中で、

約3000名の園児・生徒数という現況が示すように、

地域で特別な支持を集めている学園です。プリミ

アスクール（英語イマージョンクラス）の入園希

望者は 3年後まで予約でいっぱい、出産と同時に

ドイツ、ブラジル、ロシアで開催されたホームスクーリング世界大会実行委員会の皆さん。
HSLDA マイク・ドネリー弁護士（白馬 2016 講師）、デボラ・ベル女史（白馬 2014 講師）、
今回のジェラルド・ヒューブナ―HSLDA Canada 代表（前列左から３人目）。この世界大会にチア・にっぽんも
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入園予約に来られる保護者も

いるほどです。学費は地域で

一番高いのですが、職員数は

260 名を数え、広大で緑にあふ

れ、馬・ロバほかたくさんの

動物たち、聖書に基づく教育

と英語教育、スタッフの姿勢

等が高く評価されて 53 年にな

ります。

　ダニエルさんによると「人

格形成と高い技能の習得にお

いて、幼児教育は大変重要で

す。そのことを体験的に知って

いただける企画だと思います」

とのことです。このような言

わば、トップ企業での訓練で

す。国内プロ野球やメジャー

リーグがシーズンに備えて行

う、スプリングキャンプやオープン戦、育成リー

グのような、社会人のプロフェッショナル養成の

場であり、私も同感で、とても良いチャンスだと

思います。

　これまでのチアの 19 年の歴史の中で何人かが

希望し、選抜に合格し、明泉幼稚園やグレープシ

ティ社等で、3 ケ月から 1 年あまり等のインター

ン研修をさせていただいたりしました（誰でも、

また何十人でも入れるというわけではないので、

熱意や応募人数等をポイントにした選抜試験があ

ります）。その後は明泉やグレープシティに就職

ということが目的ではなく、それぞれが希望する

実社会に出て、インターン中に学んだ経験を活か

し、全国各地で羽ばたいています。

　ティーンのインターン受け入れといっても、そ

の間のマネージメントの責任もあり、受け入れ側

は、大変な仕事となります。チアとしては、本当

に深く、感謝している次第です。たとえば、私た

ちが若者を 1 週間預かり、寝泊りさせて訓練する

といっても、大変な労力だと思います。しかも、

それを実際の企業や学園の現場で向かえてくださ

るわけです。現場には未信者の保護者や園児たち

がおられるわけで、緊張感にあふれ、インターン

だからとの言い訳は通用しません。そのような実

践の現場で、また日頃、聖書をベースにした寮生

活の中で、１ケ月～ 1 年（予定）の勤労の訓練を

受けられるのは、大変、感謝な機会だと思います。

詳細は、ダニエル園長のセッションで話される予

定です。可能性を示される親御さん、ティーンの

皆さん、こぞってご参加ください。教職等には導

かれてない皆さんも、長年、多くのスタッフを抱

えた経営者、伝道者、そして父親として歩まれて

いるダニエルさんが神さまに教えられている洞察

には、学ぶ点が多いのではと思います。このチャ

ンスを活かしてくださったらと思います。

0 歳児から参加（預かり）できる、
のべ 7000 名の子どもたちが推薦する
チルミニほか

　コンベンションでは、0 歳児から参加でき、こ

の 20 年参加された、のべ 7000 名あまりの子ども

たちが推薦するチルドレンミニストリーがありま

す。今年は、伝道先の沖縄からチルミニスタッフ

の皆さんがかけつけてくださいます。また、80 余

りの基調講演・分科会ほか、励ましとチャレンジ

いっぱいの 20 年目のコンベンションになりそう

です。どなたでも大歓迎です。まずはパンフレッ

トをご覧くださり、ぜひ、お早めにお申し込みく

ださい（早期申込特典あり）。皆様へのますます

の祝福を祈っています。「父の心を子に向け、子

の心を父に向けて」（マラキ 4:6）。チア・コンベ

ンションでお待ちしています。

動物も緑も聖書もいっぱい！ダニエル・ファンガー宮城・明泉学園園長と園児たち
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師。一昨年、7 年間勤めたシーホークスを退き、

牧師となりました。シーホークスの前は、強豪の

南カリフォルニア大学（USC）で 11 年間、コーチ

を務め、USC も全米チャンピオンに導きました。

早稲田大学アメフト部の臨時講師も引き受けてい

ます。アメリカの TV 番組のインタビュー等でも、

キリストの良い証しをされていました。日系人が

プロ・大学アメフトで活躍した前例はほとんどな

く、18 年にわたり、世界のトップチームのコーチ

を務め、その中でキリストをしっかり証しされて

いて、素晴らしいなと私の心に残っていました。

そのロッキー氏は、一昨年に引退し、牧師となら

れました。

　今回ロッキー氏の件で連絡をくださった三尾圭

さんは、ロッキー牧師や NFL（アメリカのアメリ

カンフットボールのプロリーグ）を取材され、国

際スポーツカメラマンとして、メジャーリーグや

フィギュアスケートの世界選手権、NBA ほか、世

界のスポーツの最前線を取材されています。東京

での伝道集会の開催会場を探しておられ、約 20

年ぶりに連絡をいただき、引き受けました。三尾

さんもクリスチャンで牧師等目指していました

が、神さまの不思議な導きで、スポーツカメラマ

ンを通して、キリストの栄光を伝えていく道に導

かれています。アメフトで日大と関学大の事件が

ありましたが、三尾さんが記事を発信し、その後、

大手メディアが次々と取り上げ、社会的な事件と

なっていったとのことで、レスリングやフィギュ

アスケート、あるいはスポーツを超えた、いろい

ロッキー瀬藤牧師（前 NFL シアトル・シ―ホークスコーチ）

NFL スーパーボール優勝コーチから聞いた
子どもたちを世界のトップに伸ばす秘訣

　約 15 年間、全米のアメリカンフットボールの

トップチームでコーチをされたロッキー瀬藤氏ら

の伝道集会のお手伝いをする機会が与えられまし

た。インタビューの時間をいただき、全

米優勝チームをコーチした体験から、選

手（子どもたち）を世界のトップに伸ば

す秘訣を聞きました。

　「選手（子どもたち）が上達すること

をコーチ自身が信じ続けること。それが

スーパーボールで全米優勝を導いた秘訣

（スーパーボールとは、アメフトのプロ

チームの年間 N0.1 を決する決勝戦。全

米では、その日、家に集まって皆で TV

観戦するのが伝統行事になっているほど

注目される）」との答えに、なるほどと

思いました。

　アメリカのスーパーボールでシアト

ル・シーホークスを全米チャンピオンに

導いた、日系人コーチのロッキー瀬藤牧 撮影／提供：三尾圭（国際スポーツカメラマン）
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ろなパワハラ問題に光が当たる結果に、用いられ

