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★白馬セミナーアンケート Part 3 ★
11/17 ～ 19 「励ましとチャレンジセミナー in 白馬」 での参加者の声、 第三弾をお届けします！

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

もし結婚して子どもが生まれたら

関係のもっと固い話なのかと思っ

ホームスクーリングしたいです

ていましたが、とても面白かった

か？という質問を我が子（10 歳） り、プラクティカルな話も聞けて、
●とてもよかったです。ホテルの

にしたところ、
「もちろん」との

とっても学ぶ機会を与えていただ

食事がまたグレードアップして嬉

回答。そして、
「父の心を子に向

きました。今まで政治に関心はあ

しかったです。肉の糧だけでなく、 けて、子の心を父に向けるにはホ

りませんでしたが、そう言ってい

霊の糧でも満腹です。マイクさん

ームスクーリングしかないからだ

られない時を迎えていることに気

の基調講演で、ホームスクールは

よ。
」と言ってくれたことが大変

づきました。子どもたち、孫たち

他国でもとどめられようとしてい

励ましになりました。

の時代にホームスクーリングをし

ることを学び、ホームスクールで

（山形 B さん） 続けつつ、キリストを主としてあ

きていること自体が大きな祝福だ

がめることができる環境を今、守
●日頃、関東ではお会いできない

り、整える大事な時であることを

（東京 A さん） 方々と交われて感謝でした。色々

学びました。これから、できるこ

と励まされました。

なつながりが明らかになって、主
●全部よかった。ホームスクーラ

の交わりの豊かさを味わうことが

ー同窓会、とても良かったです！

できました。マイクさんが、法律

とをしてゆきたいです。
（東京 C さん）
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●三年振りに家族全員で参加でき

