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★白馬セミナーアンケート Part １★
11 月 17 日～ 19 日「励ましとチャレンジセミナー in 白馬」への参加者からの声をお届けします！

第一コリント 15：33 の『思い

１つ『愛』を実行することだとい

違いをしてはいけません。友達が

う、マイクさんとイスラエルさん

悪ければ、良い習慣がそこなわれ

の言葉に、本当にその通りだと思

●「電車の中や、ホテルに向かう

ます』について、イスラエルさん

わされました」鈴木師のセッショ

バスの中から 4 回、
『虹』を見ま

が、とても分かり易いたとえで話

ンも、とても印象に残りました。

した。ホテルの部屋からも 1 時

してくれました。
『悪いリンゴが

自分ではどう頑張っても、他人に

間以上、
『虹』が見えました。こ

いっぱい詰まっている樽に良いリ

助けを求めてもどうにもならない

んなことは今まで体験したことが

ンゴを 1 つ入れても、良い影響

問題が 10 年の間に立て続けに起

ありません。主の臨在と祝福を感

を与えるどころか、腐ったリンゴ

こり、自分自身が変わるしかなか

じました。娘もチルミニを楽しみ

になってしまう』
。なるほど～と

った。自分がイニシアティブを取

にしていましたが、3 日間ず～っ

妙に納得しました。マイクさんの

って神様を動かそうとしていたこ

と楽しかったと喜んでいました。 基調講演ではお子さんたちとの日

と、現実に振り回されて主の御心

前回、前々回よりも参加者が多く、 常を紹介しながら、ユーモアたっ

が何であるかを主に求めていなか

賑やかでした。講演も分科会も盛

ぷりに話してくださり、笑いの絶

ったことに気付かされましたと仰

り沢山で、どこに参加するか迷い

えない時間を過ごさせてもらいま

っていました。与えられた御言葉

ました。主に感謝です。

した。罠に打ち勝つ解決策はただ

は、Ⅰコリント３：11 ～ 15 で

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊
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した。キリストの上にどんな材料

