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♪白馬セミナーアンケート Part １♪
11 月 23 ～ 25 日に雪降る白馬で行いました白馬セミナー、 参加者の声をお届けします！

に励まされました。すごく嬉しか

私も頂きました。基調講演も恵ま

ったです。主は立派でなくても忠

れました。企画の準備、ありがと

実に主についていく人に、誠実に

うございます。子どもたちが楽し

●白馬セミナーは私にとって、単

応えて報いてくださることを見れ

んでいて、自分も楽しめました。

なるホームスクールのセミナーで

ました。ホームスクーラーの皆さ

（B さん）

はないです。本当に神様に従いた

んのこれまでの歩み、ご苦労がど

い愛したいと願って、時には失敗

んなに大きな励ましや希望になっ

●とても励まされました。自分の

したり苦しんだりしながらも懸命

ているか。心から感謝します。

信仰を改めて問われました。子ど

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

に歩んでいる方々と 3 日間お交

（長野 A さん） もたちとの生活の中で、新しい取

わりできたこと、本当に大きな祝

り組みの知恵が与えられて感謝で

福でした。私もそういうふうに歩

●初めての参加でしたが、全てが

す。1 日 1 日を神様に従って歩

みたいと心から思います。今回は

整えられて、よく学べ、交わりが

んでいきたいと思わされました。

特に、ホームスクーラーたちの実

できました。ジョイス・イノウエ

いつもスタッフの皆様、チルミニ

がだんだん見えてきたように思い

さんの分科会に続けて出席し、そ

の皆様のお働きありがとうござい

ます。小さい頃を知っていた子た

れが良かったです。課題を全ての

ます。全てがよかったです。

ちが、こんなにも神様の弟子へと

人が持って参加されていて、その

成長している姿を見られて、本当

答えを頂けたのではと思います。

（山形 C さん）
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●今回は西アフリカボランティ
アから帰国したその足での参加
で、時差ボケ（13 ～ 16 時が眠
い！）との戦いでした。そんな中
で、10 年前にお会いしたグレッ
グ先生から“なぜ困難なことに立
ち向かう子どもたちを育てるの
か？”とのチャレンジを受け、初
心に立ち返ることができました。
今回アフリカで次女が困難に挑戦
してくれた後でもあったので、な
お神様の導きを感じました。神様
すごい！
今回は初めて分科会を担当させ
て頂きました。緊張しましたが、
神様の守りと導きの中で終えるこ

