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☆内間紳元☆
何かと頼りない会長の内間です。卒塾おめでとうございます。全員揃ってという訳にはいかな

かったけど多くの仲間と共に卒塾で来たことを本当に喜ばしく思います。

島マス記念塾の節目の年にじゃんけんでセンター(会長)になり、３代続く眼鏡会長も継承で

き(笑)、本当に楽しく過ごせました。

長いようであっという間の１年間でしたが同期のメンバーは各々すばらしく優秀な方ばかり

でそんな人たちをまとめる事ができるか当初は不安でもありましたが、仲間意識も強く積極的

で活動的な多くのメンバーに支えられたことがこの１年間で一番の収穫だったと思います。

人の縁を大切にメンバーの多くと今後ともいろいろな活動ができるといいなと思っていますの

で卒塾後もイベントの企画や参加よろしくお願いします。

２０期の会長として、みんなをまとめくれた内間紳元さん卒塾＆皆勤賞おめ

でとう！紳元が会長をしてくれたから、みんながまとまっていろいろな事に

挑戦できたのかな思います。ありがとう。卒塾してからも、みんなが集まっ

て何かに取り組むには、会長の役割も大きいと思うので、これからの活動も

がんばってください。そんな紳元には、「一生ついて行きますで賞」を差し上

げます。
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ふとしたきっかけで島マス記念塾を知りそして、島マスさんの存在を知った。

『必然だ！やってみるか』しかも弟をも巻きこんだ。

人は興味のある事に対しては時間を裂いてでも参加する。私もそうしてきた。

講義を受講するに当たり興味以外の事が次から次と。

そして何度、目から鱗を出した事か。私の一番の収穫は素敵な仲間に出会えた事だ。

講義後の呑みにケーションやフィールドワーク福祉まつりにディベート。

共に語り、共に笑った。漢字の『人』と言う字ににふさわしく共に支え合い卒塾を

迎える。己の力は小さくても、20 期一人一人が集結すれば成せる事はいっぱいあっ

た。この先も続く事だろぅ。卒塾を迎えるに当たり皆の思は一つ。

『やって良かった。』私も胸張って大声で言える。『島マス塾サイコー』

この機会を与えてくれた沖縄市社協、事務局の上原さん、ありささん、ありがとう

ございました。頭の天辺から、心の底を通って、つま先かかとまで、

要するに、私のナイス・グラマラス body 全体から感謝申し上げます。

20 期生みんなのネーネー良子さん卒塾おめ

でとう！よくみんなのフォローをしてくれ

ました。ありがとう！これからも頼りにして

まっせ！それから、ありがたいことに

残念ながら良子さん自慢のビキニ姿を見る

ことはなかったのですが、これから楽しみに

しています。そんな良子さんには「縁の下の

力持ちで賞」をあげたいと思います。

☆大城良子☆
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☆大城和賀子☆
島マス記念塾に参加させてもらい、とても貴重な体験ができました。この場を借りてお

