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第1章 ⼿記 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

第 19 期実⾏委員⻑ ⽥中茉由⼦ 
 
上空からアフリカ⼤陸が⾒えた瞬間、私は突然通称「凶悪都市ナイロビ」に降り⽴つコト

の重⼤さに気付き、恐怖に襲われた。報告書の通り往路で既にトラブルに⾒舞われ、きっと
これは何か悪いことの前兆だ、とさえ考えた。お⾦を靴下の中、正露丸の箱の中などあらゆ
るところに分散させ、リュックは常に前、を⼼がけながらいざその地に⾜を踏み⼊れた。 
 そんな腰の引けた状態で始まった 19 期本会議であったが、今回のケニアでの体験はこの
⼿記に収めるのはもったいないと感じるほど価値観を変えるものであった。その⼀部を以
下にまとめたいと思う。 
 
ケニアはどこへ向かうのか 
ケニアを訪れてその雄⼤な⾃然や⼈々の寛⼤さには胸を打たれた。しかし同時に国として

経済や社会の⽅向性が定まっていない分野があることも分かった。例えば経済においては
増加の⼀⽅で国としての産業が⼗分に発達していないこと、そのために外資系企業（中国系
の建設会社やイギリス系の⾦融）が参⼊しており、それらは雇⽤を創出しない。例えばイン
フラ整備を筆頭に中国の影響⼒がアフリカ各国において増していることは⽇本にいる間か
ら分かっていたが、実際にナイロビ市内を回ってみると中国の建設会社による建物が⽬⽴
っていた。建設だけでなく⽇⽤品や機械品も中国製品が多く⾒られた。 
従って就職先が⾜りず、貧困層が再⽣産される仕組みになってしまっていると思う。アフ

リカでは最低賃⾦が⾼く、ストライキなどの⽂化もあるため⼯場の労働者とするには⼈件
費が⾼すぎるという。また、それに関連して社会において貧富の差が⽬⽴った。特にスラム
が⼤きな問題であるように思えた。ナイロビ市内には⼤きなキベラスラムがあり、⼈⼝の多
くの割合がスラムに住んでいるという。今回我々が接した⼈々はかなり上の⽅の階級か、知
識層であったが、実際にはこうした貧困層が多数を占めている。 
 
ケニアは vision2030 を掲げ、全国⺠が中所得者までになることを掲げているが、重点産業
は具体的な⽬処が⽴っているわけではないし、有効に活⽤できる資源もない。⼈⼝は多いが
⼈件費が⾼いため労働⼒としての成⻑も難しい。 
また世界的には環境配慮、サステイナビリティが主流になって来ている中でケニアにはま
だその雰囲気はない。国連環境計画があるが、基本的なインフラが整っていない上にスラム
もあるため、社会的にコントロールできる状態ではない。 
こうしたケニアの現状に対しては様々な議論が交わされたが、我々が考えるべきは⽇本と
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ケニアはそうした国際情勢の中でどのようなユニークさを持ち関係を保って⾏くか、とい
うことである。例えば⾞も⼤部分が中古の⽇本⾞だから燃費が悪い。Josphat は⽇本の⾞企
業がアフリカに拠点を置いてエコカー新品を販売したら良い、と⾔っていたが、理にかなっ
ている。また他にも健康⾷品などには⼤規模ではないもののケニアとしての付加価値がつ
けられるのではないかと考えた。ケニアの知識層は健康意識が⾼く、もともとアフリカは⾃
然を⼤事にしてオーガニックのものを⾷べる⽂化である。さらに⼟地も豊かだから様々な
栄養⾷品が⼿に⼊る。この点は今後発展して⾏く分野だと考える。 
今後ケニアはどこへ向かうのか。そして我々はその発展にどのように関わっていけるのか。

