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♪コンベンションアンケート Part 2 ♪
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！

塾大学の実験は、娘にとっても興

的な場面ですごく必要なツールと

味深かったらしく、良い体験にな

いうか、子どもを理解し、働きか

りました。成田さんの分科会から

ける時の目安としてとても役立つ

●本当にすばらしかったです。心

は、理科実験のやり方、楽しさに

ものでした。個人的に質問させて

から感謝します。いつもそうです

ついて教えていただき、大変ため

もらってアドバイスを頂けたこと

が、チアコンベンションでは、主

になりました。 （広島 Ａさん） もとてもありがたいことでした。

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

本当に急きょ来て下さったこと感

との関係、家族のあり方、夫婦の
●駐車場が近くなって大変助かり

謝です。毎回、コンベンションを

て学ばされます。日常から離れ、 ました !! 会場もメインの横のテラ

通して新しい気づき、目が開かれ

関係、親子の関係について語られ

ることがあります。

違う空間に身を置いて主と交わ

スで小さい子を遊ばせながら過ご

り、主人との関係、娘との関係を

せたり、お風呂と部屋が近かった （後日…）

見つめ直すことができました。今

のも楽に過ごせてよかったです。 コンベンションの開催、本当にあ

回コンベンションまでに、自分自

風通し良く景色も良くロビーの

りがとうございました。成田さん

身歯車が狂ったような状態で苦し

アロマも癒しの空間でした。廊下

の理科実験の分科会、目の前で実

かったのですが、今は落ち着きま

も広々としていて、立ち話をしや

際に見たり、やってみたり、とい

した。この恵みを忘れないように、 すく感じました。スコットさんの

う体験ができたので、家でも子ど

一年間がんばりたいと思います。 “Be Patient With Them All”が

もたちと一緒に出来そうな気がし

とても良かったです。日々の具体

てきました。地球と月と太陽の大

初めて行かせていただいた慶應義
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きさや距離を縮小したものを紙で

