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♪コンベンションアンケート Part1 ♪
6 月 1.2 日大阪、8.9 日東京で行いましたコンベンション参加者の声をお届けします！

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊
●大人の栄養剤・子どもの祭りと
いうか、大人の勉強会＋分かち合

Ｃ、ジョイス・イノウエさんの「観

●祈って期待して参加しました

察」すること。４－Ｄ「那須家の

が、想像以上に恵まれて感謝です。

ホームスクーリング」が良かった

講師、スタッフ、ボランティアの

です。

方、すべての方に感謝です。あり

ホームスクーリングは５年目に

がとうございました。稲葉さんの

い喜びの時と、私にとっては嬉し

、
「ス
なります。学習面の心配ばかりし 「必ず聞かれる２０の質問」

い２日間でしかありません。今回

ている？と気付きが与えられて午

ーザンさんの講演」
「ジョイスさ

も直前に問題が起こりましたが、 前中にデボーションのタイムを増

んの十戒」が良かったです。以前

代役の方を準備され、スタッフの

やしました。母の私自身が楽し

からホームスクーリングを考えて

皆様は大変だったと思います。問

んでホームスクーリングをできる

祈っていましたが、確信を与えら

題なくてもこの準備というのはど

ようになりました。初めの２～３

れ、押し出されようとしていると

んなに労力と時間を要するかと思

年ドタバタ騒々しかったものが少

思います。

うと感謝があふれます。本当にす

しずつですがなくなり、学習も集

ばらしいコンベンションをありが

中してできるようになってきまし

とうございました。基調講演４の

た。感謝。

スーザン・ビーティーさん、２－

（京都 B さん）

●今回２年振りに、夫婦そろい、

（岡山 A さん） 子どもたちも全員で来れました！
初めて来た時は、夫が仕事を休ん
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で家族そろって参加できる日が来

