
「キリストも、あなたがたのために苦しみを受け、
その足跡に従うようにと、

あなたがたに模範を残されました」
（1 ペテロ　２:21）
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ハレルヤ！記録的な大雨となった台風 19 号の被災地の皆さんに、心からのお見舞いと神様の助

け、祝福を祈ります。全国の皆さん、大丈夫でしたでしょうか。宮城県丸森町も大きな被害を受けた

被災地の一つです。私たちが 20 年、お世話になってきた丸森の伝道チームは、決壊した阿武隈川の堤

防の隣に伝道者家族の団地があり、サマーキャンプ等で度々、訪問させていただきました。今回、洪

水となる直前に、逆サイド側の堤防が数か所、決壊し、川を挟んだ向こう側に激流が押し寄せました。

家や車が流され、道路も十数ｍ寸断し、近隣の犠牲者も 14 名を数える等、最も被害の激しいエリアと

なりました。

　丸森チームの皆さんは、氾濫側に住んでいた数家族が天井までの浸水被害を受けましたが、団地や

啓明小等への被害はありませんでした。東日本大震災の時と同様に、ボランティアチームを結成し、

被災者の皆さんに心を尽くされています。チア・にっぽんも、そうした丸森チームの皆さんや被

台風 19 号の被災者の皆さんにお見舞い申し上げます。決壊した丸森伝道者家族団地の隣の阿武隈川支流。家屋や
車も流され、犠牲者も出ました。ボランティア作業も始まりました
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神への信頼と失敗者サラも模範者とさ
れた希望

　聖書に立つ教育の確かさ、神様の恵みとあわ

れみと感謝をますます感じています。テッド＆

マージー・トリップご夫妻に再来日をお願いし

たのは 4年前のことでした。今回、念願がかない、

いよいよ来月、来日です。名著『聖書が教える

親と子のコミュニケーション』で用いられてき

たテッド博士＆マージーさんですが、お二人の

白馬セミナーへの寄稿文を読んで、今回もなる

ほどと思いました。（寄稿文は 14-19 ページ）

　まずはテッド博士。『子どもの救いは神の御業』

「親の良い行いによらず、神の主権による」。だ

から、たとえ今、子育てや信仰の継承がうまく

いっていないように見えても、親として自分を

責めすぎず、絶望しないように、とのメッセー

ジです。一方、「懸命に子育てをすることは神様

からの親への使命だから、親は、ひたすら神様

に向かいつつ、子どもを愛し、子育てに取り組

む」、つまり、「ベストを尽くし、結果は主に委

ねる」とのことです。「一日の終わりに願うこと、

それは神に栄光をお返しすることです。私たち

が行った良い業によってではなく、神の偉大な

誠実さによって聖なる実を育て上げ、神がたた

えられるようになることを期待しています」。こ

の２つの方向性を心に刻み、歩んでいくときに、

一喜一憂しない、長期的な聖書に立つ子育て、

神様との歩みを進めていけるのではと思いまし

た。

　2 番目のメッセージ『申命記 6 章』には、「そ

れではいかに子育てを進めていくか」が書かれ

ています。「プロンプター（TV で、アナウンサー

のためにカメラの下にニュース原稿が出てくる

機械）を淡々と読むようではなく」、神様への情

熱を持って取り組んでいこうという励ましです。

　マージーさんは、『クリスチャン女性と従順』

とのタイトルで寄稿くださいました。「良いこと

をしようとすれば苦難は必ずある。イエス様も

そうだった。でも神様の計画は私たちの想いを

超えている。イエス様に不可能はないのだし、

その神様に信頼していこう。サラは神様を笑っ

て、失敗しました。でも悔い改め、神様に希望

を置き、喜びの果実、イサクの誕生を得ました。

ペテロは、失敗したサラを信仰の模範と記しま

した（1ペテロ 3:5-6 参照）。」

　

　詳細はぜひ全文を読んでいただければと思い

ます。このような鋭い角度から伝えてくださる

テッド＆マージーご夫妻の 10 年ぶり、二度目の

来日の好機会を用いてくださればと思います。

　「願っていたら、今年行けるようになりました」

「白馬は我が家のビタミン剤のようです」とうれ

しいコメントも寄せられています。どうぞご参

加と祝福をお祈りください。

台風 19 号被災地からのレポート
 

　全国各地の被災地の皆さんに心からのお見舞

いを申し上げます。

　宮城・福島県の阿武隈川とその支流も決壊、洪

水となり、私たちが、サマーキャンプなどで大

変お世話になっている宮城県丸森町も犠牲者が

災者の皆さんを支援するために、ささやかながらもチームを派遣させていただくことにしました。

私自身も神様から教えられたことが多く、詳細は本文に書かせていただきます。被災者の皆さんに励

ましといやしが与えられ、このことが神様にあって益と変えられていくことを、引き続きお祈りいた

だければ幸いです。

　白馬セミナーもいよいよ間近となってきました。テッド＆マージー・トリップご夫妻もロシアでの

セミナーを終え、いよいよ日本での 2 回目のセミナーに向けて集中され、特別寄稿を送ってください

ました。日本の講師陣の皆さんも備えてくださっています。ぜひご参加とお祈りのほどどうぞよろし

くお願いします。皆様へのますますの祝福を祈っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チア・にっぽん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　寛夫
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14 名を数える大きな被害に遭われました。ニュー

スで大きく取り上げられたこともあり、チアにも

多くの方々から丸森の伝道者の皆さんの被害状況

についてお問い合わせいただきました。

　伝道者の皆さんの団地は阿武隈川支流の堤防に

隣接しておられます。以下、10 月 15 日昼にいた

だいた岩佐十三男さんからの最初の報告です。

 

　「当日は堤防をほとんど超える水へと増量し、

洪水・浸水やむなしとの思いで、私たちの避難が

始まりかけました。その時、上流の堤防

と近くの堤防（団地と川を挟んだ逆サイ

ド側）が決壊し、伝道者住宅の川向こう

の水田方面に水と土砂が流出しました。

そのサイドに住んでいた伝道チームの何

軒かは天井まで水が流れ込み、水かさは

2 ｍを超えましたが、伝道者の団地や啓

明小等はすべて守られました。しかし団

地から車で 1 分ほどの商店街や町役場、

川を挟んだ反対側は、今も水が引いてな

く、自衛隊のボートで安否確認やサポー

ト等行っています。道路もあちこちが冠

水・水が引かず、寸断されている状況で

す。チアの皆さんとキャンプで泳ぎに行

く滝周辺は孤立し、物資を運ぶヘリコプ

ターが飛び交っています。今、私たちは

浸水後の復旧作業やゴミや畳のあと片付

けをし、地域でごくわずかに守られた

伝道者の団地前の駐車場等は、地域一

帯のゴミ集積地として用いられていま

す。戸別に被災者の皆さんをお訪ねし、

とりあえず水 1,000 本や（今、伝道チー

ムが行っている弘前からの）リンゴ等

をサポートしつつ、ニーズを伺ったり

しているところです。皆さんのお祈り、

感謝です。イエス様の愛を分け与える

ことができるようにお祈りください」

　停電は回復しましたが、断水はこの

原稿を執筆中の 10 月 25 日現在も続い

ているとのことです。引き続きお祈り

ください。お問い合わせくださった皆

さんの中で、物資の必要を尋ねてくだ

さる方々もいました。十三男さんによ

ると、「状況は動くと思いますが、今日

現在は、被災者の皆さんへの水等は助かります」

とのことで、チアのブログで呼び掛けました。多

くの皆さんが応じてくださいました。また、ボラ

ンティアも急遽派遣することとなり、以下、募集

を行わせていただきました。

＊＊＊＊＊＊

台風 19 号洪水被災地（宮城県丸森町）への短期

チア・ボランティア募集中！

10 月 16 日（水）～ 18 日（金）

台風が去って 5 日後も、多くの家屋が激流の中にありました

濡れた畳は重く、大人 4 － 5 人が必要です
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　先の台風で阿武隈川決壊による洪水で、宮城県

丸森町はまだ多くが湖状態です。復旧が進む家で

は、今、畳出しやゴミ掃除等、最も人手がほしい

ステージとのことです。丸森の伝道者チームの皆

さんがボランティアとして地域のサポートに回っ

ていますが、人手があると助かるとのことです。

また、東日本大震災の時のように、良き訓練の機

会にもなるかと思います。導かれる方は、チア・

にっぽん事務局に事前にご連絡ください（今回は、

人数は限定です）。丸森チームのご厚意で宿泊場

所と食事等はご提供いただける状況です。原則、

14 歳以上の男女を数名、募集します。

＊＊＊＊＊＊

　私たちは 5 名チームを結成し、現地の丸森町に

入ることとなりました。並行して、チア・にっぽ

んメンバーで被災された皆さんからも連絡が届き

ました。長野県篠ノ井市の A さん宅周辺も湖状態

とのことでした。A さん宅は、あと数ミリのとこ

ろで床上浸水を免れたとのことです。通気口から

は水が入ったとのことですが、近所の皆さんが中

にもぐり、石灰散布等してくださいました。また

牧師さんらもかけつけ、あと片付け等、手伝って

くださっているとのことです。お祈りをよろしく

お願いしますとのことでした。

10 月 17 日（水）
午前 10 時

寄り添う絆
－丸森チームの
無料シャワーに名
前を名乗って御礼
を伝える皆さん

　私たちは昨夕、丸

森に到着しました。

途中、道路は水であ

ちこち寸断され、別

ルートで来たチアの

B さんは「5 ケ所ぐ

らい迂回しました。

道路は水があふれた

ままで、通行禁止の

看板も1個だけ。追いつかない状況だと思います」

とのこと。町の中心部は水が引いたもののあちこ

ちで泥かきをし、濡れた畳を積み上げ、次男のジョ

セフ（11）は「わー、ひどい」とため息の連続で

した。

　到着してボランティアチームの岩佐希恵さんに

会うと「かわいそうなの。今日も泥かきしていた

家の向かいで亡くなった人が見つかって、消防に

連絡したり、警察とか大変だった」。妹の賛美（よ

しみ）さんは「真理（お姉さん）の同級生も亡くなっ

たの。水が急に来て、車いすで逃げられなかったっ

て」。希恵さんは「仕事、本当にたくさんあるよ」。

伝道者の田中さんは「今日片づけに行った家は、

500 万円の新車とか、たくさんの家財、全部だめ

になったって。でも畳や家財を出して、泥かきの

掃除したら、本当にありがとう、さっぱりしたと

言って喜んでくれました。神様がすべて益と変え

てくださることを祈りました」とのこと。

　私たちはまず、配布する水等を伝道チームの緊

急支援倉庫に届けました。今は水のニーズが高い

そうで、伝道チームは既に 2リットルサイズ 1,500

本ほどを配られていました。また被災者の皆さん

に、丸森の大型キャンピングカーで無料シャワー

を提供し、私たちも少しお手伝いさせていただき

ました。町全体が断水のため、5－ 6日ぶりのシャ

ワーに皆さんが感激。「私は畳屋をやってて、ダ

泥かき・濡れた畳や家財の処分がチア・ボランティアチームの仕事です
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応に回っています。伝道チームの皆さんは、重機

の免許もあり、重機等もレンタルしてあるので、

それも引っ張りだこです。

　流された家などかわいそうな悲しい現場で、破

れ口の状況です。ボランティア、当分、必要な状

況のようです。導かれた皆さん、チア事務局に問

い合わせください。

午後 12 時　

鉄の中敷き

　東京から駆けつけてくれた石垣さんの手に鉄板

が落ちてきて打撲。骨には異常ないようですが回

復を祈りました。ボランティアチームは靴底に鉄

板を入れました。チアでは、過去のボランティア

で、2 人が釘を踏み抜いたことがあります。2 人

とも無事でしたが（1 人は病院で治療）、過去の失

敗体験も活かしながら最善のボランティアを目指

します。

午後 1時
 
NHK　丸森チームを取材

　NHK より、丸森チームに取材あり。ボランティ

アの先駆けとなった丸森チームを本日密着取材と

ニエルさんとは同級生で…」「私は角でクリーニ

ング店をしている者です。本当にありがとうござ

いました」と、ご自分の名前や仕事先ほか自己紹

介しながら感動と感謝を伝える様子にとても感動

しました。伝道チームの知り合いの町会議員が無

料シャワーの開催を知らせたり、地元の銀行が場

所を提供したり…。丸森の伝道チームの町内で起

こった災害ということで、今回のボランティアは

東日本大震災の時とまた違った恵みと神様の御計

画を思いました。明日は、大きなニーズとなって

いる泥かきや濡れた畳の運び出しほかをさせてい

ただく予定です。

　また、ひとグループは、孤立状態が続き、自衛

隊のヘリコプターで物資の輸送がトライされてい

るものの、実際は届ききれてないのでは、とされ

ている山村の集落にも山道をたどって行ってみる

予定です。どうぞお祈りください。チア・ボラン

ティアも 5 人に増強されました。丸森伝道チーム

の皆さんと 30 名あまりで行っています。今朝の

ミーティングでは、町会議員さんが来て、食料も

お願いできればとのことでした。

同日午前 10 時 30 分

半壊した家・崩落した道路・突き刺さる車

　現場に向かう途中（といっても丸森の団地から

200 ｍほどの近さですが）半壊し

た家が川沿いに続きます。車も川

や家の横に突き刺さっています。

さらに数百ｍ行くと、道路が 10

ｍほど完全に崩落して寸断、深さ

20 ｍあまり下まで崖となり、その

底を激流が流れていました。

同日 11 時

畳出し・家財運び・泥出し・
重機処理に申込相次ぐ

　ボランティアの現場もすごいで

す。畳や泥、濡れた家財の運び出

し作業が口コミで拡がり、依頼の

連続です。泥で乗り上げた車を処

分するための重機の依頼も来て対 40-70cm あまりの粘性の高い泥が残り、場所によっては足が抜けなくなります
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のこと。家財運びや泥かきの様子を撮影。そして、