礼申し上げます。全部の講座を受講できず、欠席が多くてすいませんでした。学生卒業後、

久しぶりの座学は新鮮でした。福祉に限らず、幅広い内容の講義があり、参考になりまし

た。島マス先生の福祉哲学をもっと学びたいという意欲が湧きました。今後は、仕事にも、

プライベートにもマス塾で学んだ事を生かし、頑張りたいと思います。

また、大の大人が真剣な表情でうなずきながら講義を聴いている様子を見て、マス塾っ

ていいなと思いました。２０期のメンバーは積極的で、リーダーシップのあるひとばかり

で、すごいです。ディベート当日や事前準備に参加できず、メンバーのみなさんにご迷惑

をおかけしたのが心残りです。

マス塾で一番印象に残っているのは、事務局の上原さんです。みんなが参加できるイベ

ントを企画してどんどん誘って下さったり、さりげなく場の雰囲気を和ませて下さった

り。上原さんがいなければマス塾生同士がここまで仲良くなることも無かったと思いま

す。マス塾生がこの１年、有意義に過ごす事ができたのも、事務局の上原さんとありささ

んのおかげです。ありがとうございます。

マス塾が今後も末永く続きますように。そして、島マス先生の福祉哲学が少しでも多く

の人に伝わる塾になるように------

琉球新報記者の和賀子さん！卒塾おめでとう！。講義の合間をぬって、記事の原稿を書いたりしてま

したね。仕事が忙しくてなかなか参加できなかったので、心残りもあると思いますが、卒塾して、こ

れからの２０期生の活躍をぜひ記事にしてください。あと、和賀子はなかなか面白いキャラクターの

持ち主だと思いますので、これからはそういった面？も全面にだしていってください！そんな和賀子

には、「２０期生の良い記事だけ載せて、悪い記事はボツにしま賞」を贈ります。
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☆大田剛義☆

大田さんの経営の居酒屋「プリモ」が、コザＡランチ選手権で「海賊Ａランチ」

を出品して優勝した時に、塾生で応援に行けたのは楽しい思い出です。そのあ

と、塾生でプリモにも遊びに行きましたよ。大田さんがライフワークとしてい

る県内の児童福祉施設への「海賊Ａランチ」の寄贈活動も、素晴らしい活動で

すので、これからはもっと２０期の卒塾生にも、関わらせてくれることを期待

します。そんな大田さんには「社会貢献活動したで賞」を贈ります。
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卒塾される皆さんおめでとうございます。講師スタッフ、

島マス塾事務局、塾友会の諸先輩、お世話になりました、ありがとうございます。卒塾が

うれしくもあり、さびしさも感じます。

去年の今の時期は「塾生募集」入塾案内書を手にしましたが、手続きを忘れてしまい危う

く浪人生になるところでした。

4月春、入塾して講義の内容もさることながら飲みにケーションも楽しく、学生気分を味

わいました。つつじエコパークでのキャンプセミナーはプロジェクトアドベンチャーがスリ

ル満点でいつも何度でも味わいたかったです。フィールドワークでの視察ツアーは地域活性

化で成功している読谷村です。しかし道中ではバス酔いと二日酔いの思い出が強く残りまし

た（泣）。課外授業も充実しておりやんばる某所、某別邸で 1泊、日帰りでの海、山、川レ

ジャーも思い出の 1ページです。

夏 8月には「島マス塾酒造所巡り」ができて、いい記念になりました。それから出席でき

ない講義も多々ありました。事務局はそういう塾生のために講義内容を編集し DVDに収め

ていました。後から学習するときには本当に助かりました。とてもいいシステムで学習の役

に立ちました。 秋には秋季キャンプセミナーがあり、ムーンビーチでコーチング理論、実

践、体験があります。 冬にはあの、ディベートです。そう、島マス塾恒例の、

新しい春、次は 21期生の番です！一歩踏み出そう！

指笛名人で泡盛マイスターの満！卒塾おめでとう！

満が企画した「酒造所巡りツアー」は楽しかったよ。すご

くいろんな知識や技術をもっているので、卒塾後は、もっ

と積極的に自分を出して、塾生が関われる楽しい企画をし

て２０期生の塾生活動を盛り上げてください。そんな満に

は「引き出したくさんあるで賞」を贈ります。

☆荻堂 満☆
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☆親川千尋☆
思い返せば島マス塾の講義は、毎回私の心を震わせ、今まで眠っていた沖縄への熱い

