
なんと幸いなことでしょう。 その力が、 あなたにあり、 そ

の心の中にシオンへの大路のある人は。 彼らは涙の谷を

過ぎるときも、 そこを泉のわく所とします。 初めの雨もま

たそこを祝福でおおいます。 彼らは、 力から力へと進み、

シオンにおいて、 神の御前に現れます
（詩篇 84 : 5 〜 7）
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白馬セミナー － 神様のあわれみと
ホームスクーリングの確かさを再確信

　チアの歩みも本年で 21 年目に向かいます。「山

あり・谷あり」。神様の恵みとあわれみと召しの

中で、皆さんと歩んでこられたことを、ただただ

感謝するのみです。昨年の白馬セミナーでも、そ

の思いを改めて深くしました。

　海外の事情に詳しい宣教師の方が言われまし

た。「今年もビッグショット（大物）が来てくれ

たね」。テッド・トリップ氏ご夫妻という、大き

く用いられている講師を含め、大勢の皆さんのご

協力で深いチャレンジがなされました。「参加者

の声より」で、皆さんの感想をまとめています（39

ページ）。ぜひ、読んでいただければと思います。

　私は、基調講演で「神様と共に歩むホームスクー

リングの恵みとあわれみ・確信と幸せ―20 年目の

途中経過報告」と題し、「イエス様の導き、聖書

の教え」に従って、ホームスクーリングに踏み出

して心から良かった、これからも歩んでいけるよ

うにしたい、との思いで話させていただきました。

形よりも本質を

　この 20 年、チアとしても、稲葉ファミリーと

しても、その歩みは、失敗もあり、悔い改めや軌

道修正もありながらの歩みです。全部解決済では

なく、今も課題克服を目指しながらの項目もあり

ます。一方、誰が見ても奇蹟と思える素晴らしい

展開も多くありました。そのすべての上に神様の

御手があり、イエス様を喜ばせようと聖霊の力に

より頼みつつ、努力を重ねて行くときに、神様は

大いに祝福してくださることを体験させていただ

きました。神様はあわれみ深く、いつも共に歩ん

でくださる方。この戦いは私たちではなく、神様

の戦いであり、私たちは恐れずに雄々しく、喜ん

で歩んでいくこと、聖霊の力を求めて歩んでいく

ことを何度も示されています。

　「強くあれ。雄々しくあれ。主がこの民の先祖

たちに与えると誓われた地に、彼らとともに入る

のはあなたであり、それを彼らに受け継がせるの

もあなたである。主ご自身があなたの先に進まれ

る。主があなたとともにおられる。主はあなたを

見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならな

い。おののいてはならない」（申命記 31:7、8）と

ハレルヤ！　あっと言う間に冬が過ぎ、春の喜びの季節となった気がします。チアにも進学、

就職の合格や、残念だった知らせが届き、一緒に喜んだり、悲しみを受け止めて祈ったりしています。

　ホームスクーリングのスタートに向けた、教育委員会・学校との面談関連の報告も寄せられます。

「大丈夫！でも、しっかりと準備して！」と勧めています。「教育機会確保法」の効果も浸透し始め、

とても順調に進んでいます。そんな今春、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

　白馬セミナーは、皆さんのお祈りとご参加の中で、神様の恵みと祝福の内に「今回も、とても良

かったなー、感謝だなー」との思いの中で、終えることができました。励ましとチャレンジセミナー

を開催できたこと、様々な応援をありがとうございました。

　長く祈っていただいた父が 1 月 5 日に急変し、召天しました。たくさんの皆様から祈りと慰め、

励ましをいただきました。御礼を申し上げます。このことを通しても神様からたくさんのことを教

えられた思いです。

　チア事務局では 3 月 25 日に青木誠一氏による「誰でも足が早くなるセミナー」(2 月 25 日から順

延。13-15 ページをご参照ください）、6月コンベンションの準備を進めています。4月 14 日に書道・

絵画レッスン会も企画させていただきました。オリンピックイヤーでもあり、東京伝道も計画して

いければと思っています。秋には、チア・オリンピック、白馬セミナーの開催も計画しています。

　一歩一歩、神様の導きと助けの中で歩み、ホームスクーリングの環境整備に力を尽くしていけれ

ばと思います。皆様へのますますの祝福を心から祈っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チア・にっぽん代表　稲葉　寛夫
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ある通りです。

　まだ 20 年目の途中報告ですが、親が子に寄り

添い、神を見上げながら歩んでいくホームスクー

リングの選択は本当に感謝で、やはり神様の尊い

祝福があり、深い恵みとあわれみと幸せの中を前

進していけると、思わずにはいられません。改め

て「神様の御手」は確かだなと思います。

A さんファミリーの途中経過レポート

①司法予備試験合格の B君のケース

　白馬セミナーでは、たくさんの再会や、初めて

の出会いがあり、とても励まされました。今回、

A さん家族との交わりも与えられ、その「途中経

過レポート」を通しても、ホームスクーラー全体

に役立つであろうポイントを確認でき、励まされ

ることが多かったので、一つの事例としてお伝え

します。

　A さん家族は、ホームスクーリングを始めて 16

年目です。長男の B 君（20）は、現在、弁護士を

目指して司法試験挑戦中。3 次まである司法予備

試験に合格し、もう一つの試験（本試験）だけ受

かれば司法試験に合格というところまで進んでい

ます。先月、東京の私大大学院にも合格、全額奨

学金も支給されます。

　チアのメンバーで、この 20 年間での司法試験

の合格者は 3 人で、B 君が受かれば、4 人目とな

ると思います（ホームスクーリングパパの Cさん、

Dさん、ホームスクーラー OB の E さん）。

　上記の弁護士の先輩同様、B 君の歩みのうれし

い点は、「神様の思いを持って、人々を助けてい

きたい」「イエス様の福音を伝えていきたい」と

の思いが明確なことです。母のFさんによれば「高

2 の夏、高認試験の準備に入るまでは、伝道、祖

父の介護の手伝い、語学、計算、歴史関係の読書、

そして、『こころを育てる聖書』シリーズ等を用

いた聖書の学び等、土台作り、人格作りを中心に

積み重ねてきました」とのことです。

　教科の学習は、高校 2 年生の夏になってから加

速したそうです。今は念願だったイエス様を証し

する機会が拡がっていて、地方の H 国立大学で講

師として話す機会や、司法予備校の講師や社長と

の対談、インターン先の弁護士事務所でも、法曹

に導かれた経緯や、ホームスクーリングしてきた

理由など、信仰について話す機会が多く与えられ

ています。ご両親との歩み、今回いただいた証

しは 27、28 ページに掲載させていただきました。

ぜひ、B君のためにお祈りいただければ幸いです。

② 3分に 1回は転ぶ体質から、新体操 Aチームへ

　―Gちゃんのケース―

　妹の Gちゃん（９）

の歩みからも教えら

れます。体が強くな

かった G ちゃんは、

6 年前に始めた新体

操を軸に、体力作り

にも取り組んでいま

す。以下、お母さん

から当時の様子で

す。

　「小学生になって

も、普通に歩いてい

て、3 分に一回は転

ぶ ( というより、突

然倒れる ) という生

活でした。運動神経

も、人並み外れてまA さんファミリー　左端が B 君
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ずく、ランニングでも、1 周 30m ほどの教室です

ら、いつも1周目で周回遅れ。先生の動きを見ても、

一人だけまったく掴めず、全ての動作でみんなに

あくびされながら待ってもらっていました。そん

な状態でも諦めず、ひたすら真面目に取り組んで

いる姿に、周りで見ている人が涙するほどでした。

　その時のコーチから、『同じような子を知って

いるけれど、続けていれば、少しずつでも皆につ

いていけるようになる。みんなより時間はかかる

けれど、必ず成長できますよ』と励まされ、今ま

で続けてきました」

　

　そうした G ちゃんが、去年 12 月、初めて出た

大会で実を結びます。

　「大きな大会のため、コーチはトップ選手の指

導に忙しく、娘はほとんど見てもらえない状況で

した。振り付けのビデオを渡され、親子での自主

練で臨むような形になってしまいました ( ちなみ

に、私は、新体操の経験は全くありません (･･;))。

　本番中、大きなミスもありましたが、落ち着い

て最後まで踊りきる事ができました。娘らしい演

技ができた事が、ただ感謝でした。

　…が、掲示板の点数を見て驚きました。なんと、

小学生の部で 3 位に入賞し、銅メダルを頂いたの

です。技の数は、少なかったにも関わらず、実施

点 ( 技の完成度や美しさ ) が飛び抜けていたので

す。演技中は、まるで雛鳥が神様の翼に乗せても

らっているかのようで、主に信頼する者の幸いを

見ました」

　今年に入って、Gちゃんは Aチームのレギュラー

に抜擢されました。

　

大器晩成！　土台作りの重要性

　これまで以下の研究データをお伝えしてきま

した。「大器晩成！　土台作りが大事。スタート

が遅くても、心配しない」「ホームスクーラーの

場合、スタートが遅くても 4 ～ 6 年生から急に

勉強・スポーツ、芸術等が伸びる子が多い」

　土台がしっかりしていて、良い環境が与えら

れれば、神様の祝福の中で、時が来ればぐんと

伸びるという研究結果です。個人差があるにせ

よ、こうした結実を生む、ホームスクーラーな

らではの環境の共通項が、G ちゃんの事例から

もいくつか見ることができます。

親が寄り添うこと

　まず、親が誰よりも深い愛情と犠牲を

もって寄り添っている。その安心感の中で

育ち、子どもたちもキリストに忠実に歩

もうとする。親の模範と実践の中で、子ど

もたちに「キリストにあって強く雄々し

く歩む姿勢」、そして神様の使命に生きる

という強い土台が築かれていきます。「こ

れをあなたの子どもたちによく教え込みなさい。

あなたが家にすわっているときも、道を歩くと

きも、寝るときも、起きるときも」（申命記 6:7）

とある通りです。

入賞した G ちゃん（９）の実施点（技の完成度や
美しさ）の高い演技。

「小学生になっても 3 分に 1 回は転び、30 ｍ走っ
て周回遅れでした」
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強い目的

　自分はなぜ弁護士を目指すのか、新体操をする

のか、努力するのか、何のために生きるのか――

そうした目的を明確にすることを念頭に、A さん

は日々、過ごしてきたとのことです。人の賞賛を

得るためではなく、神様に向かう日々です。チア

では、強い３つの目的として「魂の救い」「キリ

ストの弟子の心を育む」「伝道・世界宣教」を掲げ、

歩んできました。

　お母さんの F さんは言います。「人ではなく、

神様だけを見上げて、与えられた条件の中で、精

一杯やりきることができるのが感謝です」

いじめやねたみ等について

　スポーツの世界には競争もあり、ねたみもいじ

めもあるかもしれません。しかし親が関わってい

くことで、その対策もできます。この点について

の Fさんのコメントです。

　「そういう試練に関しても、世と戦わず、主に

従うこと(敵を愛し迫害する者のために祈るとか、

右の頬を打たれれば左も差し出すとか、主を礼拝

し、主にだけ仕えるとか…) によって勝利できる

のも、幸いだなと思います。実際、これまでの、

そうした経験は、メダル以上にかけがえのない宝

となり、次のチャレンジへの礎となっています」

　いじめの場合は、まさに犯罪です。暴行や傷害

が無い場合でも、名誉棄損・侮辱罪、強要罪ほか、

有罪となります。集団で行われた場合、心も体も

神様との関係も、ボロボロに深く傷つけられる

ケースが多く危険です。ですから習い事等に出す

場合、任せっきりにせずに親が関わり、いじめ等

を察知した場合、介入していく必要があります。

　そこにもホームスクーリングのメリットがあり

ます。日頃から一緒に時間を過ごし、親子の絆が

形成されているため、異変に気付いて情報を聞く

ことができ、深刻化する前に手を打ちやすいから

です。

神様の祝福

　上記の良き教育環境、そのすべての上に、神様

の恵みと助け、祝福と知恵と導きが注がれている

ことは言うまでもありません。親が他人任せにせ

ず、責任をもって育てる、聖書が教える教育の原

点に立ち返ろう、神様に従って歩もうとする者た

ちへの恵みです。

　そうしたホームスクーリングの恵みは、長い目

で見れば実を結んでいくことを、この 20 年あま

りの歩みの中で、日本全国で見させていただきま

した。

　白馬セミナーで A さんファミリーの話を聞きな

がら、やっぱり聖書が教える教育方法、ホームス

クーリングという教育環境は、教育の原点であり、

形や掛かる年数の違いはあれど、試練や困難の時

期はあれど、本質的には聖書の通りになっていく

なと再確認した思いでした。

砕かれた心、悔いた心

　ホームスクーリングをしたら、悩みがなくなる

ということではありません。むしろ、多くなる面

もあるでしょう。私も含め失敗はあり、親自身が

悔いた心で進み、イエスの血潮による完全な赦し

のあわれみを深く感謝する歩みです。聖書に「神

へのいけにえは、砕かれた霊。砕かれた、悔いた

心。神よ。あなたは、それをさげすまれません」（詩

篇 51:17）とある通りです。

　「形より、本質」です。神様のあわれみと恵み

に感謝しながら、聖霊の力を求めつつ、さらに一

歩一歩、力強く歩む。「強く雄々しくあれ」との

御言葉を胸に、そして「主の戦い」との本質を胸に、

与えられた子育ての使命を果たしていくことの素

晴らしさを再確認する、私にとってはそんな白馬

セミナーでした。

クリスマス＆正月伝道

　今回のクリスマスは、家族が日本で合流するこ

ととなり、27 年ぶりに日本でのクリスマスを過

ごしました。24 日と 25 日の渋谷でのクリスマス

路傍伝道と 1 月 3 日の明治神宮前のお正月伝道に

加われました。とても感謝でした。皆さんの幸せ

とキリストの祝福を心から祈りました。ホームス

クーリングの最終目的である「伝道・世界宣教」に、

今年も微力でも前進していければと思いました。
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父の予期せぬ召天と励まされたこと

　1 月 5 日に父、稲葉克夫が天に召されました。

　多くの皆さんに祈っていただき、心から御礼申

し上げます。15 年あまりの闘病生活で 88 歳でし

たが、予期せぬ急変でした。しかし、励まされる、

父の出発でしたのでお分かちします。

チアのブレイン役の一人としても

　高校で教壇に立つ傍ら、郷土史の研究にも情熱

を注いでいた父の眼差しは、いつも人への愛と感

謝に溢れていました。陸羯南（くがかつなん）を

始め、地域の先人の生き方を論文に残し、徹底し

た学究主義で国内外に足を運び、人と会い、文献

を探し、執筆に情熱を注ぎました。幼い私は、父

の山岳部時代の大きなリュックサックに入って、

山奥でのインタビュー等に一緒に連れて行っても

らっていました。

　チアのことも、国会での「教育機会確保法案」

の時も、私が迷った時には自らの経験と知恵を分

かち合い、勇気を与えてくれました。父の探求心

と人々に貢献しようとの心は、今も私を励まして

います。父の書庫を「おじいちゃんライブラリー」

と呼んで入り浸る孫たちを優しく見つめる様子も

鮮やかによみがえります。

　