この問いは JKSC 団体としての問いであろう。 
 
⽇本とケニアの架け橋として共に学ぶ、共に作り上げる 
ケ ニ ア の 学 ⽣ の リ ク ル ー テ ィ ン グ を す る 際 、 必 ず ⾔ っ て い た ⾔ 葉 は two-way-

communication である。アフリカの国と⽇本、という関係だとどうしても開発や発展途上
国への⽀援や援助という意味で語られることが多いが、JKSC としては我々⽇本⼈がケニア
から学ぶ、相互的な関係を⼤事にし、⼀緒に⼀つのものを作り上げて⾏くという⼼持ちを⼤
事にしたいと思う。具体的にはゴミ箱を作るプロジェクトでは、彼らが幼い頃からワイアー
やペンチでものを作って遊んでいたことから⽣まれたアイデアで、実際に作っている時も
⽇本⼈の我々は教えてもらいながらの作業であった。逆にリサイクルなどの社会システム
や教育制度などケニアではまだ整備されていない部分についてはディスカッションなどを
通して学ぶ形をとった。 
さらに教育に関してケニアの教育システムはまだ発展段階だが、様々なアイデアを取り⼊

れようとしていることが分かった。しかし⼀⽅で貧富の差が拡⼤する仕組みになっている
気もした。私⽴の⼤学はお⾦させ払えば⼊学できる状態で、在学中から就職先が決まる勢い
だが国⽴⼤学は就職困難になる。進学率が意外と⾼いけど、就職先が⾜りておらず、結局院
まで進まないといけなくなる。またナイロビ⼤学の学⽣の中には奨学⾦をもらって地⽅の
村から来ている学⽣も多く、都市化が進む印象を受けた。この点について⽇本と同じ問題を
抱えている。またケニアの初等教育では基本的な社会の勉強（ゴミとか環境とか）はあまり
勉強していない印象を受けた。この話題についてケニア⼈は、我々が説明した⽇本の⼩学校
教育についてケニアに⽇本の教育システムを導⼊できるかもしれないと述べた。 
 
 以上のように今回のケニア訪問は⽇本では得られない経験が出来ただけではなく、実際
にケニア⼈から様々な現状を聞いて、質問し、ともに将来を考えるという⾮常に貴重な時間
を過ごすことが出来た。また現地の学⽣達は常に⾏動を共にしたため、JKSC を引退した後
も末⻑く付き合っていきたい友⼈になった。20 期はアニバーサリーイヤーになるが、⽇本
が⼤好きなケニア⼈学⽣や、国際社会に興味があるハンガリー精神旺盛なケニア⼈たちを
きちんと出迎えられるような本会議にしたい。 
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19 期副実⾏委員⻑ 由地莉⼦ 