ろんですが、稲葉さん、スタッフ

イバルのため、人々の救いのため

で家を建てるのか、天に持って行

の皆さまのお心遣いに心から感謝

に、用いられていくのだ…と思わ

けるもの、それこそが子どもに遺

です。ありがとうございます。イ

されました。主の栄光の為に、チ

すべき揺るがないものではない

スラエルさん・マイクさん・ジョ

アの一つ一つの働きが、一人一人

か。主に全幅の信頼を寄せてゆだ

イスさん…彼らの語る事・姿勢・ が、用いられていくのだと思いま

ねること、主が示すことに同意し

祈りにも励まされましたし、特に

て従うことではないかと仰いまし

ホームスクーラー 2 世であるイ

た。OB・OG のパネルディスカ

スラエルさんが、使命をもって明

ッションの企画、とても良かった

確に定義し語ってくださった事で

す！！心からの感謝をこめて…。
（神奈川 梶山志津）

です。答えづらい質問も飛び交い、 とても良い模範を見せていただけ

●白馬はとっても楽しく＆充実し

その回答に会場は大笑いしたり、 た…と思います。イスラエルさん

ていましたね！神様に仕えるとい

の同窓会記念講演の「人生準備中

うのは、教会で沢山奉仕＆活動す

感嘆の声が聞かれたり、拍手喝采

だったりと大盛り上がりでした。 の青年たちへ…今なすべきこと」 るだけでは無いみたい…、とここ
ホームスクーリングしてきた子た

の、努力して得るべき聖書的人格

数年で遅ればせながら気付き、
「そ

ちが社会に出て頼もしくなってい

の特徴を分かち合ってくださった

れなら、クリスチャンとして日々

る姿を見てとても励まされ、娘も

内容はとても素晴らしく、青年だ

どう過ごしたらいいのだろう。
」

将来そのようになってくれること

けではなく、すべての人に必要で

と思っていました。清野さんの分

を夢見た次第です。稲葉さんを始

あり、またこのような企画をぜひ

科会で、
『家庭を中心にして落ち

め、スタッフの皆さんの尊い働き

お願いしたいと思いました。あま

着いた生活をしてください』とお

に心から感謝しております。主の

りにも素晴らしかったです。白馬

っしゃっていただき、正直、ホッ

豊かな祝福が皆さんの上に注がれ

は、 そ の 通 り、 本 当 に「 励 ま し

としました。マイクさんが、分科

ますように。

『聖書には、
“あなたの行く
とチャレンジ」セミナーでした。 会で、

（神奈川 南雲信幸） どんなに多くの励まし
を頂いたかわかりませ
●主を賛美します！素晴らしい白

ん…！「チアの働きが

馬セミナーをありがとうございま

2000 年 に 始 ま っ て

した！お疲れはとれたでしょうか

16 年……。日本のホ

…？稲葉さんはすぐにニュージー

ームスクーラーたちの

ランド…と聞きましたが…いつ

姿・実践に大きな励ま

も、いつも見えない所で尊いお働

しを受け、共に成長を

きをされているスタッフの皆さま

喜べることは何と大き

の上に主からの豊かな祝福があり

な幸せだろうと思いま

ますように…。白馬セミナーは、 した！

白馬でのこと

やはり原点・はじめの愛を思い出

を思いながら感謝の祈

す大切なひと時だと改めて実感し

りを捧げていた時、私

ました。今回はホームスクーラー

たちホームスクーラー

OB・OG 会もあり、彼らの正直

は網のコブのようなも

な分かち合いに心から感動し、ホ

ので、固くしっかり主

ームスクーリングの素晴らしい実

に結びつき、全国に散

を見せていただいたのと同時に、 らばっているホームス
新しい段階、ステージに入ったの

クーラーとも手を取り

も感じました。主への感謝はもち

合っていく時に、リバ
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ー・リユニオンを体
感する思いでした。
OB・OG が 語 っ て
くださる姿に、日本
のホームスクール・
ムーブメントが、新
しいステージに入っ
ていることを実感し
て感動しました。こ
の輪の中に私たち家
族も加えていただけ
ているのは、なんて
すごい特権なのだろ
うと思いました。イ
スラエルさん、マイ
クさんの基調講演で
は、聖書が子どもの
所どこにおいても、父母を認めよ。 納得しました。家族に向き合うと、 教育についてなんと命じているか
（白 を、明快に語っていただけて、ホ
そうすれば、父母はあなたの道を 砕かれることも多いですよね。
まっすぐにされる”とは書いてあ

血病で闘病・リハビリ中の）小畑

ームスクールが単なる教育方法の

りませんよね』とおっしゃって

さんのご主人と久しぶりにお会い

選択肢ではなく、サタンとの霊的

いたのが心に残りました。OB・

できて良かったです。さらに回復

な戦いなのだと、はっきり理解で

OG 会の皆さまもフレッシュで良
かったです。
「若者をその行く道

されるようにお祈りしています。 きました。私自身クリスチャンホ
今後、グレープシード＆英文多読 ームに育ちながらも、学校教育の

にふさわしく教育せよ。そうすれ

も生きてきますね！明るい希望が

中で、一見良さそうに見えて聖書

ば、年老いても、それから離れ

ある日々、本当に感謝です。ホー

的ではない考え方や視点を身に着

ない。
」のみ言葉そのものですね。 ムスクールや聖書に基づいた子育

けてしまっていることも改めて気

それにしても、チアのような大き

てをしてこなかったら、決してこ

付かされました。日々の何気ない

な一つの家族のように一致した交

うはならず、と思わされる出来事

自分の思いや考えが、み言葉に基

わりって、なかなか他には無いで

が続いています。教会で「神様、 づいたものなのかどうかを、常
子どもを何とかしてください！」 に吟味する必要があると思いまし

すよね。あの一致はどこから来る

と祈っていたと思いますから…。 た。最近のわが家のホームスクー
（神奈川 Ａさん） ルが、み言葉中心では無くなって
らかな…？と考えていましたら、
のだろうか、ビジョンが同じだか
次の聖日がちょうど『一致』につ

