
「イエスは彼に言われた。『あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、
知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。』

これが、重要な第一の戒めです。『あなたの隣人を自分自身のように
愛しなさい』という第二の戒めも、それと同じように重要です。
この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。」

（マタイ 22:37 ～ 40）

チア・にっぽん　 C H E A  J A P A N
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「うまくなる！　マット運動・縄跳び＆跳び箱
セミナー！」　6 月 25 日（土）

（詳細は P11-12 & 14-16 にて）
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ハレルヤ！　恵みの雨と共に緑が日に日に力強くなる季節となりましたね。皆さんも主にあっ

て元気にご活躍のことと思います。ますますのご健康、神さまの祝福と豊かな報いを祈っています。

　

　チア・にっぽんは 4 月に「受験・進路 WEB セミナー」を開催できました。北海道から沖縄まで、

全国から 53 家族（各家族の伴侶・子どもたちを入れると約 150 名）の皆さんが参加し、神さまの

恵みとチャレンジあふれるにぎやかなセミナーとなりました。ご参加とお祈り、ありがとうござい

ました。6 月 25 日（土）には国立オリンピック記念青少年センターで「マット・跳び箱セミナー」

を開催予定です。国会・文科省との連携も進んでいます。引き続きお祈りいただければ幸いです。

　皆さんからの進路、進学のご連絡等と共に、コロナ禍の新しい教育環境も追い風となって、チア

への問い合わせもぽつりぽつりと与えられています。良きサポート役となれるようにお祈りいただ

ければ幸いです。

　こうした感謝な歩みとミッションができることは神さまのあわれみと助けであり、皆さんの温か

き応援のお陰です。いつも本当に良き応援と助けを賜り、誠に幸せです。本当にありがとうござい

ます。不十分で未熟ながら、イエスさまと隣人を「心を尽くし、いのちを尽くし、力を尽くして」

愛する心を持って歩んでいくことを改めて示されています。

　皆さんとの再会の時が与えられることを祈っています。イエスさまからのますますの祝福を心か

ら祈っています。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主にありて

チア・にっぽん代表　稲葉　寛夫

1-13　　　巻頭言
　　　　　「形よりも本質を！」

14-16　　うまくなる！　マット運動＆跳び箱セミナー

17-23　　WEB セミナー「ホームスクーラーの受験・進学」　
　　　　  参加者の声　＆　参加者から寄せられた質問

24　　       チア・カレンダー＆会計報告    

ー　目　次　ー
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「形よりも本質を！」

聖書 ・ キリストは基軸に、

細かいところは多様に！

　ハレルヤ！　4 月 1 日のチア WEB セミナー

「ホームスクーラーの進学・受験　情熱と感謝

とリスペクト大作戦！」ですが、神さまの恵み

と祝福の中で開催できました。皆さんのご参加、

お祈りを心から感謝しています。

　基調講演者 5 名、証しをしてくださった 1 名

のホームスクーラーの先輩方から、実践的＆信

仰的な良き励ましのメッセージをいただきまし

た。また講師陣への事前質問も18種類ほど届き、

それぞれの経験に基づく多様な回答に盛り上が

りました。神さまが導き、知恵を与え、祝福し

てくださったのだと思います。セミナー中、私

自身もとても楽しく、励まされ、示されること

が多かったです。その一部を報告させていただ

きたく思いました。

　3 点、書かせていただきます。最初は、「形よ

りも本質！　神さまの多様な導きの中でのホー

ムスクーリング」です。

　参加者の皆さんから、多数のコメントをいた

だきました。

◇

　「素晴らしいセミナーをありがとうございま

した。きっと講師の皆様は立派で、セミナーに

参加したら逆に落ち込むかも…とちょっと思っ

ていましたが、全然落ち込むことはありません

でした」

◇

　「講演くださった 4 家族の皆さんは、それぞ

れ多様なバックグラウンドを持ち、とても良

かったです。ある講演者が『ホームスクーリン

グ中、涙を流した』と話されましたが、『我が

家も今週、 涙を流したばかりだよ！』と思いま

した。

　チア・コンベンションや今回のようなセミ

ナーで受ける最高の励ましの一つは、他の家族

の実践を聞き、同じような経験をしていること

に共鳴できることです。今回も、何回『我が家

と同じだ！』 と思ったことでしょう」

◇

　基調講演者の皆さんは、まさに多様なバック

グラウンドを持っている皆さんを神さまが集め

てくださいました。チアとしては「形よりも本

質！」がモットーです。神さまを愛し、信じ、

従う！子どもたちの魂の救いと、キリストの心

を養うこと、そして伝道・世界宣教という強い

目的を目指して歩む！といった根幹の理念は変
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わりません。