結婚するかもしれない方にホーム

ど、大事なメッセージだった気が

るとは想像もしていませんでし

スクーリングのことを打ち明けた

します。ありがとうございます。

た。これからＨＳを実践したいと

り、そういうことに興味をもって

思っていますが、主が同じく想像

もらったりするためにはどうした

を超えてＨＳの開始後も導いて下

らいいか教えていただきたいで

さること、前もって感謝していま

す。

●本当にいろいろありがとうござ

（愛知 F さん） いました！たくさんの恵みと、ま
た実践的なアドバイスを今年も頂

す！すべての講演に教えられ励ま
されました。

（埼玉 G さん）

（京都 C さん） 【稲葉より】
素晴らしいです。Ｂさんのよう

きました。また１年に１〜２回く
らいしか会えない友人たちとも、

●様々な状況の中での準備からス

に独身時代に参加され、現在ホー

ほんと親戚と会うような感覚で話

タッフ皆様の「思い」を感じられ

ムスクーリング展開中のメンバー

せたのはうれしかったです。小さ

るコンベンションでした。落ち着

もたくさんおられますよ。

いときから知ってること、そして、

いて参加できるようになりまし

①まずは、夏キャンプ、オリン

同じ戦いを闘っていることですぐ

た。今年は「計画を立てる」こと

ピック、来年のコンベンション

意気投合できるのですね。このよ

を教えられました。桐山さん、宇

他、一緒に参加して、ホームスク

うな機会をいつも用意してくださ

佐神さんの分科会が良かったで

ーリング家族の実際を見て、時を

り心から感謝します。もうサマキ

す。５年目になります。どうして

過ごして体験してもらうのが一番

ャンまであと 50 日足らずなので

も家内中心になりますが、夫婦で

です。

すね笑。我が家は、息子が初参加

もっと一つになる事を教えられま

②マガジン、パンプレット等を

したいと張り切っています。みな

した。私自身もっと関わっていけ

通して、ビジュアル又論理的にホ

さまのお疲れが取れて、また新た

ればと願っています。

ームスクーリングについて学習

な力が与えられますようにお祈り

（埼玉 D さん） し、考えてもらうことが必要です。 しています。 （北海道 H さん）
ホームスクーリングとは何ぞやと
●今回７回目の参加になりまし

いう全体像がつかめるマガジン創

た。参加当初は知り合いもなく、 刊号、そして国会議員らとのやり

●今回も、家族でお世話になり、
ありがとうございました。

４歳と１歳の息子を連れて、親子

取りが特集されている「よくわか

今年も、直前のメイン講師の交代

３人で参加しました。チアのスタ

るパッケージ」のプレゼントがお

でとても大変だったと思います

ッフの皆さんとだけ話して帰った

薦めです。

が、トッドさんとスーザンさん両

のを思い出します。今は子どもた

③分科会「ホームスクーリング

方とも、急な代理とは思えない内

ちも成長しチルミニが楽しくな

必ず聞かれる２０の質問」等入門

容で恵まれました。家庭の中での

り、私も多くの方々と励ましあえ

コースの分科会（50 分）を一緒

弟子訓練やネットの対応方法、ま

る関係が築けるようになりまし

に聞いて自由にディスカッション

た家事など、実際的な歩みと、キ

た。今回のコンベンションではこ

することも効果的です。

リストとのきずな作りが大切であ

こまで導かれてきた感謝を数える

是非、連れてきて挨拶させて下

る事が強調されていたように思い

時となりました。いつもいつも励

さい！ますますの祝福を祈ってい

ます。一番大切な事に集中しなき

ましの場をつくって下さっている

ます。

ゃなと思わされました。ネット中
毒も、コカイン中毒の時と同じホ

ことを本当に感謝しています。
（埼玉 E さん） ●今回も素晴らしいコンベンショ

ルモンが出ているのですか。やは

ンでした！講師の先生方にもスタ

り自分も要注意です。
「家庭教育

ッフの皆様にも本当に心から感謝

支援法案」が現在どうなっている

弟姉妹と会えて励まされました。 します。何か日本のための霊的な

のかな～、という所がちょっと気

打ち破りがあったのではと思うほ

になりました。
（稲葉：大阪では

●学ぶことが多く、たくさんの兄
今回、参加できてうれしいです！
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報告できました。東京は表彰者が

