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♪コンベンションアンケート Part １♪
6/2-3 大阪、 6/9-10 東京で行いましたチアコンベンションの参加者の声をお届けします！

つ何か問題が起こった時に子ども

抱っこして頂いてありがとうござ

の様子をよく見て、声がけを工夫

いました。ホテルの駐車場が近く

していきたいと思います。昨年の

てとても助かりました。充実した

●今年は会場が変わり、緑豊かな

４月からホームスクーリングをス

施設もあり、良かったです。

気持ちの良い場所でリフレッシュ

タートして、現在２年目に入りま

させていただきました。年々お話

した。誠実の実を結んでいこうと

させていただく方も増え、家族で

家族で祈り、歩んでいます。

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

（京都 B さん）
●とてもよかったです。新しい会

主に仕える志を持った方々に励ま

（広島 A さん） 場でスタッフの方はとても大変だ

されました。感謝です。スコット

ったと思いますが、快適に過ごす

弁護士の「すべての子どもたちに

●ホームスクールを始めて２年が

ことができて感謝です。上の子は

対して忍耐強くあれ」は、まさに

経ち、４月から次男も新１年生と

大学生、中学生になり、勉強も難

今、私が欲しいと思っていたお話

なって、２人を教え始めています。 しくなり…。それぞれ課題はあり

でした。今まで子どもの問題の原

問題が山積みなのですが、セミナ

ますが、今回励まされました。あ

因をよく見分けずに、やみくもに

ーや昼食時の交わりを通して、多

たたかい時間、空間、ほんとに感

叱ったり励ましたり助けたりして

くの励ましを頂きました。母にと

謝します。スタッフの方々の姿勢

いて、親も子どもも疲れてしまっ

っては休息の時間でした。感謝で

を模範にして帰ります。ありがと

ていました。これからは、少しず

す！チルミニスタッフの方、沢山

うございました。あと子どもカフ
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ェ、とてもよかったです。元気に