　しかし、枝葉のところは、各ご家庭の事情に

基づく、神さまの導きをリスペクトし、多様性

を尊重することを示されてきました。

　今回のセミナーでも、そのことを改めて示さ

れた気がしています。通信制高校をどう考える

か、大学は自宅から通うか、送り出すか…等も、

講演者の皆さんによって背景が違います。それ

ぞれ自由に質疑応答していただき、まさに多様

な教育の多様な結実から、自分に適応できる情

報を選んでいただく姿勢で進めました。

　最近、様々な事情からホームスクーリングを

断念され、公立の学校に通学することになった

ホームスクーリングママの E さんから電話をい

ただきました。「恥ずかしいのですが…」とおっ

しゃるので、こうお伝えしました。

　「全く恥ずかしくないです。神さまは、何か

ご計画があって、将来さらに大きく用いようと

され、学校や先生方も含めた新しい環境を祝福

され、新ステージで鍛錬されているのではと思

います。

　ホームスクーリングという形より、本質です。

ホームスクーリングという形が目的ではありま

せん。E さんは、やむなき事情の中で、ホーム

スクーリングマインドを持って強い 3 つの目的

を目指し、親の責任を果たそうとされています。

だから、新たな環境での教育、聖書の本質を押

さえた教育は、全く恥じることではないです。

堂々と、チアのイベントや交わりに参加し続け

てください」。Eさんは喜んでくださいました。

　今回のセミナーは、様々なバックグラウンド

の講師陣を神さまが送ってくださいました。そ

のセミナーを通しても、「形ではなく、本質を！」

と、改めて人間の思いを超えた神さまの計画の

確かさを覚えることとなりました。

20 年の恵みに基づく励ましと感謝！

　今回の講演者は、約 20 年越しでホームスクー

リングに取り組んでこられた皆さんです。「時

が来ると実を結び」（詩篇 1:3）の聖句のごとく、

20 年の歳月を経た、神さまにあっての成長と結

実を感じ、とても感謝で、嬉しかったです。

　ヨハネの福音書 15 章 5 節に、「…人がわた

し（キリスト）にとどまり、わたし（キリスト）

もその人にとどまっているなら、その人は多く

の実を結びます」とあります。

　今春から裁判官として赴任した A さんのご両

親は、チアの草創期から参加くださっていまし

た。伝道に燃え、関東から住居を丸森に移され、

伝道を基軸にホームスクーリングを展開されま

した。私が丸森に伺った時には朝マラソンを一

緒に走るなど、幼い頃からの思い出がたくさん

あります。高 3 になってからは、弁護士を目指

すという志が与えられました。

　私も学生時代、法学部で学び、司法試験を目

指す学友が多かったこともあり、ご家族と、そ

うした話をし合える恵みも与えられました。現

在、ご家族は関東に住まわれつつ伝道を続けて

おられます。ちょうどセミナーの直前に、およ

そ 10 年間、ガンで闘病されたテモテ・ブロー

マンさんファミリー（チアのみんなを当初から

応援くださいました）がタイに引っ越されまし

5 月に裁判官に着任した A さんとご両親
（写真はチア・マガジン 23 号、
2006 年発行より）
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た。A さん家族はチアの仲間を代表し、成田空

港に見送りに行ってくださいました。

　A さん家族は、伝道を中心とした生活の中で

与えられた志と、扉開かれるに至った受験勉強

のポイントについて、ご家族で話してください

ました。数学が苦手だった Aさんは、高校時代、

お母さんが寄り添ってくれて克服できたと話し

てくれました。お母さんは、Aさんの小中時代、

計算を始め、算数・数学の土台をしっかり教え

なかったことを反省しつつ、あわてて寄り添っ

たとのことです。

　共通テストの直前には、「感謝を忘れて

いるのでは？」と親から指摘され、反発

した A さんが、家を飛び出した後、公園

で一晩祈り過ごしたエピソードをお母さ

んが話してくれました。悔い改めて臨ん

だ試験に神さまは合格させてくださいま

す。家族と一緒の聖書の学びや祈り、伝

道などが継続できる、自宅から通える点

を大事にしたいと選んだ地元の国立大学

に進学し、さらなる導きの中、裁判官へ

の道が開かれていきます。

　研修医として羽ばたいている B さんの

お父さんは、チア設立時に 2 年間、事務

局長等を引き受けてくださいました。現

在、お父さんは高校の校長に昇進されて

います。

　チア旗揚げセミナー（第 1 回チア・コ

ンベンション /2000 年 4 月）前後の１週

間あまり、私は B さんのご自宅に泊めて

いただき、準備とフォローにあたりまし

た。当時、B さんは 5 歳で、夜になると

「世界の国旗当てゲーム」等を一緒に楽し

みました。お母さんと一緒にコンベンショ

ンの準備も手伝ってくれました。通信制

高校時代は「覚悟をもった勉強が必要！」

と示され、準備を重ね、「同僚や先生方と

も一緒に天国に行けたら」との思いを持

ちながら医師への扉が開かれていきます。

　ギンタ―千為子さんは、チア設立数年

前からホームスクーリングを展開されていた先

輩です。やはりチアの初期から参加くださり、

3 人の子どもたちは、LIT やサマーキャンプ、

白馬セミナー等で活躍してくれました。子ども

たちは皆、お父さんの母国カナダの、信仰に燃

えた大学に進学し、2 人は牧師になり、1 人は

まもなく卒業です。千為子さんは元国語教師で

したが、バイリンガルの子どもたちは国語（特

に漢字）が苦手。努力を重ねてもなかなか成績

につながらなかったそうです。苦労を重ね、高

第２回チア・コンベンション（2001）の準備を
手伝う B さん（現在、研修医 / チア・マガジン５号）

ギンタ―さん家族　（カナダの大学を卒業した 2 人は
牧師に。3 男は現在、同じ大学に在学中）
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認に合格でき、カナダの大学に導かれました。

そうした体験も重ねた千為子さんは、現在オン

ラインのサポートスクール「パートナー」を通

して、全国のホームスクーラー約 25 名を助けて

くれています。

　C 君は、高認後、伝道ミッションへ…との志

が与えられ、高 2の時に 1年間、南アジア、タイ、

韓国での伝道訓練を受けました。訓練中、伝道

者の方から、その姿勢を高く評価されつつ、「ま

ず大学で学ぶのもいいかも」とも励まされ、帰

国後、受験勉強をスタート。1 年後、国立大学

の扉が開かれて現在在学中です。お母さんは 6

年余り、片道 1時間 30 分あまりもかけて週 1－

2 日とチアに来て、スタッフとして労してくだ

さいました。それで C 君も一緒によく手伝って

くれました。

　C 君が幼い頃、オリンピックセンターで「チ

ア・ミニ学習会」という企画を開催していました。

セミナー室で学びの時を持った後、午後は体育

館へと向かいます。向かう途中、弟の D 君と一

緒に僕の手を握り、一緒に手をつないで体育館

に行ったことが良い思い出です。

　高認を取って伝道者へ、と思い描いていたこ

ともあり、大学の受験勉強はしていなかったそ

うです。しかし、小さい頃から学んでいた英語

のみが二次試験科目である学部を見つけ、地元

の国立大学に合格します。お母さんへの感謝、

そして、祈りは応えられる点を力強く話してく

れました。

　講演者の皆さんのお話を伺い、主にあって尽

力された親御さんやご本人へのリスペクトと主

の恵みに感謝しました。そして、詩篇の 1 篇を

思いました。「幸いなことよ　悪しき者のはかり

ごとに歩まず　罪人の道に立たず　嘲る者の座

に着かない人。主のおしえを喜びとし　昼も夜

も　そのおしえを口ずさむ人。その人は　流れ

のほとりに植えられた木。時が来ると実を結び　

その葉は枯れず そのなすことはすべて栄える」

（詩篇 1:1-3）

大器晩成

最初の模試は E判定！

合格がゴールではないし、焦らずに！

　共通項の 2 番目は、ホームスクーラーらしく

大器晩成型で志を実現していかれた点です。本

格的な受験勉強のスタートは、高校に入ってか

ら。中には高校 3 年生の春からの方もおられま

した。模試の判定は E 判定からのスタートとい

う方々も多かったです。

　アメリカの各種の調査結果では、ホームスクー

ラーの全国共通テスト（SAT 等）の平均成績は

約 20％高いとの数字が出ています。日本は知識

暗記型の受験勉強が多く、好成績を残すために

は一層の時間がかかると思います。

　でも、大器晩成。成績においても、神さまの

恵みと励まし、また親御さんたちの愛情と寄り

添い、時間やエネルギー、情熱を注いでの労苦

のもと、神さまにある良きセルフイメージを持

ちつつ、難関を突破していく子どもたちが年々、

増えています。神さまに祈りながら、良き動機

と真面目に努力を重ねていく姿勢を、親御さん

たちの犠牲のもとに身に着け、聖書にあって訓

練され、神さまに不可能がないことを体験しつ
掃除が日課の C 君　（現在は、大学在学中 /
チア・マガジン 34 号、2011 年発行より）
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つ、結実していく姿が見えてきます。今回の講