す。また、サマーキャンプもよろ

を始めました。毎朝、母娘で（休

多すぎて時間切れでした。追って

しくお願いいたします。

みの日には父親も）その日のデボ

報告します。オフレコの内容ご希

（神奈川 Ｉさん） ーション箇所の聖書を読みます。
それから教材（幼児向け）を毎日

望であれば、オフィスに連絡くだ
●直前の講師変更で大変だったと

1 ～ 2 ペ ー ジ や っ て い ま す。6

ところで、コンベンション後、 思 いますが、我が家にとっては

歳になったらコンベンションの時

ＬＩＴで訓練を受けさせてもらっ

今、必要な内容の講演が聞けたと

に購入した『こころを育てるため

ている娘の話を聞くのが、とても

思います。参加できてよかったで

に－聖書－』と『りか 1』を少

楽しいです。小さい頃、チルミニ

す。 スーザン・ビーティーさん

しずつ進めていけたらと考えてい

に行くのさえ嫌がっていた姿から

の基調講演、分科会が特に心に残

ます。当面の課題は、仕事で忙し

は、想像もつきませんね。また、 りました。母親としての役割、ま

い夫がどのように娘のホームスク

た日々のスケジュールの立て方な

ーリングに関われるかという事で

さい。
）

親は「成長すると、インドア派

のおしとやかな娘になるのかな。
」 ど参考になることが多かったで

す。

（東京 Ｊさん）

と想像していたのですが、神様の

す。6 歳になる一人娘とホームス

ご計画はそれよりも遙かに高かっ

クーリングをしています。娘を幼

●講演者の急な変更にも神の助け

たですね（笑）
。明るく、かつ（か

稚園に入れようかと考えている頃

と代表の想像を超える努力のたま

なり）たくましく育ってきていて、 に、夫に言われ、ホームスクーリ

もので、素晴らしい内容でありま

本当に神様とチアに感謝です。マ

ングを検討し、その年のチア・に

した。神に私は愛されていると思

リリンさんの癒しと、チアとＣＳ

っぽんのコンベンションに参加

う時、恐れがなくなる。子がイエ

Ｓのますますの祝福も祈ってま

し、そのままホームスクーリング

スと深く結びついていく等スーザ
ンさんの励ましは感
動でありました。ま
た、涙ながら子ども
にしたスパンクのお
話 を さ れ た テ モ テ・
ブローマンさんの「家
族の中での父親の責
任」ここぞという時
のスパンクの意味を
深く認識させられま
した。
（岡山 Ｋさん）
●今回は直前まで非
常に忙しく、大きな
試練もあり、身も心
もよれよれになって
参加しました。心が
重たいまま、最初に
会場に入った時、な
んだかほっとしまし
た。私たちの教会で
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●素晴らしか

会を担当された皆さんのメッセー

ったです。講

ジ、お証しで多くの励ましとチャ

師の変更でど

レンジを受けました。参加して良

うなるのかな

かったです。稲葉さん、スタッフ

ーと主に期待

の皆さん、お忙しい中いつもこの

しての参加で

働きのために祈り、支え、示され

し た。 結 果、 た事は何でも主に伺いながら積極
たくさんの恵

的に動いてくださり、本当に感謝

みを受け、感

しています。ありがとうございま

謝でいっぱい

す。主がその労苦に豊かに報いて

です ‼

くださいますように ‼ 祝福をお

あり

がとうござい

祈りしています。
（静岡 Ｏさん）

ました。遠方

は教育において同じ価値観を持っ
ている人はいません。同じ思いを
持っている人たちが集まっている
だけで、こんなにも安心するのか
と、逆に地元でそれだけ戦いなの
だと改めて認識しました。また頑
張ろうと新たな力、気持ちが与え
られていました。心から感謝しま
す。基調講演と分科会２つ、スー
ザン・ビーティー師のお話を聞き
ましたが、シンプルで理路整然と
していて良かったです。参考にな
りました。ジョイス・イノウエ師
のお話では、子どもを祝福する大
切さを教えて頂き、さっそく実践
しています。

（広島 Ｌさん）

●ホームスクーリングの大切さを
改めて再認識することができた。
妻が実質的に多くの働きをしてい
る現状。課題としては、私自身マ
ラキ４: ６にあるように、主にあ
って子どもに良い影響を与え、良
き模範を示すことができるように
なることを思いました。
（広島 Ｍさん）

からの方々と

●娘と私と一緒に宿泊するのは初

の再会がすご

めてでしたが、良い経験になった

くすごく嬉しかったです。基調講

ようです。２日目からは妻も合流

演３「律法的なパリサイ人を育て

し、最後のチルミニ賛美も見るこ

るのは簡単」というトッド氏のメ

とが出来て良かったです。パワ

ッセージに、自分が陥り易いと気

ー全開で楽しそうに歌って踊って

づきました。日々、主の前に私自

いたのが見れて良かったです。賛

身がへりくだって神様に愛されて

美そのものもパワフルでとても良

いる一人一人とどう関わればよい

かったです。アンコールでマイク

か知恵を求めていこうと思いま

の前で大声で歌っていた小さな子

す。スーザン・ビーティーさんの

も、短い期間でよく覚えて一生懸

基調講演４も良かったです。我が

命歌っていたのが印象的で感動し

家の教育の定義は何か、夫婦で確

ました。稲葉さんがこれまでのチ

認したいと思います。ジョイスさ

ルミニ賛美のベスト３に入ると言

んのスペシャルタイムの証も素晴

っていましたが、私も同感です。

らしく主の御名を讃えました。す

今回も丸森の伝道チーム＆明泉の

べてが感動で力をたくさんいただ

先生方やＬＩＴ＆ＯＢ・ＯＧやチ

きました。本当に嬉しかったです。 ア・スタッフの皆さんには大変お
励まされました。こどもカフェも

世話になりました。皆さんの献身

ホッコリします。それぞれの賜物

的なご奉仕に感謝します。主の豊

が光っていますネ。

かな祝福がありますように。ＬＩ

（神奈川 Ｎさん） Ｔのメンバーががらりと世代交代
してビックリしましたが、良く頑
●５年ぶり、２回目の参加。大阪

張っていたと思います。大阪の妹

会場は初めてでしたが、直前の講

夫婦は今回大阪会場にて初めて参

師交代のお知らせにより、行く前

加しました。色々な情報に接する

から共にお祈りできた事も感謝で

ことが出来、多くのホームスクー

した。正に神様が備えてくださっ

ラーとそのご家族とお交わりがで

たメインスピーカーの方々と分科

きて良かったなぁと思いました。
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トッドさんの基調講演、テモテさ