残りました。

おもてなししてもらい、元気が出

志賀さんの

ました。

（鹿児島 C さん） 分科会では、
これからお

●参考になる事や勇気付けられる

父さん同士

ことが多く良かったです。スコッ

のネットワ

トさんの「すべての子どもたちに

ークにより

対して忍耐強くあれ」が良かった

深く加わる

です。ホームスクールをスタート

ことができ

して１年が経過しています。自分

そうだと思

はあまり関わる事が出来ず、申し

い、 感 謝 で

訳なく思っています。少しずつで

す。 井 上 さ

きる事を行っていきたいと思って

んの娘さん

（広島 D さん） の「バレエが神様より大切になら

コット氏の「ホームスクーリング

ないことを前提に、バレエを続

をする父親たち」
「ティーンを導

●初参加が２００４年なので、ス

けることにした」
「ホームスクー

く」
「伸びるホームスクーリング」

コットさんの講演を聞いて、１３

ルをすることでタイプが決まるこ 「正しい関係 ( パート２)」が良か

年前のことを思い出しました。毎

とはなく、それぞれに神様が道を

った。このようにホームスクーラ

年コンベンションで初心に戻りま

用意してくださっている」という

ーが一度に集まることに意義があ

す。ありがとうございます。映画

証が素晴らしかったです。最後の

ると思います。これからもよろし

「Homeschool Dropout」、 ガ

OB・OG、LIT のインタビューを

くお願いします。

います。

（山形 H さん）

チで我が家の現実です。悔い改め、 聞いて、チア・にっぽんと、日本
主のあわれみで再び戻れることを
期待します。

におけるホームスクールの取り組

（東京 E さん） みが、実を結んでいることを確信
しました！

●ホームスクーリングをする上で

（東京 F さん） の新たな知恵が与えられました。
いつもたくさんの励ましを感謝し

●今回は神様に整えられて、リ
ラックスして参加することがで

●今回が初めての参加でした。両

ます。あきらめないで色々な事に

きました。スタッフ、チルミニの

親の反対中でのホームスクールの

取り組んでいこうと思います。足

皆様、いつもありがとうございま

スタートでしたが、お世話になっ

りない中で、弱さの中で、できる

す。スコットさんの「ホームスク

た事務局の皆さんにやっとお会い

事を忠実にしていきたいと思わさ

ールをする父親たち」では、家庭

することが出来、ここに集われて

れました。いつもチア・にっぽん

内でまずは祭司としての役割を果

いた他のホームスクーラーを拝見

スタッフの皆様、チルミニスタッ

たし、妻の声に耳を傾け、神の声

するだけで励まされました。あり

フの皆様のご奉仕に心から感謝し

に従って問題を取り扱うことの重

がとうございました。特にスコッ

ています。ありがとうございまし

要性を認識しました。横田さんの

トさんの「すべての子どもたちに

た。 宇 佐 神 さ ん、CSS、 伊 澤 さ

分科会では、お父さんの立場、娘

対して忍耐強くあれ」
、稲葉さん

ん、太田先生の分科会が良かった

さんの立場、両方からのお話を伺

の“チャーチ & ホームスクーリ

です。

えてよかったです。他のクリスチ

ング必ず聞かれる 20 の質問”良

ャンからホームスクールに反対

かったです。 （神奈川 G さん） ●ずっとチルミニにいたので、基

されたことについて、横田さん

調講演や分科会にあまり出られず

（山形 I さん）

が「神ではなく人に目が向いてい

●すごく良かった。遠くから東京

残念でしたが、主人が参加できた

た」と振り返られたことが印象に

に出てくる価値が大いにある。ス

のは感謝でした。子どもが私から
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離れず、正直他の子どもたちの

与えられますように。

してホームスクーリングしていき

姿を見ると、自分の子どもは大丈

（神奈川 J さん） たい！との思いを新たにされまし

夫なのだろうか？と落ち込みまし

た！中山家の分科会がよかったで

た。チルミニに子どもがなじめず、 ●私は、ノンクリスチャンであり

す。欠けや足りなさがあったとし

ほとんど一緒に過ごさなくてはい

ますが、より良い恵みの話をいた

てもひたすら主を信じ、期待し、

けないのがストレスでした。他の

だき感謝しています。このように

へりくだって、祈っていく中で、

子どもと比べてはいけないのは分

時間を取り、神様とのふれあいが

こんなに素晴らしい実を見ること

かるのですが…。菊地さんの分科

出来たこと、今後の生きる糧に

が出来るんだ…‼ 息子さんのお

会が、ありのままのお話をして下

したいと思っております。スコッ

証、母子の間に流れる温かな空気

さったので親近感が持てました。 ト・ソマービルさんのすべての講

を感じることが出来、本当に感動

学習障害のある子どもさんを感謝

演を聞き、大変良かったです。親

しました !! たくさんの希望と確信

して受けとめる姿勢がすてきだな

としてのあり方、再認識しました。 をいただきました。

と思いました。

ホームスクーリングは、自分自身

（東京 L さん）

にできるか不安でしかないですが
・・・数日後

…。

（神奈川 K さん） ●５年ぶりのコンベンション、主
の恵みでした。多くの方が主に仕

全ての講演と分科会が入った

●「ホームスクールドロップア

え、喜び励まし合う関係があるん

DVD を購入します。アンケート

ウト」の映画の中で語られてい

だなーと本当に感じました。神

では、チルミニで子どもがなじめ

た「人生は遊び場ではなく戦場だ

の家族に会えて本当に良かった

ず…と書きましたが、後で考える

!!」という言葉が深く胸に刺さり

です！基調講演 2 でスコット氏

と自分の信仰が足りなかったと思

ました。日々、その事を思わされ

が「何よりも私たちに必要なのは

います。夫のことも、子どものこ

つつも、気付けば眠りこけてしま

イエス様です」と話していたこと

とも、もっと主に信頼し、焦らず

う私ですが、子どもたちを戦士と

に心打たれました。神様だけを求

怒らずどーんと構えて主に信頼し

して育ててゆくためのパッション

めまーす！パネルディスカッショ

て歩むことが、私の課題だと思い

を与えられました !! 残されたわず

ンも参加できて良かったです！

ました。

かな時間の中で、全てを捧げつく

OB・OG として、奉仕がもっと

グレッグ・ハリス先生が来られ
ないと聞いて最初はがっかりでし
たが、主人のためには、スコット
先生のメッセージが最適だったの
かなと思います。聞いた内容をメ
モして教えてくれたりしました。
帰り、急に私の荷物を持ってくれ
たり、親切になりました（笑）
トランスワールドレディオさん
より、
「あなたも壁を乗り越えら
れる」という本を無料で頂きまし
た。大変感銘を受けました。母や、
うつ病の友だちにあげるつもりで
す。稲葉さんご家族はじめ事務の
方、チルミニのスタッフの皆様の
お疲れが癒され、また新たな力が
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したい！と思いました。ホームス