形よりも本質を － 葬儀を仏式で行う
こととキリストを信じること

　父の希望で、お葬式は仏式で行うことが決まっ

ていました。数年前に父は「中学時代からの同級

生の住職さんにお願いしたいから、キリストは信

じることができない」と私に話しました。それで

「仏式でやればいいよ。それとイエス様を信じる

かどうかは、次元が違うよ。ぜひ、イエス様を救

い主と信じて、天国に行こう。お葬式は、友情を

大事に仏式でやればいいから」。その時、父は黙っ

ていました。

仏式から、キリストの希望と励ましへ

　今回、御参列いただいた皆さんに、少しでも励

ましと希望が与えられる式となれば、父も神様も

喜ぶのではと思いました。お通夜（前夜式）、葬

式（召天式）と徹底した仏式で行われました。私

は参列した皆さんの、

父や遺族への思いに心

を向け、感謝し、喪主

挨拶ということで、式

の最後に、福音の希望

のメッセージを分かち

合うことが許されまし

た。

　妹の光子が、それ

ぞれ前日の夜中まで

掛かって原稿を全部

チェックし、その後押

しもあって話すことが

できました。光子は、

小学校の教員をしなが

ら、15 年間、ずっと

両親の介護を続け、寄

り添ってきました。

　最初のお通夜のテー

マは、「使命」。　当日

まで、地元の新聞社が

2 回に渡り、父の追悼

1 月 1 日　祖父と話す長女エミリ。この日、将来のビジョンと勇気をもらっ
た。右は妹の光子
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記事を特集し、大きく掲載くださったこともあ

り、たくさんの皆さんが御参列くださいました。

以下、挨拶の抜粋です。

お通夜の御礼の挨拶　―　使命・生かされてい

る日々

　

　父は「生かされている日々だなー」「何か、

まだ使命があるから、生かされているんだなー」

と介護を続けた光子に何度も言っていました。

　脳梗塞 2 回、心臓は 3 回、救急車には 10 数

回お世話になりました。

　父は一度、入院中昏睡状態になり、目覚めた

時、「夢で友達の家の前に行き、讃美歌が聞こ

えるので入れてくださいと言ったら、2 人の門

番が来て、まだだめですと帰された」と言って

いました。私は「良かったね。まだお父さん、

使命があるということだね」と話しました。私

は学生時代クリスチャンになりました。

　父は「これまで出会った皆さんに、本当にお

世話になっている。感謝を忘れてはならない」

と言っていました。

　11 月 28 日から肺炎で入院しましたが、今回

も克服して退院することを家族みんなが信じて

いました。

　12 月 29 日、父は意識がもうろうとしていて、

孫たちと会ったことを翌日は覚えていませんでし

た。

　12 月 30 日。父の意識がはっきりとし、アメリ

カから来た孫たちとの再会を喜びました。母の具

合が良くなっていたと孫たちが話すと、とりわけ

喜びました。母は結婚当初から病気がちで、父や

私たちが家事をすることが多かったですが、父は

母を愛し、論文を書けば真っ先に母に感想を聞き

ました。10 年前に介護施設に入った母を平日は父

が毎日見舞い、土日は光子が見舞いました。

　この日は、17 歳で小児喘息で旅立った末っ子の

京子のお墓にみんなで行ってきたことも話すと、

それも喜びました。父は 20 年間、毎朝片道 30 分

掛けて歩いてお墓に通い、涙を流して 1 日を始め

るのが日課でした。

　12 月 31 日、医師が容体を懸念し、延命治療は

しないとの意思を再確認されました。父はうなず

きながらも、光子に「おっかないな」と言ったそ

うです。光子は「大丈夫。効果的な治療がされる

から、また元気になるよ」と伝えたそうです。

　父に「イエス様のことを信じて、新しい力をも

らって桜ケ丘（実家）に早く帰ろう！」と言うと、

「うんうん」と言いました。「僕にとって最高のお

父さんだよ」と伝えました。

　1 月 1 日、私の顔を見て父は涙を流しました。

初めてだなと思い、うれしかったですが、少し驚

きました。昨日と違い、穏やかな笑顔となり、も

う大丈夫かなと安心しました。

　1月 5日、光子から「症状がいつもと違う。帰っ

てきて」とのことで東京から弘前に戻る準備をし

ましたが、1 時間後、光子から「お父さん、逝っ

ちゃだめって言ったのに… お兄ちゃん帰ってく

るよって言ったのに…」と涙の連絡でした。

　父は使命をなし遂げたのだと思います。今は、

人への愛と感謝に溢れていた父にならい、私たち

もささやかでも誰かの役に立てるようになり、使

命をまっとうできるように努力していければと

喪主あいさつで「キリストの福音・永遠のいのち
の希望」等、分かち合えました　（1 月 11 日・筆者）
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思っています。

　翌日、伯母が「寛夫君の挨拶、とっても良かっ

たよ。（息子に）式にたくさん来たでしょう？と

聞かれて、『たくさん来た。でもそれより、寛夫

君の挨拶が良かった』と伝えたよ」と言ってもら

いました。いとこが言いました。「お父さんに御

礼を言えて良かったなー。俺は何にも言えずに、

逝ってしまったから」

お葬式の御礼の挨拶　－　天国につな
がる希望について

　翌日のお葬式の挨拶では、父と話し合った天国

につながる希望について話す知恵が与えられまし

た。以下、抜粋です。

　父とは永遠のいのち、天国につながる希望につ

いて、よく話し合ってきました。私がクリスチャ

ンになって以来ですので 40 年近くになります。

　17 歳で神様に召された末っ子の京子は、10 歳

の時、テレビを見て、父に「教会に行きたい」と

言ったそうです。父が元寺町の教会を教え、その

教会に通い、イエス様を信じました。その教会は、

父が研究してきた郷土の人物の一人、本田庸一ら

の教会で、私は父の研究の助手として一緒に礼拝

に出たことがあります。

　父と話し合った希望のメッセージは以下の通り

です。「私たち全員のことを愛してやまない神は、

全員に、その人でなければならない使命を与えて

いる。でも私も含めて人はみな、自己中心等の罪

を持っている。愛の神様であるけれど、正義の神

様であり、天国もあるが、地獄もある。神様は誰

一人、地獄に行くことを願わず、このキリストを

信じるだけで、罪は赦され、神様との関係は回復

し、神と共に、本来の使命に生き、天国への永遠

のいのちが与えられる」

　「お京は天国で待ってるよ」。父は黙って聞いて

いました。

　父の親友は、父は「正義の人。でも融通が利か

ないわけではない」とおっしゃってくださいまし

た。不当、理不尽な扱い、権力者や強い者が虐げ

ることに怒る。

　人生で一度だけですが、小学校 6 年生の時、鼻

血が出るほどぶん殴られたことがあります。僕が

母を理不尽にののしったのが理由です。自分は父

に反発して部屋のふすまに段ボールを積み上げて

籠城しましたが、9時間して、母のうどんを食べ、

父に詫びました。自分が悪いとわかっていたので、

それは良き思い出でした。父は頼もしく優しい父

でした。

　父は今、天国で京子と一緒に喜んでいるでしょ

う。永遠に喜んでいるでしょう。それは聖書が約

束した希望です。また皆さんに支えられて歩んだ

父、そしてその父を

人生の先達として育

まれた私の希望で

す。

　いつかまた、父と

京子と天国で再会で

きる希望を胸に抱

き、私たちも父のよ

うに人に尽くせるよ

う歩んでいきます。

父母を敬いなさ
い（出エジプト
　20:12）

　お葬式後の法要

で、「キリストの話、

よかった。ありがと

孫たちが皆、参列できました。長男・真祈史はバージニアから 32 時間、エミ
リはＬＡに戻って３日後に再来日となりました
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うございました」「なんか素敵だった。こんな法

要は初めてだった」と、参列いただいた何人かの

方が話してくれました。

　介護施設の母も参列できて感謝でした。すべて

を終え、改めて「父母を敬いなさい」との聖句を

かみしめる日々です。また、人生を捧げて父母を

介護してくれた光子に、神様の支えと報い、祝福

があることを祈っています。引き続き、お祈りい

ただければ感謝です（挨拶の全文、父についての

新聞記事等はチア HP に掲載させていただきまし

た）。

　2020 年、今年もイエス様の恵みとあわれみの中、

聖霊の力をいただき、強い目的に向かっての努力

を重ねていければと思っています。

CSS からの報告

　昨年の出来事で、一つ、残念な報告があります。

　チア・サポートスクール（CSS）は、8年あまり

継続し、微力ながらも、ホームスクーラー家族に

貢献したとの声もいただき、とても感謝でしたが、

昨春、閉校とさせていただきました。CSS は、神

様の恵みの中で、一つの使命・役割を果たさせて

いただいたと思いますが、今は役割を終え、チア

に召されている本体に集中しながら、次のステー

ジに進んでいく時と思っています。在籍する保護

者の皆さんには保護者会をもって、詳しい経緯や

今後についてお伝えし、話し合いの時を持ちまし

た。

　昨年 11 月中旬、全国のチアの皆さんにも伝え

ておく必要があるのではとのサジェスチョンをい

ただき、それに私も同感で、白馬セミナーとこの

場でお伝えさせていただくことにしました。チア

としては、さらに次のステージで、神様からの召

しに一層邁進し、ホームスクーラーの皆さんへの

サポートに励んでいければと思っています。お祈

りのほどよろしくお願いします。 

聖書に立ち返るムーブメント　
―創造主は教育の責任を国ではなく、
親に委ねた。学校任せではない

　21 年目に向かう今、聖書が教える通り、親が責

任者となり、多くの助けを得ながらキリストを見

上げての子育ての歩み、いよいよ収穫に向かって

いますね。

　さらに良き環境づくりのために、今年は今のと

ころ、5つの企画を考えています。

第一弾「青木誠一氏の誰でも早く走れ
る教室」

　3月 25 日（水）、府中市民陸上競技場（新日程・

会場になっています。詳細 13-15 ページ）。保護

者の皆さんも含め、年齢を問わず、どなたでも大

歓迎です！

　世界記録続々更新中のナイキ厚底シューズ

（ヴァイパーフライ）の理念を、30 年前から提言

していた青木コーチのセミナーです。青木コーチ

はロンドン、リオ・オリンピック、去年の世界陸

上の十種競技の代表選手、東京オリンピック出場

を確実にしている右代啓祐選手のコーチを務めて

います。

　青木コーチの理念と重なるナイキのシューズ

は、マラソン世界記録、日本記録を塗り替え、東

京オリンピックマラソン代表 4 選手のうち 3 選

手が着用、今年の箱根駅伝でも 85% の選手が用

い、その後の都道府県駅伝でも新記録が続出し、

ニュースでは使用禁止の可能性すら報道されまし

た。日本の報道各社は「ナイキ厚底シューズ」と

報じてますが、このシューズの本質をつかんでい

ない報道です。厚底シューズはアシックスでもミ

ズノでもオニツカでも、どこでもありました。今

回のナイキのヴァイパーは、青木コーチが力説す

る、「アフリカ選手らの走法のように、自然に『つ

ま先走法』、『歩幅増走法』ができるように厚底・

傾斜が設計されている」シューズで、これによっ

て日本人選手も含めて、次々と新記録を量産して

いる理由になっているわけです。

　この「つま先走法」「歩幅増走法」については、

チア・ホームページ「誰でも早く走れるセミナー」

または、ニュースレター 175 号、176 号巻頭言記

事を参照ください。

　幼児も、小学生もティーンも大人も高齢者も「走

力アップ」確実です。走ることが楽しくなります。

　ジョセフ（11）は約 1 年前から教えてもらい、

大きな効果が出ました。一昨年夏、野球チームに

入団したジョセフは、最初、足は遅い方でした。

　それまでは、陸上競技は、年に 1 度のチア・オ
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リンピック以外、日常生活にはありませんでした。

走り方もわかっていませんでした。

　それで早く走るための陸上の本を 50 冊ほど読

んで、私も研究し、1 年前、「つま先走法」「歩幅

増走法」と出会いました。訓練後、2カ月してジョ

セフはチームの同学年では先頭グループになりま

した。

　その後、新チームに移籍。昨夏、チームで足

の早い 6 年生の副キャプテン A 君が関心を持ち、

「ジョセフ、100 ｍ競争しよう。ハンディをつけて

やるか」「ハンディいらない」と競争したら、ぎ

りぎり A 君が勝ったとのことです。驚いた A 君が

「ハンディをつけて、もう一度やろう」と言って

ジョセフに2-3ｍハンディをつけて走ったら、ジョ

セフが勝ったとのことです。

　12 月のチーム対抗運動会では、リレーや玉送り

競争で、ジョセフがスターターとアンカーを任さ

れるようになりました。100 ｍ走では 3 位で賞状

でした。

　ポイントは、「青木コーチの走法は、誰

でも必ず早くなる」、理にかなった走法だ

ということです。20 年前、青木社長が大

手スポーツメーカーの部長さんに話した

ものの、鼻で笑われたとのことでした。

　でも今は、その理念をサポートするた

めに作られたシューズが、飛ぶように売

れています。

　「私はまったく走れないので、私には

ちょっと」というホームスクーラーのお

母さんから電話をいただき、話しました。

　「そのような方のためでもありますよ。

青木社長は、誰でも早くなる！と確信さ

れています。また、その走法をお持ちです。

お母さんの頑張る姿は、きっと子どもた

ちへの励ましになりますよ」。そのお母さ

んは、参加を決断くださいました。

才能ではなく、環境・正しい走法
で誰でも早くなる！

　「うちの子は、運動は自信ないです。きっ

と才能のある方が早く走るのでしょうね」

との声もいただきました。青木コーチは

おっしゃいます。「違います。誰でも早く

なります。才能ではなく、環境です。受

精した時は誰もがほぼ同じ能力との研究

結果があります。胎内での 10 カ月の過ごし方で

少し差ができ、その後、4 年ぐらいで活発な子は

ますます俊敏になります。15～16才ぐらいのゴー

ルデンエイジで運動環境にあれば、さらに伸びま

す。中高年でも変わります。逆に言えば、良い環

境に置き、今からでも正しい走り方の環境に置け

ば、誰でも伸びるのです！」

　なぜ、全員早くなるかは、当日のセミナーで体

感ください。当日、コーチング前とコーチング後

に、50 メートル走を計測します。きっと楽しんで

いただけると思います。

第二弾「書道＆絵画教室」

　4 月 14 日（火）、オリンピックセンター 10 時

30 分～ 15 時 30 分の予定です。

　午前中の書道教室の講師は、チア設立当初から

青木誠一コーチ（75）のつま先着地（推進力）＆歩幅増走法。
（1 月 29 日撮影）
「チーターはライオンより早い！小さくても大きい人より早

く走れる」「環境・技術を変えれば、誰でも早く走れます！」
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お世話になっています福治友輝先生（八丁習字ク