いたことにも気が付き、子どもに、

いてのメッセージで、砕かれた人

●白馬本当に良かったです！開催

み言葉を教えることを中心とした

同士でないと一致は難しい、との

してくださって、本当にありがと

ホームスクールに、もう一度、真

内容でした。確かにチアの交わり

うございました。ＨＳを続けてき

剣に取り組みたいと心を新たにさ

って、
『私たちは主の前にあって

てよかった！と心から思った今年

れました。スタッフの皆さま、本

は足りない親であるけれども、主
を信頼し愛し、主からの恵みを

の白馬でした。主にある愛、喜び、 当にありがとうございました。
自由が満ち溢れていて、イスラエ
（東京 Ｂさん）

日々感謝しつつ歩む』というとこ

ルさんがおっしゃってくださった

ろで一致しているのだろうな、と

ように、主にある大きなファミリ

●とても楽しみにしていました。
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ゲストスピーカーの皆さんのメッ

なら）時期についても祈ります！

じような虹に迎えられ、本当に感

セージはとても心に残り、神に愛

セミナーとかには、是非参加して

動しました。エレミヤ 29：11

されているご家族、兄弟姉妹との

学びたい！』とおっしゃっていて

のみ言葉で、平安と将来と希望を

交わり、OB・OG の皆さんの証、 嬉しかったです！イスラエルさ

与えてくださると、もう喜んで喜

おいしいお食事、お風呂で本当に

ん、マイクさんの基調講演はどれ

んで、主に期待しました。６月に

祝福された 3 日間でした。今回

も素晴らしかったです！聖書の真

初めてチアに参加し、その時も感

は、特に「家庭」の重要性につい

理がはっきりと明らかにされ、神

じたのですが、この神の家族の中

て深く考えることができました。 様が教育について何と命じておら

には自由がある。とても居心地の

これまでも、そのことを語られて

れるか改めて確認することができ

よい、咎められることのない、共

いたと思いますが、今回やっとそ

ました！ OB・OG のパネルディ

に主を喜び合える。安息とは、こ

こに目を留める事が出来たと思い

スカッションも最高に良かったで

のことかなと思います。ホームス

ます。教育を行うにおいて、まず

す。
「ホームスクールする自信は

クーリングの家族との出会いもあ

家庭を中心に置くことの大切さを

ないけど、公立学校に行かせる自

り、くわしく聞くことができ、ま

知り、それを実践したホームスク

信はもっとない」は特に印象的な

さに希望が与えられました。ハレ

ールの OB・OG の若者を通して、 一 言 で し た。 年 数 回（⁉）OB・

ルヤ！主はすばらしい！主こそわ

その実を目の前に見せていただき

OG も集まって学び励まし合うこ

が神！基調講演５の OB・OG デ

ました。その実は、一人一人が神

とを期待いたします！ホームスク

ィスカッションが特に心に残りま

様を畏れ、親子に深い信頼関係が

ールドロップアウトの映画は、是

した。素直に発言できる雰囲気、

あり、周りの人に対しても素直で

非もう一度ゆっくり見たいです。 それを優しく包む稲葉さんのこと

誠実さに満ちあふれていました。

（大阪 Ｄさん） ば、神様がクリスチャンホームに
与えた最善の方法がホームスクー

本当にホームスクールは神様の教
える教育方法であり、これに勝る

●神様が虹によって導いてくださ

リングであること。アーメンで

ものはないと再度確信を持ちまし

ったこのセミナー。今まで見たこ

す！ホームスクーリングのご家族

た。また、口で説明しなくても、 とのない虹でした。すぐ近くに見

の証しのセミナーも感謝でした！

その実によって明らかにされるこ

え、低くはっきりと。虹のむこう

子どもたちの絵や写真なども作品

とを実感しました。

に山が透けて見えたのです。そし

集として発行できたらいいなと思

（東京 Ｃさん） てこのホテルに着いた時、全く同

います。絵とその理由がすごく良

●本当に多くのところでのお働き
があったことを思い、心から感謝
しております。今年は参加できな
いと思っていましたが、参加でき
て感謝でした。友だち家族が初参
加へと導かれたことが感謝でし
た。熱心に講演に耳を傾けて、感
動していたことが嬉しかったで
す。バスで一緒だった方の中にも、
初参加の方がおられ、２日目に話
したら、
『魂が揺さぶられている』
と。そして、三日目帰り道に声を
かけたら、
『祈っていきます！始
めるか分からないけど、
（始める
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かった。励まされました。