思いを講師の方々に目を覚させられ、引き出してくれたように感じます。

今まで「沖縄ではあたりまえ」と深く考えることなく「分かったつもり」でいた文化や、「難しい

問題、私には関係ないや」と他人事として捉えていたことなど、島マス塾の講義は私の心のドアを

開く何かがあり、入塾時には「こんなにたくさんの講義を、私ごときが受講することができるのだ

ろうか」と不安な気持ちでしたが、その心配もなんのその、あっという間に１年が過ぎてしまいま

いた。

島マス塾の目的ともいえる

「地域を知り 地域を愛し 地域を誇れる ひとづくり」

私はこれまで、夢や目標は自分ひとりの目標であり、それに向かってまっすぐと取り組めばいいと

思っていましたが、島マス塾との出会いによりそれが間違っている事に気付かされました。『人』

が居るから家族があり、『人』が居るから地域があり、自分ひとりでは生きていないのだ、助け合

いが大切で  「ひとを知り ひとを愛し ひとを認める」

それこそが地域づくり、更には自分づくりの第一歩であることを、島マス塾を通して学びました。

講師の先生方始め、事務局、塾生や先輩方、そして家族へこの場を借りて感謝申し上げます。

「自分のため」にと思い学ぶつもりだったのが、「自分がひとのために役に立つためには」と考え

始め、楽しく学ぶことが出来た島マス塾。これから私に何が出来るか分からないけれど、きっとこ

の塾が今後の私の一歩踏み出す勇気となり、支えになってくれると確信しています。

ちばなクリニックの人間ドッグで、管理栄養士兼健康オタク？を担当している千尋さん！卒塾おめでと

う！子育てをしながらの塾生活は、旦那さんの善一さんを始め、家族の大きな協力があったからだと思い

ます。善一さんにも拍手！あと、やんばるでのキャンプなどにも泣かずに楽しく？参加してくれた可愛い

娘のかんなちゃんも、おじさん！おばさん！たちにつきあってくれてありがとう！そんな親川ファミリー

には「家族でマス塾にどっぷりつかったで賞」をさしあげます。みなさんおめでとう！
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まず最初に、塾を紹介してくれた職場の方々に今とても感謝しています。私はもともと研

修やセミナー等が好きで、島マス塾のパンフレットを見た時、すぐに決めた事を思い出しま

す。ただ塾に入る前「島マスさん」の事を全然知らず、急いで本を読みました(笑)
こんな女性が沖縄にいたことを初めて知り（まだまだ沖縄の事を知らないイイ歳した自分）

に恥ずかしさを感じました。

講義が始まり各講師の方々から得る情報も、考えさせられたり、感動したり泣いたり・・

新鮮なものが多くとても感謝しています。講義中、色々な言葉を書きとめました。

・みんなの価値観が平和を創る。

・歯より舌が長持ちする（武力なしで貿易）

・受信している人たちから発信していくように。

・幸せを感じる心

他にも沢山ありここに書ききれませんが、全てが次の自分に繋がるものばかりです。

また塾生と参加したフィールドワークやキャンプセミナー、ほんっとに楽しかった。20
期生の皆さんは、とても面白く温かくヘンナ人たちですが(笑)皆さんと協力したイベントは、

私自身の成長に大きく影響がありました。

特にディベートでは、チームワークを学んだ気がします。周りの意見を一つ一つキチンと

聴き、輪の中に一人一人が存在している安心さがありました。皆さんと出会えた事、ホント

にホントに良かった～。ぜひ卒塾しても 20期生メンバーで何かをしましょう～

最後に、いつも笑わせる上原さん、隠れ番長のありささん有難う。

☆山城夏美☆

いつも一番最初に来て、一番前に座って講義を受けていた勉強熱心な夏美さ

ん！卒塾おめでとう！家が一番遠いのに、ディベートの学習会にもたくさん

参加してましたね。それから、食べることが大好きで、いつも何かを食べて

いた夏美さんには「食いしん坊で賞」をあげたいと思います。
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島マス塾 卒塾をむかえて