ラブ代表）。チア・コンベンションでの聖句書道

掛け軸展、また秋の「みことば習字コンクール（八

丁習字クラブ主催・白馬セミナーでも展示）」の

応募作品に挑戦します。

　午後からは絵画教室。ホームスクーラー OG の

中村光美（ひろみ）さんです。光美さんは、美術

系大学の最難関とされる、東京芸大美術学部絵画

科の 4 年生。油画を専攻されています。チア・サ

マーキャンプ等では、女子ながら高さ 25m を超え

る岩から滝つぼ目がけてジャンプする勇敢な姿を

見せてくれ、今も忘れられません（現在は、トッ

プからのジャンプは禁止で、20m 以下の岩からの

ジャンプに絞っています。トップから跳べた最後

の世代です）。バイブルアート・ミニストリーに

も参加され、チアの聖書絵画コンクールにも出展

し、チア・にっぽん最優秀作品賞に輝いています。

　当日は、今年のチア・コンベンション絵画コン

クール作品にみんなで挑戦し、指導を受けられれ

ばと思っています。

第三弾！チア・コンベンション
9.11 のアメリカン航空を操縦する予定
だったスティーブ・シェイブナー夫妻
を迎えて

　チア・コンベンションは、6月19日、20日が大阪・

羽衣ユースセンター、26 日、27 日が東京・オリ

ンピックセンターです。今年は、スティーブ・シェ

イブナー氏ご夫妻をお迎えします。元米国海軍パ

イロット、またアメリカン航空パイロットで元牧

師、海軍のスクールで 1 万人以上の兵士たちに講

義をし、現在は、「キャラクター・ヘルスコーポ

レーション」社長、そして 8人の子どもたちのホー

ムスクーラーです。奥さんのメーガンさんは、誕

生して 2 日後に養子家族に引き取られ、学生時代

に知り合ったスティーブさんと結婚して約 30 年。

　20 数年かけて 8人の子どもたちをホームスクー

リングで育てています。

　2001 年 9 月 11 日の LA 行きのアメリカン航空

11 便のパイロットとしてスティーブさんは登録。

　メーガンさんはスティーブさんのワイシャツに

アイロンをかけて準備します。でも、直前に業務

変更で別なパイロットと代わりますが、その飛行

機はハイジャックされ、国連ビルに激突すること

となります。スティーブさんは、「イエス様のた

めに生き、伝道と弟子訓練のために生きる」と、

チア発足当初からホームスクーラー達に書道
を教えてこられた福治友輝先生

中村光美さん（ホームスクーラー
OG/東京芸大美術学部絵画科4年生）
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かつて自ら記した誓約書を思い出し、心に刻みま

す。

　その状況をメーガンさんが「私の席――あるパ

イロットの 9 月 10 日と 11 日のストーリー」とし

て出版、ユーチューブでは「In My Seat」とのイ

ンタビュービデオにまとめられ、290 万人が視聴。

　メーガンさんは「健全な人格を育てるための

ホームスクーリングガイド」ほか著書多数です。

　そのような体験や著書、メッセージで全米で用

いられているシェイブナー夫妻のメッセージを始

め、全国各地からも講師を迎え、大変楽しみです。

　ぜひ、ご参加くださり、励ましとチャレンジを

受けていただければと思います。

秋はチア・オリンピック＆白馬セミナー

　秋には今年もチア・オリンピック、白馬セミナー

も開催予定です。白馬セミナーには、HSLDA マイ

ク・ドネリー弁護士夫妻らの再来日も決定してい

ます。

泉のわく所　（詩篇 84:6）

　ホームスクーラーの皆さんたちと神様の栄光を

現わす歩みができ、感謝です。今は小さな水滴か

らの雪解け水でも、少しずつ水滴は運ばれていま

す。神様の恵みとあわれみと聖霊の力で、その後、

春の日差しに輝き、ほとばしるせせらぎとなり、

新緑の渓流となり、そして岩を砕く激流となりま

すね。さらに神様が良しとしてくだされば、試練

を経たたくさんの支流と合流し、たたずむ山脈か

らの悠久の大河となり、世界を支えて主の輝きと

福音を伝えるいのちの海となって、多くの人々の

人生のために用いられていく、そのようなホーム

スクーリング・ムーブメントとなっていくことを

願っています。「なんと幸いなことでしょう。そ

の力が、あなたにあり、その心の中にシオンへの

大路のある人は。彼らは涙の谷を過ぎるときも、

そこを泉のわく所とします。初めの雨もまたそこ

を祝福でおおいます。彼らは、力から力へと進

み、シオンにおいて、神の御前に現れます」（詩

篇 84:5 〜 7）

　水滴から、海へ。多くの可能性を持った次世代

の子どもたち、その家族に、神様の祝福が増し加

えられていくことを心から祈っています。

　　　　　　　　　　　　　　感謝しつつ

稲葉　寛夫

永遠の栄光に目を向けて　（白馬セミナーにて）
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「青木誠一氏の誰でも早くなるセミナー！

　　つま先着地＆歩幅増走法」

　世界の陸上界の新記録を続々更新中のナイキ「バンパーファイアー」シューズの理念を 30
年前から提唱していた青木誠一コーチ（ロンドン・リオ・オリンピック十種競技代表・東京オ
リンピック代表候補、右代啓祐選手のコーチ）の指導です。

青木社長の「誰でも早くなるセミナー！」
3 月 25 日（水）に順延のお知らせ

　2 月 25 日参加で予定を組んでくださった皆様、大変、申し訳ありません。
　現在、ロサンゼルスにおりますが、息子 (11) のパスポート期限が切れ、コロナ肺炎の影響
で国際便の遅れも出て、帰国までに更新できるかどうかが微妙になっているためです。また、
コロナ肺炎の感染も拡大し、1 ケ月順延した方が良い状況と判断しました。幸い、青木社長の
スケジュールも大丈夫でご快諾いただき、会場も確保できました。
　3 月下旬開催ということで暖かさも予想され、予定していた体育館ではなく、府中陸上競技
場でのトレーニングができることとなりました。既にお申し込みの方も、大変恐縮ですが添
付の申込用紙で再度お申込みください。参加検討中の方も、ぜひお申し込みください。

3月25日（水）
13時～16時30分

府中市民陸上競技場
■ アクセス：府中駅（京王線）から徒歩８分・

北府中駅 （ＪＲ武蔵野線） から徒歩５分　

＊路線バスあり。

　http://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/

supotu/kyogi/shimin.html

■ 参加費 ： 500 円 （中学生以上）、 300

円 （小学生）、 200 円 （3 歳～幼稚園）、

100 円 （0 歳～ 2 歳）

　　※参加費には保険料が含まれます。

応援の皆様にも参加費をお願いしており

ます。 (^^)。

■ 申込締切 ： 3 月 23 日 （月）
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セミナー参加で、メリットたくさん！

☆　オリンピック代表の右代選手の個性的コーチとマスコミ各社が注目！その真髄は、卓越した理

論にあり！ナイキ大ヒットシューズの理念を 30 年前から提言！

その理論がよくわかる！

☆　車の急ブレーキ（つま先着地）で生まれる推進力が体感できる！

☆　ボルト選手の走り方がわかる！同選手が早いのは歩幅が広いため。ピッチは青木コーチの教え

子、女子中高生とほぼ同じ 1 秒あたり 4.38 歩。日本の桐生・山縣・ケンブリッジ・多田選手といっ

たトップ選手は、ピッチは 1秒あたり 4.7 歩から 5.1 歩ということで全員、ボルト選手を上回る。

差は、歩幅にあり、ボルト選手（41 歩）より、日本選手は 6歩（47 歩）、中高生は 15 歩（56 歩）多

く、差が出る。

☆　つま先着地の推進力、歩幅を広くする意識付けと練習で誰でも着実に早くなる

☆　チーターがライオンに勝つ、歩幅増走法の練習法がわかる！

　「（青木）チーターはライオンより速いのです。大きさでは、ライオンの体長は 1.7-2.5m、体重 

120 ～ 250 キロ、チーターは 1.1-1.5m、21 ～ 72 キロ。でもチーターは速いのです。ライオンは時 

速約 60 キロ、チーターは約 110 キロ。軽い体を武器に、チーターはしなやかにつま先走法で推進力

を生みだし、歩幅、跳躍力でライオンを追い抜いてしまいます。小さな人も意識を変革していく中

で早くなるのです」その練習ドリル、行います。

☆　練習前、練習後の 50m 走の比較で早くなった結果を体験できます。

☆　ホームスクーラーたちの交わりの中での体力・走力・精神力・走る喜びアップで努力する心養

えます。そのうち自信がつき、神様にさらに感謝！

（参考：チア・ニュースレター 175 号、176 号巻頭言より抜粋・チア HP/ ブログで詳細全文読めます）

☆ 誰でも早くなる！小さな子からティーン、高齢者まで
 ☆ 才能ではなく、環境・走法で早くなる！

　「私はまったく走れないので、私にはちょっと」というホームスクーラーのお母さんと電話で話
しました。「そのような方のためでもありますよ。青木社長は、誰でも早くなる！と確信されてい
ます。お母さんの頑張る姿は、きっと子どもたちへの励ましになりますよ」。そのお母さんは、参
加を決断くださいました。「うちの子は、運動は自信ないです。きっと才能のある方が早く走るの
でしょうね」との声もいただきました。青木社長はおっしゃいます。「違います。誰でも早くなり
ます。才能ではなく、環境です。受精した時は誰もがほぼ同じ能力との研究結果があります。胎
内での 10 ケ月の過ごし方で少し差ができ、その後、4 年ぐらいで活発な子はますます俊敏になり
ます。15 才ぐらいのゴールデンエイジで運動環境にあれば、さらに伸びます。逆に言えば、今か
らでも正しい走り方の環境に置けば、誰でも伸びるのです！」
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 なぜ、 全員早くなるか

は、 チア ・ にっぽんの

関連記事、 そして、 当

日のセミナーで体感くだ

さい。

　当日、 コーチング前と

コーチング後に、 50 メー

トル走を計測します。

　きっと楽しんでいただけ

ると思います。 ぜひ、 神

様と一緒に楽しく、 早く走

れる時を体感しましょう！
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書道教室　（10 時 30 分～ 12 時）

講師 ： 福治　友輝　先生　（書道研究会書遊会所属八丁習字クラブ代表 /チア設立当初から、多く   

                          のホームスクーラーたちが書道を学び、お世話になっています）

内容 : チア・コンベンションでの聖句書道掛け軸展、 また秋の「みことば習字コンクール（八丁

       習字クラブ主催・ワクワク何でも発表会 /白馬セミナーで展示）」の応募作品 に挑戦します。

4 月 14 日（火）10 時 30 分～ 15 時 30 分
国立オリンピック記念青少年総合センター

■ アクセス ： 新宿駅から小田急線 3 分参宮橋駅から徒歩 7 分、 地下鉄千代田線代々木公園駅下車 ( 代々木

　　　　　　　    公園方面 4 番出口 )　徒歩約 10 分

■ 参加費 ： 500 円 （中学生以上）、 300 円 （小学生）、 200 円 （3 歳～幼稚園）

　　　　　　　　無料 （0 歳～ 2 歳）

■ 申込締切 ： 4 月 10 日 （金）

聖句書道＆絵画レッスン会



 CHEA NEWSLETTER 178 号 17

絵画教室

（13 時 30 分～ 15 時 30 分）

講師 : 中村光美（ひろみ）さん　（ホー

ムスクーラー OG / 東京芸大美術

学部絵画科油画専攻 4 年生 /バ

イブルアートミニストリー会員）

内容 : 今年の チア・コンベンション

絵画コンクール作品にみんなで

挑戦し、指導を受けます。

中村　光美 作中村　光美 作

チア・にっぽん最優秀作品賞（2017）チア・にっぽん最優秀作品賞（2017）
「Peace」「Peace」

「神様がつくった自然の中で、1 人静かに「神様がつくった自然の中で、1 人静かに
過ごす時が、私が最も平安を過ごす時が、私が最も平安を

感じる時間です」感じる時間です」
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大 阪大 阪 ： 6 月 1 9 日 （ 金 ）・ 2 0 日 （ 土 ）6 月 1 9 日 （ 金 ）・ 2 0 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 京東 京 ： 6 月 2 6 日 （ 金 ）・ 2 7 日 （ 土 ）6 月 2 6 日 （ 金 ）・ 2 7 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　835 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 ・ コンベンションチア ・ コンベンション 20202020

＊参加費、お申込み用紙等、詳細のお問い合わせはチア・にっぽん事務局まで 、お気軽にどうぞ！
【 T E L 】 0 4 2 - 3 1 8 - 1 8 0 7 【 E m a i l 】 o f f i c e @ c h e a j a p a n . c o m

または、ホームページをご覧ください！
【 H P 】 w w w. c h e a j a p a n . c o m

 主講師：スティーブ・シェイブナー / Steve Scheibner 主講師：スティーブ・シェイブナー / Steve Scheibner
　　　　 メーガン・シェイブナー /   Megan Scheibner　　　　 メーガン・シェイブナー /   Megan Scheibner
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　　2011 年 9 月 11 日のアメリカン航空 11 便を操縦する予定だったスティーブ・
シェイブナー夫妻を迎えて － ホームスクーリング・夫婦・神からの使命とは…

スティーブ・シェイブナー / Steve Scheibner

　ウエストチェスター大学で経済学を専攻。卒業後、米海軍に入隊し、パイロットへ。84 年に結婚、
8 人の子どもに恵まれ、ホームスクーリングで育てる。91 年からはアメリカ航空パイロットへ。
　その後、カルバリーバプテスト神学校で大学院教育を受け、06 年に神学の修士号、07 年にクリ
スチャン・ミニストリーの修士号を取得。11 年にゴードン・コンウェル神学校で博士号取得。
　2000 年 7 月、コーナーストーン・バプテスト教会を設立。海軍予備役部長としての活動も続け、
01 年から海軍のコアバリュー学校で指導、1 万人以上がセミナーに参加。
　2011 年 9 月 11 日のアメリカン航空 11 便を操縦する予定だったスティーブ氏は、10 日の晩に
変更の知らせを受ける。翌朝 11 便はハイジャックされ、国連ビルに激突した。
　2012 年に海軍司令官を退職。最近、主任牧師も引退し、現在は NPO「キャラクター・ヘルス社」
の社長として、親がわが子を次世代のリーダーとして育成する方法を教えている。
　夫婦で「育児の課題」というコースを開発し、積極的な親となる9つの実践を教えている。著書多数。
レッドソックスの観戦と子どもたちとのスポーツ練習が趣味。

メーガン・シェイブナー / Megan Scheibner

　1962 年 3 月 13 日に生まれ、2 日後に養子家族に引き取られた。ペンシルバニア州で育ち、ウエ
ストチェスター大学コミュニケーション学部卒業。様々なカンファレンスや女性ミニストリーで教
えているほか、個人や夫婦の相談相手としても活躍。
　8 人（男子 4 人、女子 4 人）の子をホームスクーリングで育てる。著書多数。
　彼女が執筆した本『In My Seat』は夫が生かされたことを記したドキュメント。9/11 にハイジャッ
クされたアメリカン航空機は当初、夫が操縦を予定していたが変更された。YouTube でも流され、
290 万人が視聴。
　最新本『健全な人格を育てるためのホームスクーリングガイド』では、20 年以上に渡るホームス
クーリング経験を通して得られた励ましと実用的ヒントを紹介。趣味は、ランニングやテニスのほか、
執筆、料理、読書。ボストン・レッドソックスのファン。
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＜基調講演　Keynote ＞

スティーブ＆メーガン夫妻
（Steve ＆ Megan Scheibner）

■「結婚、コミュニケーション、友情」
　Mar r i age ,  Commun i ca t i on ,  and 
Friendship

　健全な結婚生活は健全な家庭の基礎です。
このセッションでは、夫婦の関係を築くため
の、楽しく実りある方法をお伝えします。ス
ティーブとメーガンの共著『結婚を成功させ
るための 8 つのコミュニケーションルール』
を用いながら、セッションが終わるころには、
結婚や友情は楽しく、愛すべきものだという
視点を得ることでしょう。罪責感を生じさせ
ない、実践的なアドバイスは、参加者全員に
適応できるものです。

■「結婚と子育てにある共通点」
Marriage and Parenting Go Hand-in-Hand

　子育てと結婚には多くの共通点があります。
両方に課題があり、落とし穴があります。エ
ペソ人への手紙４章 22 ～ 24 節は、妨げと見
せかけの原則を明らかにし、子育てと結婚を
成功させるための洞察を与えてくれます。こ
のセッションでは、結婚と子育ての水準を高
める実用的な方法もご紹介します。「決断の訓
練センター」を散策しましょう。家族の行動
に新しい洞察が得られることでしょう。

＜分科会　Workshop ＞

スティーブ氏 (Dr. Steve）

■「貸してくださった人生――先見の明のあ
る親の 9 つの実践」
　Living on Borrowed Time, The Nine 
Practices of The Proactive Parent.