しました。ずっと聞いてみたいと

誤解していたと考えさせられまし

クーラーとして家族に仕え、主に

思っていたスピーカーの方だった

た。強くあれ、雄々しくあれとい

仕えています！ OB・OG の受け

のでびっくりしました。また、ホ

うけれど、それは家族の中で何で

入れに感謝します！僕らにできる

ームスクール目線に立って、分か

も指示する王様であれと言ってい

事があれば、手伝い協力するので

りやすくお話をして下さり、感謝

るのではないという話に驚き、納

何でも言ってください！。チアス

でした。私たちには力がないけど、 得しました。また、栗原ファミリ

タッフの皆さんの尊い働きをあり

イエス様に頼る事を改めて教えら

ーや病と闘っている方々、家族の

がとうございます！

れました。スコットさんの基調講

為に、共に会場で一つ心に主に祈

（群馬 M さん） 演 1、2、分科会 3、稲葉さんの

る時間に加われたことは本当に私

分科会（OB・OG 向け）
、宇佐神

自身励まされ、主のご臨在と守り

●あれだけの企画の準備と実施は

さん（ヨブと氷河時代）
、
中山さん、 を感じる幸いな時でした。感謝し

本当に大変だと思いますが、集ま

井上さん、お子様の証もとても励

る者にとっては励ましとチャレン

まされました。最後のチルミニ賛

ジの時となっています。神様から

美、 ま た LIT、OB・OG の イ ン

ます。

（神奈川 Q さん）

●期待し、祈りつつ備え参加した

の豊かな報酬がありますように、 タビュー、とても良かったです。 コンベンション 2017。全てと
また、スタッフの皆様の疲れが残

A 君の悔い改め泣けました。琴さ

ても素晴らしくて、喜びで心があ

りませんようにお祈りしていま

んが天に召され、今は天国だけれ

ふれました。基調講演「あなたの

す。スコットさんの基調講演は、 ども、残されたご家族の為にお祈

家の隠された宝」がとてもよく、

ホームスクールの初心に帰らせて

りいたします。また、病と闘って

教育のゴール、神様からの知恵な

くださるものでした。ホームスク

いる兄弟姉妹の為にもお祈りして

ど、スコット氏のユーモア豊かな

ール卒業が見えてきている私にと

います。

（埼玉 O さん） 素晴らしいメッセージに多くの気
付きと励まし、力を受けました。

っても、初心を忘れず、かつ、本
当の目的（親も子も主からいただ

●ホームスクーラーでも、クリス

主からの宝をしっかり受け取り、

いた召命を実行していくことと考

チャンでもない私を暖かく受け入

神の国が我が家に満ち満ちるよう

えています）に向かって歩みたい

れてくださって感謝しています。 に、主の岩の上にしっかりと家庭

と再決心させられました。宇佐神

不安が吹き飛びました。分科会で

を建て上げていきたいです。絵画

さんの分科会がとても参考にな

は様々な話が聞けて、とても刺激

や写真、書道の作品の数々にも感

り ま し た。 映 画「Homeschool

になりました。親子の絆やクリス

動しました。OB・OG の姿、LIT

Dropout」をありがとうござい

チャンの方々の暖かさに触れるこ

でてきぱき活躍するユース、久々

ました。ここで言われていた６つ

とができたことも、とても貴重な

に会い成長した子どもたちの笑顔

のポイントは私自身にとって問わ

時間でした。また是非お話を聞か

と姿は本当に喜びでした。1 年ぶ

れることばかりでした。子どもが

せてください。 （静岡 P さん） りに会えた遠方の方々とのお交わ

どうかと言う前に、まず自分自身

りも祝され力となりました。今年
●本当にお世話になりました。ご

も家族全員で参加でき、道中移動

うか点検させられ、感謝します。 労に心から感謝します。すばらし

の間もたくさんの恵みのシェア

（神奈川 N さん） いコンベンションでした ‼ 主の

で、家族一人一人が本当に喜びと

御名を讃えます。とてもピンチヒ

祝福をいっぱい握ったコンベンシ

●とても励まされました。グレッ