島マス塾の卒塾をむかえ、まず思い浮かんだことはこの１年を通し、本

当に色々なことを学んだ１年でした。

私の入塾のきっかけは、職場の上司からの薦めでした。どのような塾な

のか何の情報もないまま、不安な気持ちで飛び込んだのが正直なところで

す。しかしながら、色々な講師の方々の講義を受講し、その中で、今まで

ほとんど目を向けることのなかったコザの歴史や文化についても学ぶこ

とができたこと、そして福祉とは何なのかを再度、見直すことができまし

た。「懸命に生きる人々」の講義では池間講師より発展途上国の悲惨な環

境をマスメディアでもなかなか伝え切れていないリアルな状況を教えて

頂き、驚きで胸が締め付けられました。また、竹藤講師の「権利擁護につ

いて」の講義では現在の職務に直接関係する内容で、より一層に業務知識

が深まりました。そして、講義も終わりに近付いた「ディべート講義」で

は塾生の皆が団結し、取り組んでいる中、私はついていくことが精一杯で

はありましたが、本当にいい経験になりました。

今回、卒塾となりますが、この１年間で学んだことは、今後の私の仕事、

更には人生の糧になると思っております。この島マス塾で講義をして頂い

た講師の皆様、講義を支えて頂いた上原さん、ありささん、そして、一緒

に学んだ二十期生の仲間に心から感謝いたします。本当にありがとうござ

いました。

☆米須直樹☆

米須さん！卒塾おめでとう！ＪＡ諸見支店の支店長として

とても忙しい！ということは聞いていたのですが、デイベ

ートを始め良く出席していました。お仕事の中で、「ちょっ

と気になる人がいるのだけど」と、社協に相談に来た事も

ありましたね。そんな米須さんには、「仕事に福祉の視点」

を取り入れた「本業ボランティアで賞」を差し上げたいと

思います。
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出会い一緒に学び合った仲間、支えてくれた事務局の皆様、

そしてたくさんの教えをくださいました講師の皆様、一年間どうもありが

とうございました！

一年の半分はお腹の中の赤ちゃんとともに受講するという形となり、とて

も素晴らしい胎教になったと感じています。

真剣に取り組んだディベートではみなさんのいいところや新たな一面を

たくさん見ることができ、また私自身もこんな一面があるんだと新しい自

分を発見することができました。

大人になって、仲間に出会え、真剣に物事に取り組み、意見をぶつけ合え

る、、、とても貴重な経験でした。

島マス記念塾 20 期生になれて幸せですっ！！ 一年間本当にありがとう

ございました！

絵美も５月に誕生するＢａｂｙも一緒に卒塾おめでと

う！沖縄市のキャリア教育コーデイネーターとして、塾

生同士のネットワークを活用しながら、仕事の楽しさを

こどもたちに教える企画に取り組んでましたね。これか

らは、２０期生だけではなく、多くの卒塾生とネットー

ワークを作りながら企画することもできますね。

そんな絵美には「医者のいうことを聞きま賞」と「目標！

あと○キロで賞」をあげたいと思います。
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☆平良彰吾☆
すこやか薬局の平良彰吾です。おかげさまで島マス記念塾 20 期生と

して、無事卒塾することができました。ありがとうございます。

塾を紹介して下さいました職場の上司、役員でもあります古堅春樹部

長に感謝致します。そしてその部長へ塾を案内していただきました上

原健次様（別名：ジョニーデップ様）。感謝致します。

入塾する際、偶然私の母と元塾生の藤木勇人先生、故池原弘美さんが

共同で舞台を創っていたということをきき、とても不思議な縁を感じ

て塾へ飛び込みました。毎回講義に出るたびに入塾して良かったと感

じました。そして何よりも素晴らしいメンバーと会えることができま

した。重ね重ね感謝致します。ありがとうございました。

すこやか薬局（だったかな？）人事担当の平良彰吾さん！

卒塾おめでとう！

彰吾も仕事が忙しい中、良い出席率で塾に参加してましたね。彰吾の、第

一線で活躍する企業人からの鋭く的確な意見は、２０期のいろんな場面で役

立っていました。そういうまじめな彰吾も飲み会では、とても楽しくエンジ

ョイしてましたね。と、いうことで彰吾には「塾では真面目でも、飲み会で

は、チョーはじけてたで賞」を贈ります。
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☆平良奈津恵☆

残念ながら、仕事の都合で、後半はあまり参加できな

かった奈津恵さん（通称なっちゃん）！卒塾おめでと

う！なっちゃんは、講義に参加できなくても４時間目の

居酒屋には、よく顔を出してましたね。明るくほんわか

したなっちゃんが参加すると、いつもより、またいちだ

んと楽しい雰囲気になりました。これからも、卒塾生と

して、塾生活動に関わってくれることを期待します。そ

んななっちゃんには、「みんな、なっちゃんを待ってる

で賞」を贈ります。
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どうも、調査隊おきなわハイパーウルトラシニアゴクフツウノ事務員の直樹です。