演者の皆さんたちも、その証しをしてください

ました。

　この原稿を書いている本日、電話をくださっ

たホームスクーラーママさん（お子さんは現在

大学生 2 人）も「ホームスクーリングを続けて

良かった！」と話してくださいました。時間は

かかります。日常の困難や試練もあります。で

も、天国に向かっての歩みのゴールは確かです。

　今、その実が見えずとも一喜一憂せず、神さ

まを見上げ、神さまを愛することを優先させな

がら土台作りをし、努力を重ねる時、神さまの

恵みが深いことを思います。

　世間では「頭が良い、悪い」との言い方をさ

れるケースもあると思います。神さまの創造に

失敗はなく、すべての子どもたちは「恐ろしい

ほどに奇しく」（詩篇 139:14）創られたのであり、

「頭が良い、悪い」はありません。

　この点については、受験生に評判の高い精神

科医で作家の和田秀樹さんが、同様に話されて

います。「頭の良し悪しはなし。数学も基本的

には暗記。どれだけ、効率よく受験の準備をし、

暗記するかの違いだけ」という主旨で書かれて

います。以前ニュースレターで紹介しましたが、

今回のセミナーでも Bさんが推薦していたので、

本の名前を再度、紹介させていただきます。

　受験のコツについて和田秀樹さんが著した

『全教科攻略のコツがわかる！　マンガ　和田

式　逆転の受験勉強法』『マンガ　和田式　は

じめての難関大突破術』（学研教育出版）です。

受験勉強のコツを知り、しっかり準備をしたか
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どうかの違いに過ぎないとのテーマに沿った分

析書です。受験というものは、人間の素質や能力、

可能性の素晴らしさによらないと見ます。やる

べき準備をすれば大丈夫との見方です。

　ホームスクーリングの目的は、受験に受かる

ことではなく、神さまに目を向けた大切で崇高

なものです。神さまの導きの中で、強い 3 つの

目的を目指して進まれてはと思います。今、勉

強の結果が出ていなくても、がっかりされませ

んように。難関大学や資格試験への志が与えら

れている皆さんは、マンガ版でさっと読めます

ので、ぜひ一度、目を通されてはと思います。

　勉強に限らず、芸術でもスポーツでも、ただ

単に準備不足なだけなのに、「自分はできない！」

「頭が悪い」「センスがない」とセルフイメージ

が傷ついてしまい、どんどん悪いリズムになっ

ていきがちなケースもあると思います。あるい

は、逆に「自分はできる。頭が良い」と思って

いる子は、傲慢になってしまい、「高慢は破滅

に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ」（箴言

16:18）と、聖句で警告されている道を歩んでし

まうリスクが出てくるでしょう。「焦らずに、神

と人とを愛し、主との絆を深めながら、忍耐を

養い、努力を重ねる」ということだと思います。

　セミナー後、講演者のお母さんがメールをく

ださいました。

　「『目的をしっかり見定めて！』ということを

示されます。私達のゴールは、天国であり、恵

みにより、既に約束されています。進学も、就

職もゴールではなく、通過点に過ぎません。『ど

こを通るか』よりも、『どのような志で励んだか』

の方が大事であると思います。我が家も、就職

がゴールではないからこそ、選べたし、励めた

のではないかと思います。

　途上ですから、これからも、親も子も、ゴー

ルである神の国とその義を求め、主イエス様か

ら目を離さず！歩んで行くことができますよう

にと、願ってやみません」

　アーメンです。今はプロセス。天国のゴール

を見定めて、祈って励んでいければと思います。

伝道・祈りの力

　上記の通り、それぞれのご家族が、伝道、祈

りの力等を実践・体験され、不思議と道が開かれ、

そのことを、明確に証言してくれたご家族が多

かったことも特徴でした。

　「ホームスクーラーの皆さんの意見が聞けて、

励ましになりました。祈りを捧げる中で、すべ

ての道が示されていくことを実感しました。こ

れからも、聖書と祈りを大切にしていきたいと

思います」「進路についても、親自身が主に信頼

すること、子どもたちが主に従う手助けをする

ことを覚えて歩みたいと思いました。このよう

な機会を与えてくださり、ありがとうございま

した。Web セミナーの機会がまたあるとうれし

いです」「神さまが示してくれた道を一直線に進

んで行きたいと思いました」「一番考えさせられ、

教えられたのは『神さまに祈り求めること』で

した！」「講演者の皆さんが話された、『神さま

に祈り求める！』との証しに感動しました。僕

は今まで勉強や、やりたいことをする時に、神

さまに祈っていませんでした。でも、セミナー

の皆さんの証しで新しいことを学ぶことができ

ました。本当に素晴らしいセミナーでした」

　私たちに示されている強い 3 つの目的を心に

刻み、神さまを愛しながら進んでいければと思

います。チアの T シャツやパーカーにも記して

いますが、「①魂の救い　Salvation」「②キリス

トの弟子のこころを与える　Heart of Christ」

「③伝道・世界宣教！ Mission!」です。日々未

熟さを悔い改めながら、神さまを愛する気持ち

で、皆で一緒に進んでいければと改めて思いま

す。

　上記の 3 点のほかにも多くのことを教えられ、

また学ばされた楽しいセミナーでした。多くの

皆さんが、今回のセミナーの続編の開催を！と

コメントしてくださったことも特筆すべき点で

した。参加者の皆さんの感想は、17 ページから

掲載しています。また、DVD 等の案内もあります。

どうぞ、ご覧ください。
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釜石市長から感謝状

東日本大震災時のボランティア活動

　東日本大震災後、2 年間、中高生のホーム

スクーラーたちを中心に 8 度、泥かきや物

資の支援等、ボランティア活動をさせてい

ただきました。

　大船渡市、釜石市、気仙沼市、陸前高田市、

南三陸町、仙台市宮城野区、若林区、青葉

区、牡鹿半島、福島県南相馬市ほか各地を、

1回につき5日間ほどかけての支援活動です。

毎回、子どもたちも、親たちも、特別な空

間での体験をさせていただき、多くを学習

させていただきました。

　釜石市は、震災直後に被災した地域の各家庭

を直接訪問してニーズを伺ったところ、物資の

支援や泥の食器洗いの応援を依頼されて始まり

ました。

　訪ねる度に信頼関係が深まり、町内会ではポ

スターを張って、町の拡声器でアナウンスして

被災者の皆さんを集めてくださる等、特別な絆

が育まれていきました。物資配布の前には、挨

拶と共に福音も語らせていただき、集まった皆

釜石市からの感謝状
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さんも温かく聞いてくださり、交わってくださ