ていきました。今回は、日本のアメフトの関係者、

選手たちを慰め、励ますミッションのため、理事

会、各大学関係者とのコーチングセミナーを開催

され、また、教会では伝道集会を開くこととなっ

たそうです。そうした中、チアとしても、プログ

ラムの演出、準備やタイムキーピング等もお手伝

いさせていただくこととなりました。

　当日は、日本人としては稀有な、NFL のテネシー・

タイタンズでチア・リーダーとなった Sayuri さ

んも証しされました。タイタンズのチア・リー

ダーにはクリスチャンたちが多く、彼女たちの愛

や、試合前のキリストへの祈りに触れ、小さいこ

ろに日本で聞いた福音を思い出し、洗礼を決心さ

れたとのことでした。また、今回のチア・コンベ

ンションに来てくれるJunkoの讃美らに合わせて、

ゴスペルダンスもありました。会場には入りきれ

ず、地下でビデオ上映も開催されました。そうし

た伝道企画に、チアが応援を頼まれ、教会をお借

りするサポートをし、午前と午後の演出、プログ

ラム準備のサポートや当日の進行（午前中は息子

のジョセフと一緒に、タイムキーピングの手伝い）

等を行いました。

神のまなざしで子どもたちを見続ける

　そうしたヘルプをさせていただいたこともあ

り、前々日に 2 時間あまりの単独インタビューの

時間をいただきました。

　「まず、コーチ（親）が信じること」。これは良

いアドバイスだなーと思いました。神さまのまな

ざしですね。

　ダビデ王は、神が人間を素晴らしく創造したこ

とを讃え、「あなたは私に、奇しいことをなさっ

て恐ろしいほどです」（詩篇 139:14）と讃美しま

した。神さまは恐れるべきほどに、私たちの子ど

もたちを創造してくれています。それがすぐに芽

を出しても、まだ出てなくても、最大のコーチで

ある親は、その恐ろしいほどの子どもの可能性を

「信じる」必要があるわけです。

　親はすごくがっかりしがちです。焦りがちです。

ジョセフの野球を練習していると、コーチ陣や親

たちから、「前に教えただろう、何でできないん

だ！」と怒声が響きがちです。何か意図的な悪さ

をしたなら、しつけや厳しい矯正は必要です。で

も子どもが一生懸命やってできなかった時やエ

ラーしたとき、コーチも親もがっかりして怒った

りしがちです。コーチも親も子どもに一生懸命、

熱心に教えてきたから、ついつい怒ってしまいま

す。でももし子どもが一度や二度習って、すぐに

完璧にできるとしたら、みんなすぐにメジャー

リーガーになってしまいますよね。怒鳴られた子

どもは萎縮し、固くなり、混乱し、ますますでき

なくなり、「自分はダメなんだなー」と思ってし

まいがちです。そうして「奇しいことをなさって

恐ろしいほど」すごい、子どもに与えられている

可能性を親が見失うと、子どもにも連鎖して、結

局、つぶしてしまうことになりかねません。そん

な一瞬の心の迷いが自分にもあったので、ロッ

キー氏の「コーチ（親）が選手（子ども）の成長

を信じること」との言葉を聞いて、本当に大事だ

なと痛感しました。

　イエスさまは、百人隊長の信仰をほめ、「あな

たの信じた通りになるように」（マタイ 8:13）と

送り出し、百人隊長が願っていた部下のいやしが

ゴスペルシンガー　Junko。
テーラー・スウィフト（セールス 1 億 7500 万枚）の
ビデオに出演！



 CHEA NEWSLETTER 174 号 7

成就しました。親も子どもたちの可能性、また、

与えられている神さまからの使命を、日々、ど

う信じ続けるかが大事だなと思いました。

東村山の野球チームにて

　それで次男ジョセフ（10）が昨夏からお世話

になっている東村山市の野球チームの親御さん

にも練習後のミーティングで話しました。「み

んな自信もってやって。全米トップに導いた

コーチと昨日、話した。全米で優勝した秘訣は

何かと聞いたら、コーチが選手の成長を信じる

ことだと言ってたよ。聖書では、神さまがみん

なにすごい可能性を与えてると教えてるよ。す

ぐに結果が出て、今日、うまくいった人も、今

日は結果が出ず、悔しい思いをしてる子も。み

んなに可能性ある。コーチも親もみんなの成長

を信じてるよ。みんなも自信もっていこう！　

ぜひ、焦らず、完璧主義にならずに努力を続け

よう！」。その後、チームの代表の方が話す順

番となり、「僕もみんなが必ず伸びること、そ

して最強のチームになることに自信もってる

よ」と話してくれました。

　ちなみにジョセフですが、入部から 7 ケ月が

経ち、練習試合では、ファーストや代打等で出場

し、活躍できるようになりました。昨年、7 つの

大会で優勝した強豪チームで選手層も厚く、その

環境で試合に出してもらえるようになったことは

神さまの恵みです。次々と優れた指導者たちや協

力者たちが与えられたり、ホームスクーラーの特

権で、フレキシブルに自主練習ができることも、

神さまの祝福のお陰です。監督、コーチたちから

は「来年は 4 番・ホームランバッターになる」と

励まされ、張り切って練習を重ねています。う

れしいことにチームメート 2 人からこんなコメ

ントいただきました。「お母さん、うちもクリス

チャンになって、ホームスクーリングしようよ！」

「ジョセフはいいな。俺もホームスクーリングし

たいよ。それで自由に思いっきり、野球の自主練

したいよ」。引き続き、祝福をお祈りください。

弱小チーム・広島カープを初優勝に
導いた男の言葉
　キリストにあるホームスクーラーの自信と使命

　まもなく、野球シーズン開幕。昨年もリーグ優

勝をし、三連覇を果たした広島カープは、今年も

強そうです。このチームは、大企業が経営者であ

るほかのチームと異なり、広島市民がお金を寄付

して経営している球団です。資金難が続き、万年

B クラスか最下位争い、弱小チームとして自他と

もに認めていたチームでした。

　ところが、創設 26 年目の 1975 年に初優勝しま

す。NHK のドキュメンタリー番組アナザーストー

リーズ「広島カープの奇跡―弱小球団 30 年目の

革命」を見る機会があり、感動しつつ、ロッキー

元コーチや聖書と重なるなーと思いましたので、

少し分かち合わせていただきます。

　原爆で街も心も打ち砕かれ、希望を失っていた

広島市民の希望の砦と言われたカープの初優勝。

それは、戦中・戦後の多くの広島の皆さんにとっ

て、忘れられない強烈な励ましを与えた出来事と

言われているそうです。

　なぜ、カープが勝てたか？　その第一の理由は、

メジャーリーグから来たルーツ監督が、「君たち

神さまの栄光を現せますように！　元メジャーリーガーや
元西武ライオンズのコーチ陣も与えられて、特訓中！
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は必ず優勝できる」と選手、コーチを覚醒し続け