も、諦めないで義の練習をしてい

ソリ遊びができて娘も楽しんでい

とができ感謝でした。また今回初

る人は正しいという言葉に励まさ

ました。
（私も何度か一緒にソリ

めて勇気を持って「お父さんの集

れました。

（埼玉 E さん） で上から滑りました）今回、改め

まり」に参加することができ、感

て気付かされたことがあったり、

謝でした。日本の聖書信仰の最後

●ホームスクーラー同士の貴重な

今後のホームスクールに活かせる

の砦、最前線で戦ってくださるこ

貴重なお交わりと学びが与えられ

内容が聞けて良かったです。

とに感謝します。

ました。他のホームスクーラーの

（東京 H さん）

（北海道 D さん） 方々のお話を聞くことができて感
謝です。遠方から来る価値が十分

●今年も日本のホームスクーラー

● 2 回目で、家族全員で参加し

にあると思います。これからも白

の励ましのために企画実行くださ

たのは初めてでした。自主企画に

馬セミナーを続けてください。

り、ありがとうございました。家

も初出店させて頂き、本当に感謝

（山形 F さん） 事の心配でなく、2 泊 3 日ゆっ

でした！！コミュニケーションを

くりと御馳走付きで過ごせる恵み

とることが苦手な長男が、今回初

●初めての参加でしたが、朝から

は最高でした。ホームスクーラー

めてお会いする大人の方々とも、 夜までたくさんの講演や分科会が

の方々の証がとても恵みでした。

お店での買い物を通して沢山の豊

あり、フリータイムにもセッショ

最高だったのは、グレッグ・ハリ

かな会話をすることができまし

ンがあったので、本当に充実した

スさんの「良い木ｖｓ悪い木」で

た。チルミニも今年は、本当に最

時間になりました。ジョイスさん

した。ホームスクールに限らず福

初から最後まで楽しそうにしてい

の今までの講演録やマガジンをま

音の本質を教えられるものでし

る姿があり、祈り関わってくださ

とめた本があったらほしいです。 た。

ったスタッフの皆様、ホームスク

出版お願いします。

（神奈川 I さん）

（G さん）

ール仲間に感謝します。神様に不

●改めて、聖書からの教えに基づ

可能なことはないと思いました。

●昨年に続き 2 回目の参加でし

いた子育てをしっかり務めていこ

グレッグハリス氏の基調講演は

たが、たくさんのホームスクーラ

うと決心しました。グレッグ・ハ

非常によかったです。ストンと落

ーの家族と交わりができたことが

リスさんの講演から、子どもたち

ちるものがたくさんありました。 本当に感謝でした。2 日目は恵み

の賜物（おもちゃの付録について

失敗ばかりでも、今三振ばかりで

いるみたいな物）はそろえて組み

の雨ならぬ恵みの雪が降り、外で
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立ててあげる手助けをする姿勢が

さん（グレッグさんの奥様）だな

大事だということを学びました。 …と思いました。

田村先生のセッションも励まさ
れました。ぶれない姿勢に感動し

2006 年にいらした時、
「私が

ました。路傍伝道をしたいと思い

いつか結婚して子どもが与えられ

ながらなかなか踏み出せていない

たら、ソノさんみたいになりたい

自分ですが、丸森や伊勢崎の皆さ

した。感謝です。
（千葉 K さん） です！」と言ったら、あたたかな

んに習い、出来ることから始めて

（神奈川 J さん）
●例年通りすばらしいセミナーで

笑顔でハグしてくださったソノさ
●久しぶりに参加者として参加し

ん。

いきたいと思います。
新しい試みであったジョイスさ

「日本のホームスクーラーのこ

んのワークショップも、具体的で

ニスタッフをしてくれています）
。 とを話す時には、涙が出てしまっ

よかったです。2 〜 3 人に分か

本当に素晴らしい主の時でした。 て…」と、セッション前に気にな

れてお互いに祝福し合うのです

ありがとうございました。ます

さっていたソノさん。その涙はど

が、祝福してもらえるのはワクワ

ますこれからも主に祝福されたセ

んなに美しく、またみんなを励ま

クし、素直に嬉しく感じ、相手を

ミナーとなりますよう、主に従う

していたことでしょう…。私はそ

祝福する時も幸せを感じました。

人たちの力となりますように。い

の涙は御霊の思いから溢れている

神様から、そして親から愛されて

つも体がいくつか欲しいと思いま

ように思いました。

いることが、子どものアイデンテ

ました（チア注：いつもはチルミ

す。どの分科会に出るか悩んでし

地上でソノさんにお会い出来な

ィティとなることを願いつつ、祝

まので。でも、全て主が選ばせて

いことを思うと、涙がでるほど寂

福することを続けていきたいと思

くださった分科会でした。グレッ

しいです。でも今もソノさんが日

います。

グさん、ジョイスさんに感謝です。 本のホームスクーラーのために、
（栃木 L さん） とりなし祈り、エールを送ってい
てくれていることを信じます。
●白馬セミナーの際には皆さんに