　アメリカン航空のパイロットだった私は、
もう少しのところで 9/11 の事件に遭遇する
ところでした。2001 年 9 月 11 日、最初に
ハイジャックされた飛行機に、副操縦士とし
て乗る予定だったのです。ところが、想像を
超えた神のご計画により、上司は前夜、私の
フライトを取り消しました。全米を恐怖に陥
れたあの日、私の人生には深い神のご計画が
なされていました。

　神はなぜ私にセカンドチャンスを与えたの
か、そして今どのように私を用いられ、世界
中の親に目的と緊急性を持って教えているか
を分かち合います。「先見の明のある親の 9
つの実践」についてもお伝えします。

　実践的で聖書に基づいた 9 つの実践では、
人格を育てる家庭環境に必要なツールと希望
の両方をご紹介します。子育てという非常に
重要な任務において親御さんを元気づける素
晴らしい方法です。この講演では、子育ての
課題について 10 週間かけて学ぶ教材のハイ
ライト箇所を取り上げます。子育ての 3 つの
柱、動機付けのモデル、成長の継続性、先見
の明のある親と反応が後手の親などについて
語ります。一生に一度のチャンスをお見逃し
なく！

■「行いによる闘い？」　
　Battling With Behavior?
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・10 代の子どもたちを家庭内でもっと自立さ
せたいですか。
・家庭で演技レベルではなく、本質の絆・成
長を育みたいですか。
・10 代以前、10 代、および青年期の子ども
たちに、健全な人格を持って生きることにわ
くわくしてもらいたいですか？

　「アメリカの子育てドクター」であるスティ
ーブ博士が、自宅での態度を改善し、行動基
準を引き上げる 7 つの実践的なステップを明
らかにします。人格形成を育みつつ、皆さん
の若い子どもたちを普通のレベルから特別な
段階に成長させるプロセスを始めましょう。

■「セカンドマイル（1 マイル求められたら
2 マイル行く）のリーダーシップ（男性向け）」
　2ML (Second Mile Leadership For Men)

　セカンドマイル・リーダーとは、直観では
動かない神のしもべです。一貫した愛を持ち、
相手を喜ばせ、神の御言葉の権威に対する従
順な愛を育むことによって、自分のリーダー
シップに耳を傾けてもらう権利が得られます。
男性のリーダーシップは、結婚、家庭、教会、
社会における成功にとって不可欠なものです。
　男性を対象に以下の方法をお話しします。
相手に耳を傾けてもらう、積極性と先見の明
を養う、感情をリードする長所を磨く、道徳
的な筋肉をつける、許しを求める、完走者の
態度を養う。とてもパワフルな内容です。

■「10 代がイニシアチブを取るためのトレー
ニング」
　Training Teens to Take the Initiative

　若者たちが、ただ従順に従うだけから成長
し、成熟し、率先して大人としての責任を果
たす人になってほしいですか。このセッショ
ンでは、10 代の若者が自分の人生に責任を負
うために学ぶ必要がある、重要な段階につい
て説明します。幼く、何の責任も負っていな
かった子どもたちが、「責任の樹木」を登って
いきながら、大人としての責任感と率先した

イニシアチブを発揮していく成長を見ていき
ましょう。

■「フェミニスト文化の中にあって紳士とな
るよう若者を訓練する」
　Training young men to be gentlemen in 
a feminist culture.

　紳士的に男らしく振る舞うことは時代遅れ
の考えでしょうか。この分科会では、若い男
性たちを、ポジティブな面においても性差を
無くそうとする社会の風潮にあって、良き男
らしさをどのように教えていくかを話し合い
ます。
　紳士への第一歩は家庭からです。男尊女卑
の失礼で野蛮な男性としてではなく、聖書的
な、積極的な意味で男らしく育てる方法を発
見してください！

メーガン女史 (Megan）

■「健全な人格を育てるホームスクーリング
の A から Z」
 The A to Z of a Character Healthy 
Homeschool

　単に優秀な成績を収めさせるためにホーム
スクーリングをするなら、キリストのために
影響を与える機会を無駄にしていることにな
ります。健全な人格を持つリーダーは、感情
的な行動ではなく、徳を養うことを学んでい
ます。ホームスクーリングの時間をただ勉強
と活動に費やすなら、人からの称賛は得られ
るかもしれませんが、子どもたちの心を失う
危険性があります。子どもたちと過ごすわず
かな時間の中で、私たちは第一のものを第一
にしなければなりません。聖書的な人格こそ
第一のものです！ 
　このセッションでは、8 人の子どもをホー
ムスクーリングしてきた中で、人を愛して神
に仕え、また忠実に神に仕えて人を愛するこ
とを子どもたちに教えるポイントをチャレン
ジし、聖書の秘訣を分かち合います。



22 CHEA NEWSLETTER 178 号 

■「弟子を作るお母さん」
　The Disciple-Making Mom

　母親であるということは、子どもたちに食
事を与え、服を着せ、遊びに連れて行くだけ
ではありません。子どもたちに重要な霊的真
理を伝えられる時間はわずかです。毎日キリ
ストについて教え、キリストに似た者となる
よう訓練することは、子どもたちへの永遠の
力を与えます。この分科会では、祈り、奉仕、
聖書研究、暗唱聖句、真の交わりという最も
重要な分野で子どもたちを弟子にするため、
母親にとって必要な準備と手段をお伝えしま
す。子どもをキリストの弟子にすることは大
変な仕事に思えますが、神が共にいることを
知ることで、母親は励まされ、実行でき、力
強く歩いていくことでしょう！

■「シンプルさと誠実さを備えたホームスク
ーリング」
　Homeschooling with Simplicity and 
Sincerity

　ホームスクーリングの日常は忙しく、すぐ
に日々の活動に追われてしまいます！　しか
し、忙しさに気を取られているうちに、ただ
単に高学歴の子どもを育てているだけであっ
て、人格を重視する大人へと育てていない危
険性があります。この分科会に参加して、ホ
ームスクーリングを通して永遠の実を結んで
いく実用的な方法を発見してください。

■「賢い妻」
　The Wise Wife

　私たちは「お母さん」としての役割に没頭
しがちですが、家族に与えることができる最
大の贈り物は、「妻」としての役割にどれだけ
の愛情を注いでいるかを示すことです。この
分科会では、神に栄光を帰し、夫の心を喜ばせ、
子どもたちのためにクリスチャンの結婚の模
範を示す妻になるための実践的な方法をお伝
えします。敬虔な妻であることは大事な仕事
ですが、思わず「何てこった！」と笑ってし

まう男と女の違いについても分かち合います。
　妻という最も重要な役割に、新たに挑戦し
ていきましょう！

■「幼児からティーンへ：伝統、移行、透明性」
　From Toddlers to Teens: Traditions, 
Transitions, and Transparency

　あなたは、子どもとのコミュニケーション
で立ち往生していますか。家族のゴールと同
じ立ち位置にいたいですか。ベテランのホー
ムスクーラーであり、8 人の子の母親である
メーガンが、子どもと共に変化と成熟の道を
旅することの重要性について話します。セキ
ュリティー構築における伝統の重要性、信頼
を構築するために必要な関係性の移行、コミ
ュニケーションの障壁を打ち破る透明性の力
を発見しましょう。

■「子どもが神の物語を見つけるために」
　Helping Your Children Find Their God 
Story

　誰もが自分の人生に神の物語を見つけるこ
とができます。神がご自身の栄光のために、
人々に分かち合うことを意図された物語です。
　あなたは自分が持っている、神の物語を知
っていますか。子どもたちが神の物語を発見
するのを助けようと、準備していますか。神
の物語を認識し分かち合うことは、他の人に
影響を与えます。一方で、私たち自身の信仰
も立て上げ、キリストのために世界に出て行
く決意を強化するのです。
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大阪宿泊情報
■ 大阪国際ユースホステル（会場内）
（5 月 15 日までに、 チアにお申し込み下さい。 [ 定
員 24 名 ]。 それ以降は各自でのご手配をお願いい
たします。）

【６名一室：基本的に男女別（乳幼児は別）の相
部屋ですが、 ６名であれば、 家族部屋をご用意でき
ます。】

　● 宿泊費：１泊 2,980 円、 ２泊 5,960 円
（添い寝の乳幼児は大人１名につき１人まで無料で
すが、 施設利用料として 300 円がかかります）

　● 食費：朝食   680 円、 昼食   750 円
　　　　　　　 夕食 1,100 円

東京宿泊情報
  ■ 国立オリンピック記念青少年総合センター

（6 月 12 日までに、 チアにお申し込み下さい。 それ
以降は各自でのご手配をお願いいたします。）

　【４名一室：基本的に男女別の相部屋です
　（乳幼児は別）】
　　● 宿泊費：１泊３食   3,570 円
                   ２泊６食   7,140 円

　【シャワー付き個室】
　　● 宿泊費：１泊３食   5,300 円
                   ２泊６食 10,600 円

※６名未満での個室をご希望の場合、 個室料金がか
かります。

※年齢に限らず、 ベッドを利用する場合は宿泊費がか
かります。
※添い寝の場合でも、 レストランの規定で、 ３歳以上
は食券代が必要です。

白馬セミナー 2019 にて

　　　　　　　　　　 ～自主企画の歩み～

＜白馬セミナー 2016 ＞
シフォンケーキ／フィリピンの宣教企画／消しゴムスタンプ／クッキー

＜コンベンション 2017 ＞
英語での創作絵本／絵本翻訳／子どもカフェ／みことばブレスレット／シフォンケーキ／アクセサリー

＜白馬セミナー 2017 ＞
子どもカフェ／消しゴムスタンプ／ミサンガ／フィリピンの宣教企画／貝殻製作＆カ
ホン／クッキー／工作／アクセサリー／オーナメント

 ＜コンベンション 2018 ＞
福音絵本の自主出版／アクセサリー／クラフト展示／こどもカ
フェ／ヘアバンド & ポーチ／無料本／韓国伝道報告／ハンドメイ
ドアクセサリー／クッキー／消しゴムはんこ／クイズ大会  

＜コンベンション 2019 ＞
消しゴムはんこ／ハンドメイド小物／カード／スイーツ／シオンク
ラフト／動物絵葉書／クッキー

＜白馬セミナー 2019 ＞
ハンドメイド小物＆カホン／恐竜の化石展示／イヤリング＆ピアス＆
ママと私の交換ノート／消しゴムはんこ＆クッキーのキーホルダー／
スイーツ＆将棋大会／動物絵葉書／着付け伝道教室

　 自主企画、今年も開催！　 自主企画、今年も開催！

将棋大会

着付け伝道教室
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◇ 応募締切 ◇

6 月 3 日（水）

◇ 送付先 ◇

　〒 189-0013

　東京都東村山市栄町

　　　　　1-5-4-103

チア・にっぽん事務局

第
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第 11 回　チア・にっぽん杯
絵 画 コ ン ク ー ル絵 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 10 回絵画コンクールより
チア・にっぽん優秀作品賞

鳥居　至恩
「忍耐をもって走り続け」

　5 月 25 日までにお申込み＆入金済みの大人

の方に、以下の書籍の中から 1 種類 を も れ な

くプレゼント！

「聖書 10」「聖書 11」（各 3,080 円）、「りか 3」（2,420 円）

「神の知恵と親の情熱」「母なるあなたへ」（各 1,760 円）

ＤＶＤ聖書（2,074 円）、マガジン 10 冊（1冊 550 円）

＊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 ★★ 早期申込特典 ★
プレゼントプレゼント
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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！）

＊希望者はチア・にっぽん事務局まで。

★　ＬＩＴ　★★　ＬＩＴ　★
（リーダーズ・イン・トレーニング）（リーダーズ・イン・トレーニング）

白馬セミナー 2019 にて

★コンベンション 2020 大阪・東京、大人＆ OB・OG ボランティア大募集！！★
　今回も大々的にボランティアの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、ご応募いただければ感謝です。それぞれの好きな分野で何か一つご
協力いただけると嬉しいです。

★【事前準備】チアの事務局に平日来て頂く（半日 or 1 日 時間はご相談ください）
　・絵画コンクールの作品コメント入力等の簡単な入力作業
　・申込者の方々への書類や名札の発送
★【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）
　・絵画コンクール表彰式（子どもたちの誘導・賞品選び等）
　 ・分科会部屋の開錠、閉錠、セッティング       ・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 

　「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】　チア・コンベンション 大阪・東京　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、メール・FAX で送ってください。
　【締切】　　 6 月 12 日（金）　
　　 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場合がありますのでご了承ください。
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＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●今回のコンベンションでも多く
の励ましを頂き、感謝いたします。
私たちも、自分で聖書をよく調べ、
聖書の教えとこの世の教えを見分
ける力を家族で養っていくことが
必要だと思いました。（A さん）

●ホームスクーラーとして召され
たことを感謝し、再確認できたコ
ンベンションでした！ホームスク
ールをスタートした時には想像も
しなかったような主の導きの中
を、我が子たちも他のホームスク
ーラーの方々も歩んでいて、主の
御名をあがめます！！（B さん）

●コンベンションはホームスクー
リングを選択したことの責任と恵
みの再確認となりました。毎日子
どもと過ごしている中で、諦めや
行き詰まり、壁にぶつかることも
多々あります。そんな中で、親が
学ぶこのような機会が与えられと
ても感謝しています。（C さん）

●初めてお会いする方々でしたが
たくさんの話が出来てよかったで
す。皆さん、自分たちの子どもを
いかに神様に近づけるか、信仰を
第一義に考えて、ホームスクーリ
ングに取り組んでいるかという内
容が多くて感動しました。私たち
も問題を乗り越えていく勇気を頂
きました。（D さん）