す！

（東京 佐藤智美） 育があっていいんだ、自分の考え
ていたよりも、マイペースにゆる

（秋田 安藤京子）
●６月のチア・コンベンションに

くてもいいんだと思えました。チ

●仕事のため途中からの参加でし

引き続き、初めての白馬セミナ

ルミニにも出ることができて、神

たが、来てよかった。いつも励ま

ー、行けるとは思っていなかった

様が大好きな子どもたちとの交わ

される。基調講演 5 の OB・OG

ので、神様の導きに感謝です。初

りで元気をもらいました。

によるパネルディスカッションが

めてなのに初めてじゃない、不思

よかった。HS をする上でとても

議な感覚でした。スタッフの方

参考になる。これからも白馬セミ

や、子どもたちが活き活きして輝

●神様を愛すること、従うことを

ナーを続けてほしい。

いていて、ホームスクールは神様

まず自分が率先して行うことを教

（山形 髙倉新喜） の御心なんだと確信できた時でも

えられました。子どもにこの大切

あり、圧倒されっぱなし、感動し

な真理をいつも教え、お手本を示

●初めての参加で、大変励まされ

っぱなしでした！実際にホームス

すことを続けるよう、励まされま

ました。子どもが何か ( 目に見え

クールしている家族の方と交わり

した。OB・OG のパネルディス

て ) できる事を目標としてはいけ

もできて、大きな励ましとなりま

カッションで、一人一人の中にみ

ないということを思わされまし

した。やっぱり大変だという話を

言葉の力、イエス様を第一として

た。改めて、なぜホームスクール

聞くと、気が引けてしまうんです

歩むことを教え続けられた恵みを

なのかと見つめ直しました。イエ

が、1 人じゃないし、神様がいる

感じました。父として母として神

ス様の愛を親としてどう実践でき

から、恐れる必要はないんだと励

様が預けて下さった宝を見つけ、

るか！祈りつつ進んでいきたいと

まされて、本当に神様の恵みに感

励まし育てる責任をもう一度教え

思います。子どもたちもとっても

謝でした。神様が与えてくださっ

られました。悔い改めます。ジョ

楽しみました。( カーレース、そ

た勇気と大胆さをもって、一歩を

イス・イノウエ女史、イスラエル

ば打ち体験、チルミニ ) お友だち

踏み出したいです。グレープシー

氏、マイク氏の分科会がとてもよ

との時間が貴重で喜びでした！多

ド、ホームスクーリングされてい

かったです。いつも励まし続けて

くの働きをありがとうございま

る家族の証を通して、いろんな教

くださり、尊いはたらきを心から

（秋田 Ｅさん）
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感謝いたします。

き ま し た。 山 川 ご

（大阪 Ｆさん） 夫妻の分科会では、
同じみ言葉の箇所
●チルミニのスタッフ、LIT に感

で励まされて参加

謝します。子どもたちが思いっき

し た の で 感 謝 し、

り遊び、楽しむことができました。 御 名 を 賛 美 し ま し
スタッフの皆さんも忙しく準備、 た。

（Ｈさん）

運営感謝します。今回、家族で参
加の道がゆるされ感謝でした。ホ

●初めて参加させ