川嶋さんの分科会では、まるで
ご自宅の居間にお招きくださった
かのような居心地の良さを感じま

いつかまたお会いする時には、 した。３人のお子さんのそれぞれ

お会いでき、本当に嬉しかったで 「私もソノさんのように頑張りま

の賜物を見分けつつ、1 人 1 人

す。参加者としてはあっという間

した！」と言えるように、一日一

のペースに合わせ、3 人とも違う

の 2 泊 3 日でした。去年は虹で

日過ごしたいと思います。

方法でホームスクーリングをされ

したが、今年は雪でしたね！
初日の夜から 2 日目の夜にな
っても降り続く雪を見ながら、私
たちに注がれている、神様の限り
ない恵みと憐れみを感じました。
「雪よりも白く」してくださる主
の憐みは何と深いことでしょう。
グレッグ氏のセッションでは
「子どもたちの分野においてソロ
モンを見つけ出す」が特に心に残
っています。子どもの進む道にお
いて、そういった師に出会うため、
師のもとに行き、教えを乞うこと
は重要だと再認識しました。セッ
ションを聞きながら、私にとって
のソロモンは、天に召されたソノ
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どもたちは一般に

今回成立した「教育機会確保法」

はいないように思

において、
「多様な学習の重要性

います。遊ぶとき

を鑑みる」との文言が、法律の基

も自由でありなが

本理念の文章をはじめ、3 カ所で

ら、 活 発 な が ら、 明記されるという画期的展開と言
ゆずりあいと思い

えます。後悔はないとのことで、

や り が あ り ま す。 うれしいです。さらに、解説必要
親御さんの日々の

であれば、ぜひコメントお寄せ下

愛と訓練の現れだ

さい！祝福を祈っています。

と思います。ユー
スセッションが

●今回も、励ましとチャレンジが

良かったと長女

たくさんありました。新たな出会

（13）が言ってい

いも、久しぶりの再会もあり、ゆ

稲葉さ

っくりできました。清野さんや棚

ん、前は「ホーム

田さん、鍵谷さんの分科会が特に

てきたご一家の歩みはとてもユニ

スクールは違法じゃない」って言

よかったです。他にも聞きたいセ

ークで、教えられました。

ってらしたのに…。白か黒かなら

ミナーが重なっていましたが、今

森山さんご夫妻のセッション

黒なんですね…（涙）でもホーム

回の恵みは、十分にありました。

は、状況を見れば「これだ」と思

スクールを始めたことは後悔して

感謝のうちに。シャローム！

われる進路であっても、主が子ど

いないです。

ました。

（大阪 O さん）

（東京 N さん）

もに何を望まれているのか、また
子ども自身がどのように主から聞

➡稲葉注：今回言葉足らずでごめ

●いつもチア・スタッフ、チルミ

いているのか、それなくしては進

んなさい。以前からお伝えしてい

ニ・スタッフの方々、LIT の子た

むべきではない、と教えられ、本

る通り、ホームスクールは違法行

ちの献身的なご奉仕に感謝しま

当に感謝でした。

為ではありません。正確に言えば

す。皆様方のご協力無しには、私

能登さん、市川さんのお子さん

合憲ですが、憲法に反して違法と

たちがセミナーに集中することは

たちの歩みを伺って、本当に嬉し

解釈できる法律もあるという道半

出来ません。本当に感謝です。

く思いました。また多くのホーム

ばの状況でした。
「義務教育」条

娘はお友だちと沢山遊べたこ

スクーラーのそれぞれの歩みを思

項ですが、
「校舎」に通うことが

と、チルミニに参加出来たこと、

い、感謝です。

教育なのか、家で積極的に学ぶこ

ソリ遊びや雪遊びが出来たこと、

ジャネットさんの最後のご挨拶

とが教育をしていることになるの

お友だちと一緒に食事や温泉に入

の涙はとても感動的でした。また

か解釈が分かれ、国会でも論が交

れたので、と～っても喜んでおり

いつかぜひスピーカーとしていら

わされています。
（チア・マガジ

ました。早くまた来年のセミナー

して頂きたいです。本当に素晴ら

ン参照）それで、誤解されて「黒」 に参加したいと申しております

