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      第３４代会長 
      中山 順博 

 
◇主題 

   雲外蒼天 
 
会長通信第五回です。 
ワイズに入会する前、今のお仕事をするずっと前

に、大学受験の指導に携わっていたことがあります。
実は受験、教育について皆さんにお話できるくらいの
知識は持っています。大学入試も高校受験もこれから
が本番です。今回はワイズ、メネットのお子様、お孫
さんの成績向上のお役に立つようなお話をしてみま
す。 
成績向上に大事なことは経験則として３つありま

す。 
①目的意識、②自分にあった勉強方法の確立、③習

慣化です。 
まずは、目的意識についてです。これまで東京大

学、京都大学に現役で合格した子どもたちを近くで見
る機会がありました。もちろん彼らは非常に優秀で
す。脇道にそれますが、東大、京大に合格するような
子どもたちは基本的に大人の指導をほとんど聞いてい
ません。彼らは早い段階から目的意識を持ち、自ら計
画を立て、周りの環境を必要に応じて賢く利用してい
ます。そうじゃないと現役で難関大学合格なんてでき
ないんでしょうね。そして、彼らに共通するのは大学
合格を目的（ゴール）にしていないということです。
大学合格よりさらに先、将来の夢、やりたいことを見
据えて日々勉強しています。子どもたちに将来の夢や
目標、やりたいことを気づかせるための環境づくりは
大人の役割です。小さい頃から様々な経験を体験させ
ることで、その種を植えることができるように感じて
います。 
二つ目の自分にあった勉強方法の確立についてで

す。古今東西、色々な勉強法がありますし多くの勉強
本もあります。通塾させる、家庭教師、通信教育など
多様なスタイルがあります。個人的に研究しましたが 

【次ページに続く】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   クラブ会長主題 中山 順博 

雲外蒼天（うんがいそうてん）  
困難を乗り越え、努力して克服すれば、快い青空が望める 

クラブ役員 

会長 中山順博 メネット会長 塚田富美子 

副会長 志垣英海 会計 堀川和幸 

〃 湯田裕憲 〃 野村憲一 

書記 柏原芳則 〃 古閑恵子 

〃 橋本亮 監事・会計監査 由富章子 

〃 湯田裕憲 事務局 仲井裕司 

  〃 前田香代子 
          

１月例会記録 ニコニコファンド 

在籍会員数 3５名 メネット 2名 
１月例会 - 

例会出席 18名 ゲスト  

メーキャップ 2名 ビジター  
累計 \37,751 

出席率 57.1％ コメット  

 

立野 泰博  

マルコによる福音書 4 章 9 節 

「聞く耳のある者は聞きなさい」と言われた。 

 

不要不急の外出を避け、ステイホームが長くなるとちょっ

としたことで不満がでてきます。 

イライラしているときは「笑い」が一番。健康にも「笑い」

が一番。さっそく、以前から買っておいた「爆笑漫才大ヒット

パレード CD」を聴いてみることにしました。さすがに、「ダ

イマル・ラケット」「いとし・こいし」「かしまし娘」「千里・

万里」「レッツゴー三匹」「唄子・啓助」といった大御所だけに

大笑いしてしまいました。 

ところが、テレビで育った子たちにはラジオで聴く漫才は

興味がないらしいし。どこが面白さのポイントかが不明のよ

うでした。笑いも言葉だけでは伝わらない世界になったのか

も。人の話を聞くのはもっと。 

 キリスト教は、み言葉を聞く宗教です。「聞く耳のあるも

のは聞くがよい」と。例会でもよく聞いて理解することは大切

です。何を聞くかですが。 

～L.L.ジェーンズとジェーンズ邸～ 
L.L.ジェーンズは、熊本バンドをはじめ多くの優秀

な若者を世に送り出しました。ジェーンズワイズメン
ズクラブは、L.L.ジェーンズの献身的な奉仕の業と功
績に敬意を表し、その名を冠に戴いた社会奉仕団体で
す。 
2016年4月の熊本地震でジェーンズ邸は全壊しまし

たが、復元整備に向けた取り組みを応援しています。 

国 際 会 長 主 題 “VALUES,EXTENSION, and LEADERSHIP“ 

価値観、エクステンション、リーダーシップ／Jacob Kristensen （デンマーク） 
アジア会 長主 題 “Make a difference“ 変化をもたらそう          ／David Lua （シンガポール） 
西日本区理事主題 “Let’s do it now ! “ 副題「“2022 に向け誇りを持って All is well.” 

／古田裕和 （京都トゥービー） 
九 州 部 部 長 主 題  魅力あるクラブが創る 魅力ある九州部～未来を信じて、今こそ率先して行動しよう！！～ 

／松永英明 （鹿児島） 

今月の聖句  

NO.470 
CHARTERED 1987 

会長通信 

 

２月強化月間 ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ 
一人一人の思いが、環境を守り、命を救います。 

全ての献金を忘れずに、ご協力をお願いいたします。 

藤好基子 地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしま） 
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正しい方法、間違った方法なんてありません。ただ、
成績が良い子は共通して、自分にあった勉強法をみつ
け、その方法に沿って勉強していました。ですが、成
績が良い子のやり方をそのまま取り入れることはあま
りお勧めしません。それはその子にあったやり方であ
って、自分にあったやり方かどうかはやってみないと
わからないからです。トライ＆エラーを繰り返す。自
分にあった勉強方法をみつけるために、色々な方法を
試してみるのが回り道のようにみえて、実は最短ルー
トだったりします。大人としては子どもが色々な方法
にチャレンジする機会を設けてあげる必要がありま
す。ただし、当然ですけど受験直前期にやることでは
ありませんのでご注意ください。 
最後は習慣化です。以前、熊本大学工学部の大学院