岩佐十三男さんや、山形のホームスクーラー、山

崎さん親子（お父さん）がインタビューを受けま

した。午後と夜の取材、編集、放送等、祝福をお

祈りください。

午後 5時

希望のともしび
－啓明の皆さんいなければできなかった！
 

　一応、作業終わりました。泥かきと家財運びで

皆、文字通り泥まみれ。最後はチームの本田直人

さんが運転するブルドーザーで庭の泥をかきまし

た。泥は 60cm 以上あり、水でやわらかくなって

いる一方で強い粘土で、ブルドーザーでも 30 分

以上かかります。私たちの足も泥に突っ込んだら

抜けなくなり、大人 3 人での助けが必要になりま

した。

　作業には 1 軒に 30 人でかかっても、約 3 時間

かかります。本日は 5 軒が精一杯でしたが、喜ば

れました。被災者のお兄さんにあたるAさんは「今

日は本当にありがたかった。啓明の皆さんがやっ

てくれなければ1人ではできなかった。あの晩は、

水が一気に来て、弟は『車が 3 台、ぷかりぷかり

と浮き出してる』、その直後、電話越しに『もう

だめだー』と。本当にあっという間。こんなこと

は初めて。ひどかった。車の 1 台は隣の家の土手

に上がってる、それだよ。でもさ、今日は本当に

助かったよ。俺たちでは、できなかったもの。啓

明の皆さんに感謝だよ」と話してくれました（丸

森の伝道チームは、地元では啓明の皆さんとの愛

称で呼ばれています）。

　トーマスさん（58）は「2週間分以上のボランティ

ア、頼まれてる。すぐにできなくてごめんって謝

りに行って、お互いに名前言ったら、なんか声を

聞いたことがある。なんと同級生だった。『トー

マス、中学生のときは小さかったから分からな

かった』と言われた」とのこと。「（稲葉）啓明の

皆さんがやってくれなければ 1 人ではできなかっ

たって深ーく感謝してたよ」「（トーマス）そうだ

ね。東日本大震災と同じだね。エリアは小さいけ

ど。全財産を一瞬のうちになくしてるんだから。

亡くなった人たちもいるし」。

　チア・東京チームは、チーム内で協議の末、今

夜で東京に撤収。状況を整え、できれば再度来る

ことができればと祈り、備えることにしました。

長期戦を覚悟しました。神様がこの破れ口に再び

立たせてくださり、被災者の皆さんにささやかで

も役に立ち、神様の愛が伝わればいいなと思いま

した。

　「啓明」の皆さんと、地域の皆さんの絆が神様

にあって一層深まっていること

が本当に体感できました。丸森

町内の皆さんへの慰めと祝福を

心から祈りました。地域の人々

のためにも、「啓明」の皆さんの

ためにも。

午後 5時 30 分　

ジョセフもトラック荷台
でゴミ捨てグランドへ。
元気に戻る

　次男のジョセフは濡れた畳や

がれきを満載したトラックの荷

台に乗り、畳等が崩れないよう

に抑え役になって町のゴミ捨て

グランドへ。「ゴミ捨て場、すご

かった。次々とトラックが来る

最後は丸森伝道チームによる重機を使っての泥出し（約 30 分）。作業を見つめる被災者のご家族。
1 軒に 30 名ほどのボランティアでも、約 3 時間かかります。車 3 台の廃棄は後日となりました
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し。ほかに誰もいなくなったから僕が荷台に乗っ

ていくと言ったんだ。石垣さんは手をケガしたか

ら、おろせないし、山崎さんは山形に帰るから戻

らなきゃだめだし。でも怖かった！トラックのス

ピードが速かったから。カーブとか怖かった。で

も楽しかったよ。戻ったら、倉庫に大量の飲料水

が届いたから、運ぶのを手伝ってと電話が来て、

十三男さんとそれもやってきた」と元気に戻って

きました。

夜 7時　

高圧洗浄機へのニーズ

　伝道チームの倉庫に寄って、今後の必要を確認。

十三男さんと本田義人さんによれば、「今後、水

道が回復すれば高圧洗浄機のニーズが高いでしょ

う。震災の時にそうだった。それで今日、2 台購

入してきた」

夜 11 時
　
高圧洗浄機 10 台そろい、大活躍！

　知人の C さんから電話をいただき、現在のニー

ズを聞かれました。それで「高圧洗浄機」のニー

ズを伝えると、すぐに応じてくださり、そのほか

の皆さんも応援してくださいました。現在、10 台

の「高圧洗浄機」がスタンバイできました。10 月

23 日から水タンクとセットで稼働し、以後、予測

通り、大好評でフル稼働中とのことです。

10 月 27 日　

第三波、出発！

　ボランティアは、神奈川のホームスクーラー鄭

さんが向かってくれました。「チアのレポートを

読んで、21 日から 4 日間、旦那が丸森宣教チーム

に加わり、ボランティアしてきました。やはり大

変な状況だったとのことです」とのこと。感謝で

す。私たちの前に神奈川の梶山さんも物資サポー

トに行かれたり、全国の皆さんからの様々な支援、

感謝です。続いて27日から3泊4日で第三波、行っ

てきます。現地は「東日本大震災」と似た惨状で、

被災者の皆さんは気の毒です。ただ少しでも関わ

ることで、一緒に頑張りましょうという気持ちが

ささやかでも伝わることを感じます。

　今回は、丸森伝道チームの近所ということで、

さらに不思議な深い絆も与えられ、神様の愛が表

されていく様子も実感します。丸森の皆さんが 70

年あまり、信仰を持ってコツコツと伝道され、真

面目に働いてこられた中で、今回も神様に豊かに

用いられ、なにか大いなる神様の報いが準備され、

与えられているような、そんな気持ちもしました。

今後、チアとしても皆さんと共に祈り、被災者の

皆さん、また日本全国の皆さんのために、微力で

も貢献できるようになれればと思いました。

笠浩史元文科副大臣
「教育機会確保法に魂を入れていきま
しょう！」

　笠浩史元文科副大臣の勉強会にお招きいただき

ました。講師はニュースキャスターとしてよく知

られた方です。「2 歳児以下の方への保育園等の費

用を全額支給すべきでは」との会場の幼稚園長か

らの質問に対し、「私は、子どもは本来親が育て

る、それが最も子どものためになると思っていま

す。先生方やスタッフの皆さんが一生懸命、ご尽

力されているのはよく分かりますけれど。ですか

ら 2 歳児以下の通園費用の補助ということではな

く、親が子どもを育てていきやすい環境づくりへ

の改革が必要ではと私は考えています」とのこと

でした。私も同感です。勉強会後、笠議員は「稲

笠浩史　元文科副大臣
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葉さん、教育機会確保法に、これから魂を入れて

いきましょう。頑張りましょう」と声をかけてく

ださり、感謝でした。

河村建夫元文科大臣
「北村誠吾地方創生大臣と会われると良
いと思います」

　河村建夫元官房長官・元文科大臣の朝食会に出

席。「地方創生大臣になられた北村誠吾大臣に会

われると良いと思います。クリスチャンですし」

とご提案いただきました。「（稲葉）はい。北村大

臣には、8 年前に一度、インタビューさせていた

だいています。今度、伺ってみますね。ありがと

うございます」と感謝しました。

　それで事務所に連絡を取り、ボランティアに向

かう日の午前中、まず政策秘書さん、大臣秘書官

さんらとお会いいただきました。そして丸森町か

ら戻って 3 日後、面談へ。以下、当日の面談の様

子をまとめました。

北村誠吾地方創生大臣
「神様にあって、正義は勝つ！」

　東京・永田町。総理官邸の向かいに内閣府のビ

ルディングがあり、10F の地方創生大臣室に、北

村誠吾内閣府特命担当大臣（地方創生・規制改革、

まち・ひと・しごと創生担当）を訪ねました。

 「（稲葉）8年前のチア・にっぽんマガジンの取材

では大変、お世話になりました。大臣の御就任、

誠におめでとうございます」

「（北村大臣）ありがとうございます。今日はよう

こそおいでくださいました」

「（稲葉）前回のお話では、誠実に仕事を重ねてい

くこと、神様にあって正義は勝つというお話をい

ただき、全国の皆さんからとても良い反響をいた

だきました」

「（北村大臣）そうでしたか」

「（稲葉）国会議員秘書官時代に麻生太郎元首相の

父、麻生太賀吉元会長らの家庭での礼拝に参加さ

れたこと。その後、『真理（キリスト）は自由に

する 』 という聖書のことばなどが心に響き、洗

礼を受けられたこと。誠実に、できることはでき

る、できないことはできないとはっきりと言う政

治姿勢を貫いてきたことを話してくださいまし

た。私は、『はい』は『はい』、『いいえ』は『い

いえ』とだけ言いなさい』（マタイ 5:37）という

聖書のことばを思いました ( 詳細はチア・マガジ

ン 34 号 )」

「（北村大臣）そうでしたか。洗礼はヨハネパウロ

Ⅱから受けました」

「（稲葉）そうですね。また、2010 年の 5 度目の国

政選挙で惜敗され、誠実にやってきたが…と失望

されていたところ、比例復活で、全国で一番最後

の当選者となられた話も伺いました」

「（北村大臣）あの選挙は落選しました。それで、

もうこれは支持者の皆さんにお詫びに行かねばな

らないと支持者の連絡先に向かって選挙事務所を

出ようと扉を開けたとたんに、まだわからない、

復活当選があるかも…と連絡が入り、夜明け前に

全国で最後の当選者として当確が出ました」

「（稲葉）本当に神様にあって、正義は勝つ！だっ

たと話してくださいました。私たちはホームス

クーリングの法的な面で、大きな前進がありまし

た。河村建夫先生・馳浩先生・下村博文先生ら元

文科大臣など 30 名あまりの議員の皆さんに個人

面談させていただき、『教育機会確保法』を 3 年

前に施行いただきました。現在、3 年後の法改正

の時期で審議を継続くださっています」

「（北村大臣）議員立法をされたんですね。良い先

生方にお会いしてもらっていますね」

世界遺産「長崎・天草の潜伏キリシタン」
の決定と使命

河村建夫　元文科大臣
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「（稲葉）そうですね。フリー

スール等議連の先生方がご尽

力くださり、お陰様でホーム

スクーリングをめぐる環境整

備が進みました。この 8 年、

北村大臣はいかがでしたか。

神様から何を学び、何を示さ

れてきましたか」

「（北村大臣）長崎・天草の潜

伏キリシタンの世界遺産の決

定ですね。これは 10 年越しで

した。日本でかなり最初の頃

に手を挙げ、順調に行くと思

いましたが、大変でした。次々

とほかの地域に先を越されて

世界遺産に登録される中、長崎は厳しい状況に置

かれました。私は同僚や先輩方、関係者の知恵を

いただき、神に祈りながら進めました」

「（稲葉）日本では、新井白石が幕府の勅命を受け

て書いた「西洋紀文」によると、殉教者の数がお

よそ 30 万人という、世界でも最大級の厳しい迫

害がありました。その中で、特に北村大臣の出身

地である五島列島、また熊本の天草地方では、命

がけでキリシタンたちが潜伏していますね。その

信仰が約 300 年の時を経て受け継がれ、明治時代

初めに長崎の教会に彼らの子孫が訪ねてきて、世

界が驚くこととなりました。非常に稀有の歴史で

す。そして世界的な意義のある遺産ですね」

「（北村大臣）その通りだと思います。世界遺産申

請について、なぜキリスト教を国が推薦するのか

といった議論が出ました。でも、これは本当に『普

遍性を持つ、歴史的な、世界的な遺産だ』という

論理が通りました。約 10 年あまりの歳月がかか

りましたが、日本国家が推薦者となり、ユネスコ

（国連教育科学文化機関）が世界遺産に登録する

ことを決定しました」

「（稲葉）素晴らしいですね。神様に感謝です。水

面下での様々なご尽力、また、北村大臣の情熱、

ありがとうございます。今、どのようなことを示

されていますか」

「（北村大臣）私に与えられた使命として、この世

界遺産をしっかりと保全し、また多くの皆さんに

見てもらえるように尽力していくこと、また、そ

のために国からの支援金を確保していく。潜伏キ

リシタンの遺産や明治の教会堂自体は、お金を生

み出すものではありません。この文化資産の保存

や改築には、推薦者である国の予算面でのバック

アップが必要なのです。そうした予算確保に尽力

することは私どもに与えられた使命の一つだと思

います。もちろん、予算だけでなく、観光客に解

説をする語り部のボランティアの皆さんの育成

や、広報ほか、様々な取り組みのバックアップも

させていただければとも思っています」

「（稲葉）本当にそうですね。殉教者の数ほか、世

界に類を見ない史実があり、世界に情報発信でき

る貴重な歴史遺産が日本にはある。また、その中

で、信仰を貫いた五島列島のキリシタンの歴史ほ

か、世界に強い発信、インパクトを与えることの

できる遺産を日本政府が後押しし、国連が指定し

たわけですからね」

「（北村大臣）明治時代に入って建築された日本最

古の教会群の価値も高いです。当時の日本の優れ

た技術と西洋の最新技術を取り入れた和洋折衷の

建築です。その費用は、貧しい信徒たちがサツマ

イモを売り、自分たちは茎や根っこを食べつつ、

サツマイモを売った代金などを当てて建てたもの

です。子どもや孫たちに、また地域の人たちに

何とか信仰の継承をしたい、そうした思いから、

必死に心を込めて建てた素晴らしき教会堂です。

しっかりと保存し、多くの人々の魂を励ます場所

として用いていただければと願っています」

地方創生大臣の任命を受けて
－私で良ければお使いください

北村誠吾地方創生大臣と（内閣府特命担当大臣室にて）
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「（稲葉）ハレルヤです。私たちも祝福を祈ります。

さて、北村大臣は先月の内閣改造で、地方創生大

臣の任命を受けました。今、どのような思いです

か」

「（北村大臣）安倍総理から電話が来て、『まだ、

何をするかは後で連絡しますが、入閣してもらお

うと思いますがいいですか』とのことでした。『私

で良ければどうぞお使いください』と答えました。

それからしばらく後、『地方創生大臣をお願いし

たい。この仕事は、安倍内閣の 3 大政策の一つだ

から、しっかりやってくれ』とのことでした。そ

れで私は意気に感じ、『分かりました』とお引き

受けしました。地方創生大臣と言えば、石破茂先

生が初代を務められ、直近の片山さつき先生から

引き継ぐこととなった要職です。よくぞ私を大事

な仕事に当ててくれました。しっかりと務めてい

きたいと思っている次第です」

「（稲葉）石破茂元大臣には、まさにこの大臣室で

インタビューさせていただき、チア・マガジン 46

号に掲載させていただきました。欧米で 2 万人も

の人々にキリストの福音を分かち合ったという曽

祖父の金森通倫さんのお話や、ご自身が三浦綾子

さんの『塩狩峠』らを読んでクリスチャンとなり、

受洗に至ったお話、その後の政治家としての信条

のお話を、この場で伺いました」

「（北村大臣）（チア・マガジン 46 号の記事に目を

通しながら）なるほど。そうでしたか」

「（稲葉）今、地方創生大臣として任じられ、どの

ような抱負を持って臨んでおられますか」

「（北村大臣）私はまず御用聞きとなって、全国の

ニーズを確かめたい。全国の『地方』が創生でき

るように、いくつかのモデル地方や事業を検討で

きればと思っています。全国様々ですけれど、共

通した点も大きいと思っています」

「（稲葉）北村大臣のモットーの『誠を尽くす』、

そして『神様にあって正義は勝つ！』ですね」

「（北村大臣）そうですね」

「（稲葉）先日も河村建夫元官房長官（現在、自民

党地方創生本部長）が、私は北村議員を応援して

いきます、とおっしゃって、今日のインタビュー

も楽しみにしてくださっていますよ」

「（北村大臣）そうでしたか。河村先生が、そのよ

うにおっしゃってくださいましたか。今朝も地方

創生の『まち・ひと・しごと創生本部』と掲げら

れた部屋でお会いしたばかりです」

「（稲葉）神様にあって良きお仕事が進みますよう

に祝福をお祈りしています」

「（北村大臣）ありがとうございました。また話に

来てください」

「（稲葉）うれしいです。ありがとうございます」

神さまの確かさへの平安

　以上、様々な出来事や出会いの中で心から思う

ことは、神様は本当に共にいてくださり、聖書は

本当に確かだということです。聖書に示された教

育をしていくとき、山あり谷ありで、困難も許さ

れます。失敗もあります。でも失敗したサラが、

のちに信仰の模範者として褒められ、現代に伝え

られたように、私たちもやり直しの人生が許され

る、現時点の状況に一喜一憂せず、神様と共に歩

ませていただけると示されます。イエスの血潮と

その恵みによって、また神様のあわれみによって、

心を尽くし、身を尽くし、主を恐れ、愛すること

を子どもたちに教えていく。結果は主に委ねなが

ら、神様に希望を置いて歩んでいく、その確かな

歩みを許されていることに深い平安を覚えます。

「キリストも、あなたがたのために苦しみを受け、

その足跡に従うようにと、あなたがたに模範を

残されました」（1 ペテロ 2:21）苦難の背後にも

ある神様の御手を知り、ものともせずに進んだイ

エス様の足跡に従っていけるように、喜びながら

祈っている日々です。

　来月いよいよテッド＆マージー・トリップご夫

妻を迎え、全国からもたくさんの素晴らしい分科

会講師や奉仕者、参加者を迎えての白馬セミナー

が行われます。どうぞ皆さんの力となり、ビタミ

ン剤となり、命をつなぎ豊かにしていく、そんな

恵みと励ましとチャレンジに満ちたセミナーとな

るようにお祈りいただければ感謝です。まだ間に

合いますので神様に導かれている皆さんはぜひご

参加ください。また一層のとりなしの祈りをよろ

しくお願いします。ますますの祝福を心から祈っ

ています。

　台風 19 号の被災者の皆さんへの応援に合わせ、

皆さんへの祝福を祈りつつ

　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　寛夫
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      日本を励ますホームスクーラーレポート