●日々のホームスクールに疲れ気
味で、行き詰った状況での参加と
なりました。でも、皆さんの明る
い顔を見て、すぐにホッとしまし
た。お子さんと友情関係があるよ
うな強い絆がしっかり形成されて
いることを見てとても励まされま
した。（E さん）

● 12 年ぶりに参加させていただ
きましたが、コンベンション中ず
っと聖い聖い主の平安がありまし
た。言葉に言い尽くせないすごく
感謝な時でした。ホームスクーラ
ーの方たちにお会い出来て、それ
も喜びでした。今回家族みんなで
行けて、すごい祝福でした！あり
がとうございました。（F さん）

＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

〇楽しかったです。来年は外で運
動会がしたいです。聖書のお話が
よかったです。神の国が近いとい
うことをはっきり話してくださり
うれしかったです。（G くん）

〇はたとりがたのしかったです。
聖書のことをもっとしりたいとお
思いました。いろんなことをして
くれてありがとうございます。（H
くん）

〇色々な人、そして友だちと会え
てよかったです。クリスチャンの
人と触れ合えるのが僕にとっては
大きな喜びです。来年は、まだ知
らない人ともつながりたいです。

（I くん）

去年のコンベンションアンケート
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稲葉さんへ
　　　　　　　　　　　　　　   F さんより

白馬でお会いした時に、息子の B の現況を
メールでお送りすると申しておりましたのに、
すっかり遅くなってしまい、申し訳ありませ
ん。時系列で書かせていただきますね。

2016 年
7 月　17 歳 の 夏 に、A 地 方 裁 判 所 で 行 わ れ　

た裁判見学会に参加。初めて法曹の働
きを見て、導かれ、進路として祈り始
める

11 月　白馬セミナーから帰宅後、受験を決心

2017 年
4 月　地方の H 国立大学　入学
6 月   通信教材を利用して、司法試験の勉強を

始める
9 月　学部内の法学特進プログラム (3 年間で

卒業できるように、年間の取得単位の
上限を解放する制度 ) に合格

2018 年
10 月  教授の勧めで、法律研究会の仲間と法

学検定にチャレンジ。個人全国 1 位入賞。
グループ優秀賞受賞。

2019 年
6 月　  司法予備試験 (1 次短答式 ) 合格
10 月　司法予備試験 (2 次論文式 ) 合格
12 月　司法予備試験 (3 次口答式 ) 合格
           早稲田大学法科大学院受験 ( 三年次入学

特別枠 )
1 月　既習者コース授業料全額免除奨学生と

して合格

今後の予定は、5 月の司法試験を受験し、合
格発表が 9 月。合格できれば、司法修習が 11
月から始まります。その間、どう過ごすかが
今の祈りの課題の一つです。

本当に恵まれているなと思うのですが、特
別枠で、大手事務所のインターンに参加させ
て頂くなど、思ってもみなかった道が開かれ
ています。主の導きに沿って歩めるかが大事
なので、本人も慎重に祈っています。

普通は、大学を卒業した後、法科大学院に
行き 2 ～ 3 年司法試験のための勉強をし、卒
業すると、司法試験の受験資格が与えられる
のですが、B の場合、もう予備試験には合格
しているため、大学院に入っても入学後 1 カ
月で司法試験を受けることになる為、院以外
の道も祈っています。

これから世の中に出、主に仕え、隣人に仕
えていくにあたり、平安を持って最善の選択
ができますように、お祈り頂ければ幸いです。

B が特進コースや予備試験受験を選んだの
は、早く働きたいというだけでなく、授業料
などの経済的負担を減らすためでもあったの
ですが、早期合格できたことで、奨学金や、
教材の無償提供など、思いがけない優遇がい
くつもありました。神様が備えて下さる恵み
にただ感謝です。
　でも、何より感謝なことは、証の機会が増
えたことです。学内でのガイダンスで講師と
してお話しする機会を頂いたり、教材を購入
していた司法予備校の講師や社長との対談に
招かれたり、インターン先でもホームスクー
リングに関心を持って聴いて下さる方がおら
れ、信仰について話す機会が多く与えられて
います。法学検定で受賞した時も、授賞式で、
法律を審議する立場の方々と直接お話しする
機会を頂くなど、家の中で親子二人で学んで
いた頃には考えられない程、世界が広がって

ホームスクーリングの中で開かれる弁護士への道・神の計画ホームスクーリングの中で開かれる弁護士への道・神の計画
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いるようです。
毎日の家庭礼拝や伝道

を続けていくために自転
車圏内の大学を選んだの
で す が、 そ の お か げ で、
ど ん な に 忙 し い 時 で も、
御言葉の分かち合いや励
ましに支えられているこ
とは、本当に幸いだなと
思います。

今もそうなのですが、B
も、私達親も、チア・にっ
ぽんからのメッセージに、
どれだけ励まされてきた
かわかりません。

私 自 身、B が 法 曹 に 導
かれている事を聞いた時
は、正直、戸惑いました。
そ れ で も、 祈 り な が ら、
主に信頼し、お委ねすることができたのは、
ホームスクーリングを通して、伝えるべき事
は伝えてきたという確信があるからだと思い
ます。

ホームスクーリングを続けてくることがで
きた恵み、チアで出会った多くの兄姉の祈り
や励ましに、心から感謝しています。

人間である親は、どんなに頑張っても、完
璧ではあり得ないけれど、私達の天のお父様
は完璧であられる…そのお方に信頼できる幸
いを思っています。
 　　　　　　　　　　　
＊＊＊＊＊

稲葉さん
　　　　　　　　　　　　　　　B 君より

大変お世話になっております。
現在の状況について母が稲葉さんへメール

を送ると聞いて、是非自分もお祈り頂いたこ
とへの感謝をお伝えできればと思い、書かせ
ていただきます。

そもそも法曹への道を志したのは、刑事裁判
を傍聴しに行ったのがきっかけでした。覚醒
剤の自己使用についての裁判で、一般的には
小さいとされる事件です。相対する立場とも
言える法曹三者が、被告人の更生という同じ
方向を目指している様を見、そうして勝ち取
られた執行猶予という措置の重さを知り、神
様から罪を許された自分の体験と重ね、深く
共感することとなりました。

そして、この仕事で、依頼者の方に寄り添い、
証をすることができるのではないかと思い、法
曹を目指すこととなりました。

本当にホームスクーリングという道への決断
をしてくれた両親と、それを導いて下さった神
様に感謝しています。また、稲葉さんを始めと
する多くのホームスクーラーの方やクリスチャ
ンの励ましとお祈りに、この場を借りて心から
お礼申し上げます。
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　　　　　  京都グローリーチャーチ
　　　　　　　　　　　　　　  吉田義則　牧師

吉田さま

チャーチスクールの展開、大いに祝福される
ことを祈ります。電話でお話した「チャーチス
クール、ホームスクーリング等の実施に関心を
持ってくださった皆様へのスターターキット」
のご案内を送らせていただきます。以下の情報
は、ご関心を持たれた皆様全員にご紹介してい
るもので、４点の教材等を活用した備えです。

特に、今は就学児童の健康診断の案内等が届
いているタイミングです。チャーチスクールへ
の進学を教育委員会に連絡し、その後、学校・
教育委員会との面談があると思います。幸い、3
年前の「教育機会確保法」等の施行後、チャー
チスクール、ホームスクーリング等の「多様な
学習の重要性を鑑みる」、ということが法律の文
言にも明記されていますので、法的な環境整備
は一層進んでいます。とはいえ、しっかりと準
備してプレゼンすることが大事ですので、各親
御さんは今の段階で理解をしっかり深め、プレ
ゼン用の必須資料等を準備していただければと
思っています。

①「チャーチ＆ホームスクーリングがよく分か
るパッケージ」各家庭 3 セット

②入門講座ＣＤ（稲葉寛夫）

③チア・にっぽんマガジンバックナンバー№ 1
（創刊号）～ 46 号

④ DVD「神を愛する者の選択」「永遠の栄光に
目を向けて」「全力で神を愛する」

吉田さん、また、これから学校・教育委員会
との面談を行う皆さんには、できればお正月休
み等を用いて、「よくわかるパッケージ」のマガ
ジン（教育機会確保法特集号）4 冊や、チャー
チ＆ホームスクーリングの理念の概観がまとめ
てあるチア・マガジン創刊号等を精読いただき、
聖書の理念、法的な環境整備、学校・教育委員
会側から予想される質問への答えを準備してお
いてくだされば、スムーズなスタートにつなが
ると思います。

チア・にっぽんホームページにも「国会・教
育委員会」のコーナーがあり、「学校・教育委員
会への接し方」に具体的な準備方法等を掲載し
ています。参考にしていただければ幸いです。

稲葉　寛夫

＊＊＊＊＊

稲葉さん

早速お返事を頂戴しありがとうございます。
今日も保護者も交えたクリスマス会を催しま

したが、既存の学校について不安があると聞き
ました。あるアメリカ軍人のお父さんは 3 年契
約でアメリカに帰る選択があったが、子どもの
教育に不安があり、日本に残ると決めたそうで
す。ですから、大きなニーズを感じ、教会の責
任と使命も強く感じています。ぜひ、おすすめ
のセット、入門講座 CD、マガジン創刊号からの
全冊、DVD を頂戴したいと願います。

吉田　義則

＊＊＊＊＊

学校・教育委員会との接し方　2020 vol.1学校・教育委員会との接し方　2020 vol.1

備えあれば憂いなし！　チャーチスクール目指して備えあれば憂いなし！　チャーチスクール目指して
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吉田さま

チャーチスクール展開の一つの鍵は、「チャー
チスクール任せ」にならない点にあると思いま
す。親御さんがチャーチスクールに子どもたち
を送り、助けてもらうにしても、親への使命と
責任が免除されるということではありません。

「神様は親・祖父母に教育の責任を与えている（申
命記 6 章 4-7 節等、参照）」ことを意識してない
と、結局、他人に預けるだけになってしまう場
合もあります。親御さんの意識が一層大事になっ
てくると思います。その意味で、ホームスクー
リング・マインドとして週 2 時間からでも子ど
もたちと時間を過ごし、絆を深めていくことが
肝心かと思います。チア・マガジンのホームス
クーラーらの原稿もぜひ読んで参考にされるこ
とを励ましていただければ、一層、効果的な子
育て、チャーチスクール展開につながっていく
のではと思っています。チア発足に導かれた 20
年前から、「形より本質を！」ということを示さ
れています。微力でも、何か役に立てればと祈っ
ています。よろしくお願いします。

稲葉　寛夫

＊＊＊＊＊

稲葉様

　長い時間が掛かりましたが、
お送りくださったマガジンを読
ませていただきました。発足当
時から昨年度までの道のりに主
の力強い導きを感じます。
　まさに、学校教育はクリス
チャンが陥る落とし穴だと感じ
ます。学校にさえ行っていれば
安心するところがありますが、
大きな罠なんだと思います。
　私も教育現場の問題や、教会
でのインターナショナルな家庭

との交流がなければ、未だに気が付かないまま
過ごしていたと思います。
 DVD は 2 回に分け教会の皆さんと見て、教会全
体の理解とヴィジョンにつながりました。
　DVD では、交わりのある皆さん方のお姿も拝
見でき、感謝でした。私たちも早く取り組んで
行きたいと願います。
 
　2020 年の白馬セミナーや大阪コンベンション
の予定は組まれているのでしょうか？
ぜひ参加したいと願います。

（チア事務局より　：　「はい。大阪コンベンショ
ン 6 月下旬です。白馬も今、開催に向けて準備
中です。ぜひ、スケジュールに入れておいてく
ださい」）
 
　セミナーを京都でお開きになる予定はおあり
でしょうか？　開催の予定などおありでしたら、
お教えくだされば幸いです。

（チア事務局より：ここ 10 年ほど、全国各地で
のセミナーを控え、コンベンション、白馬、キャ
ンプ、オリンピック、国会等にフォーカスして
います。また導かれた時に再開できればと思い、
祈っています。）

吉田　義則
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昨日、教育委員会に出向き、ホームスクール
でやっていく私たちの方針に関して報告をして
きました。質問があります。

マガジンやウェブサイトに掲載されていた通
りに資料を全て持参し、説明しました。ネガティ
ブな反応はなく、スムーズに進みました。
「学校に籍を置いたままにすること」と、「学

校職員が時々様子を見に来られること」の二点
は行いたいということでしたが、「それ以外に
ついては特に問題はないでしょう」との見解で
した。
　委員会の方からは、「入学通知が来ている小
学校の方にも一度直接出向いて同じ話をしてお
く方がいいでしょう」と勧められたので、早速
電話してアポを取りました。

質問ですが、あるウェブサイトに「子どもが
学校出席を望まないケースのみで例外的にホー
ムスクーリングなどの措置が認められるが、本
人が地元小学校への就学を希望している場合、
両親にはそれを実現する義務が発生するので、
ホームスクーリングは認められないケースがあ
る」みたいな文面が出ていました。チア・にっ
ぽんの見解はいかがでしょうか。

我が家のケースでは本人は特に「学校に行き
たい」と言っておらず、現在のスタイル（幼稚
園などにも行かず、家で勉強したり遊んだりし
て過ごす）のままを本人も希望していると思う
のですが（昨晩も「大人になってからも自分は
ずっと家にいたい」と言っているくらいなので　
笑）、6 歳の子どもにただ単に「学校行きたい？」
と聞いたら、深く考えずに「うん、楽しいかもね」
と答える場合も考えられます。もし小学校に「一
度本人と面接したい」と言われたらどう対処し
ようか、と少し考えています。何かアドバイス
ございましたらいただけると幸いです。

A さん

＊＊＊＊＊

A さん
　稲葉　寛夫

教育委員会との面談、順調に進んだようで良
かったです。
　学校に籍を置くことは、各ご家庭に判断を
委ねていますが、籍を置くことになり、基本
的には良かったのではと思います。事実上マ
イナス面はほとんどなく、プラス面はいくつ
かありますので、チアとしては学校に籍を置
いてよいのでは、という緩やかな見解を持っ
ています。
　プラス面としては、例えば、地域の野球や
バスケットなどのクラブチームに加わる場合、
どこの小学校か記入が必要なケースがありま
す。その際、「ホームスクーリングをしていま
すが、学籍は XX 小学校にあります。教育委員
会に報告・連絡を取りつつ、憲法、教育機会
確保法を土台にホームスクーリングを実施し
ています」と簡単に説明できます。

学校側にもメリットがあります。在籍人数に
よって学校の予算額が変わり、学級数や教職
者・事務員の人数にも影響してきます。教育
委員会、学校側との関係も、よりスムーズに
なります。将来、履歴書を書く時にも、小学
校名を書くことができます。希望すれば教科
書等がもらえます。強い意見ではありません
が、学籍が残ることは大きなマイナスはなく、
プラスの方が多いのではと考えています。

私の次男のジョセフ（11）は、地元の小学校

学校・教育委員会との接し方　2020 vol.2学校・教育委員会との接し方　2020 vol.2

学校の籍・面談時の子どもの同行 / 意向について学校の籍・面談時の子どもの同行 / 意向について
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（東村山市）に籍があります。入学前に 1 度だ
け面談し、その後、連絡は全く取り合ってい
ませんし、学校側からも何も連絡がありませ
ん。良かったことは、地域の野球チームに入
る時に学校名の記入が必要で、上記のように
伝えることができました。