いました。イエスさまを信じてくださる方々も

起こされました。支援活動が 2 年経ち、ひとま

ず最後ということで訪問した時は、広場に大漁

旗 10 枚をなびかせてくださり、おいしいお煮

しめや郷土料理等をふるまってくださいました。

そうした特別な体験もさせていただきました。

　今回、釜石市からチア・にっぽんに届いた感

謝状は、新聞紙 1 面に近いほどの大きな感謝状

で、その文面からも心が伝わってきました。

　他の地域の皆さんとも、その後も本当に良き

時を持たせていただき、先日も南三陸の A さん

からお電話をいただき、「11 年、あっという間

に経ちましたね。信じられません。あの時のこ

とは今も感謝で、忘れられません。またぜひ来

て顔を見せてください」とのことでした。ボラ

ンティアに参加くださった皆さん、また、様々

なご支援をくださった皆さんに、改めて御礼申

し上げます。どうもありがとうございました。

チアのデータ消去（ランサムウェア）事件

和解・解決についての報告
 

　最近、サイバー攻撃等が社会問題化していま

す。昨春、チアの情報データを保存していたサー

バーが攻撃され、データを消失するという事件

がありました。サーバーの販売会社と約 1 年の

協議を経て、チア・にっぽんの主張が活かされ

る方向で解決いたしましたので報告させていた

だきます。

　今回の事件は、ランサムウェアという事件で、

犯罪者が意図的に特定のサーバーを感染させ、

そこに保存されているファイルを使用不能にし、

その解除と引き換えに身代金（Ransome）を要求

するサイバー攻撃の一種です。

　今回、チアのデータが被害にあったサーバー

は、サーバー業界の中では中堅大手の海外メー

カーの商品です。これまでもターゲットとなり、

世界的に多数の被害が出ていて、英米政府機関

からも警告を受けていた商品であることが事件

後、わかりました。また、販売会社がそうした

支援が始まり 1 年半（第 8 回）。被災者の皆さんが、大漁旗 10 枚や風船、郷土料理と笑顔でもてなして
くださった。親戚みたいな感じで会話もはずんだ（2012 年 7 月 / 釜石市）
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情報を販売前に把握していたことも、後に確認

できました。

　神さまや南木武輝弁護士らの助けの中で、サー

バーの販売会社と 1 年あまりの協議を重ね、幸

い、互いに譲歩しつつ、チア・にっぽんの主張

に配慮していただく形で解決に至ることができ

ました。

　現在は、当事者の販売会社とも良き協力関係

で進んでいけています。また、データ管理も一

層、安全性の高いシステムに移行でき、今後

も努力を重ねていく所存です。そうした良き

進展をさせてくださった神さまや南木弁護士、

皆さんのサポートを讃え、感謝の報告とさせ

ていただきます。ありがとうございます。

「うまくなる！

マット運動＆跳び箱セミナー」

幼児から高齢者、初心者から上級者まで、

どなたでも大歓迎！　

　都内の幼稚園・保育園から、都内 8 校の中

学校やスポーツ塾等で、体操（マット・跳び箱、

鉄棒、縄跳びほか）指導を行い、好評を博し

ている岩澤高志先生（ヨーケンスポーツクラ

ブ）をお招きして、「うまくなる！　マット運動

＆跳び箱セミナー」を開催します。

　日時は、6 月 25 日（土）13 時～ 16 時半、場

所は国立オリンピック記念青少年センター・ス

ポーツ棟大体育室です。

　幼児から高齢者、そして初心者から上級者ま

で、どなたでも大歓迎です。子どもたちはもち

ろん、お父さん、お母さん、おじいちゃん、お

ばあちゃんの参加もお待ちしています！　岩澤

チア・ミニ学習会　マット＆跳び箱セミナーより

岩澤高志先生（ヨーケンスポーツクラブ）
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先生は、優しく励まし系、そして、的確な分析

とアドバイスで、お薦めです！

　岩澤先生には、我が家のジョセフ（13）もこ

の 8 ケ月、週 1 回、指導を受けており、心から

推薦できると思い、今回の企画を特別にお願い

しました。幼稚園児に人気があることからもわ

かる通り、とても優しく、ポジティブで励まし

系です。また的確な分析とアドバイスも特徴で

す。

 

神さまの恵みの中、楽しく、

ぐっと伸びるチャンス！
 

　ホームスクーラーの皆さんの中には、日ごろ、

マット運動や跳び箱などを経験している方は多

くないかもしれません。今回、優しく楽しく、

的確な指導を受けることでぐっと伸び、自信を

つける良きチャンスだと思います。

　また、ホームスクーラーたちが集まって、神

さまを讃え、楽しみ、喜び、励まし合う良い機

会だと思います。健康のため、柔軟性や敏捷性、

筋力を高めるため、そして主にあってエンジョ

イするために素晴らしい機会になると期待して

います。いつものチア・にっぽんの企画と同じく、

どなたでも大歓迎です。

　株式会社ヨーケンスポーツ社様や岩澤先生の

ご協力のもと、今回のセミナー開催が可能とな

りました。この機会をぜひご活用ください。心

から歓迎いたします。皆さんのお祈りも、どう

ぞよろしくお願いします。

　なお、会場では縄跳び講習会も行う予定です。

また、岩澤先生に「子どもたちの運動神経を伸

ばす秘訣」を伺うミニセミナーも行おうと思い

ます。さらに、ご関心のある方向けに、私自身

がこの 3 年半実践してみた「子どもたちの身長

を伸ばす 4 つのポイント」も分かち合わせてい

ただこうと思います。もしよかったら、ぜひご

参加ください。

心を尽くして神と隣人を愛する

　思い通り行くこと、行かないことが続きます。

思い通りに行かず、ヨブの忍耐を思う中、示さ

れてきたことは、神さまと隣人を愛するという

ことです。聖書は「心を尽くし、いのちを尽く

し、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい」
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と教えます。ホームスクーリングをする聖書の