たことだと分析されています。「優勝は巨人がす

るものと選手たちは誰もが信じていた」（衣笠祥

雄）という時代です。当時、12 球団で一番の猛特

訓をしていたけれども、当時の選手たちには「負

け犬根性」が浸透し、結果が出ませんでした。　

　1 年間、広島でコーチを体験したルーツ監督は

「君たちは優勝できる」と選手に絶対の自信を持

ち続け、根拠を示し続けたとのことです。

　公式戦が始まり 1 ケ月、（監督就任後、約 5 ケ

月）、「選手を奮起させるために」とルーツ監督は、

微妙な判定に猛抗議を続けます。アメリカと文化

の違う審判たちや球団代表とぶつかり、ルーツ監

督は辞任し、帰国。しかし、チームはその後も躍

進を続け、初優勝します。

　「君たちは勝って、広島を明るくする使命と責

任があるんだよ」。このルーツ監督の言葉は、外

木場義郎、山本浩二、衣笠祥雄といった、後のプ

ロ野球界を代表する、でも、1975 年の春までは、

ほとんど無名だった選手たちの心に残り続けまし

た。そして、球団創設 26 年目の初優勝。

　30 万人もの人々が集まった優勝パレードの時に

は、原爆の病で亡くなった人々の遺影を持った大

勢の人々が、道路にひざまずき、「おめでとう！」

ではなく、「ありがとう！」と選手や監督たちに

お礼を言って頭を下げたそうです。それを見た選

手たちは、もはや「野球」を超えた強い感動と涙

に震えたとのことでした。

　クリスチャン、特にホームスクーラーに接する

親たち、私たちはキリストにあり、子どもたちの

成長への確信、自信を今以上に持ち続ける必要が

あるのだと思います。現状はどうあれ、託されて

いる子どもたちに、まず私たちが望みを抱き、喜び、

患難に耐え、絶えず、キリストの恵みとあわれみ

を願う祈りに励む必要があるのだと思います。

　そして、キリストの赦しとあわれみと恵みの中

に、崇高な使命と責任が与えられていることを

心に刻み続ける必要があるのだと思います。闇に

向かっていく日本人、世界の人々に福音の希望を

持っていく使命が与えられています。そして、子

どもたちは特別な可能性を、恐れるばかりの奇し

い可能性を持っている、その子どもたちの成長を

楽しみに、今日も歩んでいくことを神さまは喜ば

れるのではないでしょうか。

まだまだ、ここから！

　ホームスクーラーたちの今春の合格の知らせ、

不合格の知らせ、感謝の中にいただきました。ご

報告ありがとうございます。まだの方はぜひ、お

願いします。全国の次世代の皆さんのためにも、

報告データは役に立ちます。

　努力を重ねた、どの結果にも神さまの御手と将

来と計画のあることを思い、祝福を祈ります。「望

みを抱いて、喜び、患難に耐え、絶えず祈り」（ロー

マ 12:12）を重ねていければと思っています。あ

るお母さんが「大変、お世話になりました。これ

で卒業です。さようなら」と言われました。でも

私は答えました。「まだですよ。大学に入ってか

ら、社会に出てから、これからが肝心だから。も

ちろん、形は変われど、親御さんの役割は終わっ

てないです。これからです。それから、親御さん

の、OB/OG の次世代のホームスクーラーたちへの

サポートが、これからのホームスクーリングを通

してのキリストのムーブメントの鍵ですよ。アメ

リカのように OB/OG の親御さんのボランティア

が、大きな牽引力になっていきますよ」。その方は、

コンベンションにも来てくださいます。それで現

役、また、卒業と思われる皆さん、すべての皆さん、

これからもお祈りとサポート、ご参加をよろしく

お願いします。

　来る 20 年目のチア・コンベンション、神さま

の恵みとあわれみの中で、今年も大いに祝福され

ますよう、どうぞよろしくお願いします。

　皆様へのイエスさまからのますますの祝福を

祈っています。

　　　　　　　　　感謝しつつ

　　　　　　　　　　　　稲葉　寛夫
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　 　 　 大 阪 ： 5 月 3 1 日 （ 金 ）・ 6 月 1 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 7 日 （ 金 ）・ 8 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　830 名！　講師約 35 名、約 80 の基調講演・分科会！

★  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 2019

 主講師：  ジェラルド・ヒューブナー   Gerald Huebner
                          ベバリー・ヒューブナー  Beverly Huebner

                       

　　＊参加費、お申込み用紙等、詳しくは、同封のパンフレットをご確認ください。
　　　お問い合わせは、チア・にっぽん事務局まで→ office@cheajapan.com　www.cheajapan.com



10 CHEA NEWSLETTER 174 号 

　 　

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

　カナダのマニトバ州にて、2 人の子どもをホームスクーリングで育て、現在は 4 人の孫をホーム
スクーリングする祖父母。カナダの州や国レベルで 30 年間、ホームスクーリングのリーダーシッ
プをとる。カナダの HSLDA（ホームスクーリング法的擁護協会）の代表であり、Canadian Centre 
for Home Education の議長。マニトバ州政府の役員・管理職として、約 37 年働いた幅広い経験も
持つ。妻のベバリーと共に、最初は 1 年限定でホームスクーリングをスタートしたが、2 人の子ど
もを教える喜びと挑戦は高校まで続くこととなった。その後、州、国、そして国際レベルでホーム
スクーリングのリーダーシップをとる。これまでカナダや海外 12 カ国で講演し、ホームスクーリ
ング家庭を励ましている。
　ベバリーも、講演者として一緒に各地で講演。ベテランのホームスクーラーママ＆おばあちゃん
としての知恵と経験は、どこに行ってもホームスクーラーたちに有益で好評。

　 　
推薦コメント！

「今、日本に送りたい講師？
真っ先に浮かぶのは彼らだ！」

マイク・スミス HSLDA 代表 /
弁護士

「ジェラルド達なら、きっと
感動と最高の情報を提供し
てくれるよ！」

イスラエル・ウェイン氏（コンベン
ション 2009、白馬 2016 基調講演講師）
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                   ＜基調講演　Keynote ＞

ジェラルド＆ベバリー夫妻 (Gerald & Bev. Huebner）

■「我が家のホームスクーリングの旅路」
　　Our Family Home Education Journey

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

■「なぜホームスクーリング？」
      Why Home Education?

　ホームスクーリングは、学問や社会性、将来に
向けた準備など、様々な面で大きなメリットがあ
ります。そのため、今や世界中の多くの家庭がホ
ームスクーリングを選択しています。学校という
システムの中での悪影響から子どもたちを守りた
いという理由から始める家庭も多いですが、実際
には、積極的なメリットをたくさん提供できる教
育環境がホームスクーリングなのです。特に、子
どもたちとのきずなを築き上げ、キリストへの信
仰を引き継いでいけることが、有意義なメリット
の一つです。
　そうしたホームスクーリングのメリットに焦点
を当て、各家庭においてどのように成就させてい
くかお伝えします。

　　　　　＜分科会　Workshop ＞

ジェラルド＆ベバリー夫妻 (Gerald & Bev. Huebner）

■「大器晩成―焦って急ぐより、遅れても、じっ
くり取り組むほうが大切」
　Better Late than Early -  a different view on 
“early childhood education”

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

■「ホームスクーリングにおける祖父母の役割」
　Grandparents’ Role in Supporting Home 
Education 

　祖父母は、孫がホームスクーリングで育てられ
ていることを知ると、心配し、多くの疑問を抱く
かもしれません。この分科会では今や祖父母とな
ったヒューブナー夫妻が、祖父母の皆さんや、祖
父母の関わりについて考えたい皆さん、また将来、
祖父母になるであろう皆さんを対象に語ります。
ホームスクーリングに関して祖父母が抱かれるで
あろう質問（「うまくいくのか？」「社会性は？」「合
法か？」）について情報を提供し、祖父母という立
場からどのようにホームスクーリングを助け、励
まし、干渉するのではなく支援するかといった実
践的なアイデアをお伝えします。
 
ジェラルド氏（Gerald）

■「『混迷する世界でリーダーを育てる』という課
題に取り組む　パート１　ネヘミヤとヨシヤから
の教訓　ホームスクーリングの利点」
　Taking on the Challenge “Raising Leaders 
in a Mixed up World” – Part 1 – lessons from 
Nehemiah and Josiah – The Home Education 
Advantage –

　この世は混迷を深め、かつてないほど暗闇とな
り、希望も見出せません。事実、現代社会の日常
には様々な脅威があり、子どもをキリストにあっ
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て強く、敬虔な大人に育て上げることを妨げてい
ます。これらの脅威は深刻であり、憂慮すべきで
す。21 世紀社会の現実を探り、様々な混乱と懸念
に対する見通しをお伝えします。また、親ができ
ることや、クリスチャンのホームスクーリングが
これらの脅威に対抗して、どうしたら重要な利点
を提供できるのか、その方法を探ります。ホーム
スクーリングは有益ですが、もちろん簡単ではあ
りません。現代文明の中で、どのようにして子ど
もたちを敬虔なリーダーに育てられるのでしょう
か。ネヘミヤとヨシヤの歩みから考察します。

■「『混迷する世界でリーダーを育てる』という課
題に取り組む　パート２　バビロンへの備え：混
迷する世界でダニエルのようなリーダーを育てる
　ホームスクーリングの利点」
　Taking on the Challenge “Raising Leaders 
in a Mixed up World” – Part 2 – Preparing our 
Children for Babylon - Raising Leaders like Daniel 
in a Mixed-Up World – The Home Education 
Advantage –

　パート 2 では、引き続き今日の世界における重
大な脅威への対処法をお伝えします。ダニエルを
見ながら、バビロン捕囚時代と現代の驚くべき共
通点を探ります。また、どのようにしてホームス
クーリングを継続していくのか、どうすれば家庭
や子どもたちの生活の中でホームスクーリングの
実が結ばれていくのか、という課題も扱います。

■「ホームスクーリングを選択する自由をかけた
闘い：実際に闘いはあるのか？」
　The Battle for the Freedom to Choose Home 
Education - Is there a really a battle?