いちご農家ホームスクーラーにTV取材！　
福島県田村市　平岡真実&恵美香さんファミリー
 
　福島県田村市の山間部で新規就農されたホームス
クーラー、平岡真実さん・恵美香さんご家族に、地
元の TV 局 ( 福島中央テレビ ) のニュース番組が取材
に訪れ、約７分間の特集として放送されました。平
岡さんは東京で電話・通信会社に約 20 年勤めてお
られましたが、2 年前にいちご農家を目指して退職、
就農しておられました。5 人の子どもたちとの移住・
就農・自然の中でのホームスクーリングという導き
と祝福については、6 月のコンベンションでも力強
く証ししてくださり、反響を呼んでいました。番組
では平岡さんファミリーの就農と1日の様子に密着。
真実さんの喜び、子どもたちののびのびとした明る
さ、 真実さんをサポートする恵美香さんの優しさが
良く伝わる番組となっていました。平岡さんファミ
リーを支える地域の方も登場し、良きつながりも紹
介されました。 
　ちなみに平岡さんは、教育委員会や学校長と「ホ
ームスクーリング」についてミーティングを持たれ
た時、教育機会確保法やチア・にっぽんでの活動等
をチア・マガジンなどを活かしながら説明され、地
域の皆さんとのつながりの恵みも与えられていまし
た。学校長は「ホームスクーリング」で子どもたち
を教育する姿勢について理解を示してくださり、「今
度、保護者が集まる PTA 全体会があります。そこ
でホームスクーリングについて話してください。約
180 名あまりの保護者の皆さんが参加されます」と
のことで招かれ、当日はあたたかい雰囲気の中で話
をする機会も与えられました。また、長男の徒光（よ
りみつ）君（11）らが足が速いことが評判となり、
近隣の子どもたちが勝負しにくる恵みもありまし
た。 
　平岡さんは「今回のインタビューの時、神様の
ことを伝えたいと思って、いろいろ話したのです
が、全部、カットでした（笑）。ディレクターさん

からも『すみませんでした』と電話をいただきまし
た。唯一、放送されたのは、キリストの弟子のここ
ろ (Heart of Christ) とデザインされたチア T シャツで
した。それは良かったと思います」。番組は上記の
通り、本当に平岡さんファミリーの喜びと挑戦が伝
わるとても良い番組だったと思います。 福島県も台
風 19 号の暴風雨にさらされました。来年の初収穫
に向けたいちごのビニールハウス等、心配しました。

「不思議とビニールハウスは守られたのです。55m
ｘ 8m の１棟のハウスに、10 月初旬、ビニールをか
ける予定でした。ビニールをかけた後だったら、大
打撃でした。ところが、工事が 1 週間ほど遅れ、そ
れで台風が来た時は骨組みだけだったので、守られ、
助かりました。不思議でした」とのことです。
　番組放送後、さらにインターネット系のニュース
番組（My Navi TV）の取材も入り、平岡さんファミ

インタビューに答える平岡真実さんと礼愛ちゃん（福島中
央テレビ「ゴジてれ Chu!」より）鶏１０羽飼って、毎日産卵。

「（恵美香さん）家族 8 人なのですぐ無くなります」
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リーは新規就農者として紹介が続いています。今回
も神様について書いたことはすべてカットだったそ
うです。でも、平岡さんファミリーの、神様を見上
げての歩みは今日も続きます。初収穫は来年 5 月と
のことで、チア・コンベンションには間に合うかも
…とのことです。即売会（申込制）とかできればい
いなと祈っています。12 月には 6 番目の子どもさん
が誕生予定です。ますますの祝福を皆さんと祈って
いきたいと思いました。
 
ちよだジュニア文学賞・優秀賞受賞！　
成瀬愛実さん（ホームスクーラー・15歳）
 
　ホームスクーラーの成瀬愛実さん（ 中 3・15 歳）が、
東京都千代田区の主催する「ちよだジュニア文学賞」
で優秀賞を受賞しました。応募総数 200 作品あまり
からの受賞です。愛実さんは「受賞するとは思って
いなかったので驚きました。今回は聖書の価値観を
明確に書けなかったけれど、これからも頑張ります」
とのことです。
　受賞者は千代田区のホームページに、通学する学
校名とともに名前が発表されます。「成瀬愛実（ホ

ームスクーリング）」として掲載される予定です。
うれしい知らせ、心から感謝です。

成瀬愛実さんとお父さんの太郎さん（ユダの荒野にて）

★白馬セミナー 2019 にて、大人＆ OB・OG ボランティア大募集！！★
　これまで数名の方に直接お声掛けして、受付などのお手伝いをして頂いておりましたが、今回は大々
的にご協力を呼びかけたいと思います！我こそは！という方…、そして少しだけでも…！という方で
も、ご応募頂ければ感謝です。それぞれの好きな分野で何かご協力頂けると嬉しいです。
★【事前準備】チアの事務局に（平日。半日 or 1 日 時間はご相談ください）
　・申込者の方々への書類や名札の発送　・簡単な入力作業　・応募作品の整理
★【当日】会場にて
　・受付（当日参加の方々などへの対応）　・販売（チアの書籍等の会計係他）
　・読書感想文・写真・作詞作曲コンテスト表彰式の補助（子どもたちの誘導・賞品選び等）
　 ・写真撮影　　・ビデオ撮影　
    ・会場セッティング（マイク、パソコン、プロジェクター等の設定補助）
　　その他、こんなお手伝いがしたい！などの声がもしあればお聞かせください☆
　皆様のアイデア・ご意見お待ちしております。
   ボランティア申込随時受け付けています。
   チア・にっぽん事務局　までよろしくお願いします。➡ office@cheajapan.com 
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            チ ア ・ に っ ぽ ん
励ましとチャレンジセミナー 2019 in 白馬

　ホテルグリーンプラザ白馬　11/21【木】ｰ 23【土】　

12：00−14：20　受付  

16：15−17：15
【基調講演２】
　マージ―・トリップ
　Margy　Tripp

19：20−19：50
　 賛美　写真＆読書感想文表彰式

21:15－21:35　２分ＰＲタイム

20：05−20：55
【分科会1】
1-1   テッド　1-4 ピーター・ブロックソム  
1-2  マージー　1-5   南雲
1-3  高原　　　1-6　川嶋
　　　　  

起床　朝食（６：３０−８：３０）

９：15－　賛美＆Information 

10：45−11：35
【分科会2】
2-1   テッド　　2-5 　棚田
2-2   マージー　2-6    藤原
2-3   高原　　　2-7    ギンタ―
2-4　稲葉

12：00－13：30 　昼食　

9：20−10：10
【分科会4】　
4-1   テッド　　4-5  
4-2   マージー　4-6 GrapeSeed  
4-3   木谷　　   4-7  鍵谷
4-4   高倉

10：25−11：15
【分科会5】
5-1  テッド　　5-5   渡辺
5-2  マージー　5-6   上原    
5-3  衣笠  　　 5-7　今井  
5-4  宇佐神

11：40−12：50
　チルミニ賛美 ＆閉会礼拝

13：00　昼食を配り解散

 　　　　11月21日（木）　　　　　　　　　          11月22日（金）　　　　　　　　　　　　11月23（土）

20：05−20：55
【分科会3】
3-1  テッド　　 3-5  菅野
3-2  マージー　 3-6  那須　
3-3  辻　 　　　
3-4  宇佐神　　　　

夕食   16：45−18：10

9：30−10：30 
【基調講演3】
　テッド・トリップ
　Tedd　Tripp

８：50－　賛美＆Information 

14：30−14：50
　賛美＆Opening

15：00−16：00
【基調講演1】
　テッド・トリップ
　Tedd　Tripp

17：30−19：10　夕食   

21:15－22:15　
　OB/OGユース向けセッション
　個人伝道の秘訣と方法　　　　　

19：00−19：50
【基調講演4】稲葉　寛夫

18：10−18：50　 
　賛美・作詞作曲コンテスト表彰式

 自由時間
      ＆
   おふろタイム

オプションタ
イム（13:30
ロビー集合）

追加：着付け
伝道教室（木
谷）

21:35-22:00 　LIT タイム
予定（10 月 28 日現在）
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　クリスチャンの親の多くは、子育ての全責任を
忠実に遂行すれば子どもを救うことができると信
じています。それは次のような考え方によるもの
です。「神は救いという祝福の契約を代々にわたっ
て約束された。だから、私が忠実に子育てをすれ
ば、この祝福を子どもにもたらすことができるは
ずだ」。こうした考えは人々に安心感を与え、満
足させます。
　ところがこうした考え方は、福音というこの上
もない恵みを覆い隠すので、破滅的と言えるで
しょう。人を救えるのは神だけです。神は、イエス・
キリストにあってご自身の栄光を知る知識の光を
与えられます。私たち親がそうであったように、
子どもたちもまた神の恵みと憐れみのゆえにキリ
ストのもとに来ることができるのです。 ヨハネは
次のように語りました。「…この方を受け入れた
人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の
子どもとされる特権をお与えになった。この人々
は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲に
よってでもなく、ただ、神によって生まれたので
ある。」（ヨハネ 1：12 ～ 13）
　従順という自らの姿勢によって子どもを救える
と信じることは、間違った子育ての動機を生み出
します。すなわち、自分が正しい子育てをしない
なら、子どもたちは神を知ることはないのだ、と
いう恐ろしいほどに絶望的な考えを内に秘めるよ
うになるのです。自らの忠実さが子どもたちを救
いに導くと考えるなら、神の主権という素晴らし
さと神の憐れみに対する信頼と平安は失われま

す。
　こうした考え方は親に多大なプレッシャーを与
え、子どもに多くを強制するようになります。子
どもたちは、自分を愛してくれるはずの親に追い
詰められ、あおり立てられ、しつこく苦しめられ
ることになるのです。恵みにしかできない業を、
親は自分の力で生み出そうとしてしまうのです。
　子どもを救いに導こうと頑張っている若い親
は、自分よりも年上の親が子育てに苦労し、子ど
もが信仰から離れている姿を見ると、つい批判し
たい誘惑にさらされるかもしれません。そのよう
な親は後の日になって、今度は我が子が信仰の問
題に直面し、苦しんでいる姿を見る時、怒ったり、
混乱したり、ひねくれたりしてしまいます。「私
たちはどこで間違ったのか？子どもを養うために
できることはすべてやったのに…」。彼らは自己
批判と絶望にがんじがらめになり、祈りの力に期
待せず、御言葉に誠実な神に安息を見出すことも
ありません。
　このような時、どのような真実で思考を再調整
したらいいでしょうか。救いは主のものです。神
は罪人を救うことのできるお方です。救いは人間
の行いによるのではありません。親の行いでもな
ければ、子どもの行いでもありません。「それなら、
どうして最高の子育てをしようと一生懸命働かな
ければならないのですか」。そんな質問が聞こえ
てきそうです。答えは明らかです。私たちは忠実
であるようにと主に召されました。だからこそ、
神の道に従って子どもを育てようと努力するので

　 子どもの救いは神の御業
テッド・トリップ博士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白馬セミナー特別寄稿 
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す。私たちの 内なる人は神の道を喜び、すべての
召しに忠実でありたいと切望しています。神はそ
うした私たちの方法も用いられます。ですから私
たちは、しっかりと子どもを養育し、家庭生活の
中で子どもたちにキリストを指し示すことによっ
て、懸命に自分の役割を果たそうと努めているの
です。しかし、その良き行為で子どもたちが救わ

れるということではありません。
　一日の終わりに願うこと、それは神に栄光をお
返しすることです。私たちが行った良い業によっ
てではなく、神の偉大な誠実さによって聖なる実
を育て上げ、神がたたえられるようになることを
期待しています。

　 申命記 6 章 テッド・トリップ博士

　申命記 6 章は、神の契約の祝福を世代から世代
へと受け継ぐことに真剣に取り組む人々のための
テキストです。この章は、子どもたちと一日中、
神の道について語り合うよう呼びかけています。
共に座っている時も、道すがら歩く時も、寝る時
も、起きる時も、親は神について話して聞かせる
のです（申命記 6：7 参照）。 神の栄光とその素
晴らしさを子どもたちに伝えていくことは、明ら
かに親が召された重要な使命です。
　申命記 6 章には注目すべき点があります。親
がどのような姿勢で子育てに臨むかということで
す。ニュースキャスターが、カメラの下にあるプ
ロンプター（記事をモニターに映し出す装置）を
淡々と読むような、そんな淡白な子育てを進めて
いるわけではありません。
　子どもに神の道について教える時、土台となる
のは私たち親の姿勢です。まず私たち自身が神を
喜び、神の素晴らしさを追い求めることが大切な
のです。「聞きなさい。イスラエル。主は私たち
の神。主はただひとりである。心を尽くし、精神
を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛し
なさい」（申命記 6：4 ～ 5）
　あなたの心が、神の主権の持つ不思議や信じら
れないほどの憐れみと恵みに捕らえられていない
なら、あるいは神の深い愛があなたの内に形作ら
れていないなら、あなたは子どもに対して神の栄
光を印象づけることは決してできないでしょう。