根拠ともされ、チアのテーマ聖句の一つでもあ

る申命記 6章 4－ 7節です。親・祖父母らに真っ

先に命じられている教えです。この聖句は、ユ

ダヤ教においても、613 ある戒めの中で一番大

切な戒めとされ、「シェマー・イスラエル」と呼

ばれる聖書箇所です。

　イエスさまは、律法学者に「一番大切な命令

は何ですか」と聞かれ、次のように答えます。「イ

エスは彼に言われた。「『あなたは心を尽くし、

いのちを尽くし、知性を尽くして、あなたの神、

主を愛しなさい。』これが、重要な第一の戒めで

す。」（マタイ 22:37 ～ 38）

　イエスさまも、最も大切な命令は「心を尽くし、

いのちを尽くし、力を尽くして、あなたの神で

ある主を愛せよ！」だと明確に伝えます。さら

にイエスさまは続けます。

　「『あなたの隣人を自分自身のように愛しなさ

い』という第二の戒めも、それと同じように重

要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体

がかかっているのです。」（マタイ 22:39 ～ 40）

　神さまを愛し、隣人を自分自身のように愛す

ること。どんな場面でも、そのことができるよ

うに、神さまに祈る日々です。

　神さまに預けていただいた無限の可能性を持

つ子どもたち。彼らは、私たち親の良き面も悪

しき面も真似て、似た者になっていきます。

　残念ながら、私たち親は自分の力では良き模

範にはなれないです。でも、神さまは、私たち

が悔い改めることを喜んでくださいます。「神へ

のいけにえは　砕かれた霊。打たれ　砕かれた

心。神よ　あなたはそれを蔑まれません（詩篇

51:17）」とある通りです。悔い改めつつ、神にあっ

て良いことをしようとすれば、必ず成功させて

くださいます。神さまの憐みと恵みの力、聖霊

の力で、主を見上げ、主を愛する気持ちで歩ん

でいければと教えられている毎日です。

　力強く、まぶしい緑の牧場、イエスさまの牧

場にて、一歩一歩、成長させていただけるように、

そして、皆さんへのますますの祝福が増し加え

られるように祈っています。

心から感謝しつつ

稲葉　寛夫
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6/25（土）　
13:00 ～ 16:30　　

国立オリンピック記念青少年センター　

スポーツ棟大体育室 ( 東京 ・ 代々木 )

うまくなる！
マット運動＆跳び箱セミナー

　都内の幼稚園 ・ 保育園から中学生、 都内８校やスポーツ塾等で、 体操 （マット ・ 跳び箱、 鉄棒、

縄跳びほか） 指導を行い、 好評を博している岩澤高志先生 （ヨーケンスポーツクラブ） をお招

きして、 「うまくなる！　マット運動＆跳び箱セミナー」 を開催します。

どなたでも

大歓迎！

講師　岩澤高志 先生
（株）ヨーケン社ヨーケンスポーツクラブ指導員。

体操指導歴 24 年。幼稚園から中学生まで、都内 8

校やスポーツ塾等で、体操（マット・跳び箱、鉄棒

や縄跳びほか）指導を行い、好評を博している。国

士館大学政経学部卒。在学中は国士舘大学体操部に

所属。インターハイ、国体等、出場多数。

縄跳びにも
挑戦！



 CHEA NEWSLETTER 183 号 15

マット運動＆跳び箱セミナー

岩澤先生、優しく励まし系、的確な分析とアドバイス！

　岩澤先生には、 我が家 ( 稲葉家 ) のジョセフ (13) も

この半年、週１回指導を受けていて、心からお薦めします。

幼稚園児に人気があることからもわかる通り、 とても優し

く、 ポジティブで励まし系です。 また的確な分析とアドバ

イスも特徴です。

 ジョセフが生まれ育ったアメリカでは、 鉄棒や跳び箱、

マット運動等が実施できる場所や機会は少ないです。ジョ

セフも半年前まで、 逆上がりも、 倒立前転もできず、 跳

び箱は一度も跳んだ経験のないところから、 岩澤先生の

ご指導を受けました。

　週１度、 毎回、 とても楽しく、 励まされ、 今では、 逆上

がり、 ハンドスプリング （前方倒立回転跳び） 等は普通

にできるようになりました。

　予定では、 野球のオフシーズンの冬の１ケ月間だけ習う

計画でしたが、 いろいろとできるようになって本人が楽し

くなり、 本人の希望で継続し、 8 ケ月めに入っています。

将来は、 ホームランを打ってバク転してホームインし、 神

さまをたたえる日が来るのを目指し、 バク転 （後方倒立

回転跳び） の練習にもチャレンジ中です。

神さまの恵みの中、楽しく、ぐっと伸びるチャンス！
 

　ホームスクーラーの皆さんの中には、 日ごろ、 マット運動や跳び箱などを経験している方は多くな

いかもしれません。 今回、 優しく楽しく、 的確な指導を受けることで、 好きになって自分から取り組

み始めたり、 ぐっと伸びたり、 すぐれた指導環境のもとに体験して自信をつける良きチャンスだと思

います。

　また、 ホームスクーラーたちが集まって、 神さまをたたえ、 楽しみ、 喜び、 励まし合う良い機会です。 　

　健康のため、 柔軟性や敏捷性、 筋力を高めるため、 そして主にあってエンジョイするために素晴ら

しい機会になると期待しています。 いつものチア・にっぽんの企画と同じく、 どなたでも大歓迎です。

 　株式会社ヨーケンスポーツ社様や岩澤先生のご協力のもと、 今回のセミナー開催となりました。

この機会、 ぜひ、 ご活用ください。

　幼児から高齢者まで、 初心者から上級者まで、 どなたでも大歓迎です。 子どもたちはもちろん、

お父さん、 お母さん、 おじいちゃん、 おばあちゃんの参加もお待ちしています！

参加費 （障害保険料込み / 参加者全員に保険をかけます）

●大人 （中学生以上）　500 円　　●小学生　300 円　　

● 3 歳～幼稚園　200 円　        ● 0 ～ 2 歳　100 円 うわ履き、 水筒、 縄跳び

☆持ち物☆
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チア ・ にっぽん

Email: office@cheajapan.com　　

FAX: 03-6862-8648

 

「うまくなる！　マット運動＆跳び箱セミナー」

参加申込書 ( 申込締切　6/23)