生（彼は現在、大学で教授を目指し勉強中とのこと）
に尋ねてみたことがあります。「勉強することがスト
レスになることはないのか？」と。彼は答えました
『勉強をしないことがストレスです』と。一度は言っ
てみたいセリフですね。彼は日々の勉強することを顔
を洗う、歯を磨くという日常行動と同じレベルに昇華
しているということです。さすがにそのレベルにもっ
ていくのは難しいと思いますが、決まった時間に決ま
ったことをする、つまり習慣化が成績向上のカギであ
るように思います。例えば、小学校から帰ってきてそ
のまま机に座って宿題をするなど。それを仕向けるよ
うに声掛けをしてみるのはいかがでしょうか。 
全てに共通する大人の役割は「子どもの環境整備」

です。「親」という漢字が表現しているように、子ど
もの環境を整備して、あとは木の上に立って見守るこ
とが肝要です。子育ての諸先輩方がおられる中で、
色々偉そうに書いてきましたが、実際に上記のことを
実践して私の子どもの成績が抜群に良くなり、東大に
合格できるかはわかりません。なぜなら彼らの親御さ
んに共通していたのは、「子どもに対して『勉強しな
さい』と言ったことはない」とのこと。なかなか難し
いですよね。私はおそらく口出ししそうです。 
 
 
 
 

書記：柏原 芳則 
日時：2021年 1月 22日（金）19：00～21：00 
場所：ZOOMにて 
出席者：中山会長、上村、仲井、時任、時任メネット、
甲斐、蠣原、森、前田、堀川、古閑、仲井、柏原、 
塚田、塚田メネット、小堀、山田、立野、安武、 
加藤担当主事 

 
【連絡報告】 
１ 1月例会・・1月 12日ホテルキャッスルでの例
会は中止、ZOOMにて例会兼第 2例会を開催、参
加者は上記、中山会長の挨拶は少し遅れられて途中
で、ワイズソングいざたて、ハッピーアニバーサリ
ー、ハッピーバースデイは発表だけ、続いて事務例
会に移り中山会長の挨拶で終わった。 

 
【行事確認】 
別紙レジメのとおりです。 

 
【協議・承認】 
１ ２月ＴＯＦ例会について：承認 

コロナが増えてきている（熊本警戒レベル５）ので
2月 9日の開催は中止。 
役員会は 2 月 23 日 ZOOM にて、2 月 26 日の

第 2例会を兼ねて開催する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 3月例会の件：承認 

例会、神保勝巳氏入会式は行う予定。 
３ 次期副会長―次次期副会長選出の件：承認 

継続審議。 
４ 留学生への奨学金の件：承認 

従来２～3 名の留学生に奨学金を渡していたが、
留学生全員が生活に困窮している状況なので、 
３０００円を７０名の留学生に奨学支援金として渡
すことを決めた。 

５ 区ＹＭＩワールド翻訳編集委員へ 
前田ワイズに翻訳編集委員の要請が来て承諾した

ことを報告された。 
 
【その他】 
１ ＹＭＣＡより 
（１）年末募金状況 
・中間集計 7,273,027円（達成率 72.3%） 
・1 月 31 日までとなっており、最後の呼びかけの
ご協力をお願いしたい。 

（２）東部センター感謝会 
・県の緊急事態宣言に伴い、オンラインライブ配信に
て実施。2021年 1月 23日（土）14時～ 

・第 1部記念礼拝 第 2部感謝会 
（３）中央センター感謝会 
・東部センター感謝会同様、オンラインライブ配信に
て実施。2月 20日（土）18時～19時 

 ・配信アドレスは HPにてお知らせする。 
（４）ピンクシャツデー 
・今年は 2 月 24 日（水）となり、21 日（日）～

28日（日）をピンクシャツウィークとする。 
・コロナ禍において、ピンクシャツパレードは実施し
ない。 

・チャリラン同様、SNS等活用し、各拠点における
取り組みを発信願いたい。ピンクシャツ折り紙作成、
メッセージ、ピンクを身につける等。 

・参加いただいた方に、マスクに貼れるピンクシャツ
デーマスクシールを配布。よろしくお願いします。 

ワイズの仲間がなかなか増えません！ 

皆さん、危機感をお持ちですか？ 

このままでは、絶滅危惧種になりかねません。 

そこで、「原点回帰」をベースに、 
皆さんのワイズ愛・ワイズスピリットを語って

下さい。知恵を貸してください！ 
 

別紙のアンケートに記載して、２月末日迄に 
九州部新生ワイズ起こし運動委員会委員長 

上村 眞智子ワイズへお送りください！ 
 

アンケート用紙ダウンロードはこちら 
 

電子メールでの回答用紙はこちら（ワード形式） 

ファックスでの回答用紙はこちら（ＰＤＦ形式） 

※３月例会で活用予定です 

私の「ワイズの愛し方」 

第２例会報告 

http://www.janes-ys.org/wp-content/uploads/2021/02/20d1994a34e4ba7610a8d45a0133ca9a.docx
http://www.janes-ys.org/wp-content/uploads/2021/02/9fb20e5309d2f0ec4349d561d19b5098.docx
http://www.janes-ys.org/wp-content/uploads/2021/02/9fb20e5309d2f0ec4349d561d19b5098.pdf