　私たちは自由な世界に住んでいるのではないで
しょうか。この分科会では、ホームスクーリング
を展開する上での現実の脅威と、それらが皆さん
にどのような影響を与えているかを説明します。
保護者がホームスクーリングを選択する自由は、
世界中で重大な攻撃を受けています。世界中の多
くの地域で、ホームスクーリングの権利を向上さ
せるために行われていること、親の自由をかけた
闘いについて情報を提供し、それが皆さんにとっ
て何を意味するのかを説明します。また、自宅や

世界中で起きている闘いの解決についてもお伝え
します。

■「ホームスクーリングにおける父親の役割」
　The Father’ s Role in Home Education
　
　ホームスクーリングにおける父親の役割とその
重要性を再認識し、奨励します。忙しさやプレッ
シャーに満ちた人生の中では、父親は最も重要な
ことを見失ってしまいがちです。父親の皆さんに
励ましを与え、父親の誤った虚像を打ち壊し、十
分に責任を果たしていないという罪悪感を解消し
ます。どうすれば父の役割を果たせるか、実践方
法も提示します。ホームスクーラーダディによる
ホームスクーラーダディのための分科会です。

ベバリーさん（Beverly）

■「母から母へ」Mom to Mom

　ホームスクーラーママの皆さん、ぜひ参加して
共に分かち合いましょう！ベテランのクリスチャ
ン・ホームスクーラーママであり、今ではホーム
スクーラー グランマとなったベバリーが、ホーム
スクーリングと家事の膨大な責任をこなす母親の
皆さんに、励ましとチャレンジを与えます。神さ
まの助けがあれば、ホームスクーリングはうまく
いき、やる価値があり、こなすこともできます。
参加者同士で簡単に経験を分かち合い、互いにサ
ポートし合う時間も持つ予定です。

■「学習スタイル」Learning Styles

　子どもたちはどのように学ぶでしょうか。2 人
以上の子どもをホームスクーリングすれば、子ど
もたちが同じようなスタイルで学習しないことに
すぐ気が付くでしょう。この分科会では、私たち
が神さまに導かれて行ってきた様々な学習スタイ
ルを分かち合い、その長所を使ってどのように子
どもたちに学ばせ、弱点に取り組んでいくか、最
善の教え方を探っていきます。
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「実社会で輝くために　
　　　　神さまから教えられた今なすべきこと・教えるべきこと・心に刻むべきこと」

　ダニエル・ファンガー　宮城明泉学園園長　グレープシティ社会長

　園児数約 1300 人と日本で最大規模の幼稚園、宮城・明泉学園。
卒園生対象の英会話スクールなどには約 1700 人が通います。そ
の明泉学園園長であり、日本・アメリカ・中国・インドなどにま
たがるグレープシティ社の会長を務めるダニエル・ファンガーさ
ん。伝道者、3 人の子の父親としての顔も持ちながら、実社会で
稀有の体験をしておられます。チア・にっぽん、そして全国のチャー
チ＆ホームスクーラーたちを 20 年に亘って、応援してこられま
した。
　ご自身の体験、神さまから教えられたポイントをベースに、実
社会で輝く秘訣、ユース世代が今なすべきこと、その親たちが今
教えるべきこと、両者が心に刻むべきことを分かち合います。明
泉学園では、ホームスクーラー向けに、1 年間のインターン研修
プログラムを始める予定です。セッション中で、その情報も分か
ち合ってくださいます。

OB/OG・ユース＆保護者セミナー
「神さまの時　－子どもたちを巣立たせてから、ハリウッド＆ポップ界が開かれた－」

Junko　ゴスペルシンガー
　25 年に亘り音楽ミニストリーを行ってきた Junko は、最近
ハリウッドに進出。テイラー・スウィフト（アメリカのシンガー
ソングライター。全世界のトータルセールスは 1 億 7500 万枚
以上）のミュージック・ビデオ「Delicate」に出演しました。
これを契機に、様々なハリウッドの仕事が入ってきています。
サドルバックチャーチのワーシップリーダーとして頑張ったも
のの、子育てを最優先した Junko が、いかにして新しい伝道
の場へと主によって導かれたかをお話しします。
　Junko は、長年、チア・にっぽんのビデオ作品にも多数の楽
曲を提供、日本のホームスクーラーたちをロサンゼルスから応
援してきました。キリストの光を放つ者として、あらゆる機会
を探し求めるよう皆さんにチャレンジします。
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大 阪 宿 泊 情 報

★大阪国際ユースホステル（会場内）

（4 月 26 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
お願い致します。）

　【6 名 1 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
（3 歳以下の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

　※ 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。

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 24 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致しま
す。） 

   【4 名 1 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 3,510 円
　　　　　　　２泊６食 7,020 円
        
　【シャワー付き個室】
　　●宿泊費：１泊３食 5,210 円
　　　　　　　２泊６食 10,420 円

　※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（1,670 円）が必要です。

　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！こぞってご参加ください。

（14 歳以上対象。13 歳もウェイティングＯＫ！各
会場 24 名限定、申し込み順となっていますのでお
早目にお申込みください。）
　　　　　　　　　　　　＊希望者は事務局まで

★　ＬＩＴ　★
（リーダーズ・イン・トレーニング）

　5 月 7 日までにお申し込み＆ご入
金 い た だ い た 大 人 の 方 に、

『聖書 7』「聖書 10』『りか 3』『マガ
ジン 10 冊無料券』『チャーチ＆ホームスクーリング入門』『ちょっぴ

りホームスクーリング考えてます？』『神の知恵と親の情熱』『夫婦の
きずなを強めるために』『日英副読本』『DVD 聖書』の中から、いずれか
１つを、もれなくプレゼント！ 
　　　　　　　　　　　　＊券２枚で上記の教科書の教師用ガイドも OK ！
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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　★セイヤー家　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　★乾家　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　★棚田家　消しゴムスタンプ他　★
鶴巻愛実　ミサンガ　★セイヤー家　フィリピンの宣教企画　★森山家　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

                                                                                【コンベンション 2018】　

★桐山＆清野家　「いのちのパン」福音絵本の自主出版　★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』　★稲葉ジョセフ　こどもカフェ　★成瀬家　ヘアバンド　
ポーチ　★和田家　無料本　★市川喜也　韓国伝道報告　★竹橋光　ハンドメイドアクセサリー　
★塚本家　クッキー　★棚田伊作　消しゴムはんこ　★月城＆波場　クイズ大会  

自主企画、自由研究・工作展示も募集 !

スペースに限りあり！お早目に、チア事務局までお申し込みください！

第 10 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
 ■応募方法：必ず作品の裏に、氏名（フリガナ）、住所、学年、年齢、
性別、電話番号、E メール、絵のタイトル、その絵を描いた理由

（100 文字以内）、着払い返却希望の有無を書いて、お送り下さい。

 コンベンション会場で表彰式が行われます！作品はコンベン
ション、白馬セミナーの会場で展示されます！

第 8 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　
■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：2019 年 5 月 13 日（月）■送付先：東京都東村山市栄町 1-5-4-103 チア・にっぽん事務局
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～学校・教育委員会との接し方～
　　　話し合いのポイント

　　　　【面談アポ取り前の準備】

①保護者・子どものホームスクーリングへ

の理解・確信を固める

　聖書は、他人に教育を任せるのではなく、親・
祖父母が第一義的な責任を持って神を愛し、他
者を敬い、神と人に仕えていくことを教える責
任を命じています。朝も昼も夜も、道を歩く時
も家にいる時も、つまり 24 時間、繰り返し繰
り返し教えていく方法です。この教育の原点に
立ち返り、進めていくのがホームスクーリング
です。