あなた自身が神の言葉を大切に考えていなけれ
ば、子どももそれを重要とは思いません。すべて
は、まずあなたが神に圧倒されるところから始ま
ります。
　それが申命記 6：6 ～ 7 のポイントです。「私が
きょう、あなたに命じるこれらのことばを、あな
たの心に刻みなさい。これをあなたの子どもたち
によく教え込みなさい…」。あなたの宝のあると
ころに、あなたの心もあるというのは事実です。
心は常に宝物と結びついています。神を知る喜び
を子どもたちに示すためには、あなた自身が神に
魅了され、神に捕らえられていることが不可欠で
す。 神との交わり、キリストの善と憐れみを知る
こと、そしてペテロが喜びと呼ぶ、言葉に言い尽
くせない輝かしい体験（たとえそれが試練であっ
ても）。これらは、子どもたちにキリストを知る
喜びを心に刻む基礎となります。頭の中ではなく、
心からときめき、燃え上がる想いで、日々、生活
する必要があります。
　ジョナサン・エドワーズの伝記の中で、彼は祖
父のリチャード・エドワーズを次のように表現し
ました。「神の御前で、祖父は神を信じるだけで
なく、喜んでいました」。神を喜ぶことは、何千
もの言葉よりも説得力があります。
　あなたの心が神の豊かな真理で満たされる必要
があります。そうすることで、子どもにも真理を
植え付け、神の道に歩むことの素晴らしさを印象
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づけることができるからです。
　クリスチャンの親であれば誰もが、子どもたち
に神の素晴らしさを示すことについては同意する
でしょう。その一方で、子どもたちが神を愛する
ように導けなかったことを痛感している人も多い
のではないでしょうか。自分は子育てに失敗した

という感覚を持ったまま、どこに向かいますか。
内にこもり、罪悪感や自責の念を抱かないでくだ
さい。神のもとへ行きましょう。あなた自身が神
を愛せるように、そして子どもたちに神の栄光を
示せるようにー。

   クリスチャン女性と従順
マージ―・トリップ女史

　21 世紀に入り、従順や服従という考え方は一
般的ではなくなりました。世俗文化の考えでは、
権威とは圧倒的な力から生み出されるもの、ある
いは人々の承認を得て生まれてくるものです。権
威に対する反応は二つあります。反抗か服従です。
理性的で知的な人が、喜んで権威に服従するとい
う概念はありません。
　では、なぜ私たちは神様にあって妻が夫に従順
に従うことについて考えるべきなのでしょうか。
神が持っておられる目的を理解するために、神の
言葉を読み進めてみましょう。

妻に求められる従順：第一ペテロ 1 ～ 3 章
  
　女性の従順について最も力強く教えている聖句
の一つは、第一ペテロです。この書のテーマは、
苦しみに対する勝利です。
　従順について考える前に、まずは苦しみの中に
いる民への神の愛、思いやり、献身を再確認する
ことが重要です。人は苦しみに遭うと、何かが間
違っているのだと考えがちです。しかし第一ペテ
ロで神が明らかにされていることは、苦しみは起
こるものであり、そのような嵐を乗り越えるため

に神が霊的基盤を与えてくださるということで
す。
　第一ペテロ 2：21 ～ 25 にある通り、キリスト
こそが私たちの模範です。「…キリストも、あな
たがたのために苦しみを受け、その足跡に従うよ
うにと、あなたがたに模範を残されました。キリ
ストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽り
も見いだされませんでした。ののしられても、の
のしり返さず、苦しめられても、おどすことをせ
ず、正しくさばかれる方にお任せになりました」。
キリストは、正しい裁き主である神にご自身を委
ねました。最大の試練を通った時にもキリストが
父なる神に信頼したように、神の民も神に信頼を
置くことが求められています。
　第一ペテロ 3：1 を見てみましょう。「同じよう
に、妻たちよ。自分の夫に服従しなさい。たとい、
みことばに従わない夫であっても、妻の無言のふ
るまいによって、神のものとされるようになるた
めです」。苦しみは私たちの判断を鈍らせ、迷わ
せます。だからこそ、この箇所では従順の目的を
明確に言及しているのです。レースに走り疲れた
時、あるいは従順に関するこの世の考えに惑わさ
れそうになった時、私たちは一心に目標を見つめ
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なくてはなりません。
　第一ペテロ 3：2 ～ 6 は、神に信頼を置き、キ
リストを中心にした人生について説明していま
す。「それは、あなたがたの、神を恐れかしこむ
清い生き方を彼らが見るからです」（3：2）。夫を
キリストに勝ち取るため、妻は福音を提示する必
要がありますが、興味深いことに神は「無言」を
命じておられます！神が選ばれた方法は、主にあ
る女性の「神を恐れかしこむ清い生き方」です。
妻は自身の清さと神を恐れる姿を示すことで夫を
勝ち取ることでしょう。妻の存在自体が夫に対す
る証しとなるのです。
　続けて第一ペテロ 3：3 では、「あなたがたは、
髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾
るような外面的なものでなく」と語られています。
真の美しさとは外側を飾り立てるものではありま
せん。「むしろ、柔和で穏やかな霊という朽ちる
ことのないものを持つ、心の中の隠れた人がらを
飾りにしなさい。これこそ、神の御前に価値ある
ものです」（4 節）。妻の本当の美しさは、神への
希望から来ています。彼女の目はキリストに注が
れているので、その心には平安があります。
　ペテロは言います。私たちが神を愛し、希望を
抱き、キリストにあって平安でいる姿は、それ自
体で証しになっているのだと！夫や子どもたち
は、影響を受けているのです。私たち妻や母が、
どんな種類の美しさに、関心を持っているのか、
私たちの「選択した美しさ」や私たち妻や母が持
つ「興味」や「関心」に、良きも悪しきも影響を
受けるのです。

第一ペテロに見る従順の模範
  
　第一ペテロ 3：5 ～ 6 では、模範となる女性に
ついて語られています。「むかし神に望みを置い
た敬虔な婦人たちも、このように自分を飾って、
夫に従ったのです。たとえばサラも、アブラハム

を主と呼んで彼に従いました。あなたがたも、ど
んなことをも恐れないで善を行えば、サラの子と
なるのです」。敬虔な婦人たちは神に望みを置き
ました。神に身を委ねた先にあるのが従順です。
　ペテロが、欠点を持つサラを模範として挙げた
ことは興味深いことです！高齢となった彼女は、
子どもを与えるという神の約束を笑いました。し
かし、子どもが生まれた時には神を賛美していま
す。神に希望を持つと、他の事には期待しなくな
ります。心配や恐れ、期待、欲望を神の手に委ね、
神が私たちを心配してくださることを覚えるので
す。
　独身女性は、夫を得ることに希望を置くのでは
なく、神に希望を置きましょう。結婚にふさわし
い男性とは、あなたの人生の中で一番になろうと
する人ではなく、キリストの次に自らを置く人で
す。

  従順を困難にする恐れとは？
  
　妻が恐れていることは、夫に聞き従うことで大
変な目に遭うのではないか、ということです。「夫
の言う通りにしたら、家族がひどい目に遭うので
は。きっと家庭が崩壊する」。しかし、神はあな
たを守り、家族の必要も満たしてくださるお方で
す。その神に期待し、信頼しましょう。
　別の恐れは、自分が従順に行動すれば、愚か者
だと誤解されるのではといった懸念です。私たち
はこう考えます。「私はバカじゃない。私にだっ
て能力はあるわ」。従順の問題は優劣の問題では
ありません。 神には結婚の目的があり、妻が夫に
従うようにデザインされたということです。
　もう一つの恐れは、従順が同意と勘違いされる
のでは、というものです。「夫には、私が強く反
対していることを知ってもらいたい！」。そのよ
うに頑固になり、怒りの言葉を吐くことが、相手
に反対を表明する唯一の方法だと考える方がいま
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す。しかし神の言葉は、私たちの上に置かれた人々
と意見が一致しない時は、やさしい態度で適切に
訴えるよう素晴らしい訓練と原則を与えてくれて
います。
　同じような恐れです。「もし夫が神の言葉に反
することを私にさせようとしたら？」。私たちは
良いことをするためには苦しみも伴うことに、心
備えをしておく必要があります。神の言葉に従わ
ないように夫が妻に要求する権利はありません。
夫に優しい態度で、的確に訴えていく訓練が必要
です。
　そのような状況にある場合は、牧師や信頼でき
るクリスチャンに助言を求めてください。ただ　
し、次のことを確認しましょう。
• 自分の態度や、夫に同意しない意図。
• 創造的な代替案を試したか？

・神の助けと守りのため、また夫のために祈った
　か？
　本当に敬けんな従順とは、神への希望、将来を
恐れない心、内なる静けさと柔和さの中に見出さ
れます。それは神を知り、愛することから生じる
実です。
　妻が夫に従う姿勢は、キリストの生涯に深く描
かれています。キリストも不正に苦しむことがあ
りましたが、神に委ねました。結局のところ従順
とは、神を深く信頼し、キリストに不可能がなく、
私たちの想いを越えた御計画を持っておられると
の真理を知っているかどうかにかかっています。

従順のジレンマ
 
　従順には一つのジレンマがあります。従順の目
的は、神を礼拝するためであり、家族という共同
体の利益のためです。神はすべての権威に対し、
自分の権威下にいる人々を大事に扱うように命じ
られました。夫に対しては、「キリストが教会を
愛し…たように、あなたがたも、自分の妻を愛し

なさい」と命じています。従順とは神に対する敬
意を表した行為です。それは神への信仰に基づい
ています。成功は、神がすべてに計画を持たれて
いることを認識するかどうかにかかっています。
神様は妻が何をどのようにすべきか、役割と使命
を明確に表記しています。その実行には、霊的な
努力と戦いと神様に対する信頼が必要です。

地上の権威ではなく、キリストに従うための聖
書的ガイドライン
 
　境界線（道徳的または倫理的）に問題があり、
夫からの精神的、肉体的、病的な支配・暴力があ
る場合は、従いません。 神の言葉が特別に命令
し、禁止を与えているどんな事柄についても、そ
の領域は盲従しないように気を付ける必要はあり
ます。
　夫の知恵や判断に問題がある場合、寛容な姿勢
で訴えます。神の言葉の原則に照らし、すべては
良心と信仰によって吟味していきます。
　もし権威者である夫が、妻の意見と異なる主張
を続け、もし、それが罪を犯させる事柄や病的な
事柄ではないなら、その主張がたとえ賢明でなく
ても、その夫の主張に従うことは罪ではありませ
ん。権威者が自分の訴えに耳を傾けないなら、聞
き従いましょう。権威者については、神がその姿
勢に沿って、裁かれます。

応用
 
　神の言葉に照らして、従順に関する自分の考え
を評価してみましょう。
　私が自分を突き動かしているものは、他者に仕
える謙遜な心でしょうか、それとも自己主張や自
分を守る心でしょうか。私は祈りながら自らの心
を探ります（詩 139：23.24）。
　私は夫の計画を理解します。夫と同じ立場に
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立って問題に取り組み、たとえ同意できないこと
でも、夫の目を通してその問題を見るようにしま
す。従えない時、あるいは夫のやり方が間違って
いると思われる時は代替案を提示します。
　私は聖書のパターンを学び、それに倣って要求
するようにします（王に異を唱えたダニエルやエ
ステル妃たちを参照：ダニエル 1：8 ～ 14、エス
テル記）。
　私は信頼できるクリスチャンのカウンセラーと
話したいと思う時もあるかもしれません。信心深
い助言は単なるゴシップとは異なります。優れた
カウンセラーは、神のみこころにかなう選択肢を
探すお手伝いをしてくれることでしょう。
　私自身に最も重要なことは、神の内に希望を見
出すことです。
　従順は心の問題です。従順でありたいと求める
時、常に祈りの中で「主のように」という短いフ
レーズを口にしてみます。神はそのフレーズを私
たちの羊飼いとして、私たちの心に与えられまし
た。
　苦痛は、従順に行動しようとする時に生じます。
自分の思った通りに行えないからか、あるいは、
聖書的に行動しない夫故なのか。その場合は深い
苦難が伴う場合が多いです。しかし、それらを持っ

てしても、私たちの従順を押しとどめることはな
いのです。
　ペテロは言います。私たちが苦しみに召された
のは、キリストの足跡に従うためですと。（第一
ペテロ 2：19 ～ 21 参照）。3 章では次のように言っ
ています。「いや、たとい義のために苦しむこと
があるにしても、それは幸いなことです。」（3:14）
　神の言葉は、この堕落した世界の不正を見逃す
ことはありません。不義、不条理に直面した時、
聖霊によって神の解決策が与えられます。神のこ
とばと方法は人間の知恵やこの世の解決策を越え
た、深い解決策を与えます。神の解決法は、穏や
かな聖霊によって、キリストが心や行動を模範に、
聖書のことばを適応させ、真実の愛と関心と同情
に満ちた想いを私たちに与えます。自分自身の考
えとは違う相手、たとえ敵に対してでもです。
　神の方法は、神からの確かな約束として、私た
ちの魂に安らぎと平安をもたらします。聖霊を通
して与えられる神のすべての力が、私たちに恵み、
与えられようとしています。私たちが神の道に歩
む時、神は祝福し、必要を提供し、守りを与える
と約束してくださっています。
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【主講師：基調講演】
基調講演①　

「間違いを正すことに焦点を合わせず、聖書的な考
え方を身に着けさせる教育への召し－申命記６章」
　　　　　　　　　　　　　　テッド・トリップ

　成長を促す教育とは、子どもたちに聖書的な考
え方を身に付けさせる教育です。子どもたちが、
聖書に記された神の啓示に全人生を根付かせてい
けるよう指導していきます。成長を促す教育は、
間違いを正すことには焦点を合わせていません。
フォーカスすべきは、人生を聖書的に解釈し、そ
れに応答していく方法を提供することです。

基調講演②
「壊れやすい人間関係：キリストの視点からの理解」
　　　　　　　　　　　　　マージー・トリップ

　今日、人間関係の崩壊を至る所で目にします。「見
識がある」と思われた私たちの文化は、多くの家
庭が結婚生活に失敗しているだけではありません。
家庭は、子どもたちを育て保護するという、神が
意図された使命から遠ざかり、傷を負っています。
家庭でも社会でも、何かを築き上げるのではなく、
破壊する関係となっています。キリストの体にあ
るクリスチャンの中でもノンクリスチャンの世界
と同様に、壊れやすい人間的な交わりがあり、傷
を広げています。私たちが人間関係で失敗するの
は、関係を理解するために、神のことばに立ち返
っていないためです。
　このセッションでは、創造論の記述から明らか
となってくる愛の関係、コミュニケーション、神
の目的について考えます。神の創造、人間の堕落、
救い・贖いを見ながら、神がご自身の形に似せて
人間を創られた、その完全なる設計・創造の意図
をたどります。女性という立場（娘、姉妹、母親、
友人、妻）から築き上げられる、この世での傷つ
きやすい関係は、イエス・キリストを通して築か
れる神との関係を理解することで、劇的に導かれ
ていきます。私たちはもはや何かを受けることを
願う人ではなく、豊かに与える人になっていきま
す。それは、キリストにあって完全な者とされた