島マス記念塾を卒塾メッセージをお送りします。

「知念、これに参加してみ」と、親川さんに島マス記念塾を勧められ、「ん～、聞いたこと

はあるんですが・・・どうしようかな・・・」というやり取りから 1 年、卒塾を迎えます。

あのとき躊躇しながらも島マス記念塾への入塾を決めてよかったです。

勧めてくれた親川さんに感謝しています。島マス先生の福祉哲学に触れたこと、幅広い分野

と深い講義、おそらくここでしか出会えなかった仲間との出会い、様々な考え・価値観に触

れられたこと、ディベートを通して色々な角度から物事を考え、相手と言葉で勝負した事、

全てが最高の経験です。これからどのような形で地域と関わっていくかはまだはっきりとし

た答えは出てないのですが、これから先、私自身が新しい挑戦をする時があるでしょう、そ

こでつまづく事もあるかもしれません、もしくは立ち直れないほど打ちひしがれ泣いちゃう

こともあるかも。そんなとき、島マス記念塾で得た経験が必ず役立つと信じています。20
期の皆さん、事務局の上原さん、ありささん、島マス記念塾関係者のみなさん、本当にあり

がとうございます、そして、これからも宜しくお願いします。

☆知念直樹☆

２０期の誇る２人の「知念」の真ん中の方の知念直樹さん！卒塾おめでとう！

この１年の間に子どもの誕生など、公私ともに大きな変化があったけど、塾

の受講もがんばりましたね。これからも目標に向かって順調に進んでいくこ

とを願っています。そんな直樹には「どっちの知念も２０期には絶対に必要

で賞」を贈ります。おめでとう！
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島マスに入塾して、本当に良かったです！

入塾した当初は、「知識として、沖縄や福祉の事を学べればいいな～」

と、軽く考えていました。

島マスを通して、色々なジャンルで頑張るみんなと出会う事が出来て、

角度の違う物事の捉え方を学び、凄く幅広い考え方が出来るようにな

ったと思います。

島マスに入る事が出来なかったら、２０期のみんなと、繋がりを持つ

事はなかっただろうし、島マスを紹介して貰ってなかったら、島マス

を知ろうとしなかったと思います！

人との繋がりの大切さを実感しました！

また、最後のディベートは大変だったけど、終わった後も、しばらく

考えてしまう位楽しかったです！この一年、いつもより笑ったと思い

ます！楽しかったです！これからもよろしくお願いします！

☆知念龍一☆

２０期が誇る 2人の知念の「左側の知念」

として有名だった龍一！卒塾おめでとう！

龍一もすごく忙しくて、後半はなかなか

受講できなかったけど、ディベートの時には

みんなのサポートをしながら活躍してましたね。

      龍一の細かな心遣いとユーモアのセン

スは、卒塾してからもみんなに必要とされ

     れると思います。そんな龍一には、

    「いつも目が赤かったで賞」を差し上げ

ます。おめでとう。
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☆津波古真由美☆
講義は、いろんな分野の方の話が聞けてすごくよかったです。興味のない分野の話が