ッターが来てお話ししたとは思え

ョンでした。満たされ、フレッシ

グ・ハリスさんが肺炎になり、ス

ない濃い内容でした。父親（夫） ュな気持ちで通常のホームスクー

が主といつもつながっているかど

コットさんがピンチヒッターで、 は家族の中で王ではなく祭司でな

リングをスタートしています。本

しかも稲葉さんのお話を聞いてス

くてはいけないというメッセージ

当にありがとうございました。ホ

コットさんの敏速な対応には感激

に、ある意味、私が聖書の言葉を

ームスクールは、長女１歳の１７
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れ以上言うことは

近いし、宿泊する値段が安くて泊

ありません。私は

まれるから。

（大阪 E さん）

独身で子どももい
ないのですが、子

●１年に１回のコンベンションに

どもの一人一人を

出れて、たくさんの友だちとまた

愛していきたいで

会えてよかったです。代々木公園

す。チアの書籍に

で旗とりをやってたのしかったで

今まで助けられま

す。また、たいくかんでもリレー、

した。欲しい本は

綱引きなどたのしかったです。来

山 ほ ど あ り ま す。 年もたのしみにしてます。神様に
頑 張 っ て 下 さ い。 あってのあたらしい友だちができ
私も更に勉強した
いです。

ることを楽しみにしています。
（千葉 F くん 8 歳）

（東京 S さん）
●とても楽しかったです。６さい
のお友だちといっぱい遊びまし
＊＊こども＊＊

た。
「いつくしみ深き」は、ぼく
の知っている歌だったので、心か

●建物の中がきれ
年前よりスタート。高２～ 4 歳

い。外も気持ちよくて、たのしく

まで、５人をホームスクーリング

て、おやつもおいしかった。

中。毎日がアドベンチャー。上の

ら賛美して、心があたたまりまし
た。いつもありがとうございます。
（千葉 G くん 6 歳）

（大阪 A さん ４歳）

子が下の子の面倒をよく見てくれ

●基調講演で、両親を敬うことが

て、本当に助かっています。幅広

●しっぽ取りゲームがおもしろか

いかに神様を喜ばせ、自分自身が

く色々な活動を企画して下さりう

った。メイン会場の横の外（ポー

幸せに生きることにつながるかよ

れしいです。クッキー Day（国

チ？！）で友だちといっぱい遊ん

く分かりました。具体的にジェス

会議員へ）も Good アイデアだ

だのが楽しかった。

チャーで色々話してくれたこと

と思います！

（大阪 B さん 7 歳） がとても印象に残って良かったで
（神奈川 R さん）

す。実践して神様が望んでおられ
●旗とりとドラゴンスレーヤーが

る生き方に変えていただこうと祈

●大変すばらしかったです。雰囲

楽しかった。友だちと遊べて楽し

りつつ、チャレンジしようと思い

気がとてもよく、違和感が全然な

かった。解剖はかわいそうだけど、 ます。 （神奈川 H さん 高２）

かったです。一緒に行った友人と

メッタに見られないので興味深か

また行こうと感激しながら帰路に

った。来年もした方がいいと思い

就きました。基調講演では、私が

ます。

●絵画の作品が色々工夫がある描

（大阪 C くん 9 歳） き方ですごいと思いました。初め

義理の母に対する愛に大きな欠け

て分科会に出ましたが、中山さん

があったことに気付かされ、祈り

●新しい友だちができてよかった

の時、涙が出ました。
“低年齢化

です。 （大阪 D さん １２歳） と似ていて、どうやって通ってき

する 10 代の性行動の対策”
（辻

たかわかりやすかったです。絵画

岡夫妻）
、
“育むための権威”
（ブ

●会場は前のところの方が良かっ

ロックサム氏）がよかったです。 た。前のところは駐車場は遠いけ
あまりにも満足してしまってこ

れど、チルミニをする所（外）が

親子のお話が今の自分たちの様子

と写真コンクールで賞がもらえて
すごくうれしかったです。
（神奈川 I さん 中２）