ことであったと思います。ティー

はない事がはっきりと分かり、や

て大変うれしかったです。家族一

ンや 20 代の子どもたちに重荷を

っぱりホームスクールを決めてよ

人一人が自分たちに必要なメッセ

持って、彼らに向かってまっすぐ

かった、それを行えることに心か

ージを聞くことができたようで、 語ってくださっていることが伝わ

ら神に感謝です。主人が日本語を

帰りの車の中ではそれぞれの感想

ってきて、私も嬉しかったです。 話さないのでアメリカからのスピ

や意見を語り合うことになり、す

帰りの車の中で、受けた恵みをそ

ーカーの方々の話が本当にありが

ぐに家に着いたように感じまし

れぞれ、分かち合ってくれて、子

たく、主人も沢山質問できてこの

た。この時期に家族全員で参加で

どもたちとこんなに一体感を持っ

機会を大いに楽しめたようです。

きたことは私たちにとって大変良

て参加した白馬は初めてだったな

私は OB・OG の方々の話が参考

い機会となりました。どうもあり

あ、と感慨深かったです。子ども

になり、また、沢山笑わせてもら

がとうございました。今回の内容

たちの成長を感じました。我が家

い楽しかったです。

は「ホームスクールの実」とか、 ではまだまだホームスクール現役

（埼玉 F さん）

「第二世代のホームスクール」を

ですが、１８歳でもうホームスク

これまでよりも感じられたもので

ールを卒業して、それぞれの場所

●分科会含めてどれも、今聞くべ

した。
「子どもたちの中で、ホー

で戦っている子どもたちがいるこ

き内容だったなと思いました。全

ムスクールはどのように映ってい

とを目のあたりにして、祈りの必

部ホントに聞いて良かったです！

るのか」は、大きなもので大変参

要性を強く感じました。その子ど

今ホームスクールをしている親に

考になりました。その中で、原点

ものためにも、原点に帰る時とし

向けての講演も、将来自分たちが

「ホームスクールの目的」を改め

て同窓会企画は必要だと思いまし

ホームスクールする時にとても役

た。法案のこともあり、稲葉さん

立つと思いました。講演以外の時

（長野 D さん） はじめスタッフの皆さんの体が心

間も、全部楽しむことができて今

配ですが、今しかできない事をや

回ホントに参加できてよかったな

●家族全員で全日参加は考えてい

る時には、主が責任を持って必要

と思いました！今回の同窓会企画

ませんでしたが、神様が願ってお

な力を注ぎ続けてくださると信じ

は、前に出て話すことを全然聞い

られることだと気付かされまし

て、私達もお祈りで応援し続けた

ていなかったので正直「だまされ

た。家族でゆったりと 3 日間を

いと思います。これからも、聖霊

た！」と思ったんですけれど ( 笑）

過ごすことができ、数えきれない

の声に敏感に、大事なところはぶ

自分のためではなく、神様のため

恵みをいただき、本当にこれがベ

れずに、主に従い続けてください。 に話そうと思って、少しでも聞い

ストで、この形でなければダメだ

チアの歩みの秘訣「へりくだって

ている人の力になればと思って話

ったと思わされました。今年は特

神と歩む姿勢」本当にそうだと思

しました。沢山の人たちの前で緊

に、新しい白馬セミナーという気

います。これからもどうぞよろし

張したんですけど、神様が言うべ

がしました。献身的に働いておら

くお願いいたします。

きことを話させてくださったか

て確認する時となりました。

れる丸森スタッフの皆さんの姿に

（長野 E さん） な、と思います。
（長野 G さん）

いつも以上に感銘を受けました。
進行がとてもスムーズで落ち着い

●とても楽しかったです。参加し

て楽しめました。スタッフの皆さ

て良かったと思っています。霊の

●自分で積極的に分科会や企画に

んありがとうございました！！同

糧を受け続けながら 3 日間を過

参加できて、白馬セミナーを満喫

窓会企画は、内心ドキドキでした

ごせて感謝です。また、主人とも

できた気がします。同窓会企画は、

が、イスラエルさん、マイクさん

ホームスクールについて沢山話す

今までにない試みで、沢山の子ど

そして、柴橋さんのお話を直接聞

機会が与えられ、夫婦の関係もさ

もたちが集まる良い機会になった

けたことは、大事な年齢の子ども

らに潤い、強められた気がします。 と思います。誘ってくださってあ

たちにとって、ものすごく大きな

ホームスクールは単なる教育法で

りがとうございました。講師の方
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…と思いました。
（神奈川

I さん）

●来ることを迷ってい
た（来ないでおこうと
思っていた）けれど、
来ることができて本当
に良かったです。祈り
つつ、新しいことを始
めていけたらと思いま
す。子どもたちに神様
の愛を伝えるのは、自
分が神様に愛されてい
ることを日々実感する
ことが大切だと改め
て 思 い ま し た。 特 に
Teenager の発表が良
かったです。
（兵庫 J さん）
たちが、本当に私たちのことを思

さ ん の セ ッ シ ョ ン で、
「Special

って親身に語ってくださっている

Needs」 の あ る 子 ど も た ち は、 ● I’m grateful to have the

ことが分かって、とても感動しま 「Needs」の部分に焦点があてら

oppotunity to meet Christian

した。同窓会企画では、自分なり

れることが多いですが、主にあっ

families all across Japan.

に今の状況や思っていることを伝

て「Special」に創られているこ

The fellowship alone was

える事ができて、良い場になった

とに目を留める事こそが大切であ

a blessing, but what was

かなと思います。他のホームスク

ることを教えられました。このよ

taught was a good challenge.

ーラーたちが堂々と自分の考えを

うな子どもたちを「正そう」
「な

I learned much through the

発表している姿もすごいと思いま

おそう」とする文化が日本にはあ

seminar. I desire a course

した。同窓会記念として、イスラ

ると言われ、はっとさせられま

for the teens for Christian

エルさんや、マイクさんがしてく

した。子どもを見ている私自身

apologetics.