 
今回の本会議を通して私は主に 3 つのことを学び感じた。  
 1 つ⽬にケニアという国の魅⼒である。JKSC に参加したきっかけは、漠然とアフリカに
興味があり現地学⽣と交流できる機会に惹かれたからである。しかし、実際にナイロビを訪
れて学⽣と密度の濃い⽇々を過ごす中で、ケニアという国が⼤好きになった。私が⼀番好き
だったのはケニア⼈の社交的でホスピタリティーにあふれる性格だ。ドライバーさんが⾏
く場所ごとに通りすがりの⼈と握⼿して楽しそうに会話しているのを⾒て、最初のうちは
何て知り合いの多い⼈なのだろうと驚いていた。しかし、次第に初対⾯の⼈と話しているの
だと気づき始めた。ケニアでは通りすがりの⼈には必ず挨拶をする習慣がある。各建物にあ
るセキュリティチェックの警備員もチェックをする前に必ず Hi, how are you?と声をかけ
てくれたり、ホテルのスタッフは毎⽇挨拶をしてくれる。学⽣も毎⽇朝会うと握⼿をして声
をかけあい、⾮常に気持ち良く朝が始まる。レストランでの相席も頻繁にあり、⼀緒になっ
た客同⼠での会話も弾んでいる。このようにケニア⼈がいかに社交的でオープンな性格か
を⽰す例は枚挙にいとまがない。このような⼈同⼠のコミュニケーションを⼤事にする温
かい雰囲気はとても居⼼地がよかった。またケニア⼈は⾃分の国や⽂化を⼤変愛していて、
ゲストである私たちにそれを体験してもらおうと、⾃宅に招いてくれたり、質問をすれば丁
寧に答えてくれた。また、本会議中には No hurry in Africa という⼝癖が流⾏っていて、多
少のことはなんとかなるだろうというような寛⼤な性格も⾯⽩かった。  
素晴らしい⼈々に加えて、やはりサファリなどで体験した雄⼤な⾃然も⼼に残っている。ケ
ニア⼈は動物保護の観点からの環境問題への意識がとても⾼いように感じた。  
 2 つ⽬に、ケニア敷いてはアフリカの活⼒である。アフリカの中ではリーダー的な存在で
あるケニアもやはり⼤きな成⻑の余地を残していると感じた。特に、法律の細則が未整備で
あることや、課題が⼭積し政府がイニシアティブを取りきれない分野が多いことはリスク
ではあるものの、⺠間セクターの影響⼒やルールメイキングにおける役割が⾮常に⼤きい
と感じた。渋井様や平林様にお話を伺って、利権関係や規則が確⽴していないからこそのダ
イナミズムを感じ、⽇本とは対照的な環境で仕事をすることの⾯⽩さを感じた。ケニア⼈学
⽣の経済成⻑への意欲は本当に強く、そのハングリー精神に⼤変刺激を受けた。  
 3 つ⽬に、友情や⼈脈など個⼈レベルのつながりの重要性である。JKSC は学⽣同⼠の個
⼈ベースの協⼒関係を築くことで将来的な社会貢献を⽬指している、しかし、学⽣の⾝では
⾃分の無⼒さを痛感することが多く、本会議前は本当に JKSC のつながりが社会に貢献でき
るのか不安に思うことも多かった。しかし、訪問した⽇本⼤使館でゲストとして登壇してく
ださった新広⼦様はなんと JKSC のアラムナイで、現在もケニアメンバーと定期的にあって
いるというお話を伺ったり、平林様の A&K への出向は友⼈の叔⽗の紹介がきっかけであっ
たことなどを伺い、社会的にインパクトのあるパートナーシップが、個⼈レベルの⼈脈がき
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っかけとなって⽣まれているということを実感し、JKSC の活動の意義を再認識することが
できた。また、今回の本会議を通して深い友情を育むことができたので、これからも同⼠と
してケニア⼈学⽣と関係を深めていくことができると感じている。来年度の⽇本会議で再
会を果たすことができるようにこれからも精⼒的に活動していきたい。  
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第 19 期広報担当実⾏委員 櫻井千尋 
 