小学校での面談に子どもを連れていくかどう
かの見解は以下の通りです。
　教育基本法においても、親、保護者が子ど
もの第一義の責任を有する（10 条）と書き込
まれ、個人の尊厳を重んじられ（前文）、国で
はなく、親の権限が第一義的に尊重されなが
ら教育が進められることが明記されています。
教育委員会等の命令等で、子どもが個人面談
を強要されるものではありません。欧米のホー
ムスクーラーの親たちは、行政等による令状
等なしでの子どもへの面談を拒否するケース
が多いです。A さんが懸念されている通り、お
子さんはまだ幼く、どのような影響や誘導が
行われるか分からないからです。

それでチアとしても、基本的には、親だけが
教育委員会、学校等への報告に出向くことを
勧めています。その原則外の場合は、しっか
り準備して連れていきます。

（その際には、お母さんだけでなく、お父さん
も一緒に行かれることを勧めます。やはり、両
親ともに共通の理念に沿って教育を行う姿勢
で臨むことは大事だからです。面談には、特
にお父さんの存在と力が大きいです。）

私も、最初に教育委員会と我が家のホーム
スクーリング方針の報告に伺う時、子どもは
連れていきませんでした。ただ、教育委員の
方から、小学校の校長らとの面談を勧められ、
その時は子どもを同行してほしいとリクエス
トがあり、ジョセフに好きな動物図鑑等を持
たせて連れていきました。私と校長、副校長

の先生方が話しているわきで図鑑を読んでい
るジョセフを見て、校長は「1 時間あまりの面
談中、ずっと本を読んでますね。素晴らしい」
と褒められて終わりました。結果的には良かっ
たと思います。

昨今、児童虐待等の問題があり、同行を求め
られる可能性があると思います。その場合は、
積極的な意味で同行する選択もありではない
かと思っています。でも求められていない場
合は、リスクを犯す必要はないので、同行の
必要はないと考えます。写真・アルバム等で
良いのではと思います。

ご 質 問 の 中 で 引 用 さ れ た ウ ェ ブ サ イ ト の
「ホームスクーリングが認められないケースが

ある」は、前提からして誤った、旧態依然の
解釈をしていると思います。ホームスクーリ
ングは、教育委員会や学校側に認めてもらっ
て行うものではありません。憲法、教育基本法、
教育機会確保法等に基づき、第一義的な責任
を持つ親が、最善の教育環境を与える目的で、
法に基づいて選択します。またそうした真摯な
選択について、「多様な学習活動の重要性を鑑
みる」ことが、教育機会確保法でも 3 ケ所に渡っ
て明記されています。学校側は主権者でも第
一義的な責任者でもなく、もし親が真剣な姿
勢で取り組む「多様な教育」の重要性を鑑み
ないのであれば、不法を行うことになります。

学校との面談目的は、許可を得ることにあら
ず、子どもへの最善の教育環境を選択すること
を報告することです。その法的な背景を親側が
しっかりと認識することが第一と思います。

「大人になってもずっと家にいたい」とは、
とても良かったですね !(^^)!　ほほえましい
です。それだけ親御さんの愛情が伝わり、深
い絆が喜びとなり、神様の助けと祝福の中で、
子どもさんの喜びと安心と希望になっている
のだと思います。
　学校に行く前によくお子さんと話し、「学校
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に行きたいか」と聞かれたら、前に話してく
れたように「家にいたい」との気持ちを話す
必要があると、しっかり話し合ってはと思い
ます。ホームスクーリングをなぜ行っている
のか、他の人々にはどんな説明が必要か、ど
のような誤解が予想されリスクがあるのか等、
よく話し合うチャンスではと思います。それ
は、今後のホームスクーリングライフの助け
にもなっていくと思います。

＊＊＊＊＊

稲葉さん

　早速のご丁寧な回答、非常に感謝しており
ます。ありがとうございます。

　学籍は、私もホームスクールさえできれば
特にこだわりはないという認識で、昨日のミー
ティングで了承させていただきました。

　来週の小学校での面談ですが、先方も電話先
で「お父さんに一度こちらへ来ていただけませ
んでしょうか？」という言い回しでした。それ
で、息子は同伴しない予定です。良かったです。

　来週のミーティン
グは特に心配はして
いないのですが、先
日ご相談したブログ
記 事 を 見 か け た の
で、ひょっとしたら
対策した方がいいか
も、と思った次第で
す。稲葉さんの回答
で安心いたしました。
マガジンの方は全て
目を通して重要ポイ
ントは暗記してあり
ますので、大丈夫か
と思います。ちなみ

に、そのブログの記事のアドレスは控えるのを
忘れてしまったので覚えていませんが、確か個
人のブログだったような気がします。いくつか
似たようなコメントを見受けましたが（「ホーム
スクールは日本では違法」など）、単なる無知に
基づく誤解であると認識しています。
　来週の小学校のミーティング後に、どんな
感じで進んだかまたメール報告させていただ
きます。今後、他の方がホームスクールを希望
する際の参考になれば、と思います。ますます、
こういう情報が広まることを祈るばかりです。
クリスチャンとしての信仰や考えの一つとし
て、子どもが私たち夫婦にとって一番重要な
弟子養成の対象である、という強い思いと、
我々の子供達がしっかり聖書のみ言葉を理解
し、しっかり自分で理解して、ゆくゆくは強
い信仰を持つ信者に成長してほしいという願
いが強くあります。ホームスクーリングはそ
れらを実現する最善の教育手段だと思います。
日本でももっとこの動きが広まることをお祈
りいたします。

A さん
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稲葉さんへ

こんにちは。先日は大変お世話になり、あり
がとうございました。良きアドバイス、感謝
しています。今回、別なトピックです。

娘がアメリカの大学に進学を希望していて、
入学願書を提出しようと頑張っていますが、
情報収集がとても困難です。学校の先生から
の推薦文が揃わず、ストレスを抱えています。
稲葉さんのお子さんたちはどうやってそれら
を用意されましたか。推薦文は、誰にお願い
したらいいのでしょう。

カ ナ ダ に 来 て か ら、 カ ナ ダ の ホ ー ム ス
クーラーの友人たち同様、通信制（Distance 
Learning）高校という形を取ってきました。昨
年までお世話になった先生に書いていただく

のが一番理にかなっていると思い、お聞きし
たのですが、今はその学校に在学していない
ため、書いていただけませんでした。

B さん

＊＊＊＊＊

B さん

いよいよ大学進学ですね。上記の件、アメリ
カの場合は SAT 等で点数が取れていれば、あ
とは志望動機のエッセイ等をしっかり書けば、
他は緩やかで大丈夫ですよ。真祈史とエミリ
は以下の方法で 5 つの大学を受けて、全部合
格したのでご参考までにお伝えします。

ま ず、 ア メ リ カ の 大 学 入
試・ 入 学 等 に 関 連 し て は、
Distance Learning（ 通 信 制 ）
のスクール等は忘れてくださ
い！　我が家も情報が少なく、
真祈史の場合、DL のスクール
で失敗しました。パトリック・
ヘンリー大に合格し、入学し
て半年後、通信制高校から「卒
業に 2 単位足りないので卒業
証書を出せない」と言われま
した。大学には仮卒業証明書
を出していたのですが、通信
制高校からの連絡をそのまま
信じてしまい、休学し、1 学
年遅らせました。

あとで分かったことですが、
パトリック・ヘンリー大には

チア留学情報シリーズ 2020 vol.1チア留学情報シリーズ 2020 vol.1
内申書は親が書き、2 分で OK!　SAT 対策等はしっかり！内申書は親が書き、2 分で OK!　SAT 対策等はしっかり！

バイオラ大学2019年度成績優秀賞受賞者（左から3番目が長女エミリ）



 CHEA NEWSLETTER 178 号 35

通信制高校の卒業証書は全く必要ありませんで
した。考えてみれば、入学者の 7 割がホームス
クーラーで、ホームスクーリングを推進してい
る大学なのに、どこかの高校や通信制高校の卒
業証書が必要となれば、矛盾しちゃいますよね。
真祈史にとって、遅らせた 1 年は、有意義であっ
たとは思いますが。

アメリカの場合、ホームスクーラーの内申書
は親が全部書けばいいので、すぐに書けます。
通信制高校の発行する成績証明書や卒業証書等
は一切関係ないと言われています。通信制高校
の成績がずば抜けて良ければ用いますが…。

もちろん、内申書は良い成績を書きます。ア
メリカの大学は、ハーバードやアイビーリー
グ系大学等も含め、それで十分と聞きました

（14 年コンベンション講師のジム・ストーバー
博士は、アメリカの SAT（全米共通テスト）の
採点者でもあり、アイビーリーグやクリスチャ
ン系大学等のスカウト兼、進学サポーターで
もあり、そのあたり詳しかったです。彼も同じ
ことを話していました。アメリカの大学合格
のための内申書の書き方ほかのコンベンショ

ンでの講演データもあります）。エミリの時に
はそうした情報があったので、私が 1 分で内
申書を書き、クリスチャン系の最難関と言わ
れているウィートン大学や、映画学部系でトッ
プのバイオラ大を含め、受験した 3 大学すべ
て合格できました。

大学側は SAT 等の成績は見るので、そこは
しっかり点数を稼ぐ必要はあります。エミリ
は近くに SAT 対策の家庭教師の方がいたので、
半年ほどお願いしました。

推薦書は、子どもたちのことをよく知り、ポ
ジティブに真面目に書いてくださる方であれ
ば誰でも良いと思います。その大学の関係者
や卒業生で知り合いの方がいれば、お願いす
るのも案とは思います。ウィートン大学につ
いては、私たちも 1 人、OB で大学関係者だっ
た方に頼みました。でも残りの 4 大学は真祈
史やエミリをよく知っている方にお願いしま
した。

自己紹介書や志望動機書は大事と聞いていた
ので、親子でかなりじっくり取り組みました。

カナダの大学はちょっと分からないですが、
アメリカであれば、基本
的に上記の対策で大丈夫
と思います。

ま と め る と、 ① SAT 対
策、自己紹介文、志望動
機書はしっかり取り組む
②推薦書は個人的によく
知っている人、または大
学の関係者や OB 等で、ポ
ジティブに書いてくださ
る方に依頼する③内申点
等は、親が良い成績で作
成する（通信制高校の成
績が抜群であれば、もち
ろん使っていいと思いま
す）。

　（次号に続く）
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　先日、神奈川県藤沢市を拠点にしたホームス
クーリングサポート団体「ホームスクーリング
で輝く未来タウンプロジェクト」の小沼陽子代
表らがチア・にっぽんオフィスを訪ねてくれま
した。当日の様子を小沼代表が HP にレポート
してくださいましたのでお伝えしますね。 

＊＊＊＊＊

「チア・にっぽん」代表 稲葉寛夫さんに
お会いしてきました！

 
こんにちは。小沼陽子です。
先週、素晴らしいご縁があり「チア・にっぽ

ん」代表の稲葉寛夫さんにお会いしました。本
当に貴重なお話を聞かせて頂き、感謝の気持ち
でいっぱいです。お忙しい中、1 時間の面談予
定が、終わってみたら 2 時間もお話をさせて頂
き、大変ありがたかったです。

私はお会いした翌日も興奮冷めやまない状況
でした。面談をセッティングしてくれたメンバー
にも感謝をお伝えします。

「チア・にっぽん」について

まずは、チア・にっぽんとは何か、ホームペー
ジにこう書かれていますのでご紹介します。
『親・祖父母が教育の責任者という聖書の教え

に基づき、子どもを学校任せではなく、聖書を
土台に責任を持って教育していく。そして、ク
リスチャン、教育関係者、友人たちを始め、周
囲におられる方々がその親たち・祖父母たちを
励まし、寄り添い、関わっていく、それがチャー
チ＆ホームスクーリングです。その励ましとチャ
レンジとなることを願い、ホームスクーリング
のネットワークと情報提供、環境の整備を目指

して、2000 年 4 月に「チア・にっぽん」がスター
トしました。』

 稲葉さんは、現在は日本とアメリカを行った
り来たりの生活をされています。

ホームスクーラーへ情報を提供したり、コン
ベンションやセミナーを開催したり、20 年も前
からホームスクーリングの環境を整備されてき
た方であり、私は本当に本当に貴重なお話を聞
かせて頂きました。

チア・にっぽんには 2000 家族も会員・サポー
ターさんがおり、日本にはホームスクーラーが
こんなにもたくさんいたんだ！と私は大変驚き
ました。

私はクリスチャンではありませんが、学校任
せではなく親が子供を責任を持って育てる、と
いうホームスクーリングに対する根本的な考え
方は、私と全く同じです。

チア・にっぽんが出版した「チア・にっぽん
マガジン」も読ませて頂きましたが、元気に活
動されているホームスクーラーや、ホームスクー
リングで育った子供達の活躍の様子がたくさん
掲載されていて、私はそれを見てどれだけ励ま
され、勇気をもらったことか。

私はこれまで周りから何を言われようと、子
供の様子を見て「この方法は間違っていない」
と感じ、自分を信じて活動してきました。稲葉
さんと出会って、まだどこかにあった私の不安
のかけらが吹っ飛んだ感覚になりました。

アメリカのホームスクーリング

アメリカのホームスクーリングの歴史から、
どう現在に至っているのか、稲葉さんに詳しく
教えて頂きました。

今では全米でホームスクーリングが広がって

「ホームスクーリング未来タウンプロジェクト」「ホームスクーリング未来タウンプロジェクト」
小沼代表らがチアを訪ねてくださいました！小沼代表らがチアを訪ねてくださいました！
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います。ホームスクーリングの実践者は約 200
万人と言われてきましたが、300 万人を超える
と推計されているそうです。

しかし 30 年前はホームスクーラーの両親が逮
捕されたこともありました。ホームスクーリン
グをする家庭は、車で子供を学校まで送るよう
に見せかけて、それから家に戻り、シャッター
をしめて活動していたという話も衝撃的でし
た。

ただ、当時逮捕された母親の女性たちが今で
は大きなプロジェクトを立ち上げ活躍されてい
るという話を聞いて、私はとても嬉しかったで
す。

大事なのは周知活動

「ホームスクーリングにやさしい街・藤沢」
を目指すのはとても良いことだ、と稲葉さんは
仰ってくれました。

それには、議員さんや教育関係者へ周知活動
が必要だと教えてもらいました。しかも、政治
関係に全くの素人である私にも分かりやすく、
細かく丁寧に教えてくれました。

既に教育機会確保法という法律がある事実、
ホームスクーラーがとても元気に活動している
事実、それを上手にまとめて伝えていく事、そ
の周知活動が大事だと。

私達の活動の一番の目的は
環境整備であり、環境整備と
は周知活動なのだと私は気づ
くことができました。稲葉さ
んが方向性をしっかりと示し
てくれたこと、本当に感謝の
気持ちでいっぱいです。

あとは、粛々と進めるだけ
です。

稲葉さんとお会いした翌日
に早速メンバーミーティング
をして、活動の方向性を共有
しました。

素晴らしいメンバーに恵ま
れています。

稲葉さん、本当にありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
 
https://homeschooling-town.com/activity-

report/2005/

「ホームスクーリング未来タウンプロジェクト」の
ホームページにご掲載いただいた写真をお借りしました
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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　　　　合計（　　　　　　　　）円