　親が第一義的な責任を持つことは、教育基本
法 10 条にも明記され、憲法の理念にもかない
ます。最近では「多様な学習活動の重要性を鑑
みる」とした「教育機会確保法」でも確認され
ている基本的な学習環境です。欧米では 40 年
を経て、300 万人を超える子どもたちがホーム
スクーリングを実施し、実を結んでいます。神
と親との深い絆を土台に、優れた社会性を育み、
画一化・集団教育ではなく個別学習により、学
業、文化、スポーツにおいても、優れた実績を
残しています。
　日本での進路は弁護士、公認会計士、医師、
看護師、TV 局記者、教師、美容師、牧師、伝
道者、海外ボランティアほか、プログラミング
の世界大会での優勝など、活躍は多分野に広が
っています。
　親の犠牲、周囲の支援、聖書の理念に基づく

子どもたちへの最高の教
育環境であるホームスク
ーリング。そのサポート
を目指すチア・にっぽん
が 2000 年に発足して以
来、豊かな実が結ばれ始
め、日本での理解や法整
備も一歩一歩広がってき
ています。

②準備が肝心！子ども

たちの魂と未来のため

に、マガジン 43 号～

46 号を熟読！

　「教育機会確保法」を約
3 年間にわたり特集した
チア・マガジン 43 号～
46 号のほか、ニュースレ
タ ー 173 号（2019 年 1
月号）の関連記事をもう
一度全部、丁寧に読み直
すことをお薦めします。
30 数名の国会議員、元文
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科大臣、副大臣、文科省等の皆さんらと、のべ
50 回を超える個人面談をした時のやり取りは、
基本的に学校・教育委員会からの質問＆答え方・
対策と重なります。
　2018 年 12 月に衆議院議員会館で開催され
た超党派フリースクール等議連総会では、「教
育機会確保法は、まだ学校・教育委員会の皆さ
ん方にも認識・周知・啓発が十分でない」と指
摘されていました。総会ではチア・にっぽんか
らも実情をレポートさせていただき、「チア・
マガジン」等で事前に学習してプレゼンした場
合は、しっかりと理解を得ていることを伝えま
した。
　チア・マガジン等には、「教育機会確保法」
や「ホームスクーリング」についてどのような
説明をすればよいのか、十分な事例や模範解答
が多角度から、詳細に記述されています。既に、
実を結んでいる武器、理論的なリソースを用い
てください。
　実際に、議員の皆さんらとの個人面談におい
ても、また法案に関するチア・にっぽん微調整
案をプレゼンした際も、理解と共感をいただき

ました。法案の審議過程においても、「チア・
にっぽんからの提案で教育機会確保法の条文が
一部修正された」と、国会議員、文科省の皆さ
んから伝えていただきました。憲法や、40 年
を超える歴史を持つ海外の事例を踏まえ、また、
日本での 20 年にわたるホームスクーリングの
実践に基づいたプレゼン方法です。
　こうした記事をしっかりと読み込み、学習す
れば、ホームスクーリングや「教育機会確保法」
について、学校・教育委員会の皆さん方にしっ
かりプレゼンでき、リードできるレベルになれ
ます。子どもたちの魂の獲得と育成のために最
高の教育環境を確保し、継続していくために、
事前学習は必須です。ぜひ、時間をかけて、じ
っくり読み直し、まず保護者の皆さんが理解を
深め、整理し直し、第三者にプレゼンできる準
備を整えてくださればと思います。

③持参すべき資料と教材等の準備

（1）ホームスクーリングがよく分かるパッケー
ジ　2 セット（チア・マガジン「教育機会確保
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法特集号（43/44/45/46 号）」、チア企画イベ
ントのパンフレット（コンベンション・サマー
キャンプ・白馬セミナー）、国会議員・文科大
臣らの写真入りチア封筒、国会議員向けホーム
スクーリング資料等）
※このパッケージは、教育委員会、また学校側
に 1 セットずつプレゼントされると、今後のた
めに一層、効果的です。

（2）実際に用いる予定の教材（聖書に立つ教科
書シリーズ、公文・ベネッセ・GrapeSEED ほ
か各家庭で選択した教材）

（3）子どもたちの写真アルバム（日頃の家族と
の様子・活動、スポーツクラブ、音楽、塾等で
の活動、チアの企画への参加等、健全でアクテ
ィブな日常の様子が分かる写真）

④教育委員会・学校との面談スケジューリ

ング

　保護者の確信を再確認し、上記の準備を進め
た時点で、教育委員会、または学校長にホーム
スクーリング実施の連絡をし、面談スケジュー
ルを調整します（既に就学中の場合は、まず担
任の先生に連絡。普通は、教育委員会）。

７２０名の国会議員にチア・マガジン教育機会確保法特集号、元文科大臣ら５名の推薦文らと共に
贈呈！このセットや封筒等は、「ホームスクーリングよくわかるパッケージ」として、教育委員会
の皆さんとの面談等でも用いられています
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　教育委員会との面談終了後、学校長との 2 回
目の面談が提案されるケースもあります。その
面談には、母親だけでなく、両親が一緒に出席
できるスケジュールを選択ください（シングル
マザーの場合は別）。両親が一致していること
が肝心で、強力です。傾向として、母親が先に
ホームスクーリングに目覚めるケースが多いで
すが、やはり父親が心から同意、サポートして
いることが、長い目で大切であり、第三者にも
安心感を与えます。
　　　　　
　　　　　　【面談の当日】

⑤ 2分で、プレゼン資料を並べる

　「本日はありがとうございます。まずは資料
を持ってきましたので、2 分ほど時間をくださ
い」と明るく、感謝を込めて接し、持参した資
料をテーブル等に並べる。
　（1）チア・イベントのパンフレット（表紙が
見えるように）、（2）国会議員に送ったチア封
筒（2 種類）、（3）30 数名の国会議員・文科大臣、
文科省の皆さんとの個別面談等を掲載したチ
ア・マガジン 4 冊（表紙がそれぞれ見えるよう
に）、（4）国会議員への資料、（5）教材・参考
資料、（6）子どもたちの写真アルバム等です。
マガジンは、進路、議員との面談のページ、社
会性についてのページ、元文科大臣ら 5 議員か
らのチアへの推薦の言葉（45 号）、超党派議連
でのチア・にっぽんの発言のページ等に、付箋
を貼り、そのページを開いておく。
　並べながら、相手に論理的・法的な根拠、全
国的な広がりを示し、ビジュアル的に実感して
もらう目的もあります。威風堂々、また福音を
知らせるチャンスとして喜びと感謝にあふれ、
自信を持って並べることです。コミュニケーシ
ョンの 3 つの原則を祈りつつ、準備します。①
こうした教育の真髄の情報を必要とし、日々、
尽力しておられる先方に感謝し、プラスとなり、
貢献できますように…②先方と良きコミュニケ
ーションが取れますように…③真理に立ち、強

い確信を持って伝えられますように…。この 2
分間をエンジョイください。

⑥感謝と敬意を込めて、簡単なあいさつ

　「今日は我が家の教育方針と実践のお知らせ
に来ました。お時間を取ってくださってありが
とうございます」。特に、「敵対」ではなく、感
謝と敬意と説明責任を果たす姿勢を示すことが
肝心です。「憲法・法律（教育基本法・教育機
会確保法）」と「“キリストへの信仰” や “聖書
への確信” に基づく愛」「相手の方々への敬意・
励まし」「謙遜さ」と「余裕」が大事です。
　ポイントは「お知らせに来ました」という言
葉です。「申請」ではなく、あくまでも「お知
らせ（アップデート）」を目的とし、「関心を持
ってくださるようであれば、分かち合いをさせ
ていただく」というスタンスで伺うのがいいの
ではと思います。申請だと「許認可」をもらう
みたいですが、別に認可がほしいわけではない
からです。
　そして短く「こんなに幸せで感謝していま
す！子どもも親も、もちろんこのまま継続して
いこうと思っています」という感じで伝えます