申込書の送付先

代表者　お名前　　Name （ふりがな） お電話 / 携帯　　TEL

ご住所 Address （〒　　　　　　　　　　　　　　　　　） Email ：

お名前 Name （ふりがな）

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

■参加費

   ●大人 （中学生以上）　500 円　　●小学生　300 円　　● 3 歳～幼稚園　200 円　● 0 ～ 2 歳　100 円

　　参加費　合計金額 （　　　　　　　　　） 円

＊参加者全員に保険をかける関係で、 大人の方も年齢を必ずご記入ください。

　保険は、 ６月 23 日 （水） までに参加お申込の皆さんに適用となります。 お早めにお申込みください。

＊応援される皆様にも参加費をお願いしています。 何卒ご了承ください。

＊郵便振替をご利用の皆様は、 通信欄に 「マット運動 ・ 跳び箱セミナー参加費」 とご明記ください。

■振込先 Payment　

   ●郵便振替 (Post Office) ： チア ・ にっぽん　00190-3-35461

   ●銀行振込 (Bank) ： 三菱 UFJ 銀行　赤羽駅前支店　ホームスクーリング ・ ビジョン （株）　普通  1746716

                               　　Mitsubishi UFJ Bank/Akabane Ekimae branch/ Homeschooling Vision

　 ●クレジットカード credit card ： チア ・ にっぽん HP　SHOP  　→　https://www.cheajapan.com/shop  　　

お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな）

お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな）

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳 age
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チア WEB セミナーチア WEB セミナー　　「ホームスクーラーの進学 ・ 受験」　「ホームスクーラーの進学 ・ 受験」　

★★　　参加者の声　★参加者の声　★

　このような素敵な機会を与えてくださり、
とても励まされ、感謝でいっぱいです。
　皆さん、勉強や学歴より、まずどこにおい
ても主を求め、主を認めること、祈ることを、
徹底された結果、豊かな実を結ばれているの
だな…と学ばされ、とても励まされました。
また、寄り添うこと、励ますことの大切さも
教えられました。是非、またホームスクーラー

さんたちのお話を聞きたいなと思いました。
孤独になりがちなホームスクールですが、オ
ンラインでも今回のようなセミナー企画して
くださると、励まされ感謝です。
　稲葉さんの隣にいたジョセフ君、大きくな
られて男らしくカッコいい男の子になられて、
最初誰だか分からず、びっくりしました！

（B さん）

　素晴らしい Web セミナーを開催してくだ
さり、講演者及びお証しされる方の貴重なご
経験など、たくさん素晴らしい学びをさせて
いただきました。神様を第一にされているホー
ムスクーラーが、子どもさんと共に神様の御
業と御恵みを経験されているのを知り、とて
も励まされております。誠にありがとうござ
いました。

　当初の思いを遥かに超え、とても役に立っ
たセミナーでした。分かち合って下さった
方々、及びチア・にっぽんのご尽力にも大い
に感謝しております。大変お疲れ様でした。
このようなセミナーや交わりをまた開催して
いただきたいと期待しております。次回も楽
しみにしております。

（A さん）

　先日は素晴らしいセミナーをありがとうご
ざいました。小さい頃よく遊んだ A さん、B
さん、C さんの成長ぶりに感動しました。子
どもは大きくなる ‼︎ というのは当然のことで
すが、ホームスクールを通して皆さんと交流
していたので、その成長ぶりをずっと見るこ
とが出来ました。種が芽を出して花を咲かせ

るところまでずっと見ていると、感動もひと
しおですね。素晴らしいお証を聞いて本当に
励まされました。
　いつも良い企画をありがとうございます。
本当にお世話になりました。また次回を楽し
みにしています。

（C さん）

　一番考えさせられ、教えられたのは、「神様に祈り求めること」でした！　　　　　（D さん）
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★　参加者の声　★★　参加者の声　★

　先日は素晴らしいセミナーを開催してくだ
さり、本当にありがとうございました。家族
全員で参加させていただきました。
　何より感謝だったのは、子どもたちがそれ
ぞれ自分なりにセミナーで聞いたお話を理解
し、自分に適用して考えようとしていること
です。このテーマのセミナーを毎年恒例にし
ていただけたらいいな〜と思いました。でき
たら、春のこの時期と、夏に一度ずつ…なんて、
欲張りなことを思ったりしました。

　質問についても、皆さんから回答をいただ
き、本当にありがたかったです。ご家庭ごと
に状況も違いますし、与えられている環境や
条件も違いますから、それぞれが信仰によっ
て最善と判断していくことなのだと思います。
そもそもホームスクーリングをどのように進
めていくか、というテーマとも共通した点だ
と思います。参考になり、とても良かったです。

（E さん）

　各講師の個性が様々で、色々な道、可能性
がホームスクーリングには広がっているなと
感じました。受験や進路選択を乗り越えた方
たちの証は本当にリアリティがあり、貴重な
体験となりました。
　我が家はまだ子どもが小 4 で、世の中にど
んなお仕事があるのか、まだ見たり聞いたり
体験したりが少ないので、これから導きを求
めていきたいと思います。
　セミナーはたくさんの学びになりました。
ギンター千為子先生には 2 年間パートナーで
お世話になっていました。今回、お子様たち
が日本語で苦労されたというお話を伺って、
プロでもそういうことがあるのだなと驚きま
した。と同時に、それを自分の力で何とかし
ようとせずに、すべてを神さまにゆだねて、
お子様それぞれが祝福の道に導かれているこ

とに、神さまの計画、大きさを感じました。
　私も、子どもが苦手な分野があることに不
安を持ったり、自分の過去の経験や資格のゆ
えに何とか問題を解決しようとしていました。
でも、それらは神さまの前では小さな問題に
思え、もっと子どもの良いところ、賜物に注
目して一緒に伸ばしていくこと、課題はその
都度神さまに委ねて、力やアイデアをいただ
いていきたいと思いました。
　またこうした web セミナーなどに参加して
いけたらと思っています。秋にピクニック ?
の予定を見ましたので、今はそちらに興味を
持っています。世の中が落ち着いて、もしみ
こころであれば、子どもと一緒にチアのキャ
ンプに参加することがいつか出来たらなあ…
と願っております。　　　　　　　（F さん）
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　講演者の皆さんのキャラクター色が違い、
様々なご体験と、その体験に対する信仰の応
答を聞かせていただき、感謝でした。
　わが家は、まだ子どもたちが幼く（7 歳、5
歳、3 歳）、受験や進路はまだ遠い感じがしま

すが、将来への備えとして、貴重なホームス
クーラーの先輩方のお証を聞く機会となり、
感謝しています。また、このような機会があ
れば参加させていただきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　