意外に面白かったことが度々あったので、自分の視野を、興味関心の有無で狭めてい

たのを感じました。そういった意味で、島マス記念塾はとても面白いところだと思い

ます。大人になるにつれ自分の専門分野を深めていくうちに、人間関係や、環境は偏

っていくものです。そんな偏った世界を広げてくれると感じました。

初めのうちは、講義だけ受けていたのですが、「せっかく入塾してるんだから、講義

後の懇親会には絶対行った方がいいよ。年齢や職種が様々で、こんなに面白い人たち

と仲よくなれるチャンスはなかなかないよ。」と、同期の塾生の方に言われたのをき

っかけに、講義後の懇親会にも参加するようになりました。

フィールドワークもすごく楽しかったです。しかし、土日に計画される楽しそうなイ

ベントに、仕事の都合でことごとく参加できなかったのは残念でした。ディベートで

は、なかなかひとつのことに打ち込めないことで、不完全燃焼なこともありました。

仕事をしながら、自分のやりたいことをやっていくには、生活のバランスをとらなけ

ればならないことを痛感しました。一年間の島マス塾を終えて、見えてきたのは反省

点が多いです。周りの塾生についていくのが必死でしたが、途中で投げ出したりしな

くて良かったと思います。楽しそうな大人がたくさんいてとても嬉しかったです。あ

りがとうございました。

沖縄こどもの国でクリエイティ

ブな仕事をしている真由美さん！

卒塾おめでとう！

たぶん、マス塾 20期生の中で一番

変わったのは、真由美ではないかなと思います。他の

塾生との関わりを通して、「こんな○○な人達がいる

んだ！」と目からウロコ状態だったと思います。これ

からは、２０期生がどういう人たちか分かったと思う

ので、卒塾後は、もっと積極的に２０期生みんなと一

緒に楽しく活動してね。真由美には「みんなと一緒に

はじけま賞」を贈ります。
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ミーハーな私は「いろんな沖縄の有名人の話がきけておもしろそうだし、なぜかわからな

いけど今年入塾しないともう入れないような気がする・・・」と何かしら迫る思いに導かれ

勇気を出して島マス塾 20 期生として入塾した。入塾してわかったのは２つ。ひとつは、予

想通り（講義によっては予想以上）講義がおもしろいということ。もうひとつは、（実はあ

まり期待していなかったが）２０期生という、こんなにも愉快でおもしろくて一生懸命で最

高な仲間に出会えたということ。特に、２０期生は皆明るく仲がよくて会うたびに爆笑させ

てくれただけでなく、私の人生の幅を広げてくれたように思う。

島マス塾のなかで特に印象に残っているのは、やはりディベートでの準備であった。皆忙

しいなか時間を作り準備した。そのなかでバレンタインデーの知識、ディベートのやり方だ

けでなく、メンバーの良さを毎回発見でき、皆が成長する姿をみることができた。

大変ではあったが楽しんで取り組むことができたのは、やはりこのメンバーだったからだと

思う。仲間たちと今までのようには会えなくなるが、今後も一生つきあっていけそうな、す

ばらしい仲間と出会えて本当に感謝している。このような機会を与えてくださった沖縄市社

会福祉協議会の皆様、特に運営して下さった上原さん、ありささんには心から感謝します。

そして２０期生のみんな、I love you!

☆仲座実千代☆

いつも楽しい仲座さん（通称：仲座先輩）卒塾おめでとう！

塾生や事務局に対して、患者さんと同じように優しい目線

で接してくれてありがとう。バスケットボールの琉球キン

グスの試合も塾生でよく見に行きましたね。来シーズンは

仲座先輩もキングスダンサーズとしてノリノリで、２０期

卒塾生とチームを盛り上げてください！そんな仲座先輩に

は「ナイチンゲールで賞」を差し上げます。
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島マス記念塾に入ってからの一年間はあっという間に過ぎていきました。