からです（ピリピ２章／コロサイ３章）。

基調講演③　
「矯正手段としてのしつけ－コントロール・制約では
なく、神の真理の強調と聖書的なコミュニケーション」
　　　　　　　　　　　　　　テッド・トリップ

　子どもたちが何か間違った行為をした時、矯正
手段としてしつけが行われます。ガラテヤ人への
手紙６章が示しているのは、聖書が教える種まき
と刈り取りの原則です。親は、子どもの行動をコ
ントロールしたり制約したりして、結果を得よう
とすべきではありません。そうではなく、神のこ
とばが持つ永続的な真実を強調していく方法を学
んでいくべきです。箴言は、人生にまつわる真理
を子どもたちに教え、聖書的なコミュニケーショ
ン方法を与えてくれます。

【主講師　分科会抄録】
分科会１

「家族とは？－あわれみ・贖い・恵みの体験コミュニティ」
　　　　　　　　　　  　　　テッド・トリップ

　クリスチャン家族というのは、神の教えを学び
つつ、神の栄光を表していく学びのコミュニティ
のような場とも言えます。また、子どもたちが他
者と一緒に生活をしながら愛することを学んでい
く、社会学の学習コミュニティとも言えるでしょ
う。さらに、キリストの愛と救い、贖いを学んで
いく学習センターとも呼べます。罪を犯し、ある
いは罪を犯される中で、親子が共に立ち、許し、
許されていく、贖いの恵みを経験していく場なの
です。

分科会２
「自由奔放な意思決定者ではなく、神の権威の下に
ある喜びの生活－エペソ６章」
　　　　　　　　　　　　　　テッド・トリップ

　今日の社会では、権威とは圧倒的な力から生じ
るもの、もしくは本人の同意があって初めて生ま
れてくるものだと考えます。権威の本質について、
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十分理解せず、ある人が権威を持つこと、あるい
は他の人が誰かの権威の下にあることが良いこと
なのか、また適切なのかどうか、よく分からない
状況になりがちです。そうした中、親は無意識の
うちに、子どもたちを、自由奔放で、何ものにも
支配されない意思決定者に育て上げてしまいます。
子どもたちは、誤った自由に欲望を抱き、誤った
概念を持つようになっていきます。真の自由とは、
神が定められた権威の下で喜びをもって生きるこ
とにあります。

分科会３
「行動の中心にある心を育てる－箴言 4：23　「い
のちの泉はこれ（心）からわく」」
　　　　　　　　　　　　　　テッド・トリップ

　箴言４章は「いのちの泉はこれ（心）からわく」
と教え、ルカの福音書６章は「人の口は、心に満
ちているものを話す」と語ります。行動が心から
出てくるのであれば、その人の心の内をしっかり
と育てなければ、聖書的な行動をとれないし、分
析できません。この教えは、子どもたちが道に外
れた行動を取る時、心が既に迷い出ていることが
反映されているのだとの洞察と子どもの行動理解
に役立ちます。では、どのように心を育てていく
のか、このセッションで見つめていきます。
　
分科会４

「ティーンエイジャー：生きた信仰として福音に生
きる」　　　　　　　　　　　  テッド・トリップ

　ティーンエイジャーとは、世代から世代へと
信仰のバトンを渡していく時です。箴言１章で
は、ティーンエイジャーが持つべき３つの土台に
ついて語っています。すなわち、主への恐れを抱
き、両親の言葉を心に刻み、悪しき者から離れる
ことです。この年代の子どもたちを成長させる上
で、聖書的で豊かなコミュニケーションは重要で
す。ティーンに入った子どもたちとのつながりを
維持し、彼らを理解することに喜びを見出すこと
が、鍵となってきます。
　

分科会５
「子どもたちが真実の神の栄光を見るために」
　　　　　　　　　　　　　　テッド・トリップ

　子どもたちは、礼拝する者たちです。真実に神
を礼拝するかもしれないし、偶像を崇拝するかも
しれません。彼らは礼拝する者として、自らの人
生経験を霊的な目を通して眺めます。礼拝者であ
る子どもたちは本来は、聖書の神に惹きつけられ
るように創られています。親の役目は、子どもた
ちが真実の神に引き付けられ続け、魅了され続け
るように助け、導くことです。詩篇 145 篇は、次
の世代である子どもたちに神の素晴らしき御業を
知らせ、受け継がせていくようにと、私たちの世
代に召命を与えています。

分科会１
「失望した時のために－神の働きへの理解と信頼」
　　　　　　　　　　　　マージー・トリップ

　土曜の朝、あなたはとっても良い気分で目を覚
まし、最高に肌触りの良いローブに身を包んでス
リッパを履き、リビングに向かいます（子どもた
ちはまだ夢の中）。ところが、リビングの窓が一晩
中開けっ放しになっており、新しく張り替えた美
しい床が雨にぬれ、たわんでいるではありません
か！こんな時、真っ先に心に浮かぶ思いは何でし
ょうか。失望、自己嫌悪、怒り、落胆、心配…。
　私たちを壊滅的な思いにさせ、神の愛と優しさ
に不信仰を抱かせる、人生を変えるほどの失望と
いうものがあります。この分科会では、聖書がど
のような観点から「期待すること」を見ているか
学びます。神のみことばは、人生に起きるいかな
る失望の中でも、どうすれば神を知り、受け入れ、
愛することができるかを私たちに伝えています。
失望してしまうと、期待しようとしてもうまくい
きません。例えば、夫や妻、友人があなたを失望
させます。あるいは、車の鍵を紛失したり、肉を
焦がしたり、涙に暮れる悲惨な出来事を経験した
り、私たちを無力にし、絶望に追いやり、不信仰
を抱かせる経験をしたりします。
　しかし、助けがあります。人生で起こるあらゆ
る失望の中で、主権者なる父なる神は、ご自身の
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栄光と私たちの益のために働いてくださっている
ことを理解し、この神に信頼することです。

分科会２   
「箴言 31 章に登場する女性」　
　　　　　　　　　　　　　マージー・トリップ

　何年も前に、箴言 31 章の聖句が書かれたトラ
クトを受け取ったことがあります。「素晴らしい
女性をたたえて」と書かれていました。10 節には

「有能な妻を見つけるのはどれほど難しいか」とあ
りました。それで私はトラクトの最後に、こう書
き記したのです。「これは実在する一人の女性のこ
と？それとも女性の特徴を集めたもの？それぞれ
を見てみよう。こんなマージーを達成できる？そ
れって現実的？」。私はこのトラクトのタイトル
と聖句に、非常に衝撃を受けました。私は、神が
望んでいるような自分になりたいのです。しかし、
どうすれば、それを達成できるというのでしょう！
　それから何年もの間、私はこの聖句について考
え、祈り、勉強しました。そして、神の御霊の働
きによって成長し、私が最初に抱いた質問とは異
なる方法でこの聖句を理解しようとしました。尋
ねるべきことは、「これは実在する一人の女性なの
か、はたまた女性の特徴を集めたものなのか」と
いうことではありませんでした。そうではなく、「箴
言 31 章で神は一体、何をたたえているのか」とい
うことだったのです。10 節の正確な訳は、「高潔
な性格の妻をだれが見つけることができよう」で
す。この美しい聖句の中で、神は崇高な性格を賛
美しています。たくましさでもなく、賢さでもあ
りません。敬虔な「性格」が称賛されているので
あり、女性の「生産性」ではないのです！女性は
よく、自分の人となりではなく、何をしたかで自
分の成功を判断してしまいます。しかし、箴言 31
章で語られている女性像は、人格に根差したもの
です。何と安心することでしょう！内側の性質が、
外側の行動を左右します。私の手の業は、心の中
にあるものを表しているゆえに重要なのです。
　この分科会ではこの前提に立って、箴言 31 章
に表されている多くの人格を学んでいきます。そ
れらの人格は、他の多くの聖書箇所で具体化され、
皆さんの人生で育まれ、一層与えられようとして

いる実在可能な人格です。

分科会３
「全体像 – 本当の性質」　　　
　　　　　　　　　　　　　マージー・トリップ

　幸福感というものは、その日が「良い日」だっ
たか、「悪い日」だったかでまとめられるものでし
ょうか。何があれば「良い日」で、何があれば「悪
い日」なのか。悲しいことに多くの場合、私たち
を取り巻く環境が、私たちの心や気分、精神的な
温度に影響を与えています。
　どのような状況かに関係なく「良い」日を過ご
すには、全体像を把握する必要があるのです！そ
れは、神のみ言葉の中にあります。そこには豊か
で深みのある全体像があり、神の主権の中で守ら
れつつ、人生における異なるピースを見ることが
できます。私たちは喜びと希望を持ちながら、ど
のような状況にあっても、堅く、そして力強く強
く立つことのできる、堅固な地面を見つけるでし
ょう！
　この分科会で核となるみ言葉は、詩篇 73 篇、第
2 コリント 2：4、その他の力強い聖句です。目に
は見えないけれども神が住んでおられる霊的な世
界、そして私たちが霊的な目で見て理解するよう
にと神が招いておられる霊的現実について、神の
み言葉は実例を提供してくれます。
　
分科会４

「子育て－母の役割」　　　　
　　　　　　　　　　　　　マージー・トリップ

　この分科会では、子どもの心を「養う」時に果
たすべき母の役割を考えていきます。土台とする
考えは、私の夫が書いた『聖書が教える親と子の
コミュニケーション』と、私たち夫婦の共著『子
どもの心を教える』です。多くの母親が、一人で
何役もの役割を果たそうと頑張っています。家族
の中で自分だけがクリスチャンという女性も多い
でしょう。そういう家庭では、亭主関白な夫が聖
書的でない生き方を決めてしまうか、あるいは、
夫はほとんど家庭を顧みず、家庭のことは妻任せ、
のどちらかではないでしょうか。多くの女性が口
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にするのは、夫が霊的な生活を送っておらず、霊
的な頭としての役割を妻に任せているということ
です。こうした女性たちは多くの疑問を抱えてい
ます。聖書が教える子育て、母の役割とは何か、
神のみことばから考えていきましょう。

分科会５
「神のこころにかなう女性となる」
　　　　　　　　　　　　　マージー・トリップ

　私たちの社会は、何かに「なろう」、誰かに「な
ろう」として、心を奪われがちです。私たちクリ
スチャン女性は、自分がキリストにあって「何者
であるか」を確かに知っています。「神のこころに
かなう女性になる」ということは、キリストがし
てくださったことに基づきます。私たちに何がで
きるか、どんな人になろうとしているかは、関係
ありません。「女性らしさ」の根底にあるのは、私
がキリストにあって誰であるかということです。
　私たちはクリスチャン女性として、キリストの
中にある者だという確信を持っています。
　私たちがキリストのうちにある者、あるいはキ
リストにあって安らぐ者となったのは、キリスト
の死の延長にあります。それはキリストを信じた
私たち一人ひとりに与えられた特別な立場です。
キリストが私たちのすべての源です。もしキリス
トの働きが救いに留まっていたなら、すなわち天
国へ行くだけで終わっていたなら、私たちは自分
でできるだけ最善を尽くす以外にできることはな
く、希望がないでしょう。しかし、主をたたえます。
キリストの働きは完全です。私たちは、キリスト
にあって完成に向かっているのです。罪がもたら
した死から解放されるだけでなく、キリストにあ
って完全な者とされるのです。ピリピ人への手紙
３章は、すべてを要約しています。「私は、すでに
得たのでもなく、すでに完全にされているのでも
ありません。ただ捕らえようとして、追求してい
るのです。そして、それを得るようにとキリスト・
イエスが私を捕らえてくださったのです」
　この分科会では、この世の考え方と霊的な（ク
リスチャン的な）考え方を対比させます。神のみ
言葉は、この世が私たちの心、家、そして教会に
忍びこませた、女性の役割に対する考え方を明確

にし、拒絶するようにとチャレンジしています。
　たとえ代価を払っても、私たちはクリスチャン
として聖書に立つ考え方を持っていなければなり
ません。神に愛され、知られ、女性という役割を
もって創られた神の子として、私たちはこの世が
意図するものを拒むべきです。そうすることで、
守られ、進むべき道を見つけるでしょう（第一ペ
テロ１・13 ～ 16）。

【分科会各講師　抄録】
■誰でもバイリンガルに育つ！バイリンガル養成
ワクワク大作戦－ GrapeSEED 効果的活用法
 　　　　　　　　　　稲葉・伊東（GrapeSEED）
 
　この 20 年、バイリンガルを目指した日本のホ
ームスクーラーたち、トリリンガルが普通の丸森
の伝道者たちの姿を見ながら、「学習環境」次第
で、バイリンガル養成が可能であることを実感し
ています。我が家でも、現在、取り組んでいます。
日本のホームスクーラー ( 正確にはチア・メンバ
ー）のためには、具体的な教材として日本で 150
校、世界 18 ケ国で約 900 校以上が採用する注目
の英語カリキュラム「GrapeSEED」が、与えられ
ています。その特徴は、「文法は後ほど…話す自信
と意欲・実力をつける」、「よく使うことばを繰り
返し教える（英語教育環境の提供）」、「音から入る
英語脳の形成」、「話す英語で終わらない、総合的
な英語力の獲得」。こうした教材の個人利用は、世
界で唯一、チア・メンバーにだけ許されたことです。
当分科会では、英語・日本語・ヒンディー語とト
リリンガルの伊東エリヤさん（GrapeCity 社専務）
と共に、バイリンガル教育によって日本・世界で
キリストの栄光を現していく子育て・方法を探り
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 

　「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
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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時間からできるチャー
チ＆ホームスクーリングって？」。この 20 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！

■「普通のサラリーマン家庭」でもホームスクー
ルはできる？　                                 
　　　　　　　　　　　　　今井　一穂＆真理子

　夫は仕事で忙しい。昼間は妻一人。本当にホー
ムスクールをやっていけるのか？はい、やってい
ます！（今のところ）ホームスクールの扉は「普
通のサラリーマン家庭」に開かれています。（少な
くとも我が家は…）
　１. ホームスクールへの導き
　２. 普通の会社員家庭のホームスクール現状
　我が家の日常生活の様子を共有させていただき
ます。（聖書の時間、お手伝い、勉強、課外授業、
いいことメモ＆もうちょっとメモ、制限時間を設
けて親と遊ぶ、夫婦の時間、真理子１人の時間など）
　３. スパンクは虐待か？
　スパンクは虐待でしょうか？世間やクリスチャ
ンからの風当たりがさらに厳しくなる中、スパン
クの聖書からの定義や意義を確認します。ぬいぐ
るみを使い我が家での実践方法の実演や注意点な
どを共有させていただきます。

■「数えてみよ 主の恵み」　　　　　上原 　知子

　3 人兄妹の末娘誕生と共に始まった我が家のホ
ームスクールも 17 年目に突入し、今や母親とし
ての手綱はかなり緩くなり心に余裕が与えられた
今、これまでの歩みをふり返り、悟った事や恵み
の数々をシェアします。私たちが不忠実でも主は
常に忠実なお方であることを賛美します！質問大
歓迎 (^^)・なぜホームスクール？ ・求めよ、さ
らば与えられん・今時学校事情・信じて待ち望む・