（冒頭のあいさつは 1 ～ 2 分。手紙ならば 3 行
ぐらいでしょうか。幼稚園の年齢から過ごして
きた様子、あるいはホームスクーリングを決意
してからの数カ月の様子）。
　「親子の絆」「学力」「社会性」「友だち」「し
つけ」「人格形成」「将来の目的意識」などが強
化でき、祝福され、実を結び始めていること、親・
夫婦としても反省しながらも成長できているこ
と等、コンパクトに話されることをお勧めしま
す。

⑦教育機会確保法と新時代の最先端・誠

実＆メジャー感を！

　⑤で机に並べた準備資料を説明し、概観をつ
かんでもらいます。
　チア・マガジン等を示し、教育機会確保法の



20 CHEA NEWSLETTER 174 号 

ポイントを簡単に説明しつつ、チアのイベント
パンフレット等を見せながら、全国的なネット
ワーキングの中で進めている状況、また進路先
等を伝えます。
　担当者の方は、法律の認識や文科省の通達に
ついて理解が不十分であるケースが、まだあり
ます。「この方々は、孤立して異様なことをし
ているのでは」といった懸念や心配、不安を、
いまだに多少なりとも持っておられるかもしれ
ません。
　マガジン・パンフレット等を提示してビジュ
アルなメジャー感を出し、数字や写真等で情報
提供し、「多様な学習活動の重要性を鑑みる」
といった教育機会確保法のポイントを解説し、
マイナー感や不安感、違法の意識等をまず取り
除けられればと思います。
　そのために、チア・マガジンや国会議員に送
ったチアからの封筒、コンベンション、サマー
キャンプ、白馬などのパンフを重ねて紹介し、
ビジュアル的にプレゼンすることをお勧めしま
す。「この親の子どもたちだけではないのだ」「我
が教育委員会の管轄区だけの特異な存在ではな
いのだ」ということを、まず実感してもらうこ

とです。「法律についても聞いたことはあるが、
詳しく知らないのは勉強不足だったかもしれな
い」「昨今、教育問題が激増している中で、こ
のような選択肢もありかもしれない。条文にあ
る通り、多様な学習の重要性を鑑みなければな
らない」と認識してもらえたら、とても感謝で
す。
　ホームスクーリング人口は、アメリカでは
200 万人と言われてきましたが、この 10 年で
さらに伸びているとのことで、現在は 300 万人
以上と言われています。具体的に示しながらプ
レゼンされると、教育委員会の皆さんも、一層、
安心されると思います。
　学校任せではなく、親の責任のもとに、いろ
いろなサポートを受けながら教育に励むとい
う、教育の原点に立ち返る動きが、世界的に、
そして日本でも広がっていること、日本でも法
的に環境整備が進んでいることをしっかり認識
してもらうことです。

⑧法律面での備え

　欧米では、ホームスクーリングは、日本の憲

多用な教育をめぐる「教育機会確保法」議連総会にて報告・提案する筆者（左端）
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法にもある基本的人権（11 条）、個人の尊重（13
条）、思想、及び良心の自由（19 条）、信教の
自由（20 条）、学問の自由（23 条）、教育を受
ける権利（26 条）らを根拠に、合憲、合法が
勝ち取られています。アメリカではホームスク
ーリング推進ウィークまで上下院で可決されて
います。国連子ども憲章でも認められ、親の持
つ自然権と見られています。日本でも、昭和
16 年まで、小学校令で認められていました。
　そして、今日の「教育機会確保法」では、「多
様な学習活動の実情を踏まえる」（基本理念・
第 3 条、附則 3）、「多様な学習活動の重要性を
鑑みる」（13 条）との文言が 3 カ所も入り、「学
校一本やり」と言われた文部行政に風穴が空い
たとも言われています（詳細：チア・マガジン
45 号 P8 ～ P15）。こうした状況で、各教育委
員会にも文科省から、同法に基づく対応をする
ように通達も出されています。
　保護者サイドがしっかりと法的な環境につい
て学習し、誠実に、また、よく祈って面談に臨み、
マガジン等を示しながら、「多様な学習活動の
重要性を鑑みる」必要があることを伝えれば大
丈夫です。ぜひ事前の学習等、準備のほどよろ
しくお願いします。

■本質的なところをざっくりと

　法律だけではなく、ホームスクーリングの本
質的なところをざっくりと言い、あとは、先方
が気になっている質問に答えるスタイルがお勧
めです。能ある鷹は爪を隠すというか、今まで
学んだことは胸にしまっておいて、自分の思い
や計画通りに説得しようとしない方が良い場合
があるようです。
　聖霊に祈りながら、相手のニーズを引き出し、
それに答える姿勢でいくと、相手も心を開きや
すいのではと思います。

■自分たちがめざしていること、ホームス

クーリングの目的

　聖書・教育の原点に立ち返り、大切な命を任
された親が犠牲を払い、一生懸命、子どもを育
てること。最善の教育環境を与えたいというこ
と。そのあたりを明確に伝えます。このことに、
教育委員会等がだめだと言うのは根本的におか
しい。残念ながら子どもの将来については、国
も教育委員会も責任が取れない。でも親は責任
者であり、教育とその方法にも責任を持つ必要
がある。その責任に真摯に向かっていこうとい
う姿勢です。
　もちろん、遵法でいきます。現行の法律では、
2016 年に「教育機会確保法」が公布され、多
様な教育が認められるようになってきました。
世界的にも問われてきましたが、アメリカでも
50 州全州で合憲、合法とされました（日本国
憲法の基本的人権（11 条）、個人の尊重（13 条）、
思想、及び良心の自由（19 条）、信教の自由（20
条）、学問の自由（23 条）…このあたりは分か
りやすい点なので、さらっと触れるといいので
は）。世界的にも合法で、国連憲章の例もあり
ます。
　義務教育とは、すべての子どもたちに学ぶ環
境を与えるということで、学校という建物に送
る、という趣旨の法律目的ではありません。

⑨実践した体験談を－社会性、学力、将来

の進路等の質問に対する証し、データ等

　最初に伝えた、実践した体験談に戻ります（社
会性、学力、将来の進路）。子どもの志や希望
が明確であることを強調。孤立して行っている
わけではないという意味を込め、チアを紹介。
イントロで触れたことの再確認で、これが全国
的、国際的な動きであり、教育の本筋、原点、
真理であることを紹介。高校卒業資格認定試験
制度の合格率は高いこと。最近の大学進学先、
就職先を紹介（もちろん、チアとしては、大学
進学するかどうかは優先ポイントではありませ
ん。でも、選択肢として、進学しようとするな
らばできるし、実績もあるというレベルの意味
です）。
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　こんな感じで、ざっくり説明していきながら、
あとは先方の質問に明るく、優しく、的確に短
く答えていけばと思います。
　学籍を残すかどうかは、親御さんの判断に委
ねています。チア・にっぽんとしては、学籍は
残した方が利点が多いこともあり、残されては
と思います。でも最終的な判断は委ねますとい
う姿勢です。
　利点としては、学校側と摩擦が少ない点があ
ります。ネグレクト・虐待等が問題視されてい
る時世です。チア・にっぽんとしては、ネグレ
クト・虐待等はまったくの犯罪だと認識してい
ます。そうした意味でも、学校側が児童の所在
を把握しようとする取り組みも理解できます。
また、一人の子どもがいることで、クラスや教
員の数が増やせたり、予算額が変わったりする
一面もあります。そのあたりは協力しても良い
のではと思っています。
　一方、ホームスクーラーにとっても、教科書
等が無料で取得できたり、スポーツ活動をした
り奨学金をもらう場合に、学籍が必要とされる
ケースもあります。納税者として、学校のため
に税金を納めてもいるわけで、学籍があること
で子どもたちが受けられる利点を活かすために
も、学籍を残しても良いと考えます。とはいえ、
学校と一線を画して、ホームスクーリングを実
施するとの思いも理解できますので、最終判断
はそれぞれの親御さんに委ねています。
　運動会や遠足ほか、いくつかの学校行事への
参加をオファーされることもあります。このあ
たりは二足のワラジをはくことになり、子ども
たちが迷ったり、様々な支障が出てきて、この
20 年、うまくいかないケースがほとんどであ
ったかと思います。
　学校との連絡、家庭訪問等は、これも各親御
さんの判断に委ねています。チア・にっぽんと
しては、慎重にミニマムに…と伝えてきました。
欧米では、面談時の子どもたちの同行を始め、
厳しく控えているケースが多いです。子どもた
ちが親のいない場所で説得されたり、迷わされ
たりすることを防ぐためです。ただし、これも