盤を作り上げる」のメッセージ

たちと読み始めました。ジョイス

んの分科会が良かったです。教会

は、なぜホームスクールをしてい

さんのスペシャルタイム良かった

から離れてしまう子どもに対する

るのか？という目的の再確認とい

です。日本のホームスクーラーを

親の関わりについて、父親がカギ

う点で、とても良かったです。子

愛してくださっていることがよく

を握っていることが統計から良く

どもがティーンになってくると、 わかってうれしかったです。ジョ

わかりました。父親が霊的なリー

だんだん学力的なことが気になっ

イスさんを呼んでくださった稲葉

ダー（責任者）としての役割が大

てきて、気づいたらチェックリス

さんにも感謝です。健康が守られ

きいことを改めて考えさせられま

トをチェックしていくことが中心

ますように。コンベンションで知

（神奈川 P さん） のようになっていたので、原点に

り合った方のお一人が、チアのこ

立ち返って質のある聖書の学びの

れからのためにますます祈る必要

●講演や分科会のメッセージも

時間を優先する必要があることに

がありますねとおっしゃって、す

自分たちに必要なものだと感じ

気づきました。学力の心配から解

ごくうれしくなりました。稲葉さ

ました。他の参加者の方たちとの

放されました。全体的にメッセー

んが始められたこのとっても重要

出会い、交わりは他では得られな

ジがマタイ 6:33「まず神に国と

な働きが続いていくようにますま

いものだと思います。私たちのま

神の義を求めなさい」の聖句を思

す祝福されるように祈っていく必

わりにはあまりクリスチャンの家

い出させてくださいました。そし

要があり、そのことをちゃんと考

族もホームスクーラーの家族も少

て、もうすでに世に出ているホー

えていて、伝えてくださった方が

ないので、たくさんの素敵な家

ムスクーラーの子どもたちの様子

いたのでうれしく思いました。私

族を見て、神さまに従って歩もう

などをマガジンで見ると、この聖

が前回参加したのは５、６年前だ

と励んでいる家族がこんなにいる

句が本当だということが証されて

ったのですが、参加者の方たちも

んだな～と見ているだけで励まさ

いて、ますます自由になりました。 ホームスクールによって（親も子

れました。どれも素晴らしかった

私にとって大きな収穫だったと思

も）
、前回よりさらに成長されて

のですが、トッド・カンガスさん

います。無料コーナーに置いてあ

いるのかなと思いました。本当に

の「ダディ、どうして私にダディ

ったポールさんの小冊子を子ども

恵まれました。聞くだけの者にな

した。

がいる天国に行ってほしい
の？」の講演が一番心に残
りました。我が家の父親（主
人）のためにも祈っていか
なければと思いました。ま
た、日本のクリスチャンの
お父さん方のための祈りも
必要だと思いました。主人
はテモテさんの「家族の中
での父親の責任」にも参加
し、改めて、子どもたちの
教育に積極的に関わってい
く必要を感じたということ
です。コンベンションの後、
少しずつですが、子どもた
ちと過ごす時間を増やす努
力を始めました。スーザン
さんの「教育上の聖書的基

18

CHEA NEWSLETTER 171 号

らないようにし
っかりと岩の上
に建てたいと思
いました。
（熊本 Q さん）

＊＊子ども＊＊
●楽しかった。リ
レーとはたとり
と 自 由 遊 び。 さ
いごにみんなで
おにごっこやど
ろけいをできて
よかったです。ス
タッフのみなさ
まありがとうご
ざいました。