ームスクールをする自由の戦いの

ていただきました。

大切さを教えられました。OB・

基 調 講 演、 分 科 会

OG パネルディスカッションよか

も盛りだくさんの

ったです。日本のホームスクール

内容ですべてを拝

も第 2 世代に入りつつあること

聴したかったです。

を感じました。 （兵庫 Ｇさん） ホ テ ル の 施 設、 ス
タッフの方々にも
●２年振りの白馬セミナーは待ち

感 謝。 も ち ろ ん、

に待ったという感じです。OB・

今回の講師の先生

OG 会という初のホームスクール

方、稲葉さんを始め、スタッフの

くさん！また今回はアメリカの建

卒業生の声を聞けるのは新鮮で

皆さんに本当に感謝します。子ど

国の土台である聖書信仰がそれ程

す。我が子たちも「折り返し地点」 もたち（小４、小６）もチルミニ

までに後退していたとは！という

あたりに達しているので、この時

がとても楽しかったようで、本当

事実を知り衝撃を受け、アメリカ

間はとても貴重でした。マイクさ

に良かったです。自分が正に直面

のために真剣に祈らねばと思わさ

んの「父としてのリーダー」のレ

している問題、迷っている部分に

れました。来ることができ、本

ッスンでは大変貴重なレッスンを

光が当てられ、明確になり、ま

当に良かったです。OB・OG パ

いただきました。妻に内緒で４つ

たチャレンジをいただきました。 ネルディスカッションはとても
ありがとうございました。OB・ 良かった。今後も続けてほしい。

のステップを実行しています。

（富山 棚田伊作） OG の皆さんのパネルディスカッ

Dropout の映画も将来来るだろ

ションも、ホームスクールの将来

う危機に対する備えを考えるため

●今年の東京でのコンベンション

を見させていただいたようでとて

に有益でした。リベラルの波が押

が初めてでしたが、白馬までの期

も励まされました。

し寄せる中、このチアにっぽんの

間は多くの事を通して白馬へと整
えられたと参加して思いました。

（静岡 Ｉさん） 働きが最後の砦になる気がしま
す。重要なお働きに感謝します。

皆さんの心がただ主に向けられて

●毎回すごく励まされて原点に戻

世界中のホームスクーラーのため

いることを体験しています。多く

ることができます。今回の収穫

に祈ります。

の祈りと備えがあったことを感謝

は、①高卒まで親のもとで HS を

（北海道 川嶋康裕）

します。チアの為に私も日に祈り、 続けた方が良いという事。②（父）
一家族でも多く、学びへ導かれる

親の口から御言葉を子どもに伝え

●たくさんの励ましと学びがあり

様に祈ります。講師の方々の内容

るのはとても重要。③父親の役

ました。同じ問題や状況にある人

は濃く具体的で、とても参考にな
りました。分科会は、とても迷い

割、Provide、Protect、Lead。 と分かち合え、共感し合え、イエ
④妻の話に傾聴する４ステップな ス様との出会いと愛に感謝があふ

ながら選び、充分に聞くことがで

ど。明日から実践できることがた

れた。主の兵士として新たに忠実
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にホームスクーリングをする決心