（G さん）

　素晴らしい企画を開催くださり、ありがと
うございました。主の憐れみにより、この度、
無事セミナーに参加できたことがうれしく、
深く、感謝しています。
　何よりも！メインスピーカー以外はミュー
トで、ほとんどの方々は画面オフ！という
zoom 環境が、わが家にとってストレスがな
く（ゲストの方々のお話に集中できまして）、
大変良かったです！　お父さんの隣で、にこ
やかなリアクションを示して下さったジョセ
フ君の存在も、zoom ならではの緊張する雰
囲気を和ませて下さって、とてもありがたかっ
たです！

　わが家は、今春中 2 に上がる長男と、小 3
の長女、そして年中児の 3 人をホームスクー
リング中です。今回、祝福された先輩の方々
のお証を傾聴できまして、子どもの学習進度
状況うんぬん…以上に、日頃の家族との絆や、
神様との関係、家庭礼拝を持つことがとても
重要だと学び、（「やはり、そうなんだ！」と
いう私なりの感触で）肩の力が抜けました

（笑）。
　セミナー以後、私たちは、「目から鱗」の再
出発！を遂げています。御国を仰ぎ見つつ、
皆さんと共に。ありがとうございました。

（H さん）

　素晴らしい WEB セミナーをありがとうご
ざいました。久しぶりのセミナーであったこ
とと、内容がまさに聞きたかったことだった
ので、とても嬉しかったです。
　講演者のお証やメッセージにも大変感謝し
ております。息子は中学生になったばかりで
受験はもう少し先ですが、今後の学習に大変
役に立ち、また励まされる内容でした。
　神様に信頼を置くことの大切さを改めて教
えられ、知恵と勇気もいただきました。「一喜

一憂しないで」とのお言葉は、自分たちにとっ
て本当に必要としていたもので、毎日繰り返
し自分に言い聞かせています。まだまだ感謝
したいことはたくさんあるのですが、長くなっ
てしまいますのでこの辺で終わりにします。
　このようなセミナーが私たちを含め多くの
方にとって、コロナ禍のホームスクーリング
の励みになるのではと思うので、また開催し
ていただければと思います。これからもどう
ぞ宜しくお願いいたします。　　　　（I さん）
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　素晴らしいセミナーをありがとうございま
した。きっと講師の皆様は立派で、セミナー
に参加したら逆に落ち込むかも…とちょっと
思ってましたが、全然そんなことはありませ
んでした。
　「大学進学で家を出るか出ないか等、神さま
の導きは人それぞれだから」のコメントに、
ホッとしました。「家庭礼拝の時間を大切にし
たいから、近くの大学に」ということも心に
あり、もちろん家から大学に通えたら、その
方が霊的に守られるし経済的にも助かるし、
理想的とは思っています。「信仰をもって接す
るだけでも証しになる」等々のコメントにも

励まされました。
　子育ての期間は過ぎ去ってみればあっとい
う間です。不十分でも、ホームスクールで本
当に良かったなと思っています。
　また代々木のオリンピックセンターで跳び
箱などあるのですね。懐かしいです。コンベ
ンションが再開されたら（来年？）、HS ラー
の皆様に会いに行きたいですね。
　コロナ禍でなかなかお交わりの機会が持て
ませんが、今回はオンラインのセミナーに出
席できて感謝でした。チアのお働きがますま
す祝福されますように、お祈りしています。

（J さん）

　講演、お証ししてくださった皆さんから、
神様に祈り、求め、聴き、主の導きに従い、
委ねて歩むことの大切さを教えていただき感
謝します。
　そのように実践してこられた姿を見せてく
ださり、神様と聖書の御言葉によって育まれ

ることの素晴らしい恵み、信仰の大切さを改
めて教えていただきました。
　目に見えることで焦ってしまい、一喜一憂
しやすいですが、主を見上げて導かれ、感謝
をもって歩んでいきたいと励まされました。
主に感謝します。　　　　　　　　　（K さん）

　とても励まされました。あっという間の
時間でしたね。社会人と学生の方々、そして
親御さんのお話を聞くことができてとても良
かったです。

　御心ならば ( 自分の努力は必要だけど ) 道
は開かれる。尊敬する先生や仲間と一緒に天
国へ…。とても心に響きました。　　　　　　　　

（L さん）

　先日はお世話になりました。チア・にっぽんと出会って 20 年以上、デコボコ道であっても
子どもたちと共に歩めて感謝します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M さん）
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　Thank you for the excellent Web seminar.  
I thought it was good timing as April is the 
beginning of the new school year. I am 
always impressed with the people that you 
choose (or that God puts on your heart to 
ask to speak).  The four families/participants 
were good because they were varied.  One 
speaker said something about shedding 
tears and I thought to myself, "We shed 
some tears just this week."  I think one of the 
best things about the convention and about 
this seminar is that home educating families 
get to listen to other people and know that 
we really experience many similar things.  
How many times during the seminar did all 
of us think, "That's the same for us."     
　Afterwards, I thought to myself, " I would 
really appreciate it if you could hold this kind 
of seminar more often."  
　My son is  going to be 16 soon.   My 
daughter is 13.  We are no longer at "Let's 
teach them bible basics." anymore.  They 
have heard the basics.  We read the bible 
as a family and also have bible study and 
prayer time. We are entering the "Let them 
experience God in their lives" phase.  I read 
a book recently and the author wrote that 
teenagers should be asking, "What bible 
verses are we experiencing?"   That really 
moved me and made me think that we are 
entering this new phase.  
　I see friends and acquaintances' children 

who are not walking with the Lord.  As 
our children continue to grow and mature, 
our prayer is that they will constantly, 
consistently, always walk with the Lord.