ださったお話は本当に良かったで

が、主に創られている自分を感謝

す。いつも全力でいろんなイベン

し、子どもを見る時に、その恵み

トを企画、進行してくださり本当

に目が留まるようになりました。 と出会え、嬉しかったです。交わ

にありがとうございます！！チア

OB・OG のパネルディスカッシ

の働きが報われますように！是非

ョンが良かったです。それぞれ、 たこと一つ一つが、私にとって良

何かチアのお役に立ちたいと思っ

自分の考えをしっかりと発言して

き挑戦となり、セミナーを通して

（長野 H さん） いて、頼もしく思いました。人の

たくさんの学びがありました。テ

目を気にすることなく、思ってい

ィーン向けの弁償学を学ぶコース

●今回も本当にありがとうござい

ることを正直に伝えられること

があればいいと思いました。

ました。恵まれ祝されました。い

は、一人一人が神様の前に、いつ

つもながら、スタッフのチームワ

も正直に自分の心をさらけ出すこ

ークの良さを感じます。ジョイス

とができているからなのだろうな

ています。

日本中のクリスチャンファミリー
り自体が祝福でしたが、教えられ

（群馬 K さん）
●どの講演もとても良かったで
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す。参加者が多いことに驚きまし

どうかお体を休ませてください

た。普段、周りにホームスクーラ

ね。稲葉さんはニュージーランド

★チルミニの運動会の障害物競走

ーがいないので、皆さんとお交り

のお仕事大丈夫でしょうか？無事

とチルミニ全部が楽しかった。友

できて、本当に嬉しかったですし、 に終え、ご帰宅できていることを

だちと遊べて楽しかった。帰りの

励まされました！また、スタッフ

祈ります。それでは、皆様の上に

＆リーダーの皆様には子どもたち

神様の豊かな祝福とお守りがあり

のことも含め、色々臨機応変に対

ますよう、お祈りいたします。

バスも楽しかったです。
（大阪 O くん）

応頂き、感謝でした。伊澤さんの

（岩手 L さん） ★友だちと遊びまくって楽しかっ

「わが家流 Grape SEED 活用法

た。まくらファイトは特に楽しか

Part2」は、本当に参考になりま

ったです。チルミニのため、色々

した。お子さんたちのために、お

＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

準備してくれて感謝です。
（大阪 P さん）

母さんが奮闘された結果が実にな
ったのだと分かり、感動しました。 ★チルミニがすごく楽しかったで
シェアしてくださったこと、本当

す。虹を見れたことがすごくうれ

★分科会に積極的に参加したので

に感謝です。ジョイスさんの最後

しかったです。稲葉さん大好き！

すけど、色々な人の話が聞けて勉

の分科会にも参加できました。本

（神奈川

M さん） 強になってすごく面白かったで
す。イスラエルさんの「地の塩、

当に素晴らしかった。また、お話
を受け止め、子どもたちと日々を

★めちゃくちゃ楽しかったです。 世の光となるために」が印象的で

過ごしていきたいです。また皆様

今までの白馬で一番楽しかったで

にお会いできる日を楽しみにして

す。次の白馬では旗取りや、クラ

います！皆様お疲れのことと思い

フトもしたいです。

ます。ありがとうございました。

した。

（長野 Q さん）

★各地のホームスクーラーたちと

（東京 N くん） 交わりができたこと感謝です。
（宮城 R くん）
★三年振りの参加だった
のですけど、すごく楽し
かったです。同世代の話
したことのない人とも話
すことができて嬉しかっ
たです。今回は、初めて
講演に出たのですけど、
イスラエルさんもマイク
さんも分かりやすくて、
すごく面白かったです。
色々な講演や分科会を聴
いて、なぜホームスクー
ルをするのか、したほう
がいいのかということ

CSS ワクワク集中勉強合宿（5 月 4 日～ 6 日）も祝福の内に終えました。2
日半で 25 時間勉強！詳細は次号にて。次回は、9 月中下旬のチアわくわく合
宿（どなたでも大歓迎！）ジョイスイミングも合同企画です。

が、ちゃんと分かってき
て良かったなと本当に思
いました。
（長野 S くん）