（埼玉 Ａくん） ●チルミニたのしかったです。ら
いねんもふうせんのゲームをした

●ワニさんの工作が楽しかった。
家族皆で行けてうれしかった。賞

●たのしかった。（埼玉 Ｂくん） いです。らいねんはかいがコンク 状とプレゼントうれしかったで
（神奈川 Ｈくん）
ールにさくひんをだしたいです。 す。ありがとう。
●楽しかったです！お店を出しま

また「エリヤのひ」をさんびした

した。いっぱい売れました。ゲー

いです。

（東京都 Ｅさん） ●チルミニで集まったみんなが家
で勉強してる様子を聞きすごく励

ムも楽しかったです。特に代々木
公園でのゲームが面白かったです

●ＬＩＴとしてたくさん奉仕した

まされた。今年も遠くのお友だち

‼。みんながダッシュしてたの

いです。エミリさんへ 映画監督

に再会できて嬉しかったです。

で、私も思いっきりダッシュしま

になるにはどうすればいいかおし

した。気持ちもよかったです。神

えてくださり、ありがとうござい

様に向かって賛美するのが一番楽

ました。エミリさんが映画のカメ

●家で祝福の祈りを両親が毎晩し

しかったです ‼。来年も行きた

ラマンになるのを楽しみにしてい

てくれます。ジョイスさんに初め

いです。

（埼玉 Ｃさん） ます。

（神奈川 Ｉさん）

（広島 Ｆさん） て会って、とても嬉しかったです。
素敵な方でした。コンベンション

●楽しかったし工作も面白かった

●すっごく楽しかった。お友たち

は一言では言えない程、恵みをた

し、
「シオンクラフト」のショッ

と会えたし、コンクールで表書状

くさん受けました。感謝します。

プもまたやりたいです。絵もまた

をもらえて嬉しかったです。これ

（神奈川 Ｊさん）

だします。ドッチボール、工作も

からもたくさん神様の恵みを表現

またやりたいです。楽しかったか

していきたい ‼。ＬＩＴのお兄

らまた来ます。自主企画ショップ

さん、お姉さん、超かっこいい ‼。 もありましたが、いい時間を過ご

は来年もやるつもり。

僕もああなりたいです。来年も楽

（埼玉 Ｄさん） しみです。

●初めてのＬＩＴで大変なところ
せました。またＬＩＴに入りもっ

（神奈川 Ｇくん） と学び成長したいです。いい訓練
の時となりました。ありがとうご
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ざいました。

（静岡 K さん） しい企画をしてくださってスタッ

ている子と遊ぶ方がもっと遊びや

フのみなさんに本当に感謝してい

すいです。今回のチアはすっごく

ます。ありがとうございました！

よかったです。来年も今年みたい

●チアコンベンションは何回か行
ったけれど、大阪ははじめてでし

（M さん） にみんなと仲良く楽しく遊びたい

た。最初は友だちができるか不安

です。ホームスクーリングだと絵
画コンテストとか写真コンテスト

はありましたが、２日目くらいに

●おみせをだすのがたのしかった

は友だちもでき楽しく遊べたので

です。ありがとうございました。 とかができるのですっごくいいで
（東京 N さん） す。

とてもよい時となりました。楽し

（神奈川 P さん）

かったです。来年はチルミニで工
作をたくさんやりたいです。

●とにかくすべてが良かったです

●楽しかったし、友だちもいっぱ

（静岡 L さん） ‼。来年はＬＩＴに入りたいです。 いできてうれしかったです。チル
コンベンションありがとうござい
●ティーン向けの分科会があって

ました。

ミニでこうさく、歌、色々あって

（埼玉 O くん） すごく良かったです。先生、ＬＩ
Ｔやさしく教えてくれてありがと

たくさん学ぶことができて感謝で
した ‼ 定員のためＬＩＴに入り

●私は１０回以上チア・コンベン

たくても入れない中高生がいるこ

ションに来ています。私にとって

とも覚えていてほしいです。奉仕

一年の中で一番の楽しみはチア・

したい気持ちはあるし、ちょっと

コンベンションと白馬なのです。

壁を感じました。でも、いつも楽

やっぱりホームスクーリングをし

うございます。
（神奈川 Q さん）
つづく・・・