  （N さん）
（素晴らしい WEB セミナーをありがとうござ

いました。4 月は新学期が始まる時でしたの
で、すごく良いタイミングでした。いつも感
心させられるのは、講師の皆さん方が素晴ら
しいことです。講演くださった４家族の皆さ
んは、それぞれ多様なバックグラウンドを持
ち、とても良かったです。
　ある講演者が「ホームスクーリング中、涙
を流した」と話されましたが、「我が家も今週、
涙を流したばかりだよ！」と思いました。こ
のようなセミナーで受ける最高の励ましの一
つは、他の家族の実践を聞き、同じような経
験をしていることに共鳴できることです。今
回のセミナーでも、何回「我が家と同じだ！」
と思ったことでしょう。
　このようなセミナーをもっと頻繁に開催し
ていただけたら、本当にありがたいです。
　息子はまもなく 16 歳、娘は 13 歳です。も
はや「聖書の基本を教える」段階ではなくな
りました。……これからは、知識よりも「生
活の中で神さまを実体験する」段階に入って
いきます。最近読んだ本に、ティーンエー
ジャーには「どの聖句を体験しているか？」
と尋ねるべきだと書いてありました。我が家
も今、そのステージを迎えていると思います。
　……子どもたちが、常に、一貫して主と共
に歩んでいけるように祈っています。）
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　講演者の皆さんが話された「神様に祈り求
める！」との証しに感動しました。僕は今ま
では勉強や、やりたいことをする時に、神様
に祈っていませんでした。でも、セミナーの

皆さんの証しで新しいことを学ぶことができ
ました。本当に素晴らしいセミナーでした。
ありがとうございます。

（O さん）

　セミナー、とても良かったです。文章を上
達させるために日記を書かせるとの提案、と
ても良いと思いました。
　伝道を実践されてきたホームスクーラーの
みんなが、こんなにも神さまの恵み、祈りの

力を体験されていて、そのことを明確に証言
されていて、とても励まされました。伝道の
心、主を愛する心を基本に、わが家も引き続き、
歩んでいきたいと思ってます。

　（P さん）

　なかなか集まりが持てていないので、励ま
しとなりました !!　
　また、クリスチャンとして社会に影響を与

えていくにはどうしたらいいか考えさせられ
ました。進路で悩んでいるところなので、参
考になりました！　　　　　　　　（Q さん）

　深い励ましの場を設けて下さり、有難うご
ざいました。とても楽しかったです。
　お証に励まされ、ホームスクーリングって
本当に素晴らしいなと再確認させていただき
ました。稲葉さんが選んで下さった、ローマ
5 章 3 〜 5 節の御言葉、アーメンです！
　息子の A も、「家族で参加させてもらえて
嬉しかった。素敵な思い出ができた」と感謝
していました。いよいよ社会へと飛び立つ直

前でもあり、卒業記念のプレゼントのような
ひと時でした。
　私たち家族は、チア・にっぽんで、ずっと
教えられ、励まされ、助けられてきました。　
　自分たちに関しては、準備不足で、申し
訳なかった思いもありますが ( ごめんなさい
m(_ _)m)、少しでも皆さんと思いを共有し、
勇気づけになれたなら、幸いです。これからも、
どうぞよろしくお願いします！　　（R さん）

　進路も、皆さんが信仰により進まれている
ことが分かり感謝でした。
　私としては、あと 2 回ほどこういうセミナー
を企画いただきたいと思います。在宅の多い

この頃、チアに恩返しや、チアの皆さんの励
ましになることができたらいいなとも考えて
います。

（S さん）
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志を与えられ、大学受験を決意する
までの間、偏差値等は意識していた
か？　また、どのようにして学習の
成果を確認していたか？

塾、通信講座、英検、数検、模擬試
験などは利用していたか？　そのメ
リット、デメリットは？

通信制の高校に通って良かった点、
マイナス点は？

17 歳の長男は、高２の秋に高認を取
得。進学するまでに実質１年間の余
裕ができ、この年にやった方がいい
ことなどは？

一般社会の勉強と聖書の価値観との
ギャップに苦しむことがありました
が、どのように工夫されたか？

選択肢の多い HS の中で、実際に選
択をするまで何を大事にし、どうやっ
て具体化していったのか。

大学に自宅から通うか、県外に進学
して家を出るか？

海外の大学進学への内申書、願書の
書き方、準備すべき点は？

モチベーションのあげ方を教えてく
ださい。

小論文対策や面接への注意点は？

受験で、理科や社会の選択科目を選
ぶ場合の秘訣は？

やる気が出ない子どもたちを、親と
してどのように励ませばいいか。

もう一度、ホームスクーリングする
なら、何をキープし、何を改善しよ
うと思うか。

♪　参加者から寄せられた質問　♪♪　参加者から寄せられた質問　♪

先輩方から見て進学・就職とは、
どんなことか？

受験生の方々は、どのようなタイム
スケジュールで学習を進めてきた
か？　また、どのような息抜きをさ
れたか？ 

高校認定試験を目指すにあたって、
社会、理科はどの程度やるべきか？

アメリカへの内申書中、『学んだ外国
語』は日本語と書く予定だが、日本
語検定の準備をした方がいいか？
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●「うまくなる！　マット運動＆跳び箱セミナー」

　　6月 25 日（土）13：00 ～ 16：30（予定）

　◇国立オリンピック記念青少年センター大体育室

　  講師：岩澤高志先生

　　（ヨーケンスポーツクラブ指導員）

● 10 月上旬（予定）　奥多摩ピクニック　

● 2022 年 1 月（予定）　　

　オンライン　ホームスクーリングセミナー　

● チア・コンベンション 2023
　【関西】  2023 年 10 月 6 日（金）～ 7日（土）

　（予定）  大阪羽衣青少年センター

　【東京】　2023 年 10 月 13 日（金）～ 14 日（土）

　（予定）東京オリンピックセンター　

チア・にっぽん カレンダー ７月の参議院選挙の立候補予定の方々で
す。
　・上野通子さん（参議院議員・栃木）
　・金子道仁さん
　　（光の子どもクリスチャンスクール
　　 副校長・比例）
　・河村建一さん
　　（河村建夫 元内閣官房長官秘書官・
　　比例）
　・田島一成さん（元衆議院議員・滋賀）
　・ローレンス綾子さん
    （ホームスクラー・宮城）など。

　ご本人や関係者
の皆さんから応援
の要請が届いてい
ます。祝福をお祈
りください。

　【2022 年 1 ～ 2 月会計】

　　　　-収入 -

　　　　献金　　　　　　        2,913,942

　　　　書籍 ･ ﾏｶﾞｼﾞﾝ ･ 教科書　    110,111

  　　　DVD/ ビデオ /CD             18,145

　　　会費　                     55,000

　　　　広告　　　　            　 60,000

 　　　 その他                        400

                         　　　 3,157,598

  

    　　-支出 -

　      事務局経費　　          1,902,994

　      通信運搬費　　            154,450

        交通費　　　　　　　　　   17,560

　      印刷費　　　　　　　　　   55,792

　　　　広告　　　　　　　　　　　 10,000

                                2,140,796

                        

　      残高　　                1,016,802

　      前月繰越　  　     　 　6,294,112

        翌月繰越　  　          7,310,914

※皆様からの尊いご献金と会費を

心から感謝申し上げます。