マラウイへのミッショントリップに行った長女か
らのリポート など。

■「創造を学ぶことの意義」　　　　宇佐神　実

　創造主は聖書を通して真の歴史を私たちに教え
ています。そしてこの歴史を信じることは、私た
ちの信仰の土台を築く上で非常に重要です。それ
は、私たちの世界観・人間観を形成するからです。
また、創世記 1 − 11 章の歴史を通して、救いが
必要な理由、現在の地球の状態、新天新地の必要
性を説明することができます。また被造物がいか
にすばらしく造られたかも考えることができます。
講義を通して子どもたちに聖書の歴史をきちんと
教える助けとなるでしょう。

■「進化か創造か」　　　　　　　　宇佐神　実

　日本では、進化論が徹底的に教えられていて、
多くの人が進化論は事実だと信じていますが、著
名な科学者たちは、進化論が証明できず根拠に乏
しいことを知っています。この講義を通して、生
物学、地質学などの証拠を見、私たちが創造され
た世界に住んでいることを確信しましょう。また、
子どもたちにもその確信をもって創造された世界
であることを伝えましょう。

■「命あるうちに」　　　　　鍵谷　徹也 & 陽子

　（徹也）「神である主の御顔を避けて園の木の間
に身を隠した。 創世記 3:8」罪深い自分の姿から
目を背ける度、罪の重さがぼやけ、許された恵み
の大きさを見失う…そんな負のスパイラルから主
は、幾度救い出してくださったことでしょう。
　（陽子）愛する父が、主の御元に召されました。
想像を絶する闘病を通して受けたのは、主の深い
憐れみと、くすしい御業。この世の幸いとは、か
け離れた状態にあっても、御国の希望と喜びに満
ち足りる事ができる …キリスト信者とは、なんと
幸いな者でしょう！
　今日は恵みの日。愛する自由を放棄したり、後
回しにしてはいられません。ホームスクーリング
は、愛し、伝える幸いに満ち、自分を捨て、新し
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くされるチャンスに富んでいます。諦めない我が
家、いえ、諦めなさらない主の御恵みをお分かち
します。

■「実よりもまず根っこ」　　　　　川嶋　しのぶ

　ホームスクーリング開始から 12 年が経ちまし
た。開始当初のカオス、夫の単身赴任時期も経験し、
ひとりで背負い込み、とにかく勉強が遅れないよ
うにと焦る母親でした。小学生、中学生、高校生
時代で直面したそれぞれの課題と、神さまの備え
や祝福を分かち合います。「それなら私にもホーム
スクールできるかも。」と思って、１家族でも踏み
出す決心をしてくれたら幸いです。目に見える実
が実るためには、まず根っこがしっかり張ってい
なければ、という意味がやっと最近分かり始めま
した。高２の末っ子長男の証タイム付き。

■「みことばに生きる」　　　　　菅野　律哉＆幸

　私たちの教会では、「私たちの父アブラハム」と
いう本をテキストにして、定期的に子育ての学び
をしています。聖書を日常生活の土台とするユダ
ヤ人社会の視点から子育ての仕方を学ぶことは、
大きな発見の連続です。学びと実践を繰り返す中
で、いつの間にか取り込まれている世の中の教育
観を取り除き、みことばに基づく教育に軌道修正
することを常に教えられています。試行錯誤の毎
日の証と共に、子どもたちをみことばで教育する
ことについて、私たちが教えられたことをお分か
ちしたいと思います。

 ■「イスラエル宣教に若者を送り出す試み」　
　　　　　　　　　　　　　　木谷　直也＆尚美

　①イスラエルの現状 ②メシアニック・ジュー (
イエスを信じるユダヤ人 ) の現状 ③異邦人教会と
しての役割 ④日本の若者をイスラエル宣教に送り
出す手立て ⑤メシアニック・ジューと日本人クリ
スチャンの若者の交流について⑥メシアニック・
ジューと異邦人教会の若者たちによる One New 
Man の働きを見据えて

　以上の項目について、ホームスクールで育てて
きた娘ゆりか (18) と共に、実際にどのような活動
を始めているかについて報告します。

■「日々支えられている言葉」　
　　　　　　　　　　　　　　衣笠　健三＆葉子

　乳児期から青年期まで 7 人の子どもたちの HS
を続ける中で、支えられている言葉を紹介します。
チアのコンベンションや白馬で講師の先生方から
語られた言葉もあれば、何気なく手に取った冊子
に書かれていた言葉なんかもあります。我が家の
HS の指針のようになっている言葉もあれば、ふと
した時に思い出して励まされたり、疲れ切った時
にホッと慰めてくれたりする言葉もあります。い
くつ紹介できるか分かりませんが、ゆるりとお分
かちしたいと思います。（前回の分科会の続きでは
ありませんが、波乱万丈 HS 家族の近況も少しお
話する予定です！）

■オンラインサポート『パートナー』のご紹介　
　　　　　　　　　　　　　　ギンター　千為子

　『パートナー』は、ホームスクーラーのご家族を
継続的に支援し、励まし、助けることを目的とし
ています。１．保護者コース…カリキュラム作成
＆フォローアップ　２．小学生学習サポート
３．習字コース
　この分科会では、各コースの大まかな流れと教
材や学習の進め方についてご説明させていただき
ます。ホームスクーラーの皆様の良き理解者・協
力者・助け手として、愛と祈りをもって、精一杯
お仕えしたいと思っています。あなたのホームス
クーリングライフをより豊かに…。体験者の声も
お届け予定です。

■「それでもなぜホームスクーリングをするのか？」
　　　　　　　　　　　　　　高倉　新喜＆聡子

　私たちは多くのホームスクーリング・ファミリ
ーの素晴らしい証しに感銘してホームスクーリン
グを始めましたが、実際には理想どおりにはいき
ません。本当に子どもが霊的クリスチャンに成長
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して伝道者として世に出ていけるのか？将来の進
路はどうなるのか？などなど不安は尽きません。
しかし、それでもホームスクーリングをやめるこ
とはできません。それは神様の私たちに対する命
令だからです。常に「それでもなぜホームスクー
リングをするのか？」との問いかけに向き合い、
聖書のみことばに立ち返りつつホームスクーリン
グの確信を強めています。

■「育つ側のチャレンジ」　　　　　  高原　主悦

　子どもたちは身体的にも精神的にも成長の真っ
最中です。だからこそ、子どもの特性・しんどさ
に対しては、今だけでなく、“これまでの心の成長
の流れ（＝精神発達）” という視点で捉えていくこ
とが大切です。この回では、子どもの精神発達に
ついて基本的な構造を捉えながら、いわゆる発達
障害とは何なのか、どのような成長をたどるのか、
カウンセラーとしての証しも交えて、一緒に考え
ていけたらと思います。

■「育てる側のチャレンジ」　　　　  高原　主悦

　子どもは「社会の鏡」と言われます。実際に今年、
10 代前半死因 1 位が自殺になったことが記事とな
り、社会で問題となっていることが鋭く反映され
ることを象徴するようなニュースでした。育てる
側に大きなチャレンジが突き付けられている時代
だからこそ、神様が造られた “家族” というシス
テムに改めて目を留めたいと思います。この回で
は、時代の流れが家族にどのような影響を与えて
きたのかを踏まえつつ、神様が用意されている家
族の祝福について一緒に考えていけたらと思いま
す。

■～高認・大学受験を控える子どものためにでき
ること～　　　　　　　　　棚田　伊作＆加代子

　手探り状態で行ってきたホームスクーリングで
すが、「主の弟子として育てる」ことを目標に、現
在も親子共々学んでいる真っ最中です。気が付け
ば、主が整えられた道を歩まされて早 11 年が経ち
ました。親である私たちが、高認、大学受験とい

う一つの節目を迎えるという子どもたちと、どの
ように関わってきたかを分かち合いたいと思いま
す。

■子どもを祝福する「ゆるっとホームセラピー」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　辻　奈央子

　特性のある子どもの子育てには悩みがつきもの
です。その中で、チア・にっぽんを通して出会っ
たジョイス・イノウエさんから教えていだたいた

「祝福」のメッセージが我が家のホームセラピーの
土台となりました。不定型発達児の親だったから
こそ受けた神様からのメッセージ、与えられた品
性、そして母として、セラピストとしての歩みを
証しと少しのコツを交えてお話いたします。

■「我が家のホームスクーリング」
　　　　　　　　　　　　　南雲　信幸＆恵理子

　神様は子どもたちを 1 人 1 人ユニークな存在と
してこの世に送り出して下さいます。要領の良い
子、優れた運動神経の子、頭の回転の速い子、時
間は掛かるけどじっくりと物事に取り組む子、作
家のように想像力豊かな子、人とは違った独創的
な感性の子等、人それぞれです。そのような中で、
手の掛かる子、発達がゆっくりな子もいます。そ
れらの子には適切な言葉掛けや配慮、何よりも愛
されていること、自分の存在意義を保証してくれ
る、そのような働き掛けが必要です。理解が無い
場合、疎外感を受けて粗暴な行動に出たり、乱暴
な言葉遣いをしたり、協調性の無い行動をしたり
します。しかし、それらの子たちにも言い分はあ
るのです。愛されたいし、分かって欲しいし、仲
良くしたいのです。そのような子どもに対しどの
ように接していけば良いのか、我が家の実例紹介
と皆さんからも実践方法を紹介して頂き、分かち
合いと情報共有の場に出来ればと考えております。

■那須家のホームスクーリング 15 年で
　　　　　修了・終了！？－感謝感激雨霰－　　
　　　　　　　　　　　　　那須　清志＆百合美

　2004 年 4 月より始まったホームスクーリング
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も 15 年間で修了。長男（27 歳）はビジネスマン
３年め、長女（25 歳）は看護師 5 年を経て現在助
産師学校学生、次女（23 歳）はビジネスウーマン
２年目、次男（21 歳）は大学 3 回生、三女（19
歳）は看護学生 2 年生。というわけで、子どもた
ちはみな家を港に、訓練・学びの大海で航行中です。
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。これからは本格的に主からのお取り
扱いを受け、主にある成人を目指して進むことを
願うばかり。これまでの振り返り、感謝、思い出、
反省、後悔等々、そしてこれから…。

■従順な道に潜む問題－ホームスクールの子ども
たちが信仰を維持できないとき
　　　　　　　　　　　ピーター・ブロックソム

　ホームスクールの子どもたちの中にも、クリス
チャンであることをやめてしまう子がいます。私
自身、クリスチャンホームで育ち、子どもたちを
ホームスクールで育て、また KIU において牧師、
宣教師の方々のお子さんを多く教えてきましたが、
その中でキリストによる救いの扉をたたきながら、
後に主の道から離れていってしまう子どもたちを
見てきました。なぜ、このようなことが起こるの
でしょうか？
　クリスチャンホームにおいては、キリストにあ
る信仰を選ぶことが、子どもにとって最も易しい
道であるという勘違いが起こりがちです。そこで
は、子どもたちが非聖書的な思いや考えの故に非
難されるということがしばしば起こります。「クリ
スチャン」であることは、子どもたちにとって最
も抵抗を受けることが少ない道となるのです。し
かしそのような信仰は、この世の迫害の中にあっ
て、子どもたちを堅く立たせてくれるものではあ
りません。今回の講演では、このような悲劇から
子どもたちを守るために、保護者として私たちに
何ができるのかを考えていきます。

■ 16 年目に思うこと　　　　　　　 藤原　樹里

　ホームスクールも 16 年目、無我夢中で過ぎまし
たが、昨年から娘が聖書学校に留学、息子と 2 人

で勉強する静かな生活になりました。2 年後には
主人の定年退職を控え、子どもと学ぶ日々も後 4
年程かと思うと感慨深いものがあります。今、振
り返ってみると、初めての経験で、親も肩に力が
入り、理想を目指して無理をしたり、逆に世的な
価値観に影響されて焦ったり、たくさん失敗もあ
ったと思います。でも、そういった失敗を修復し
て余りある、神様の恵みの大きさを思います。わ
が家の歩みと、注がれた神様の恵みをお分かちで
きたらと思います。

■ホームスクーリングに召し出された恵みと知恵
　　　　　　　　　　　　　　渡辺　健＆まゆみ

　イエス様なしの子育ては、羅針盤のない船で、
行き先の定まらない旅をするようなものではない
でしょうか？そして、初経験のホームスクーリン
グに召された私たちには、なおさら主の羅針盤が
必要です。能力も技術もない私たち家族がどのよ
うにして船出をしたのか、そしてその旅の途中で
あったチャレンジや恵み、楽しくホームスクーリ
ングをする上で役に立った知恵（コツ）をみなさ
んに分かち合いたいと思います。

＊吉村忠敏＆則子様の分科会は今回ありません。
どうぞご了承くださいませ。 　
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　チア 20 年目特別企画として、チア発行の聖書に立
つ教科書を 80％オフにし、特別プロモーションした
いと思っています。白馬セミナーの参加者限定です。
チア・コンベンションと W 企画とさせていただき、
コンベンション会場でも大変、好評をいただきました。
　聖書に立つ教科書・教育書籍は、これまで多くの皆
さんにご利用いただき、ホームスクーリング学習のサ
ポート役として大きく用いられてきました。また同プ
ロジェクトは、経済的にも神様の祝福の中で全て必要が備えられ、この 20 年、順調に進ん
できました。感謝すべき 20 年目を迎えた今年、心からの感謝を込めて思い切ったディスカ
ウント価格で提供し、一人でも多くの子どもたち、皆さん方に用いていただきたい、また、
既に用いていただいてる皆さんにはご友人等へのプレゼント用等に用いてもらいやすい価格
設定を考え、トライしてみることにしました。
　ホームページや書店等での販売は定価（HP ではチア会員は 10％オフ）で、白馬セミナー
参加者限定の特典です。
　対象は、「聖書・こころを育てる」シリーズ、「りか」「世界史」「副読本」ほか教科書関連
すべてです。チア発行の聖書に立つ単行本シリーズは全品 60％オフ（在庫稀少本を除く）で
の提供を予定しています。ぜひ、この機会をご利用ください。お楽しみに！

　※三浦綾子著「したきりすずめのクリスマス」は現在再版待ち。ジョシュア・ハリス著「聖
書が教える恋愛講座」・「誘惑に負けないために」は現在、在庫稀少本のためディスカウント
対象外です。

★チア・にっぽん発足 20 年目特別企画！★
　教科書 80%OFF ＆単行本 60%OFF プロモーション !