当初、島マス先生のことや福祉についての知識は全くなく、たまたま手にしたパン

フレットを見てこれは何かある、何か特別な物を感じると思いすぐに入塾を決めま

した。講義が始まるとともに決断が正しかったことを実感。

多種多様な分野の講師の方々の講義はどれも面白く新しい知識をたくさん与えて

もらいました。講師の方々の知識の奥深さや取り組む姿勢、情熱や楽しさなど講義

の内容以外でも多くを学ばせてもらいました。

また、塾開始後間もない頃に PA キャンプセミナーがあったおかげで塾生と仲良くな

ることができその後の楽しい塾生生活に繋がっていったのではないかなと思います。

PA セミナーは本当に楽しかったです。大人になって泊まり込みで勉強をしたり語り

あったりする機会はあまりないので、島マス記念塾にはとても貴重で楽しい場を提

供して頂きました。ありがとうございました。塾の締めくくりとして取り組んだデ

ィベートは大変ながらもとても多くの学びや気付きを得られ少しは成長出来たんじ

ゃないかと思います。島マス記念塾での一年はとても貴重で楽しく嬉しくそして幸

せな一年でした。あっという間に卒塾してしまいますが、僕はこの一年は出会いの

ための場であり、これから塾生同士の本当の付き合いが始まっていくのだと思って

います。20 期生がお互いに刺激し合い高めあいながら一個人として、そしてチーム

として成長し、いつまでもこの和を繋げていくことが何よりも大切なことだと思い

ます。これからの皆の成長がとても楽しみです。

マス塾を通して出逢えた全ての方々、素敵な縁をありがとうございました。そして

私達をずっと支え続けてくれた上原さんとありさー、一年間ありがとうございまし

た。 島マス記念塾バンザイ！

☆仲宗根 篤☆

デイベート否定チームのリーダーとしてもがんばった篤

（通称あっちぃ）！卒塾おめでとう！あっちぃは、２０

期燻製料理担当！として、技を磨いて、塾生参加の福祉

まつりでは、熱い調理場で、汗をかきかき「燻製料理」

を販売するまでに成長？してくれてうれしいです。もち

ろんマス塾でもいろいろな意味で成長したと思います。

そんなあっちぃには「あっちちぃ♪あっちぃ♪燃えてる

んだろうか♪で燻製作ったで賞」をあげたいと思います。
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一年前新聞掲載の募集が目にとまり即 TEL、年齢制限もなんのその「志望動機

の熱ーい思いが合否の決め手」という言葉通り当時エネルギッシュなままにあ

っつーい思いを綴って入塾！ 今思えばアリサがヤ●キーだとは気付かずに申

し込みギリでのドタバタ劇を繰り広げてしまって…アリサありがとうね。

この一年で学んだ事は数多くあれど、一番はやはりディベートを通しての経験。

正直苦しかったサー。仲間がいたからなんとかなったけど一人では挫折してた

な。終わってみての結果…一日の時間の使い方がとても上達してました。ルー

ティンワークに変わりはないはずだけど仕事終わりが２時間ほど早くなってて、

自分でもビックリ！(むろん会社には黙っておこう♪)

みんなに出会えた事も感謝です。20期生ばんざい。人ってＥな、おきなわサイ

コーって改めてかみしめてマス。

お茶目な上原さん、会を盛り上げてくれてありがとうございました。いやいや

スゴい人ですよね～(って何がー(笑))

修了はさみしいけど 20 期生の若者たちの将来が楽しみです。ババくさいかし

ら…(私はこれ以上成長する訳にはいかないからなー)

みんなありがとう。（名幸優子）

☆名幸優子☆

20 期生の兄貴？のような存在で塾生活動を支えてくれた名

幸さん卒塾おめでとうございます。これからも 20期生に何

かある時には、いつでも駆けつけて、一緒に何かをやらか

してください。名幸さんは料理もすごく上手なので、また

みんなに御馳走してくれることも、楽しみにしてます。そ

んな名幸さんには「20 期生の兄貴だったで賞」を差し上げ

ます！おめでとう！
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島マス記念塾 ２０期生として卒塾を迎えるにあたって。

すごく楽しかったなぁ

マス塾じゃなければ、経験できないことを、１年間という長いスパンでいろいろ経験する。

繋がってないようで、繋がっているかのような講義いろいろな経験をさせて頂きました。

福祉ってなんだろう、島マス塾ってなんだろう

姉に「一緒に通おう」と言われ、軽い気持ちで参加したマス塾心から姉に感謝を伝えたいと思います。

「ありがとう、お陰で、楽しい１年間を過ごせました。」２０期のみんなが居たから、事務局の上原さん、

ありささんが居たからこんなにも充実した受講期間を過ごせたと思います。「ありがとうございました。」

ほんとにいろいろ、いろいろ楽しい経験をさせてもらいました。

PA 研修、東村キャンプ、ムーンビーチでのキャンプ、楽しみながら為になること、盛りだくさん、ディ

ベートを行う為の勉強会、遅い時間まで議論しながら学びを深めました。

文章にするのが凄く難しい体験や感動、その場の雰囲気などなど

かりゆし５８の歌に「オワリはじまり」という歌があります。

もうすぐ今日が終わる やり残したことはないかい

親友と語り合ったかい? 燃えるような恋をしたかい

一生忘れないような出来事に出会えたかい

かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい

歌詞のような語り合い、一生忘れないような出来事もありました。

沢山の経験、感動を伝えたいのですが、百聞は一見にしかず

(いくら人から聞いても、自分で見なければ本当のことはわからない)