その場その場に適した働きかけを

根のある所を通ってすぐに体育館

作ることなどは、参加してみなけ

探っていくことを、あきらめずに

があるし、LIT をするにも楽だっ

れば知ることのできなかったこと

やっていけそうと思え、希望が与

たと言っていました。私は今回の

です。北海道からわざわざ来てく

えられました。参加予定だったけ

会場の庭付き（ポーチ？！）メイ

ださって感謝でした。娘さんの実

れど来られなかった従妹とも、今

ン会場が好きでした。親から離れ

験のアシスタントぶりも好ましく

朝この分科会での学びを分かち合

られないけれど動き回る小さな子

（素早い気づきや行動＆笑顔）
、こ

うことができました、感謝です！

ども連れには、あの設定はとても

れから将来どんな分野に進まれる

（兵庫 Ｂさん） 感謝でした。

（大阪 Ｃさん）

にしても、仕事に必要なことを吸
収し成長し活躍していかれる素質

●神様の導きと受け取ってスコッ

●美しい海や緑の庭園に囲まれ、

をしっかりと育んでこられたのだ

ト・ソマービルさんが驚くべき展

神様が愛しておられる子どもたち

なと感じました。

開の中、大きな犠牲を払って日本

をどのように愛するか、どのよう

ス コ ッ ト さ ん の“Be Patient

に来てくださり、コンベンション

に家族に仕えるか、みことばによ

With Them All”で聞いた、放縦

の主講師としての大役を担ってく

って励ましを与えられて感謝でし

には懲らしめを、くじけた心には

ださったことに感動しました。ビ

た。毎年すばらしいコンベンショ

励ましを、弱き者には助けを、と

デオメッセージで「アメリカの僕

ンを用意して下さってありがとう

いう図。この組み合わせを間違う

たちは日本のホームスクーラーの

ございます。スコットさんの妻

と上手くいかないということが、 お兄さんのようなものだから、困

が夫にのぞむ 10 の希望が良かっ

った時は助けに来る！」と言って

たです。300 家族にアンケート

点を実際どのように適用するか、 おられた通り、本当に来てくださ

を送り調査した結果なので、妻の

ルカの福音書の中のイエス様の態

いました。奥様はじめ、スコット

要望がほとんど出ており、まず相

度一つ一つを説明して下さった

さんを日本へ送り出して留守中の

手が願っていることを知る…こと

り、4 歳と 2 歳のお孫さんのお

ことをカバーしてくださっている

がスタートなのだと気付かされま

もちゃの取り合い場面など、具体

ご家族の皆様にも心から感謝でい

した。伊藤先生の“教会を建て上

的な例で説明して下さったので、 っぱいです。久しぶりの神の家族

げるホームスクーラー”とても

理解しやすかったです。親子、夫

との再会の中で、神様に従うご家

よかったです！稲葉さんの強いマ

婦の間でも、相手がどういう状態

族の上に与えられる神様の恵み、 インド、主にあるお働きのゆえに

にあるのかを見分けられていない

御業を感じることができました。

立ち続けて下さって心から感謝し

ために、的外れな対応を選んでし

スコットさんの「妻が夫に知って

ます。チアにっぽんのスタッフの

、乾ファミリー、月
まい、良かれと思って言うことが、 ほしいこと」

方々、主の教育を志す方々の一つ

効果的でなく、傷や苦い思いを生

城ファミリーの分科会が良かった

となって支える真実なお姿に励ま

じさせてしまうことさえある、そ

です。慶応義塾大学の経済実験に

され、喜びをいっぱい頂きました。

の仕組みがよくわかりました。

も参加させてもらいました。この

10 年、ここまでホームスクール

昨年 3 月の交通事故の症状が

実験を通して、親の関わりの影響

を続けられたことは、チアの励ま

完治せず、いろいろな治療を続け

の大きさがよくわかります、とコ

しと応援が大きかったと感謝でい

ながらも、目が覚めた瞬間から、 メントされていたのが興味深かっ

っぱいです。何をもってお返しで

疲れた…と元気がない日がある長

たです。来年の会場について、ご

きるだろうか…と思っていたとこ

男にどうしてやったらいいのか悩

意見感想を聞きたいということで

ろに分科会や賛美の奉仕をさせて

んでいたので、彼が今どんな状態

したので、我が家でも帰り道に話

いただけることになり、心から感

にあるのかを把握し、励ますのか

題になりました。子どもたちは前

謝します。ありがとうございまし

戒めるのか慰めるのか手伝うの

の会場の方がチルミニの場所が良

た。

非常に参考になりました。この視

か、それら全部が必要なのか等、 かったようです。雨の場合でも屋

（大阪 Ｄさん）
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●チアコンベンションは私にとっ
て、もはや同窓会もしくは帰省と
いう感覚です。お互い子どもたち
が小さかった頃から知っていて、
志を同じくし、励ましあってきた
神の家族だから、もう顔を見合わ
せただけで涙腺が緩むほどうれし
かった。最後のステージに上がっ
て来た子どもたちを見て、小さな
子が大勢いて、新しいホームスク
ーラーが起こされているのを見て
励まされました。また、ティーン
や社会人になった彼らの証しが素
晴らしかった。中山さんの分科会
も良かったです。お母さまの謙虚
で、でも必死の祈りと実践に、神
様とお子さんたちへの愛があふれ
ていて、またそんなお母さまに心
から感謝を表していた息子さん、
その親子の姿が麗しかったです。
これからも聖書からストレートな
メッセージとイエス様の福音の恵
みを届けてください !! いつもあり
がとうございます。
昨日、我が家のそばで、お子さ
んが登校困難になってしまった娘
さん（中 2 とお母さまにお会い
しました。ホームスクーリングに
ついて日本の現状、進路の実績な
どを伝えると大変安心なさってい
ました。白馬セミナーに行ってみ
たいとワクワクされていました。
（神奈川 Ｅさん）
● OG 参加でした。とっても楽
しかったです！親子水入らずで食
事できましたし、LIT やキッズの
皆さんは輝いていましたし、何よ
り OBOG として凱旋した皆さん
と短い間でしたがお喋りできたの
が励みとなりました。実に国内外