                         （白馬セミナー参加者特典）

　

　「個人伝道の秘訣と方法ーホームスクーラー若者たちのために！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の証し者、公募です !
   【場所・時】　白馬セミナー　OB/OG ユース向けセッション
　【対象】　　　男女年齢を問わず、個人伝道体験者であれば、どなたでも大歓迎！
　【持ち時間】　７－ 12 分
　【申込】　　　数行でよいのでポイントを書いて、事務局にメール・FAX で送ってください。
　　　➡チア・にっぽん事務局　Mail：office@cheajapan.com　FAX：03-6862-8648
　【締切】　　 11 月 14 日（木）　

　　ぜひ皆様、こぞってご応募ください！
　＊人数等により、来年度以降にまわっていただくケースもありますのでご了承ください。

★N
ew
★
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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 4 時間 12 分）ー南小谷駅（片道￥7,900 ～）
　　　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）ー糸魚川駅経由南小谷駅（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 7：35 ➡白馬八方バスターミナル着 12：48（片道￥5,200 ～ / 往復￥9,400 ～）　
　　　バスタ新宿南口発 7：55 ➡長野駅着 11：38（片道￥2,900 ～）
　　　新潟駅前発 7：45 ➡長野駅着 11：10（片道￥3,500 ～ / 往復￥6,300 ～）
　　　大阪・京都・神戸方面➡長野駅（片道￥4,460 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（11/21）  東京駅発（あさま 607 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（11/23）●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・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　　12:00 発、13:10 発
　　●白馬乗鞍バス停　　12:50 発
　＊白馬八方バスターミナル希望者は事務局まで

　< 帰り >
　　　　　　　　　ホテル出発時間
　　●長野駅行き　　13:20 発
　　●南小谷駅行き　13:40 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 11/14）

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）
　11/21　東京 8：00 ➡ホテル 14：00
　11/23　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）
　11/21　大阪 6：30 ➡ホテル 14：20
　11/23　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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　　　第 4 回　チア・にっぽん杯　    写 真 コ ン テ ス ト
 　＜応募要項＞

 ■テーマ：被写体から見えてくる聖書のストーリー。素材は自由 （自然、動物、人物ほか）
 ■部　門：（１）９歳以下（２）１０－１２歳 （３）１３－１５歳 （４）１６－１８歳（５）１９歳以上 
 ■サイズ：A ４サイズ以上 / 額入れ OK です！ 　■締切：11 月 7 日（木）
 ■応募方法：必ず作品の裏に、氏名（フリガナ）、住所、年齢、性別、電話番号、E メール、写真のタ
イトル、その写真から見えてくる聖書のストーリー（100 字以内）、着払い返却希望の有無を書いて、
お送りください。また、可能であればメール（office@cheajapan.com) に写真データ（１MB 以上）
をお送りください。

                         白馬セミナー会場で展示、表彰式が行われます！

第 2 回　チア・賛美　作詞・作曲コンテスト！
　オリジナル賛美曲のコンテスト第二回目です。プロ・アマ・年齢、問
いません。作詞・作曲された曲を収録・アレンジくださり、ご応募くだ
さい。神様を賛美する曲であれば、ジャンルは自由です！
　既に発表済み、CD 発売済みの曲でも OK です。将来、入賞曲の CD 化、
WEB アップ等のために、著作権をご提供いただければ感謝です。（CD・
WEB 等、限定 OK!）

締切：11 月 7 日（木）チア・にっぽん事務局必着　
　＊応募音源は郵送またはメールで受け付けます。
　＊作品の返却はありません。
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　「作詞作曲係」
　　　　office@cheajapan.com　

　 入 賞 作 品 は、
白馬セミナーに
て表彰します♪
どなたでも、こ
ぞってご応募く
ださい！

 第 1 2 回 　 チ ア ・ に っ ぽ ん 杯 　
　 　 　 　 　 　 読 書 感 想 文 大 会 ！

　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 7 日（木）
◆発表・授賞式：11 月 21 日（木）夜７時半　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。

　　今年は

白馬セミナーで

　開催します！
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　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。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。
13 歳もウェイティングＯＫ！）　　　　　
　　　　　　　　　＊希望者は事務局まで。

★　ＬＩＴ　★
（リーダーズ・イン・トレーニング）

☆こぞって応募ください。スペースに限りあり。　　　　　
                                         ➡お早目に事務局までお申し込みください！

＜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

＜コンベンション 2019 ＞
★棚田伊作　消しゴムはんこ　★末宗ひかり＆田丸乃彩　ハンドメイドアクセ
サリー　★竹橋光　ハンドメイドアクセサリー　★乾ファミリー　ハンドメイ
ドアクセサリー＆カード　★塚本ファミリー　スイーツ、将棋コーナー　★今
井詩音　シオンクラフト＆ショップ　★藤本道子　絵葉書　動物の絵　★豊田
雪恵　アクセサリーショップ　★井澤恵美満　クッキー　ほか

白馬での自主企画、好評につき今回も開催決定！！

将棋大会（コンベンション 2019 にて）

　11 月 6 日までにお申込み＆入金済 みの大人の方に、「 聖
書 6」「聖書 10」「聖書 11」（各 3,024 円）、「りか 1」（2,376 円）、

「ちょっぴりホームスクーリング考えてます？」「世界の始まり」
「キレルこどもたち」（各 1,728 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！＊教科書は大人 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

お知らせ
　レースカーグラン
プリ大会は今年お休
みさせていただくこ
ととなりました。
　次回開催を目指し
て準備していきたい
と思っております。
どうぞよろしくお願
いします！

　初！「着付け伝道教室」　
（金曜午後の自由参加企画です！）
　　　　　　By 木谷ファミリー

海外でも好評です！（イスラエルの中学にて）
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　★コンベンション・白馬セミナー DVD　
　　　　　　　　　　　　　　　　6,800 円➡ 2,800 円（税込）
　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。

☆コンベンション
【2016】ブライアン・レイ、ジュリーホーン
【2017】スコット・ソマ―ビル
【2018】トッド・カンガス、スーザン・ビーティ―
☆白馬セミナー

【2016】マイク・ドネリー、イスラエル・ウェイン
【2017】グレッグ・ハリス

　★聖書 DVD 6 割引き！
　　スタンダード版                        　　2,074 円　➡　 　  829 円（税込）
　　プラチナ版                              　　4,180 円　➡　  1,672 円（税込）
　　スタンダード版パッケージ       　　21,780 円　➡　　8,712 円（税込）
　　プラチナ版パッケージ             　　43,780 円　➡　17,512 円（税込）

＊スタンダード版、プラチナ版共に日本語・英語のナレーション、日本語字幕あり。プラチナ版は英語字幕も選択でき
ます。（パッケージでのまとめてのご注文以外は、　【マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ・使徒・ローマ・コリント・ガラ
テヤ～テサロニケ・テモテ～ピレモン・へブル・ヤコブ～ユダ・黙示録】　の中から選んでご注文ください。）

★チア・クリスマス特価！★
                              2016 ～ 2018 年

  コンベンション・白馬セミナー DVD ＆聖書 DVD

★　コンベンション・白馬セミナー DVD　申込書　★　　

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

ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

ご氏名　　　　　　

　　　　　　　　　

ご住所（〒　　　　　　　）

■申込内容　　【コンベンション・白馬セミナー DVD】　

　　　　　　　　　（　　　年）（コンベンション　・　白馬セミナー）　

　　　　　　　【聖書 DVD】（スタンダード・プラチナ）（　　　　　　　　　　）　　　　　　　

合計（　　　　）円

メールアドレス：　　　　　　　　

電話番号：　　　　　　　　　　　
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★したきりすずめのクリスマス　申込書★　　

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

ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

ご氏名　　　　　　

　　　　　　　　　

ご住所（〒　　　　　　　）

■申込冊数　（　　　　　）冊

　　※送料は 600 円（北海道・九州 900 円、沖縄は 1,100 円）5,000 円以上、送料無料（北海道・九州 300 円、沖縄は 500 円）

合計（　　　　　　　　）

メールアドレス：　　　　　　　　

電話番号：　　　　　　　　　　　

    したきりすずめのクリスマス

第４版１２月上旬完成予定！予約受付スタート！
　　　　　　　　クリスマスプレゼントに最適！

      全カラー８０ページ！
            2,200 円＋税（税込 2,420 円）

「ノンクリスチャンにも、クリスチャンにも、子どもにも大人にも、贈ると必ず、

喜ばれます。 みなみななみさんの優しい絵と共に、 ストーリー化への賜物

にあふれた三浦綾子さんのドキリとする展開の中に、 キリストの福音の真

髄が心にしみいります。 素敵で豪華感もある絵本であり、 最高のクリスマ

スプレゼントです。 たくさんの皆さんに、 贈っています。   （東京　Ａさん）」

推薦のことば　三浦光世・星野富弘
絵　みなみななみ

　クリスマスの時期、ご家庭に、そしてクリスマスプレゼントに、ぜひお用いください。
…贈ると必ず喜ばれます。元総理大臣、与野党各議員、お医者さん、レストラン主、不動産会社
社長さん、小学生、幼稚園児、皆さん、にっこり。

三浦綾子作品
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　先日 NHK 教育の「# ジューダイ」という十代向けの番組で「待ってるだけじゃ始まらない！ SNS 恋愛アプローチ術」
という番組がありました。私たちのついていくことのできないスピードで世の中が変わっていて、NHK で紹介されるま
でになっている、と驚きました。比較的安全に見えるインスタグラムも危険な恋愛ツールとして利用されていることを、
情報としてお知らせしたいと思って、このメールを書いてます。

　この番組は、街中でティーンの女の子たちのインタビューからテクニックをシェアし、高校生の女の子が男子の気を
引くためにとる行動のミニドラマがあり、YouTube で恋愛講座をしている男性が解説していく、という構成でした。
　そこで紹介されていた好きな男子に「告らせる」方法はだいたい以下の通りです。
　１．ターゲットの男子のインスタグラムのアカウントをフォローする
　２．インスタにあげられた過去の投稿で彼の好みを知る。好みをさぐるために簡単に使えるのはアンケート機能。　
　　例えば「好きなのは、カレー？ラーメン？」と聞き、どちらをこたえても「いいお店があるからいかない？」　　
　　と誘える。
　３．自分のインスタには人が撮った自分の写真をアップする。人は良く目にするものに好意を感じるという特徴が　
　　あるので、自分の写真が頻繁に目に入るように。
　４．好意を持つ相手が写真をアップしてもすぐには「いいね」しない。何件かたまってから、一度にいいねを押す　
　　と相手に通知が出るので「なんかあった？」などと DM（ダイレクトメッセージ）がくる。
　５．電話をしたら、通話終了画面をスクショしてストーリーズ（短時間で投稿が消える）にあげて、特別な存在で　
　　あることをほのめかす。
　６．デートをしたら、二人の写真をインスタにあげる。
　７．インスタの DM 機能から LINE を交換する。
　８．LINE を交換したら、徹底的に相手にペースを合わせて会話を続ける。
　などでした。最後に「SNS に載ってることがすべてではないし、だまそうとしてくる人もいるので気を付けて」とい
う注意喚起はありましたが、不十分だと思いました。
　当然ですが、この番組が教えていたのは「相手の気持ちを自分に引き寄せるために効果的な刺激の与え方」が中心で、
相手の最善を願うというベースではありませんでした。

　今回私が学んだのは、インスタグラムという比較的危険が少なそうに見えるアプリであっても、DM 機能によってほ
とんど知らない人とでも連絡が容易にとれるということです。LINE 自体も、習い事の連絡に使われるなど、中高生にな
ったら利用しないでいることが非常に難しく感じています。実際、私の娘の通う習い事の講師から生徒に直接、「スマ
ホ（LINE）がないと連絡できない」「SNS を活用して世間にアピールしていくべき」などと言われている事実もあります。

　また、若い人にとってインスタはかなり敷居の低いコミュニケーションツールであるようです。私自身、スポーツク
ラブのイベントで 2 回あった中学生の男子から、インスタ経由で連絡がくることがありました。直接会った時に「知ら
ない大人とやり取りすると、親御さんが心配するから控えた方がいいと思う」とは忠告したのですが「イベントで顔を
合わせてるから大丈夫」と意に介しませんでした。小学生男子を連れてるおばさんということで危険視されてない部分
もあるとは思いますが、私が悪人だったら危険極まりない行動だと思いました。（この少年とは今後イベントで家族で
顔を合わせる機会がありそうなので、親御さんにもご挨拶は差し上げようと思ってはいます。神様が引き合わせてくだ
さってるかもしれないので）。

　娘たちには、上記の「アプローチ術」のような戦略で子どもたちに近づこうとする人もありうるということも伝え、
誘惑を受けたり、事件に巻き込まれる前に、心の備えをさせておきたいと思います。　　

　SNS 恋愛術の危険性　　A さんより
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コンベンション 2019 アンケート Part2

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

　●励まされた。初心に帰ること
ができた。キリストの為にしたこ
とだけが残る（ダニエル・ファン
ガー氏）の言葉が心に刻まれた。
子どもたちは積極的に勉強しよう
とせず、遊ぶことばかり考えてい
る気がしてそこが課題です。この
度も本当にありがとうございまし
た。大変お世話になりました。
　　　　　　　　（山形　A さん）

●神の家族との交わりで祝福され
ました。ありがとうございました。
ジェラルド＆ベバリー夫妻の「な
ぜホームスクーリング」、ジェラ
ルド氏の「HS における父親の役

割」に、励まされました豊田さん、
三橋さん、中村さん、それぞれの
家庭の神様との歩みを分かち合っ
て頂いたことに感謝です。「お父
さん集まれ！」で今後もっと男性
クリスチャン、ホームスクーラー
の父親の友情を育んでいきたいで
す。　　　　　    （東京　B さん）

●楽しかった！神様の愛を確認で
きたし、信仰の友との交わり、祈
り合いで励まされた。最後の子ど
もたちの賛美の奏楽を youth た
ちがやっていたのが良かった。中
山家、赤津家、夜のアップデート
タイムも初めてお見かけする人々
も多くいて知り合え、それぞれの
近況に励まされました。これから
もホームスクーラーのチア ( 応援

) であってください！
　　　　　　　（神奈川　C さん）

●今回も来ることが出来て本当に
嬉しかったです。ジェラルド＆ベ
バリーご夫妻を導いて下さった主
に感謝します。小さかった子ども
が成長し、家庭のスケジュールも
変化する中、このようにコンベン
ションを優先することができ参加
できて感謝です。
　とても疲れていたタイミング
で、全てに感動し涙があふれまし
た。原点に戻れ、新しい力、大き
な励ましを受けました。基調講演

「なぜ HS」、分科会「母から母へ」、
ギンターさんの分科会、良かった
です。ありがとうございました。
　　　　　    　（神奈川　D さん）

5/31-6/1 大阪、6/7-8 東京にて行いましたコンベンションの参加者の声、第二弾をお届けします！
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●毎年ありがとうございます。16
回目ですがマンネリにならず今年
も今、必要なみことばや気付きを
頂きました。赤津さんの分科会で
祈りの時間が持てたことが良かっ
たです。　　　    （東京　E さん）

●数年ぶりに次女と三男をつれて
参加出来ました。いつもコンベン
ションの準備と応対、ありがとう
ございます。日本の HS と救いの
ため、これからもよろしくお願い
します。今回ヒューブナーさんの
分科会に参加しましたが、プロジ
ェクターの資料も入手出来たら嬉
しいです。➡事務局より：HP に
UP します。　　（千葉　F さん）

●来て良かったです。どれも今、
求めていたこと、ピッタリのテー
マでした。ホームスクーリングを
する中で、学習について行き詰ま
り、悩んでいたけれど学力より信
仰だ！と本質に立ち返る思いで
す。来る足は悩みで重く、帰る足
はスキップです。
　　　　　　　　（埼玉　G さん）