子どもとの単独接触を防ぎつつ、一年に一度と
か、伝道もかねて、親あるいは親子で近況報告
に向かい、良好な関係を保持しているケースも
あります。一方で、「どうぞ、見守っていてく
ださい」と、一線を引いているご家庭も少なく
ありません。親が日常生活の様子が分かる写真
等を見せて、虐待・ネグレクト児童ではない旨
を伝えているケースもあります。そのあたりは、
状況に応じて、各ご家庭でご判断いただければ
と思うところです。もちろん、チア・にっぽん
としても、個別相談等にできるだけ応じて応援
していますので、何かご心配なことがあれば、
ぜひ連絡ください。
　面談中、何か嫌なことを言われたり、理解さ
れなくても、怒ったり、動じたりせず、以前は
自分も分かっていなかったなーと思いながら、
愛と忍耐と神の御手を思って、スマイルと静け
さの中で、でも大胆に貫く姿勢で静まる。あと
は、相手のニーズへのフォローにまわる（教育
委員会なら退室する）という感じでしょうか。
　総論としては、祈って導きのままに、大胆に
愛と勇気をもって向き合うことが重要だと思い
ます。
　　　　　　　チア・にっぽん　稲葉　寛夫
　　　　　

・・・・下記、具体的な体験談もご参考に・・・・

〇法的な環境整備進む！（マガジン 46 号より）
〇衆参全国会議員への報告時に用いたチア・に
っぽん封筒〇教育機会確保法関連の議連総会の
レポート（NL173 号より）〇議連総会への提出
資料（NL173 号 P9 ～ 11 より）〇ホームスク
ーラーの進路（マガジン 44 号より）〇ホーム
スクーラー　豊かな実を結ぶ（プログラミング
世界大会優勝ほか NL173 号より）〇ホームス
クーリングよく分かるパッケージ（申込書等、
NL171 号）〇「学校・教育委員会との接し方 1」

（マガジン 36 号（2012）より）〇「学校・教
育委員会との接し方 2」（マガジン 37 号（2012）
より）
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チア・オリンピックアンケート 2 ♪

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●とても素晴らしかったです。生
徒たちを参加させてくださりあり
がとうございました。たくさんの
方々といろんな競技に参加でき、
皆大喜びでした。多くの種目の競
技を手際よく回してくださったの
で、生徒それぞれが自分の競技へ
の参加を楽しみに待つことができ
ました。皆メダルがもらえて喜ん
でおり、励ましになっていまし
た。労力を惜しまず仕えてくださ
り感謝致します。チアの働きが更
に祝福されますようお祈りしてい
ます。               　　　 （A さん）

●たくさんの種目に参加できるの
がよかった。１歳から 80 歳代の
方も参加でき、みんなで応援して
和やかな感じでよかったです。ホ
ームスクーラーのことを知ること
ができよかった。他の球技などで
も大会をやっていただければと思
います。準備、当日の運営など、
色々とありがとうございました。
感謝致します。    　　　（B さん）

●天候が守られたことを感謝しつ
つ、一人一人の健康も守られ、子
どもから大人まで、一緒に楽しん
で過ごすことができ、ありがとう
ございました。今回２００名を超

す参加者ということで、色んな教
会、色んなホームスクーラーさん
たちと知り合えたことを感謝しま
す。また大がかりな障害物競走や
ジャベリックスローなど楽しみつ
つ、それぞれのベストを尽くせて
よかったです。心から感謝致しま
す。来年も参加できるように祈っ
て参ります。      　　　  （Cさん）

●参加できてよかったです。挑戦
してみたら、思いがけず得意なこ
とを発見できたり、良い経験にな
りました。全体の進行がスムーズ
でスピーディー。メダルをグレー
ドアップ方式にしたのもよかった
と思います。関わる皆さんが進ん

１１月１０日、秋晴れの空の下行いましたチア・オリンピックの参加者の声第二弾をお届けします！
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で協力している姿を拝見し、暖か
い雰囲気だなと感じました。いつ
もホームスクール家庭のために労
してくださることを、心から感謝
しています。チアがあるからこそ、
そしてホームスクールの仲間がい
るから頑張れます（もちろん神様
の業ですが）。     　　　（D さん）

＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

〇楽しかったです。金メダルとれ
てよかったです。特によかった点
は昼ごはんの時に自己紹介があっ
たことです。綱引きなどチームで
一致できたのが良かったと思いま
した。                　　　（E くん）

〇想像していた以上に参加者が多
く活気があった。綱引きの時の一
体感がよかった。  　　　（Fくん）

〇とても楽しかったです。学校で
やったことのない競技に参加する
ことができて嬉しかったです。チ
ーム一丸となって行う競技があっ

て良かったなと思います。同じチ
ームの方と仲良くなれました。
                       　　　 （G くん）

〇楽しかったです。そして疲れま
した。ちゃんとした競技場ででき
たことが特に良かったです。自分
の実力はどれくらいなのか普段調
べられないことを知れてとても良
かったです。        　　　（Hさん）

〇たのしかった。友だちができた。
                         　　　（I くん）

〇楽しかった！！友だちがふえ
た！                  　　　 （J くん）

〇さいこうでした。自分とのたた
かいと思ってやれたけど、「自分
が一番になるんだ。」とちょっと
思ってしまった。次回は金メダル
をとりたいです。  　　　（Kくん）
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★チア・にっぽんの働き、いつも励まされて
います。日本のこれからの世代のために、若
者のためにますますお働きが必要とされ、用
いられることと信じ期待しています。
　　　　　　　　　　　　　（神奈川　A さん）

★ホームスークリング 5 年目になりました。
次男が来年から小学生になり、本格的に勉強
スタートになります。小学 5 年生の長男は英
検２級、漢検５級、数検６級の検定試験を目
標に頑張っています。YouTube に練習した賛
美を投稿するというモチベーションで楽器の
練習にも励んでいます。いつもお祈り感謝し
ています。札幌在住ということで、オリンピッ
ク等参加が難しいですが、ニュースレターを
読みながらいつも励まされています。感謝し
ます！　　　　　　　　　　( 北海道　B さん )

★ニュースレターに書かれているみ言葉にと
ても励まされています。感謝しています。い
つもどうもありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　（神奈川　C さん）

★とても恵みと力を受けてい
ます。チアのあり方に励まし
を受けています。
　　　　　　   （愛知　D さん）

★ LIT 卒業生がそれぞれ置か
れている立場でどの様にキリ
スト者として歩み、証をして
いるか、励まし合える場所が
あることを感謝しています。
　　　　　　　（埼玉　E さん）

★全てのことに感謝申し上げ
ます。「聖書がわかる２８の素
敵なお話」の本を送付くださ

りありがとうございました。この本が私たち
の教会のうちにあって有意義に用いられてい
ます。今年はチア・オリンピックに参加でき
るように娘とお祈りしています。
                                                            （岡山　F さん）

★昨日は、ロッキー瀬藤牧師らの特別集会に
親子で無事に行ってきました。会場は大変に
混雑していました。チア席を確保しておいて
いただけて、感謝でした（入りきれず地下で
ビデオで視聴されている方もたくさんいまし
た）。
　プログラムはどれもそれぞれ素晴らしかっ
たです。SAYURI さんの明るくきびきびした
チア・リーディングとお証しが良かったです。
アメリカでの明るくて健康的なチア・リーディ
ングの様子、また本番前にみんなで祈ってい
る場面などがビデオで見られて良かったです。
チームにクリスチャンの方も多く、渡米した
ての SAYURI さんに皆さんが親切だった事な
ど、クリスチャンとしての良い模範のお話が
うかがえました。