　　※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）

メールアドレス：

電話番号：

    したきりすずめのクリスマスしたきりすずめのクリスマス

お待たせしました。 第４版 完成しました！お待たせしました。 第４版 完成しました！

      全カラー８０ページ！      全カラー８０ページ！

                        2,2002,200 円＋税（税込円＋税（税込 2,4202,420 円）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、「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）」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・星野富弘推薦のことば　三浦光世・星野富弘
絵　みなみななみ絵　みなみななみ

　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、レストラン店主、不動産
会社社長さん、小学生、幼稚園児、皆さん、にっこり。

三浦綾子作品三浦綾子作品
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白馬セミナー 2019 アンケート♪

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●いつもながら励まされます。感
謝です。今回も大変お世話になり
ました。ありがとうございます。

（山形　A さん）

●久しぶりに参加でき、主の御恵
みを感謝します。いつも丁寧にい
ろいろご準備くださり、本当に感
謝いたします。あっという間の 3
日間でしたが、一つ一つ内容が濃
く、いろんな方との交わりも感謝
しています。白馬は遠くてチャレ

ンジですが、来られていつも感謝
です。丸森の皆さんも大変な中、
今年もご奉仕いただき、感謝です。   　
　いつもテッド先生の本を読み返
しながらの HS ですので、生で聞
けて、本当に感謝です。常に主の
贖いの恵みに立ち返り、罪を許し
ていただき、悔い改め、主の御約
束、いただけることを本当に感謝
します。

チア・オリンピック、またやっ
てほしいです。子どもたちも大喜
びでした。（千葉　B さん）

●とてもとても良かったです。同

室の方や、分科会でお会いした方
との交わりが感謝でした。「主の
山には備えあり」ですね！チアの
お働きの上に主の祝福が豊かにあ
り、主のご計画が成りますように。

特に、鍵谷さんの分科会、マー
ジーさんの 11/23 の分科会、良
かったです。（栃木　C さん）

●初めて参加させていただき、ス
タッフの方々や参加されている皆
様が親切に声をかけてくださり助
けられました。いつか参加してみ
たいと願ってから 10 年以上経っ
てしまいましたが、来ることがで

11/21-23 白馬にて行いましたセミナーの参加者の声をお届けします！
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きて本当に感謝でした。お世話に
なりました。ありがとうございま
した。

たくさんの学びがあり、必要と
していたことも与えられました。
神様に求めるなら与えて下さるん
だと確認することができました。
学びで終わらないように実践して
いきたいです。（石川　D さん）

●チア発足 20 年、世代交代を目
の当たりにしました。新しい世代
にＯＧとして何ができるか祈って
いきたいと思わされました。

みことば・交わり・バラエティ
豊かな食事・温泉・美しい景色。
ゆっくりリラックスでき、日常か
ら離れ、今までの恵みの振り返り
と今後のビジョンを描く素晴らし
い一時となりました。今、主から
示されていることが基調講演・分
科会の複数の講師からも語られて
いて、一層確信を持てました。

木谷さんの「イスラエル国家で
日本舞踊を踊る」が意外でしたが
とても印象的でした。書籍の大幅
ディスカウントが大変うれしく、
おみやげにできました。習字作品
の展示が今までの中で一番きれい
に展示してあり大感激、大感謝 !!　
作業にあたって下さった方々、あ
りがとうございます !!　（神奈川　
E さん）

●いつもながら、セミナーもセミ
ナー外も祝福されました。アット
ホームな雰囲気にいやされまし
た。高原さんの分科会がとても良
かったです。（東京　F さん）

● HS ７年目で、蒔いた種の刈り

取りを見る機会も出てきました。
感謝とともに参加することができ
ました。テッドさんからは、聖書
に基づくティーンエイジャーとの
関係構築という実際的な問題に加
えて、申命記６章のビジョンは霊
的なことであることを学びまし
た。また、稲葉さんの「中間報告」
～最近の証し～を聞くことができ
たことも感謝です。

ジョセフ君の野球のエピソー
ドを通じ、「目的を確認すること」
の重要性を改めて認識させられま
した。菅野さんの分科会、テッド
さんの分科会ともに子どもを救い
に導くのは親ではなく神であるこ
と、親はそのための環境を整える
責任を持つことを再確認できまし
た。一家で神様の下、リフレッ
シュすることができました。いつ
もお働きに感謝しています。（東
京　G さん）

●白馬セミナー、お疲れ様でした。
本当に励まされました。セミナー

に参加できて、励ましと力を受け
ました。

稲葉さんの基調講演での真摯
な証し（悔い改めとチャレンジ）
に私はとても心打たれました。
20 年のホームスクールの歩みの
中の山あり谷ありをユーモアと誠
実をもって分かち合ってくださ
り、私もホームスクールはもう終
盤と思っていましたが、まだまだ
何かできることがあるかもと奮起
できました。

毎回、チルミニの賛美を聞く
と、涙が出てしまいます。ホーム
スクールで育った子どもたちは次
世代を築く神の勇士ですね。励ま
されました。

テッド先生とマージー先生の
お話を聞きながら、我が家も 10
年というホームスクールを続けて
こられたことを感謝しました。原
点に戻るような思いが与えられた
メッセージでした。分科会の数が
多くて、聞きたいものが重なって
しまったのが残念です。（神奈川　
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H さん）

●このたびもお世話になり
ました。動物みことば絵ハ
ガキを販売させてもらい、
また、沢山の方々にお買い
上げいただき、感謝です。

今回は、ゆっくりできた
ことも感謝でした。どの講
演も分科会も良かったです
が、「罪の刈り取り」のメッ
セージが心に残りました。
罪の刈り取りはしたくない
なー、と思わされました。
娘も、連絡手段としてスマ
ホを所持するようになり、
ネットで苦しんでいる人々
と同じようになったら嫌だ
なぁ…と。心を新たにして、日々
過ごしています。
　P.S. ホテルのご飯も相変わらず
美味しかったです。地元の信州素
材の物が多くて、いい感じでした。

（神奈川　I さん）

●白馬セミナーでは、皆様に大
変お世話になりました m(__)m。
昨年、私の入院中は皆さんからお
祈りして頂き、本当にありがとう
ございました。11/21 は手術後 1
年記念日で、今回は白馬セミナー
に主の癒やしを感謝して参加させ
て頂きました。完治して元気に歩
けるのが本当に夢のようでした。

我が家はたくさん恵みを頂い
て帰って来ました。ノンビリ屋の
次女が、皆さんの熱心な信仰に感
動して、洗礼の決心をしました。
帰ってすぐ 11/24（日）に、教
会の牧師先生に洗礼の学びを受け
ることをお願いしてきました。本

当に感謝でした。
テッド・トリップ先生には、

10 年前のチア・コンベンション
等でお会いして、「命の無い果実
を育ててはいけない」というメッ
セージが心に残っています、と
マージーさんにお話ししたら、喜
んで下さいました。先生方との再
会も楽しみの一つでした。

長く病気入院して、下の 2 人
の子どもたちの勉強も進まず困っ
ていましたが、白馬セミナーでは
皆さんと交流できて、色々な方と
連絡先を交換できました。たくさ
ん恵みを頂いて本当にありがとう
ございました。今後ともどうぞ
よろしくお願いします。（千葉　J
さん）

●白馬セミナーお疲れ様でした。
とても祝福されましたね。子ども
たちは、「毎日白馬だったらいい
なぁー」と言っていました☆　（ス

タッフの皆さんのご苦労は計り知
れず……）　（大阪　K さん）

●先日の白馬セミナーでは本当に
お世話になりました。たくさんの
ホームスクーラーの方たちとお会
いし、お話しすることができて本
当に楽しかったです。

食 事 も す べ て 本 当 に 美 味 し
かったです。美味しすぎて、毎回
食べ過ぎてしまいました……。

約 10 年ぶりのご家族とお会い
し、子どもさんたちの LIT での
大活躍を見させていただいて、そ
の成長ぶりに本当にびっくりしま
した。また、初めてのご家族と一
緒に食事しながら色々なお話しを
させていただき、素晴らしい交わ
りの時を持つことができ、とても
嬉しかったです。

写真コンテスト、作詞作曲コン
テストも表彰していただきありが
とうございました（ものすごく恥
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ずかしかったですが……）。
チルミニのジミーさん、アビゲ

イルさん、カメラマンのロロさん
が、私が小さい頃よく見ていたビ
デオ「Sleigh Ride」に出ている
と知ってびっくりしました！　家
に帰ってから見直してみると、確
かに面影があり、とても面白かっ
たです。チア・にっぽんの働きの
上に豊かな神様の祝福が注がれる
ようにお祈りしています。（富山　
L さん）

●早くも白馬のセミナーから 1
週間がたちました…！　今回も素
晴らしい時をありがとうございま
す！主を賛美します！

テッド＆マージーさん夫妻は
どこを取っても、いつでもどこで
も「福音」でしたね！福音に生き

て、福音を伝えて、福音を表して
いるご夫妻の姿は、素晴らしかっ
たです !!　神の国の麗しさと福音
の力、豊かさを味わった 3 日間
でした！ありがとうございます！

懐かしいホームスクーラーの
方々との再会や、大きく成長した
ホームスクーラーの子どもたちの
姿……。感激で涙があふれてばか
りでした……！

ユースの子どもたちが生き生
きとチルミニ賛美のために祈り、
備え、一緒に賛美している姿は素
晴らしかったです！　チルミニで
育ったユースたちがキッズ賛美を
導いている姿には希望と喜びがあ
ふれていると思います！

LIT でも、希恵さんが「子ども
たちに、『私たちに任せて！』と
言われて本当に何でもやってくれ

て、みんなの成
長がホントにう
れしかった！」
と話してくれま
した！通訳のご
奉仕の方々にも
感謝の気持ちで
いっぱいです。
とても聞きやす
く、わかりやす
かったです！丸
森チームの方々
が被災で大変な
状況の中、いつ
もと変わらず、
白馬でもご奉仕
して下さったこ
とに感謝してお
ります！　あり
がとうございま
した！

そしてこの 20 年、チアをリー
ドしてくださっている稲葉さんに
も感謝の気持ちでいっぱいです。
リーダーのためにますます祈りた
い、と思いました。今回、白馬セ
ミナーに行けたこと、心から感謝
して主をほめたたえつつ…　（神
奈川　M さん）

●今年は台風被害の影響で開催さ
れるのか心配でしたが、いつも通
りにセミナーが開催されたことに
感謝します。伝道チームの皆さん
はご自分たちが被害に遭われてい
るのにもかかわらず、ご奉仕して
下さり、いつにも増して頭の下が
る思いです。ありがとうございま
した。

チア・スタッフの皆さんもいつ
ものように笑顔とユーモアで皆さ
んを迎えて下さり感謝でした。

チルミニ・スタッフの方々、
LIT の子たちの献身的なご奉仕に
いつも感謝しております。娘は以
前はチルミニのゲームに参加でき
なかったのですが、今では積極的
に参加していて成長を感じまし
た。お友達と一緒に遊んだり食事
をしたり温泉に入れたので、大
満足の 3 日間でした。タイムマ
シーンがあれば、初日に戻しても
らいたいと本人は言っております

（笑）。
あちこちでの再会の時、初めて

の出会い、美味しい食事、温泉、
励ましを受ける基調講演＆分科
会にリフレッシュされた 3 日間
でした。相変わらず分科会で聞き
たい内容のものがかち合い、絞る
のに苦労しました。高原さんの分
科会では参加者がディスカッショ
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ンし、実例を紹介しつつ具
体的な手助けを紹介して下
さったり、聖書ではどのよ
うに神様が言われているの
かを見ながら楽しい関西弁
トークを交えて専門家とし
ての意見を述べてくれまし
た。

鍵谷さんの分科会では主
は憐れみ深く恵みに富んで
おられ、真実な方であるこ
とをお父さんお母さんとの
関係の中に、ご家族の関係
の中に、お父さんの介護の
中に見ることができました。
和解と赦し、愛と感謝の証
しを聞きながら涙があふれてきま
した。渡辺さんの分科会ではチア
事務局立ち上げ前後のお話、パイ
オニアとしての苦労話やご自身の
ホームスクーリングをする中で得
た教訓やアドバイスをして下さい
ました。色々な裏話も聞けて楽し
かったです。様々な恵みを頂いた
3 日間でした。（神奈川　N さん）

●稲葉さんをはじめスタッフの皆
さんの尊いご奉仕に感謝申し上げ
ます。また、丸森チームも大変な
中で仕えて下さった労に感謝致し
ます。私たち家族は久しぶりの白
馬参加となりました。上の 2 人
が家を離れ、今親である自分たち
が置かれている立場を覚えると必
死に純粋に子育てをしていた時
期が懐かしいです。30 代の頃は、
子どもと遊ぶというより疲れ切っ
て白馬に寝に来ていました !! こ
う思うと、これまでの歩みから次
の歩みに移行しているシーズンで
あると思わされた白馬でした。

日 々 奮 闘 し て い る ホ ー ム ス
クーラーの戦いや子どもたちとの
在り方を見聞きし、新たな発見と
励ましを受け、非常に感動致しま
した。日本社会でのホームスクー
リング、そして弟子になる訓練。
日本人として聖書信仰と福音宣教
に立ち、神を信じ仕え神の民とと
もに歩むこと。日本人としての召
し、役割、賜物、使命をしっかり
と確認し受け取って行く必要を思
わされました。

チアにっぽんとの関わりも 20
年という歳月を迎えます。なぜ、
ホームスクーリングなのか？
　何のためのホームスクーリング
か？　もう一度原点を見つめる良
い機会となりました。御働きに 
感謝しつつ、祝福をお祈り致しま
す。（神奈川　O さん）

●初めて参加させて頂き、楽しい
ＨＳの方々と交わりができて良
かったです。丸森チーム・ＬＩＴ
の皆さまのおかげで子供たちが楽

しい時間を過ごせて感謝でした。
（大阪　Ｐさん）
●初めての参加でした。充実し、
よい出会い・学び・癒しがありま
した。娘もチルミニで仲良しの友
達ができ、とても楽しそうで、そ
れが最高の癒しでした。分科会で
は今後の学習のサポートとなるよ
うな話を聞くことができたり、質
問をすることができ、平安が増し
ました。次回からもっとリラック
スして楽しめると思います。また
参加できたらと思います。
　実際にホームスクーリングを終
えた方、進行中の方の日常の実例
をうかがうことができたので安
心・希望が増しました。
　行かなければ得られなかった情
報、行かなければ出会えなかった
人に神様が出会わせてくださり、
導きを感じました。感謝です！！
白馬セミナー、毎年されているだ
けあり、考えられたスケジュール
だなぁと感じました。（栃木　Q
さん）
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●素晴らしい天候に恵まれ、最高
のホテルで皆様と楽しい恵まれた
３日間を過ごすことができ、心よ
り主を褒めたたえます。ご準備し
て下さった、稲葉先生はじめ事務
局スタッフの皆さま方に心より感
謝申し上げます。遊びと友達に飢
え乾いてた我が家の子供達が、ご
馳走を前にしても手が出ないほど
に頭の中とお腹の中が「遊び」で
いっぱいになっていました。水を
得た魚のように我が子が久しぶり
に夢中にはしゃぐ姿を見て大変良
かったです。遊びの達人の素晴ら
しいスタッフの奉仕に感謝いたし
ます。
　ホームスクーラーとして、内に
閉じこもっていましたが、メッセ
ージを聞き、心新たにされ、発奮
させられ霊的にも力を与えられた
セミナーでした。事務局の素晴ら
しい企画と運営にいつも頭が下が
ります。（大阪　Ｒさん）

 ＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

〇楽しかった！　来年は、運動会
がしたい。（とくにリレー）　（石
川　A さん　11 歳）

〇たのしかった。らいねんも、白
馬であそびたい。つぎもいきたい。

（東京　B くん　7 歳）

〇 LIT として参加しました。コ
ンベンションでは会えなかった人
とも会えて話をできたので、とて
も楽しかったです！　分科会のタ
イムキーパーのお手伝いをさせて
もらいましたが、それも楽しかっ

たです。来年は写真撮影のお手伝
いをやってみたいです！

テッドさん、マージ―さんの分
科会に参加しました。素晴らしい
内容で、とても参考になりました。
呼んでいただいてありがとうござ
います。（神奈川　C さん　15 歳）

〇最後に子どもたちで運動会があ
りました！とても楽しかったで
す！リレーだったり、色々なゲー
ムもして、新しい友達もできて、
うれしかったです (>_<)　今回
僕は読書感想文を書きました。ま
さかプレゼントがもらえるとは思
わなかったです (>_<)　白馬や、
サマーキャンプ、毎年やってほし
いです !!　（神奈川　D くん　10
歳）

〇めちゃくちゃ楽しかったです！　
（ドラえもんがい
たとしたら）タイ
ムマシーンで白馬
セミナーの 1 日目
に戻りたいです！　
綱 引 き で 2 回 優
勝してうれしかっ
たです！　ソリも
楽しかったのでま
たやりたいです！　
マスタードマンに
また汽車をやって
もらいたいです！　
稲 葉 さ ん、 あ り
がとうございまし
た。また稲葉さん
に会いたいです。
ジョセフ君、やわ
かちゃん、なのは
ちゃん、のえちゃ

んにまた会いたいです。（神奈川　
E さん　8 歳）

〇とてもエンジョイできました！　
チアスタッフの皆さんと、丸森の
皆さんに本当に感謝しています。
楽しすぎてまだ現実に戻り切れて
いないです。また来年以降も色々
な形で奉仕させて頂けたら幸いで
す。これからもどうぞよろしくお
願いします。

とても楽しかったです。チア
スタッフ・丸森のリーダーの皆様
にとても助けられました。感謝で
いっぱいです！新しい友達も古く
からの友達も仲良くしてくれ、大
きな励ましを受けました。今年度
で LIT は卒業年齢ですが、これ
からも参加させていただきます。

次回は、さらに多く奉仕をし
て、さらに多くの友達を作りたい
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です。いつでも使って下さい（笑）。
いつか第三回ジョイスイミングや
りましょう（笑）。スキー・スノー
ボードもチアの皆と行きたいで
す。（富山　F くん　18 歳）

〇今回、私は初 LIT を白馬でさ
せていただきました！　行く前は
初 LIT ということで、とっても
緊張していましたが、 白馬に着い
てからはとっても楽しく、3 日間
あっという間に過ぎてしまいま
した！ 　最初は友達できるかな、
とか色々な不安がたくさんありま
した。でも、セミナーが始まって
すぐ新しい友達ができ、同じ LIT
だったので共に行動することがで
きてとっても嬉しかったです。

また、夜のチルミニが終わっ
てからも、ゲームの準備をみんな
でしたりしました。丸森の方々が
いるから私たちはいつも、楽しん
で遊んでいられるんだな、と思い
ました。初日の夜、テッドさんの
分科会に録音をしに行き、分科会
を聞けるチャンスが与えられまし
た。家族とはどういうものなのか

を教えてくれました。その話を聞
いて、私は本当にホームスクール
で良かったな、とすごく感じまし
た。そしてホームスクールをして
くれている両親、いつも共にいて
くださる神さまに感謝があふれま
した。

また、LIT を通して、 神様に仕
える喜びもたくさん得られまし
た！ 励まし合えるホームスクー
ラーの友達は最高！だと思いまし
た！ また、チアやホームスクー
ラーの良いところは、子どもた
ちだけで交わるんじゃなくて家
族全体で交われるのも、最高だ
なと思いました！ もう、家族と
毎日白馬セミナーの話をして、先
週に戻りたいなー！とめっちゃ
話してます！笑笑 　もう 2 泊 3
日じゃ足りなくて、 白馬の場所
でチアの学校とか作ってもらい
たいぐらいです！　やっぱり、
サマキャン、毎年やってほしい
なーーーー !!!!!!!!　（神奈川　G
さん　13 歳）

〇 3 年ぶりの白馬セミナーでし

た。今回 LIT には参加せずに
分科会に参加しました。ホーム
スクーリングをしている親御さ
んたちの素直なお話を聞けて、
私は感動しっぱなしでした。ど
れだけの思い、また労力と祈り
をもって私たちにホームスクー
リングをしてくれているのか…
今まで分かっていたつもりでし
たが、全然分かっていませんで
した。 白馬セミナーから帰っ
てきてからは、両親への感謝の
気持ち、また神様への感謝があ
ふれています。 （神奈川　H さ
ん　16 歳）

〇楽しかった！ホームスクーラー
と交われたことがよかった。来年
は LIT をしてみたい！新しい友
達をもっと作りたい！白馬とても
たのしかったです。いつも、あり
がとうございます。これからも
よろしくお願いします。（東京　I
さん　13 歳）

〇おもしろかった。つぎははたと
りがしたい。ともだちができてよ
かったです。( 大阪　Ｊくん　7
歳）

〇たのしかった。あそんでいてと
もだちもつくれてたのしかった。
うんどうかいもおもしろかったで
す。（栃木　K さん　6 歳）

〇障害物リレーと射的が一番楽し
かったです。来年ははたとりがし
たいです。（大阪　L さん 11 歳）
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● 娘は、聖研・チャペル委員・合唱部など
ハードな中でも恵まれています。年明けには、
すぐ後期試験、３週間幼稚園実習、３月には
１０日間滋賀県に泊まり施設実習があります。
学校では海外の保育を専攻していて、２月に
海外研修として、感謝なことにドイツに行き
ます。幼稚園や赤ちゃんポストなどを見学し
てまわるそうです。先日は、学長杯英語スピー
チコンテストで、「君は愛されるため生まれた」
という題の証し的内容で２つ賞をいただきま
した。栄光主に！感謝して。シャローム！　（大
阪　A さん）
 
● 白馬から早３週間、今回も素晴らしいセミ
ナーでした。今まで以上にアットホームな雰囲
気でよかったです。運営されるのは大変なご苦
労だったかと思います。そのご苦労が豊かに報
われますように。
　マージーさんに質問に行きました。「夫が家
庭のリーダーとして立ってくれない。ティー
ンの娘が尊敬できなくなってる。どうしたらい
い？」と尋ねたところ、「わかるわー」のコメ
ントの後、「聖書ではなんて書いてる？夫を尊
敬しなさいって書いてるよね？まずは自分がそ
れに従ってみましょうか」というアドバイスを
もらい、盛大なブーメランが自分に返ってきま
した。あまりの正論。ひるんでしまいましたが、
マージ―さんに白馬から帰ったら、どんなに小
さなステップかわからないけど、何か一歩を踏
み出します、と約束しました。
　そして翌週。ホームスクールの間、３人がそ
ろった時にこの話をしました。そして、私が尊
敬を払っていなかったことを子どもたちの前で
認め、これからは態度を正していきたいと祈り
ました。また、娘にもお父さんが働いてくれる
こと、不満に思えることもあるけど、聖書に基
づいて対応しなくては行かないこと、をさとし、

一緒に祈りました。娘も「無理だと思うけど、
やってみる」と約束してくれました。それから
３週間。私も娘も、夫に対する態度が変わって
きています。娘も努力はしているのだと思うの
ですが、夫との会話が楽しげなものになってる
ように見えます。まだまだいろんな課題はあり
ますが、聖書に立ち返る、ということを気づか
された、貴重なセミナーでした。ありがとうご
ざいました。年明けに洗礼を受ける娘と一緒に
昨日証しを書きました。自分の罪とちゃんと向
き合ってるのかを確認することがとても大事だ
と気づかされたので、証しを書くのに付き合い
ながら、４時間くらいいろんな話をしました。
今まで知らなかったこともあり、神様が特別な
取り扱いを娘にしてくださってたことを知った
り、ホームスクールしててよかった、と思える
時間でした。娘からも、「ホームスクールして
てよかった。ホームスクールじゃなかったら、
こんな風に信仰持ててなかった」という言葉を
もらって、励まされました。
　私はキャリア志向だった時のことを思い出し
たり、同期の女性が結婚して子供を持ってもバ
リバリと働いて出世している様子を見ると、「あ
ちら側の世界」に自分がいたらどうなってただ
ろう？と落ち込んだり、いらだつことが多々あ
ります。
　でも今朝になって、気づかされました。も
し「あちら側」にいたら、喉から手が出るほど
欲しいもの、子どもが信仰を持ってること、神
さまの真理を探求し、愛されてることを屈託な
く受け入れ、自発的に神様を伝えたい、という
状態は、手に入っていなかったかもしれない、
と。自分の信仰が励まされる心の余裕は、ワー
カホリックだった私にはなかっただろうと思い
ます。ホームスクーリングは神様の深い深い憐
みの計画のうちだったと感謝しています。（東
京　B さん）

♪ボイス＆メール♬ Voice & Mail
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「ファイアーストーム」 「フェイシング ・ ザ ・ ジャイアント」 の試写会
＆ DVD 販売会（小人数 OK）をしてみませんか ? 受付中です！
　上記 2 作品に関しては、チア・にっぽんが正式な窓口となって、ソニー・ピクチャーズ社に申
請する道が開かれています。まずは資料をご請求ください。既に実施済みの教会、団体からは多
くの感動と祝福のレポートが多数寄せられています。詳細・問い合わせはチア・にっぽんまで。
【Email】 office@cheajapan.com 【FAX】 03-6862-8648 【TEL】 042-318-1807
□試写会案内、申込書の送付希望。

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Email:

住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：
備考：

■ ファイアーストーム
（10 月 20 日： 高松市ライフストリームチャーチ）

・夫婦のあり方を見出す大変感動的な映画でした。

・無条件の愛を主から受けたので、無条件の愛で
愛すことが大切だと思いました。

・神様が決められた結婚の重み、契約の重さを改
めて学ぶ時となり、感謝です。

■ フェイシング・ザ・ジャイアント
（11 月 10 日： 高松市ライフストリームチャーチ）

・感動的なストーリーでした。

・子どもから大人まで楽しめる内容に加え、チー
ムとしての大切さ、神様をどんな状況でも誉め賛
えることの大切さを学べる映画でした。

・何事でも主により頼み、結果も主にお委ねし、
感謝することが大切であると学びました。小さい
事、自分のまわりから神のみ国が広がるように忠
実に主に従いたいと思いました。若い子たちのリ
バイバルは忠実な指導者の祈りととりなしから始
まること。ワクワク、ドキドキ、素敵な映画でした。

白馬セミナー 2019
講演・分科会 CD・DVD

全 3 ０講演を収録した白馬セミナー DVD（コンピューター用・mp3 版）には、特別講師の講演・
分科会のパワーポイントデータも入っています。お申込みは、チア・にっぽん事務局へ！

6,200 円＋税（税込 6,820 円）6,200 円＋税（税込 6,820 円）
　　　　　　　　　全講演 DVD をご注文の方には、 チア ・ にっぽん発行の書籍に利用できます
「チア ・ 図書券 2000 円 〈有効期限 2020 年 5 月末日〉」 をプレゼントいたします。

特典 特典 
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●「青木誠一氏の誰でも早くなるセミナー！　　            

　　　　　　　　　　つま先着地＆歩幅増走法」

3月 25 日（水）13 時～ 16 時 30 分

◇ 府中市民陸上競技場

　　　講師　青木 誠一氏

● 聖句書道＆絵画レッスン会

4月 14 日（火）10 時 30 分～ 15 時 30 分　

◇ 国立オリンピック記念青少年総合センター

● 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・オリンピック

9月下旬～ 10 月下旬予定

● 白馬セミナー 　　　　

11 月 19 日（木）－ 21 日（土）

チア・にっぽん カレンダー
　【10 月会計】

　　　-収入 -

　献金　　　　　　　　　 1,861,000

　書籍・教科書売上          39,200

　会費　                    45,000

　広告　　　　              30,000

　ＤＶＤ /ＣＤ　　　　　　　 6,682

　　　　　　　　　　　　 1,981,882

　　　-支出 -　  

　事務局経費　　         1,323,281

　通信運搬費　　            56,130

　交通費　　　　　　　　　 173,279

　印刷費　　　　　　　　　 423,222

　    　                 1,975,912

　残高　　　                 5,970        

　前月繰越　  　　　　　　 723,143 

　翌月繰越　  　           729,113 

　【11 月会計】

　　　-収入 -

　献金　　　　　　　　　 1,197,581

　書籍・教科書売上         163,727

　会費　                   145,000

　広告　　　　              30,000

　ＤＶＤ /ＣＤ　　　　　　　30,010

　出版献金　　　　　　　 1,000,000

　白馬会計より　　　　　　 122,595

　　　　　　　　　　　　 2,688,913

　　　-支出 - 

　事務局経費　　         2,554,096

　通信運搬費　　            39,836

　交通費　　　　　　　　　 120,090

　    　                 2,714,022

　残高　　                 -25,109

　前月繰越　  　　　　　　 729,113 

　翌月繰越　  　           704,004

 

　【12 月会計】 

　　　-収入 -

　献金　　　　　　       1,268,260

　書籍・教科書売上　        50,890

　会費　                    28,000

　広告　　　　              30,000

　ＤＶＤ /ＣＤ　　　　　　　 5,914

　　　　　　　　　　　　 1,383,064

　　　-支出 -

　事務局経費　　         1,687,432

　通信運搬費　　            84,625

　交通費　　　　　　　　　  38,898

　印刷費　　　　　　　　　 496,324

　    　                 2,307,279

　残高　　                -924,215        

　前月繰越　  　           704,004 

　翌月繰越　  　          -220,211

 【白馬セミナー 2019 会計報告】 

 　　　 収入

  参加費（宿泊＆食費込）   　 4,391,700 

　献金　                   　　261,681

　広告・書籍売上　　　　　　   405,160

    　　     　　　        　5,058,541

　　　　支出

  ホテル支払い分      　　　 3,229,960

  講師・外注スタッフ謝礼等　　 610,519

　印刷・ﾃﾞｻﾞｲﾝ費 ( ﾊﾟﾝﾌ ) 抄録　   144,080

　事務局経費・交通費等　　　　 936,597

　子供保険　　　　　　　　　　　14,790

　　　　　　　　　　　　　   4,935,946

  残高　　                     122,595
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