のあらゆる分野で活躍しています

んな信仰の危機に直面しても、ホ

が、実績を誇るのではなくて、信

ームスクール 7 年間で養われた

仰の土台を築きあげてくれたホー

愛・赦し・救いの確信、家族と過

ムスクールと家族に感謝してる光

ごした時間、主と家族と人とに愛

景が、とても素敵だと思いました。 され変えられていったという経験
コンベンション終了後、数年ぶり

が、私をいつも信仰の原点に連れ

に再会し、中高と文通していた Y

戻してくれました。もがきつつも

ちゃんと、参宮橋駅前で冷やしラ

自分と向き合い、家族にありのま

ーメンに舌鼓を打ちながらホーム

まの自分になり、最終的にイエス

スクールで良かったこと、近況、 さまのもとに帰ってきて救われた
抱負など語り合えたのも楽しかっ

という経験がなかったら、荒波が

たです。

来た時あっという間に足元をすく

映画「ドロップアウト」鑑賞会

われていたでしょう。ホームスク

がよかったです。せっかく親が、 ールで得た全ての恵みが大きな錨
血と汗と涙を流して時間を費やし

となって私の学生生活・人間関係

てくれたホームスクールで育って

を支えてくれているような気がし

も、いざその子どもたちが自立し

ます。ただただ感謝です。でもこ

た時、生ぬるくなってしまい、最

こで安心して油断しちゃいけない

悪信仰も離れていってしまう、教

ので、これからも主と二人三脚で

会・信仰・聖書を離れてしまうそ

頑張ります！非常に濃密な学びと

んなジレンマをピンポイントで描

経験の場をありがとうございまし

いたドキュメンタリーでした。自

た。お働きに感謝します。

分もクリスチャンの大学で聖書を （北海道＆ペンシルバニア州 Ｆさ
学んで 2 年目ですが、何度も信

ん）

仰面でドロップアウトしたので、
映画を見ながら「あ、自分のこと

●ボランティアの方々含め皆さま

だ」と思っていました。ただ、そ

の全てのご労に感謝します。素晴
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らしい集まりでした！最もよかっ