♪ボイス＆メール♬ Voice & Mail

ロッキー瀬尾牧師（元シアトル・シーホークスコーチ）と三尾圭
さん（国際スポーツカメラマン）
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　ロッキーさんは情熱的に福音を語られてい
ました。スーパーボウルで優勝した後、年俸
20 億を稼いでいる選手が、「ロッキーさん、何
か、むなしいんですよ。」と言いに来たという
話には、少し衝撃を受けました。
　JUNKO さんのお証しと賛美、めぐみさんの
ダンスにも恵まれました。足をのばしてみて
良かったです。娘も、英語混じりの明るい雰
囲気とお話が良かったらしく、励みになった
ようでした。本当にいろいろありがとうござ
いました。　　　　　　　　（神奈川　G さん）

★（稲葉より H さんへ）
　「ホームスクーラーは一般の学校の子どたち
より、意見の違う人々に寛容に対応している
との調査結果が発表されている」という記事
をお送り頂きありがとうございます。これは
新しい情報でした。同時に、うなずけます。ホー
ムスクーラーは親に愛されていることを実感
しやすく、また特に幼いうちは、競争や攻撃
にさらされることが少なかったり、さらされ
ても、親のこまめで的確なサポートを受けや
すいので、心の基盤が穏やかで、安定してく
ると思うためです。いつもありがとうござい
ます。

★いつもチアマガジンにて励まされています。
コンベンション、メール等でいつもお世話に
なっております。チアオリンピックにも参加
させていただき、ありがとうございました！
  先日、娘（6 歳）が 4 月から在籍する小学校
にて、ホームスクーリングの話し合いの場を
もちました。感謝なことに、昨年 10 月に一度
お話をさせていただいた教育委員会の方も２
名同席してくださいました。
　初めは緊張もお互いありましたが、前半は
事務的な話が進み、後半は和やかな雰囲気で
した。娘は今の生活の様子について快活に話
し、先生方も安心されていたように感じまし
た。持参した写真のアルバムや、娘が描いた絵、
少し前に終えたワークブックなどをお見せで

き、こちらの様子も視覚的にお伝えできたの
ではないかと思います。学校には在籍します
が、名簿には載せないということになりまし
た。4 月に担任の先生にお会いすることになり、
その後はまた疑問など出てきたらその都度相
談することになりました。
　行政から受けるかな？と思っていたプレッ
シャーや質問はほとんどなく、教育委員会の
方も校長 · 教頭先生もこちらを尊重し、意見要
望を聞いて下さいました。B 市にはフリース
クールはありますが、ホームスクーリングは
私たちが初めてのケースだったようです。
　振り返って思うのは、昨年秋の時点で修学
前健康診断の通知をいただいた時に、教育委
員会に（後に小学校校長宛にも）、ホームスクー
リングをするという旨のお手紙（チアマガジ
ンを参考に）、我が家のホームスクーリングの
概要 ( 目的、自己紹介、ホームスクーリングの
法的な理解、現在の様子とこれからの教育の
大まかな流れ、よくあるご質問の答え（社会
性や進路など））をまとめたものを事前に送付
しておいたことが、お互いのために本当に良
かったと思います。
　今月のミーティングでは、「なぜホームス
クーリングをしたいのか」、改めて聞かれな
かったですし、先生方もお会いした時に細か
く質問しなくて済んだようで（校長先生は「事
前にありがとうございました、良く分かりま
した」とおっしゃっていました）、話し合いの
負担軽減と時間短縮になったと感じています。
　当初は緊張感のある中で、自分の思いを伝
えられるか心配もありましたが、準備したこ
とで神さまが自分の賜物（プレゼンは苦手だ
けど、分析してまとめることは好き）を活かし、
楽に歩ませて下さったことを感謝しています。
　今度は担任の先生との接し方について祈り
つつですが、とりあえず 神さまは強いプレッ
シャーという困難を乗り越えさせて下さり、
春からの B 市でのホームスクーリングを、安
心してスタートできそうです。今後も我が家
のホームスクーリングは常に神さまとたくさ
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んの周りの方からの支援とで支えられている
ことを感謝して、進んでいきたいと思ってい
ます。
　チア・にっぽんの皆様の働き、お祈りと励
ましに心から感謝いたします。今後もチア・

にっぽんの皆さまの働きが、神様に豊かに祝
福されますように、お祈りしています。
　　　　　　　　　　　　　　（栃木　I さん）

　

絵画・写真・書道作品について
　ご応募頂きました作品一つ一つが、チアのイベント会場をいつも暖かい雰囲気にしてくれてい
ます。心から感謝致します！
　昨年は白馬セミナーが順延となったため、通常会場でお引き取り頂いている皆様にも、お渡し
する機会がありませんでした。作品を着払いご希望と明記されていた方々には既にお送り致しま
したが、現在事務所が手狭になっていることもあり、これまでの作品は 2019 年 3 月末までの保管
とさせていただきたいと思います。
　もし、着払いご希望と明記の上届いていない方や、次回コンベンションにて受け取りたいなど
ご希望がある方は、下記までご連絡いただけますと感謝です。
　どうぞよろしくお願い致します。

        ➡チア・にっぽん事務局    TEL:042-318-1807　Email:office@cheajapan.com
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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

　 　

 ●大阪コンベンション　5月 31 日～ 6月 1日

　　◇大阪羽衣青少年センター

 ●東京コンベンション　6月 7日～ 8日

　　◇国立オリンピック記念青少年総合センター

 ● 2019 白馬セミナー　11 月 21 日～ 23 日

　　◇ホテルグリーンプラザ白馬

　　主講師：テッド・トリップ氏

チア・にっぽん カレンダー
 【10 月会計】    

  　　　収入                                          

  献金                   1,233,000                                                                 

  書籍・教科書　            80,537        

　会費　                    62,000

  広告　　　　　　　　　　  30,000      

　DVD/CD、ビデオ等          22,388 　

  その他         　         14,340       

　　　　　　　　　　　　 1,442,265

        支出　  

  事務局経費　　         1,265,463                       

　通信運搬費　　            66,989          

  交通費　　　　　　　　　 128,186

  印刷費　　　　　　　　　 266,150

  DVD& 商品仕入費　　　　  230,508 

　    　                 1,957,296

  残高　　                -515,031          

  前期繰越　  　　　　　　 355,027 

  翌期繰越　  　          -160,004 

 【11 月会計】 

 　　　 収入                                          

  献金                   1,451,000                                                                 

  書籍・教科書　         　 83,142         

　会費　                    37,000       

　広告　　　　　　　　　　  30,000

  DVD/CD、ビデオ等           1,850 　

  その他         　         11,151        

　　     　　　        　1,614,143

        支出　  

  事務局経費　　         1,365,215                         

　通信運搬費　　            63,507            

  交通費　　　　　　　　　 228,607

　　   　                1,657,329

    残高　　               -43,186            

  前期繰越　  　　　　　  -160,004 

  翌期繰越　  　          -203,190 

　　 

【12 月会計】 

 　　　 収入                                          

  献金                   1,326,900                                                                 

  書籍・教科書　         　 93,615        

　会費　                   113,000       

　広告　　　　　　　　　　  30,000

  DVD/CD、ビデオ等          33,047 　

  その他         　         23,574        

　　     　　　        　1,620,136

        支出　  

  事務局経費　　         1,299,837                      

　通信運搬費　　            93,751         

  交通費　　　　　　　　　  17,708

　印刷費　　　　　　　　　 　2,884　    

　                       1,414,180

  残高　　                 205,956           

  前期繰越　  　　　　　　-203,190 

  翌期繰越　  　         　  2,766              


