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マタイによる福音書13章54節
故郷にお帰りになった｡会堂で教えておられると、人々は驚いて言った。
「この人は、このような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。
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卓話「私の教育論」 草野智矢氏
日本の教育、学校の現状さらに世界の状況はどう

なっているのか、
「自民党のめざす新憲法　草案」
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卓話「私の教育論」 日本の教育、学校の現状さらに世界の状況はどうなっ

ているのか　�
ïŻăżȭȲƽǂǗǒǥǧȳ¢�R�ňƚ"
2015年7月から16年7月にかけて「あべ政治を許さない」の「ピースパレー
ドin鎌倉」に毎回参加、鎌倉駅前でのスタンディングには昨年6月から連続
して435回立っておられました。
また安保法制（戦争法）成立により、精神的苦痛に対する損害賠償請求を
国に求める裁判闘争を横浜地裁で続行中です。草野さんは高校の数学の教
員でした。草野さんは高校の数学、英語、商業、中学校の国語、数学、英
語、技術、さらに養護学校の教員免許を所持しておられ、日本一の教員免
許状保持者です。

　3/15/2017　鎌倉クラブは
チャーター25年を迎えます。
3/25/17 創立25周年記念式典
鎌倉社会福祉会館にて

　今年も8月4日～7日台湾での第７２回国際大会参加の為、3日に羽田を出発
しました。私にとって台湾は初めてです。台湾は食事がすごく美味しいから行きま
しょうよ！と、厚木クラブの徳澤さんに誘われ、食事に釣られて行く事にしまし
た。大会は4日の午後から、世界63ヶ国から約800人の参加で開会されました。日本
からは、開催国台湾に次ぐ、約180人の参加です。多くの日本人の参加の為、日本語
の通訳ができるオレンジのポロシャツを着たマーシャルが大勢いて、心強く感じまし
た。フラッグ・聖書とキャンドルの入場に始まる３日間の大会と3度の晩餐会。今回
の大会はテーブルのほとんどが台湾の方で、1日目は日本人が3人だけ。英語の分かる
方が1人だけ。日本語も通じず、不安でしたが、中国語が堪能なYMCA同盟の島田総
主事が同じテーブルに居て下さり、一変して楽しいテーブルになりました。テーブル
の位置が会場の外で、京劇などのアトラクションは殆ど見えず、食事とお話に専念し
た晩餐会でした。2日目は西村さんの報告を聴いてから大会を抜けだし、台北観光も
楽しみました。おもちゃのコインのような切符で乗る鉄道と長いロープウェイを乗り
継いで、コアラや動くパンダ（日本のパンダと違い、餌が上の方に吊してあり、餌を
食べるには、ジャンプして取らなければならないようにしてある）の居る動物園や
ロープウェイからの眺めを堪能し、3日目は市場にも行き台湾の街中も歩いてみまし
た。エクスカーションでは近くの美術館を訪ねました。中国語はわからないのです
が、漢字なので、意味は察せられる様に思います。自助銀行とか�問��の看板、読
み方は解りませんが、意味を考えながら歩くのも楽しかったです。4日目は第九の演
奏での礼拝で始まり、ユースの報告です。今年の日本のユースは英語力で選抜された
優秀な方達だそうで、しっかりと英語で発表していて頼もしく感じました。とても印
象的だったのは、発表の後にメンバーが皆で丸く肩を組み、奉仕の輪という、祈り
の輪を作って終わりました。
　次回の世界大会開催の韓国YEOSU市のアピールの後、クロージングセレモニー、
讃美歌「神ともにいまして」を歌い閉会しました。
 今回、大会内容は、あまり記憶に残らないほど、真面目に参加していなかったので
すが、短い間にいろいろと楽しめました。
　元来、ツァー旅行は好きではなかったのですが、前回のインド大会で、仙台の加
藤さんのツァーに参加して、加藤さんご夫妻の細やかな心遣いのツァーに感激し、今
回も参加させていただきました。盛岡クラブのメンバーのかわいいお孫さん（小・
中学生）との交流もあり、ワイズの世界大会参加は、心もお腹も満たされ、温かい
家族旅行のような楽しい5日間でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉裕子
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8/13土「Ｊ・Ｔ・スウィフト主事夫妻墓前の集い」正午～　於横浜外
国人墓地　墓前礼拝　中華街で昼食懇談
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3/25土/2017　鎌倉クラブはチャーター25年を迎えます。
創立25周年記念式典　鎌倉社会福祉会館にて
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