しい白馬セミナーをありがとうご

と見なされることもありました （笑）

ざいました。 （神奈川 M さん） が、聖書と憲法に立ち、威風堂々

あちこちでの再会の時、初めて

と行ってきました。様々な圧力の

の出会い、美味しい食事、温泉、

●毎回のことですが、素晴らしく

中で、立ち上がられ、切り開いて

励ましを受ける基調講演＆分科

温かい交わりに励まされ力を受け

こられた皆さんを誇りに思いま

会、リフレッシュされた 3 日間

ました。子どもたちのすばらしさ

す。子どもたちの魂の救い、キリ

でした。セミナーに参加させてい

をいつも食堂で感じます。ビュッ

ストの弟子の心を与え、伝道、世

ただいたことを主に感謝します。

フェなのにこれだけ行儀のよい子

界宣教のために！

今回一番印象に残ったのは、ジ
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〇おもしろかった。まくらファ
イトがおもしろかった。雪がふ
ってとてもたのしかった。らい
ねんはレースカーで優勝したい。
こどもカフェ、次回は飲み物を
さらに充実させたいです。
（ＬＡ ９歳 X くん）
〇 LIT は 2 度 目 で、 白 馬 で の
LIT は初めてだったので不安でし
た。でもチルミニスタッフの皆
さんや LIT の先輩方に教えても
らったので無事に最後までお手
伝いすることができてよかった
ョイスさんのセッションでの「祝

ンテストもとても良かったと思い

です。また、ユースセッション

福の祈り」についてでした。以前

ます。スタッフの皆さん、お疲れ

を聞けて、改めて神様のこと、親

コンベンションのセッションで教

様でした！いつも忙しいのに準備

とのこと、自分のことを振り返る

えていただいて実践しておりまし

などしてくださって本当に感謝で

ことができました。感謝です。素

たが、祝福の祈りは「正す祈り」 す。これからも頑張ってくださ

晴らしい白馬セミナーを準備して

い！ （神奈川 15 歳 R さん）

くださった皆さん、ありがとうご

になってはならないと今回指摘さ

ざいました！サマーキャンプがな

れました。実際自分が行っていた
祈りでは、祝福の祈りと正す祈り

〇ボールゲームがおもしろかっ

かったので今度はあると嬉しいで

が一緒になってしまっていたので

た。そりとおんせんがたのしかっ

す！

す。反省して、正す祈りは親同士

た。

（東京 5 歳 S くん）
（LIT
➡チア注：8 月 13 日～ 15 日

の祈りの時だけにして、祝福の祈
りのみをその夜から実践しており

〇地下に聖書や歴史のマンガがあ

（神奈川 P さん） ってたのしかったです。

ます。

（Y さん）

は 10 日～）を予定してます。参
加してね！

（東京 7 歳 T くん）
〇チルミニとカーレースが楽しか

＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊
〇ぜんぶたのしかったです。らい
ねんもゆきがふったらそりをした

〇よかったです。LIT をしてみた

ったです。来年はもっと友だちを

いです。

つくりたいです。チア・にっぽん

（神奈川 13 歳 U くん）

す。

いです。おかあさんともすべりた
いです。おねえさん、おにいさん

〇たのしずぎる。たのしすぎてか

ががんばってくれたのがうれしか

えりたくなかった。

ったです。

でお友だちを作れて嬉しかったで

（神奈川 11 歳 V くん）

（北海道 11 歳 Z くん）
〇とても良いリフレッシュの時と
なりました！チルミニでみんなで

（東京 5 歳 Q さん）
〇お友だちとおにごっこしたのが

遊んだり、大人の話も聞けて感謝

〇楽しかったです。雪も降って

たのしかったです。来年もみんな

いっぱいの時でした！自身数年ぶ

友だちと遊べてよかったです (^^)

でおにごっこしたいです。

りの雪遊びも楽しかったです（笑）

久しぶりにみんなに会えて、話も
できてよかったです。作詞作曲コ

（神奈川 7 歳 W さん）

（神奈川 17 歳 A くん）