●今年もチア・にっぽんスタッフ
の皆様にお世話になりました。楽
しい賛美の時間をありがとうござ
います。ヒューブナー夫妻のお話
もとても良かったです。親が子ど
もの学びに一番良いものを知って
いると教えられ、HS の良さを改
めて思わされました。分科会にて、
渡辺健＆まゆみ夫妻を大変なつか
しく見させて頂きました。初期の
チアにっぽん立ち上げの大変さを
知り、感謝しました。
　　　　　　　　（千葉　H さん）

●すごく、面白か
ったです。また来
たいです。白馬セ
ミナーにも行きた
い で す。　　　　
　　　         （I さん）

●今回はチアに恩
返しをするような
気持ちで参加させ
て頂きました。な
ぜ HS をするか、という原点に戻
った基調講演、分科会、良かった
です。法律のしめつけが厳しくな
る中、平和の君であるイエス様を
見上げ、ひるむことなく歩んでい
きたい、そう思いました。感激の
涙と励ましの多いコンベンション
をありがとうございました。　　
　　                           （山形　J さん）

●いつもありがとうございます。
祝福をたくさん受け取りました。
チルミニ賛美が最高でした。
　　　　　　　　（東京　K さん）

＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

〇旗取りやチーム対決がおもしろ
くて、しっかり遊べたことが楽し
かったです。旗取りや歌をもっと
もっとしたいです。
                   （広島　A くん　12 歳）

〇とても楽しかったです。去年と
はまた少し違う LIT の仕事が出来
てとても良かったです。県外のホ
ームスクーラーたちと交わる楽し
みになっています。本当にたくさ
んの賜物ある友だちと交われて良
かったです。ありがとうございま

した。来年はもっと奉仕したいで
す。            （広島　B さん　13 歳）

〇とても楽しかった。来年も参加
したいです。楽しくてあっという
間でした。（埼玉　C くん　10 歳）

〇今年は初めて LIT に参加してみ
ましたが前年のコンベンションの
時以上に知っている人が増え、楽
しかったです。また LIT をやりた
いです。白馬セミナーの時も LIT
に参加したいです。
                    （埼玉　D くん　14 歳）

〇とても楽しかったです！毎年じ
ゅんびしてくれて、ありがとうご
ざいます！これからもよろしくお
ねがいします。
                    （東京　E さん　10 歳）

〇普段なかなか会えないホームス
クーラー仲間と交わることがで
き、また一緒に仕事ができて、と
ても嬉しかった。チルミニにも新
しい子どもが増えていて明るく良
かった。また LIT 仲間と仕事が出
来たら良い。
                 （神奈川　F さん　15 歳）
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●先日、次男の中学校の先生がホームスクー
ルに興味をもって訪ねて下さり、我が家の証
が載ったマガジンを差し上げました。いろい
ろな機会にお渡しして、一冊もなくなってし
まいました。それぞれ 5 冊ずつ、計 10 冊をお
送りいただけないでしょうか。よろしくお願
いいたします。　　　　　　　（大阪　A さん）

●チア・にっぽんの NL いつも励まされていま
す。子どもたちの内なる光を見出され、みこ
とばとその主の恵みにゆだねておられる信仰
にアーメンと宣言しています。この時代のこ
の時のために、主のみことばは生きて働かれ
現れていますね。感謝します。　（沖縄　B さん）

●いつもお世話になっております。ホームス
クール 11 年目になります。来年のセンター試
験に向けて長男は受験勉強中です。長女は来
年の高認に向けて勉強中です。（富山　C さん）

●この度は娘に明泉幼稚園の職場体験の機会
がチアを通して与えられました事、感謝して
おります！今回、E さんが丸森にも連れて行っ

て下さったそうで、T さんファミリーや N さ
んファミリーに会えたのが、娘はとても嬉し
く、励まされたそうです。また、沖縄 & 九州
伝道から帰ってきたばかりの K さんや Y さん
にも会えたそうです。沖縄 YWAM で学んでい
る長女も、町で、フェリーで ( ！ )、何度も K
さんや Y さんたちと会ったらしく、福音を喜
んで伝えておられる丸森の皆様の情熱に触れ
て、娘たちも感動しております。チアを通して、
素晴らしい出会い、経験を与えて下さり、心
から感謝しております。稲葉さん、またスタッ
フの皆さまの上に、主の豊かな祝福を祈って
います！感謝を込めて！ハレルヤ！
　　　　　　　　　　　　  （神奈川　D さん）

➡稲葉：良かったですね。ダニエル園長から
も報告いただき、祝福を祈っていました。また、
素敵な写真も届いていました。丸森の皆さん
との交わりも感謝ですね。長女の Y ちゃんか
らの報告も感謝です。

●コンベンションでは手術の為にお祈りくだ
さり本当にありがとうございました！手術前
の検査入院の時にも、同じ病棟で話していた

らイエス様を心に受け入れられる
方がおられたのですが、術後も 2
人の方と親しくなり、話している
うちにイエス様の福音を伝える時
が与えられ、1 人の人がイエス様
を受け入れるお祈りを一緒にしま
した。術後で体は大変でしたが、
とても嬉しかったです！退院して
から、しばらくは何もできず、た
だ休んでいる毎日でした。この
数ヶ月間、ほんとうに家族が看護
や家の事を沢山助けてくれまし
た。ホームスクールをしてきて、
本 当 に 良 か っ た と 思 い ま し た。

♪ボイス＆メール♬ Voice & Mail

奈々さんの手術と回復のためにみんなで祈りました
（大阪コンベンションにて。前列左は夫の亮介さん）
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一緒に毎日生活してきて、いろんな変化があっ
ても、家族が更にひとつになって助け合って、
弱さや辛い時があっても、神様の恵みや好意
があることを知ることができました。体はだ
いぶ楽になり、頭痛も少なくなり、日常生活
に影響がないほどに治ってきましたが、大き
な腫瘍だったので、左目の動眼神経への影響
があり、まぶたが上がらない状態で指でまぶ
たを開けても物が二重にみえる状態が続いて
いました。最近、全部ではないですが、まぶ
たが少し開くようになりましたが、まだ見え
づらいです。昨日の診察でも、目が治るまで、
もう少し気長に様子を見ましょうと言われま
した。少しずつですが、元の様に見えるよう
になると期待して信じています。白馬セミナー
にも行きたかったのですが、もう少し家でゆっ
くり過ごしたいと思います。お祈りを感謝し
ています。　　　　　　　（奈良　乾奈々さん）

●チア・コンベンションでは、大変お世話に
なりました。自主企画のショップでは、たく
さんの小さなお客様やお土産を買っていかれ
る大人の方で、大変にぎわいました。「来年も
楽しみにしています。」と声をかけていただい
たり、次回の作品作りのヒントやモチベーショ
ンをいただきました。売り場にいて、交わり
は持てないだろうな～と思っていたら、顔見
知りの方とはもちろんのこと、初めてお会い
する方とも深くお話する機会が与えられ驚き
ました。家族一人ひとりに、主が働いてくだ
さるコンベンションとなりました。ありがと
うございました。　　　　　　（埼玉　E さん）

● 3 年前からのマガジンの送付ありがとうご
ざいます。今まではコンベンションのみの参
加でしたが、今後は会員になり、マガジン等
の継続を希望します。会員になるためにはど
のような手続きが必要でしょうか。（★参照）
ご連絡いただけましたら幸いです。来年 4 月
からいよいよ、長女が小学 1 年生の年齢にな
ります。現在は、シャーロットメイソンやモ

ンテッソーリのメソッドを用いて、自然との
ふれあいと読み聞かせ、人格形成と創造性を
重視した幼児教育を自宅で進めています。来
年からも同様、子どものラーニングスタイル
を探りながら、主に信頼してホームスクール
を楽しんでいきたいと思っています。アメリ
カでスタートした WILD+FREE ( ワイルドアン
ドフリー）というホームスクールコミュニティ
の東京支部を今年 3 月にスタートしました。
子どもたちにお友だちを与えて欲しいと祈っ
て始めたのですが、お母さんたち同士の繋が
りと交わりもまた祝福されています。現在は
月に１・２回の自然観察（Nature Group) をし
ており、約 15 の家族が加わり神奈川と東京界
隈で集まっています。チアコンベンションに
て育まれた関係から広がりを見せており、本
当に感謝です。　　　　　　（神奈川　F さん）

●こんにちは。主人と息子と一緒に今年の大
阪コンベンションに参加させていただきまし
た。来年の大阪コンベンションも今からとて
も楽しみにしています！先日送付されてまい
りましたチア・にっぽんのニュースレター、
ありがとうございました。時に涙しながら読
ませていただきました。本当に良い働きをさ
れていると思います。我が家も来年 4 月から
ホームスクールが本格的に始まります。ホー
ムスクールをする仲間がどんどん与えられて、
本当に励みになります。コンベンションのオー
ディオの注文用紙と、ニュースレターなどの
希望確認書を添付しました。それと、チア・にっ
ぽんのメンバーになりたいです。（★参照）メ
ンバーシップ代金を払っていなかったらどう
しよう、と気になって。調べていただいてい
いですか？詳細を教えて下さい。
　　　　　　　　　　　　　   （大阪　G さん）

　F さん G さんには個別にご連絡させていた
だきましたが、
★会員になる手続きは HP をご参照ください！
　➡ https://www.cheajapan.com/member



 CHEA NEWSLETTER 177 号 39

【祈りの課題です】

◇妻ソジョンのことで、皆様にお伝えし
ます。左側の胸部にしこりがあって、韓
国に帰って検査したところ、乳がんの 2
期であることが分かりました。それで、9
月 16 日手術を受けました。左側全摘出と
なりました。他には転移していないとの
ことです。退院した後も、韓国プサンの
両親の家に住みながら、3 週間に１回ず
つ、今後、抗がん治療を受けなければな
りません。今後も続けてお祈り下さい。
　　　　　　　　　　　　　（伊藤　仁）

◇丸森町の復旧のために、ボランティア
の働きのためにお祈りください。

　David& 百合・ファンガーさん、結婚！

　David さんは、特に震災ボランティアの時に、
大船渡の教会を紹介くださり、2 年余りのボラン
ティア活動の機会をサポートしてくれました。東
京のチア・オフィスを出発した 20 数名の一行は、
途中、仙台のサマリタンズ・パースや国際飢餓対
策機構の皆さんらの支援物資を 4 トン大型トラッ
クに補給し、大船渡の教会で 1 泊させていただき
ます。そこで礼拝の時を持ち、大船渡、釜石、気
仙沼、南三陸、仙台市青葉区、福島県南相馬市と
いった地域にボランティア、伝道に向かわせてい
ただくことがコースでした。コンベンションやサ
マーキャンプ、白馬セミナーでのチルミニもずい
ぶん、助けてくださいました。
　ちなみに、新婦のユリさんは、チア・メンバー
のある方が路傍伝道していた公園で出会い、信仰

を燃やされ、その後、丸森を通して海外伝道に

導かれていきました。その伝道地で、David さ
んと出会うことともなりました。お二人の幸せと
祝福が増し加わるように、祈ってくださったら感
謝です。
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  ● 2019 白馬セミナー 11 月 21 日（木）～ 23 日（土）

　　◇ホテルグリーンプラザ白馬

　　主講師：テッド &マージ―・トリップ夫妻

　●「世界に先駆けた誰でも早く走れるセミナー！

　　つま先着地＆歩幅増幅走法」

　　2020 年 2 月 25 日（火）13 時～ 17 時　

　　◇国立オリンピック記念青少年総合センター

　　　講師　青木誠一氏

　●チア・コンベンション 2020

　　6月 19 日（金）～ 20 日（土）

　　◇大阪羽衣青少年センター

　　6月 26 日（金）～ 27 日（土）

　　◇国立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

 【7月会計】    

  　　　収入                                          

  献金                   1,193,000                                                                 

  書籍・教科書　           108,846       

　会費　                    30,000

  広告　　　　　　　　　　  30,000  

　その他         　         17,229      

　　　　　　　　　　　　 1,379,075

        支出　  

  事務局経費　　         1,313,976                    

　通信運搬費　　            79,918        

  交通費　　　　　　　　　  13,810

  印刷費　　　　　　　　　       0

　    　                 1,407,704

  残高　　                 -28,629        

  前期繰越　  　　　　　　-107,595 

  翌期繰越　  　          -136,224 

 【8月会計】 

 　　　 収入                                          

  献金                   1,320,000                                                                 

  書籍・教科書　         　 29,796       

　会費　                  　10,000      

　広告　　　　　　　　　　  30,000

  DVD/CD、ビデオ等          33,396 　

  その他         　       　 2,776       

　　     　　　        　1,425,968

        支出　  

  事務局経費　　         1,302,147                     

　通信運搬費　　            63,673          

  交通費　　　　　　　　　  30,689

　　   　                1,396,509

    残高　　                29,459          

  前期繰越　  　　　　　  -136,224 

  翌期繰越　  　        　-106,765 

　　 

【9月会計】 

 　　　 収入                                          

  献金                   1,383,045                                                                 

  書籍・教科書　         　281,608       

　会費　                    75,000      

　広告　　　　　　　　　　 190,000

  DVD/CD、ビデオ等          75,296 　

  その他         　        　7,699       

　　     　　　        　2,012,648       

　　　　支出　  

  事務局経費　　         1,042,053                  

　通信運搬費　　          　44,247       

  交通費　　　　　　　　　  37,350

　印刷費　　　　　 　　　　 59,090　    

　                       1,182,740

  残高　　                 829,908         

  前期繰越　  　　　　　　-106,765 

  翌期繰越　  　           723,143            

　☆尊い献金、会費の送金を

　　　　　　　心から感謝致します！

　
　        グレープシティ株式会社（仙台本社）

　　　　       経理スタッフ募集のお知らせ

　日頃、ホームスクーリング・ムーブメントの展開や英語教材
GrapeSEED 等、大変お世話になっているグレープシティ社で現在、経
理担当スタッフ募集しています。
　募集は若干名で 18 歳以上であれば年齢不問。経験者優遇ですが、未
経験者でも真面目でやる気ある方であれば大歓迎とのことです。ホー
ムスクーラー OB/OG、またそのご家族、またチア・にっぽんニュース
レターの読者の皆さんらにとって良きチャンスではと思います。
　土日、祝祭日は原則、休み。教会等、自由に選択くださいとのことです。
宮城明泉学園も含め、チアのメンバーが数家族勤務しておられますが、
教会はそれぞれ自由に選択し、行かれています。住居も自由に選択し
てくださいとのことです。
　履歴書等による書類審査・面接試験等あり。エクセル・弥生等、PC
に強い方はなお、素晴らしいですが、未経験者でも会計ソフトのトレー
ニングを行いますので大丈夫とのことです。社会保険・有給休暇は法
定に基づいて実施されます。給与ほか、委細の問い合わせ、お申込み
はチア・にっぽん事務局までどうぞ！ 
 　ホームページ：グレープシティ株式会社 www.grapecity.co.jp