ーリングやってみたい！と思う

い分ける。毎日家庭で福音を語る。

たのは、子どもたちがどれだけこ

も、時間が経つにつれ、やっぱり

妻の思いを祭司として神にとりな

の時間を楽しんでいるのか、そし

私には無理かも…と今回 2 回目

すことなどの情報を復習し、繰り

てスタッフが子どもたちを愛し、 の参加。行く前に、聖書のⅡコリ

返し活かそうと思います。
（千葉 Ｊさん）

子どもたちが居心地よいよう助け

ント 12：9-10、詩編 138：8、

ているかを見ることができたこと

ヨハネ 14：26 のみことばが支

です。特に私のまだ幼い子どもＡ

えとなり、私の期待以上のものを

●ソマービルさんの基調講演“あ

の面倒を見てくれたＢさんにお礼

神様見せてくださったように思い

なたの家の隠された宝”から、あ

が言いたいです。初めて私抜きで

ます。前回知り合った方が声をか

らためて主のみことばに信頼し、

託児に預け、45 分泣いていたＡ

けてくれたり、同じ悩みや不安を

従って生きるなら、イエス様にあ

をあやしてくれていたのです。他

持つお母さんとお話できました。 って実を結び、世の光として用い

のホームスクーラーたちとの出会

主は私の全てをご存知です！神様

ていただけることを再確認し、深

いを感謝します。たくさんの学び

の恵みで満ち溢れていて、本当に

く励まされました。また、今回の

がこの時与えられています。祝福

感謝です。中山さん家族、菊地さ

コンベンションではお交わりの恵

（Ｇさん） ん家族の分科会は物凄く励まされ

みが多く与えられ、人間的に見れ

ました。正直、ホームスクーリン

ば困難で希望を見失いそうになる

●チアコンベンションお疲れ様で

グされている人皆がエリートにし

中でも、主が共におられ、真実に

した！とても楽しかったです。あ

か見えず、こんな田舎者にはハー

応えてくださる方であることを覚

りがとうございました。４年ぶり

ドル高すぎると思っていたので、 えることができました。主は生き

に参加しました。久しぶりに会っ

証を聞いてものすごーくホッとし

ておられる、本当に感謝です。私

た子どもたちが立派に成長して

ました（笑）
。実際にホームスク

自身も新たな気持ちで日々歩み出

いて、とても嬉しかったです。久

ーリングされている家族の証を通

したいと思うとともに、主にあっ

しぶりにお会いした方ばかりだっ

して、たくさんの犠牲や困難はあ

て日々奮闘されている兄姉のこと

たのですが、皆温かく迎えてくだ

るけど、それにまさる神様の祝福、 も祈りに覚えつつ、ともに主の栄

さって居心地がとても良かったで

備えがあることを教えられて本当

光を喜びたいと強く思わされまし

す。参加して本当によかったです。 に感謝でした。昨日、ホームスク

た。スタッフの皆様のご労に心よ

がありますように！

ありがとうございました。スコッ

ーリングやりたいと願う～と独り

ト氏の「私たちはいつも足りない。 言を言ったら子どもに「願うじゃ
十分にできている人はいない。だ

日毎日一瞬一瞬神様と向き合うこ

（千葉 Ｋさん）

ないよ。信じるんだよ。
」と言わ

。御名を崇めます！
から毎日福音・救いが必要なんだ」 れました（笑）
という言葉が心に響きました。毎

り感謝いたします。

●我が家のホームスクーリングの
良い点を感謝し、改善点にどのよ

ハレルヤ！

（秋田 Ｉさん） うに向き合ったらいいか励ましと
知恵が与えられて良かったです。

との大切さを再認識させられまし
た。絵画コンクール、写真コンテ

●ソマービルさんの内容が濃く、 絵画コンクールに親の私が初めて

ストのレベルが年々上がっている

消化に時間がかかりそうです。特

出展したのですが、授賞式で賞状

なぁと感じました。これからもど

に、懸案だった神さまと各教科の

を受け取るときに思わず涙がこみ

んどん新しい企画などが始まると

関係。また“神さまが見ている” 上げてきました。大人になって表

思うので、それがとても楽しみで

の大切さ、父は「母を敬え」と言

彰される機会などない私に「よく

（東京 Ｈさん） い、妻を立ち上がって祝福し、子

がんばってるね」と言われたよう

す。

のよい点を探して妻に語る。子に

な気がして嬉しかったです。

●去年のコンベンション、白馬セ

難しい課題を与える大切さ。戒め

映画「ドロップアウト」を通し

ミナーで刺激を受け、ホームスク

るか励ますか助けるか意識して使

て、親の思いを外れて子どもたち
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たいです。

がぶつかる壁があり、そこに未解

です。小学校に入学することを条

決の罪の現実があることが分かり

件にホームスクーリングを容認し

ました。ですが、イエスキリスト

てくれました。同じ教会の方と協

に焦点を当てて子どもが自分で取

力して、小さなことからチャレン

り組むなら克服していけることも

ジしたいです。 （秋田 Ｍさん） と風船がもらえてうれしかった。

●チルミニの「ワン、
ツー、
スリー」
コンクールの賞状とプレゼントが

分かりました。いずれ来るかもし
れない戦いに備えることができま

（神奈川 Ｐくん ９歳）

＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊

とってもうれしかったです。いっ
ぱい遊んで楽しかったです。

した。ホームスクールは長男（9

（神奈川 Ｑくん ４歳）

歳）が小学１年生の時から始めま

●一年ぶりにお友だちに会えてう

したが、次男（6 歳）が今春１年

れしかったです。お母さんと一緒

生になったので、これをきっかけ

に分科会にも出れてうれしかった

に 3 人ともそろってのホームス

です。
（神奈川 Ｎさん １１歳） っぽとりが楽しかったです。クリ
スチャンの友だちと遊べてうれし

クーリングをスタートしました。
●すっごく楽しかったし、コンク

かったです。LIT のお兄ちゃんた

（埼玉 Ｌさん） ールでもらえた賞品を学年便りを

ちがかっこよかったです。ぼくも

皆さまのお働きにもいつも感謝し
ています。

●とても楽しかったです。特にし

取りに行ったときに校長先生に見
●初めて参加しましたが、とても

早く LIT になりたいです。
（岡山 Ｒくん ９歳）

せてコンベンションの話をしたら

励まされました。現在、2 歳の娘 「すごいなぁー」と言ってくれま
も喜んでチルミニに参加していた

した。すごくうれしいです。大事

●はじめてのばしょだったから、

みたいで、コンベンション後の教

にします。

たのしかったよ。またいきたいよ。

会の礼拝でも、解放されたように、

（神奈川 Ｏくん ８歳） らいねんは、おともだちをもっと

変化が著しかったです。良かった

つくっていっぱいたのしいことを

分科会は、中山さんと菊池さん。 ●今度はゲームと、子どもカフェ

したいです。

現在、私の夫はノンクリスチャン

（岡山 Ｓさん ７歳）

でお菓子販売をしてみたいです。
チアにっぽんはと
っても楽しいで

●同世代の女の子たちと交わるこ

す。いつもみんな

とで、いつも自分のいい所、悪い

に会うととても喜

所に気づかされます。本当にチア

びで心がいっぱい

コンベンションがあって良かった

になって力がたく

です。来年 LIT に入りたいです。

さんでます。のり

（広島 Ｔさん １１歳）

さんやスタッフの
みんながおもしろ

●チルミニのゲームが面白かっ

くてイエス様を一

た。

（東京 Ｕさん １０歳）

番にして生きてい
てすごくかっこい

●チルミニで遊んだことが楽しか

いです。神様を一

った。じょうずに踊れてうれしか

番にして生きてい

った。
（母：前回までチルミニに

る大人がいっぱい

入れませんでしたが、今回は２日

いてすごくうれし

目は走ってチルミニに向かうほど

いです。自分もそ

楽しかったようです。
）

ういう大人になり

（東京 Ｖくん ４歳）