さん見ることができ感謝します。 ●１０年以上のホームスクーリン

ができた。先日 8 歳の孫はイエ

イスラエルさん、マイクさんの基

ス様を受け入れ、増々聖書を大切

「ホームスクールドロップア
調講演、とても励まされました。 た。

で必要な学びとして学べるように

特に御言葉中心に話していただけ

ウト」字幕つき販売されません

なった。夫と二人で怒りについて

ることで、とても恵みとなり、力

か？

学ぶことが出来たことは祝福でし

となりました。OB・OG パネル

た。夫がたくさんのことに気付い

ディスカッション最高でした！ず

●参加する度に、子どもたちの成

たことを話してくれた。私たち家

っとやって欲しいという願いがあ

長を感じます。OB・OG の人た

族はチアを通して神様の祝福をた

り、実現され良かったです。パネ

ちがステージ上でも前をしっかり

くさん頂きました。心から感謝で

ラーのほとんどのメンバーがキリ

見て、質問に対して答えていたの

す！

グの中で初めて参加でき感謝でし

（神奈川 中村昌代）

（千葉 田中七重） ストの救い、弟子としての歩み、 が感動しました。

（Ｋさん）

福音を分かち合うことに取り組ん
●自然の空気の中でいやされまし

でいる様子を伺えてとても励まさ

●今回、OB・OG の企画があって、

た。HS 同士の交流、友好、構築

れ、主の栄光の実を見ることがで

たくさんの仲間たちと再会できて

に用いられていることが分かり感

きました。改めて、ホームスクー

本当に感謝でした。ありがとうご

謝です。OB・OG の一人一人の

ル「いいな」と思いました。

ざいます！ティーンの時代に必要

実体験の声があぶり出されて、親

（愛知 森山剛） な貴重な講演、ホームスクーラー

として反省や感謝の想いです。信

の実状を聞けて本当に感謝でし

仰の成長の実が見られて祝福で
す。

●数年ぶりに参加することがで

た。励ましとチャレンジを受けま

（神奈川 中村篤） き、本当によかったです。子ども、 した。

（大阪 月城真美）

また LIT として参加していた今ま
＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

●久しぶりに参加でき感謝でし

でとは違って、将来自分が HS を

た。三人の講師、分科会の担当者

する側になることを見据えて話を

によるお話で、今必要なことを聞

聞くことができました。
（Ｊさん） ★すごく楽しかったです！今年初

くことができました。今までの疲

めての LIT（白馬）だったんです

れのいやしにもなりました。特に
国政に関する話もあり良かったで
す。講演、分科会、企画すべて良
かったです。OB・OG の企画は、
子どもたちにとっても良い交流と
励ましとなりました。
（大阪 月城聖一）
●同窓会の企画もあり、多くの参
加があり、
とても感謝でした。久々
に会う方々もいて、なつかしくも
あり、また、子どもたちの成長も
あり、とても嬉しかったです。チ
アの働きを通し、主が多くの恵み
を現してくださっていて、とても
励まされました。第二世代のチャ
ーチ＆ホームスクールの実をたく
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けど、いろいろと勉強にもなった

できた奉仕もあったので良かった

★楽しかった。

し、みんなと仲良くなれてうれし （長野 リズデン・はな・ジョイ） のですが、来年は LIT をしたいで
す！

かったです。感謝します。チアに
っぽんこれからもがんばってくだ

★久しぶりに友達に会えたことが

さい！応援しています。

感謝でした。ありがとうございま

（東京 豊田義宣）

★チルミニのゲームが楽しかっ

（チル
（埼玉 Ｍさん） た。あと 4 日泊まりたい。

（神奈川 鄭宝宴） した。

ミニに行きたがらなかったのに、
★初めて LIT として参加しまし
たが、ユースの時とは又違った体

★楽しかったです。

2 日目の夜楽しかったみたいで

（母）
）
（京都 塚本頼基） す。
（東京 成瀬光太 4 歳）

験が出来、とても良かったです！
OB・OG と沢山話す事が出来て、 ★とても良かったです！この３日
昔チルミニで遊んでもらった人、 間楽しく過ごせて、良いリフレッ

★楽しかった。初めて枕ファイト

初めて会う人など、名前だけ知っ

シュの時となりました！今年と同

をしたけど、みんながちゃんとル

ていたけれど、話した事、会った

じように来年も楽しい企画をやっ

ールを守っていてすごかった。チ

事が無かった人、初めて会う人な

てくれたらうれしいです！楽しみ

ルミニの賛美の歌が良かった。チ

ど、色々な人とお話しができて楽

にしています！

アの子どもたちはみんな仲良くし

しかったです！ LIT に疲れて泣い

（神奈川 中村義也） てけんかしないのが良いとあらた
めて思った。

ていた時に声をかけてくれたお姉
さんが何人もいて、本当にうれし

★とても楽しかったです！２日目

かったし、私もあんな風になりた

の OB・OG パネルディスカッシ

いなと思いました！！これからも

ョンはとても励みになりました。

OB・OG に来てもらえたら、う

また来年も来たいです！今回は申

れしいです！！ （東京 Ｌさん） し込みが遅かったので LIT が出来
ませんでした。LIT ではないから

（東京 成瀬愛実 12 歳）
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