百見は一考にしかず(いくらたくさん見ても、考えなければ前に進まない)

百考は一行にしかず(どんなに考えても「行動」を起こさなければ前には進まない)

百行は一果にしかず(どんなに行動をしても、成果を残さなければ成長しない)

入塾するということで、聞くだけじゃない、見るだけじゃない、一行を起こし、講話やキャンプセミナ

ーなどで行をいくつも起こしたと思います。卒塾という節目は迎えますが、一果には、まだまだだと思

います。まだ見えてこないですが、末永く何かを暖めながら、希望を持ちながら、僕ら２０期生なら何

かしらの成果を出せると信じています。否、やりましょう！！

これからも皆様よろしゅうございます。ありがとうございました。

☆濱比嘉 健☆

ケンチャンが、いつでも、みんなが発言しやすいように笑いの絶えない雰

囲気作りをしてくれたおかげで、20 期生は楽しい塾生活を贈ることが出来

たのではないかなと思います。塾生のモチベーションを高めてくれたケン

チャンには「楽しく盛り上げたで賞」を贈ります。卒塾おめでとう！
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私が学んだこと

（学びは人との関係性が大きい）

（生きているものが大切）

（感覚を使う必要がある）

（人に価値や可能性がある）

（自分を信頼すること）

人間に対することを、講義から、飲み会から、ディベートから学び取ることができました。

人を活かして、自分を活かして、社会の中で主体性をもって立ち回る。

主体性をもって明るく他者に良い影響を与えて生きる。

島マスさんという存在が、私に与えてくれた影響。

自分という弱い存在を肯定しながら、一生懸命いきていきたいです。

島マス塾万歳。

☆又吉潤子☆

デイベート肯定チームの番長として、メンバーを見事にまとめて

いた潤子！卒塾おめでとう！コザ物語の出演もおつかれさま。

少し控えめだった潤子は、他の言いたい放題の塾生との関わりを

通して、この 1年間でとても積極的になったように感じます。こ

れからも、遠慮せずにもっと自由に、わがままに？卒塾後の活動

に関わることを期待します。そんな潤子には「20期生の大和なで

しこだったで賞」を差し上げます。
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島マス塾は学びの場でありそして出会いの場でもありました。

楽しい時間を塾生の方達と共有出来嬉しい限りです。

振り返ると入塾式の時は誰一人と顔も名前も知らずドキドキと緊張していました。

ましてや講義が始まり 30 秒スピーチなんて尚更緊張モード全開です。

それにより集中して考える力が身についたと思います。

講師の方も多種多様で普段では聞けない内容の奥深さに笑ったり涙したり沖縄に

産まれ沖縄で育ちながら分からない事が多く「島 マス」さんを通して「島マス塾」

での体験は人生の課程の中で貴重な財産です。

目標を持ちひとつの事を成し遂げ喜びを分かち合えた仲間と出会えた事に感謝を

込めて「ありがとう」これからも宜しくお願いします。

☆饒辺美奈子☆

毎回、講義のたびに、手作りケーキやお菓子を持ってきて

くれた美奈子さん！いつもありがとう！仕事が変わった

り、手話の試験があったりで、公私ともに忙しい中での「皆

勤賞」での卒塾はお見事です。おめでとうございます。

しかも、講義終了後の４時間目の居酒屋での講義もほぼ皆

勤賞ではなかったかなと思います。そんな美奈子さんには

「卒塾後の集まりにも皆勤してね賞」を差し上げます。