 今回のケニア訪問は初めから困難の連続かと思われた。なんとかして迎えた出発の⽇も台
⾵により⾶⾏機の出発が遅れてしまったり、乗り換えでの航空機の遅延により荷物の到着
⽇が遅れてしまったりと、⽇本からケニアに辿り着くのはここまで⼤変なのかと⾝をもっ
て体感した。それに加え、私は海外での経験が殆ど無かったため、そのような状態でアフリ
カの地に⾜を踏み⼊れるのは正直とても不安だった。  
 しかしながら、実際にケニアに到着して、運転⼿の Ochieng さんや Josphat たちケニア
メンバーと会えたことでにそのような不安が⼀気に払拭されたのを感じた。⾃分の受験英
語の役に⽴たなさを実感しながらの会話でも、積極的に話しかけてくれたケニアの⼈たち
との会話は楽しくできた。もっと価値観の違いや、⽂化の違いを思い知ることになるかと想
像していたが、どちらかというとこれまで親しんできた会話に近いように感じた。時代が変
わったからか、海を超えても⼈の価値観がそこまで変わらないようになったのだろうか。  
 このインターネット全盛期の時代であるから、そのような変化があったとしてもそこま
での驚きはない。加えて、ケニアでも⽇本でも同じような⼤学教育を受けている⼈たちと交
流していたから価値観が近しかったのかもしれない。ケニア⼈学⽣との交流は⾮常に勉強
になったし、向こうの学⽣がどのような⽣活をしているのかも良くわかった。しかし私は、
実際にケニアを訪問した後であるからこそ、それでケニアを知った気になるのは危険であ
るとも感じている。  
 現代は、海外の⼈ともネット経由で簡単にコミュニケーションでき、国境を超えた交流や
情報交換が容易に⾏われているのだと漠然と想像していた。そのような時代であるから、イ
ンターネット経由で得られる膨⼤な情報によって簡単に「ケニアってこんな国なのかー」と
想像できてしまう。しかしながら、私のそのような想像は現地に⾏ったら多くとも半分ぐら
いしか合ってなかったと思う。その証拠に、ネットで検索したらケニアの平均⽉収は約$300
とポンと出てきたが、実際にナイロビ市内のレストランで⾷事をしたら⼀⾷ 1000 シリング
（約 1000 円）くらいは普通に掛かったし、スーパーでの買い物も⽇本より少し安いくらい
に留まっていたのである。渋井様とお話した際には、ケニアの平均⽉収は⾼くないが、医者
やエンジニア、ビジネスマネージャーなどの仕事をする⼈々は平気で⽉収 30 万円くらいは
受け取っていると話していた。途上国においてエンジニアの存在は重宝されるという⽂脈
での話であったが、そうだとするとケニアでの収⼊の格差は相当なのではないかと感じた。
収⼊だけでなく、今回訪問したナイロビと、ケニアの⽥舎は⽇本の東京と地⽅などとは⽐較
にならないくらい発展度合いに差があるのだろうということも実感した。このようなこと
から、海外の⼈たちと関わりを持つためには、様々なことを実際に⾒聞きし、現地の⼈たち
とも積極的に関わることが必要なのだと強く感じた。  
 今回の訪問ではあくまでもケニアの⼀端に触れたに過ぎないのかもしれないが、海外に
⾏くことへの抵抗感も少なくなったし、⾃分の世界を⾒る⽬は確実に広がったと思える。 
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第 19 期会計担当実⾏委員 ウルフシェイン 

 
第 19 期⽇本ケニア学⽣会議における本会議の実施をサポートしてくださいました国際交

流基⾦の皆様へ感謝いたします。 
ケニアでの本会議を通じ感じた多くのこと、その全てが私にとって⾮常に有意義なものと

なりました。ケニアという国家はアフリカの中においては国連環境会議の本部が置かれる
など中⼼的な地位をしめ、発展の最中にあるとみなすことができます。しかしながら、世界
的な視点に⽴脚して⾒た場合、依然として発展途上国のイメージを抱かせるのです。あくま
でもアフリカの中の先進国であり、世界においては発展途上国である。それが先進国側から
の認識であることは確かである。もちろん、国家を先進国と発展途上国に分割する⼿法をと
ったのは欧⽶社会であり、若⼲の恣意性を感じることもできます。あくまでも、欧⽶社会か
らの視点であることを忘れてはいけない、そのような⾒⽅を改めて感じることとなりまし
た。 
普段の⽣活において私たちの社会が先進的であると無意識のうちに思っている。⾞の性能
や道路の質、インフラの設備、公共施設の充実さ、法関係においてまで、私たちの⽅が先進
的と感じてします。ある種仕⽅のないことではありますが、そうした無意識的認識が実際に
ケニアを訪れることによって意識的になるのです。同時に、考えを改める必要があることも
気がつかされます。つまり、確かに⾞の性能、道路の質、インフラ、多くの事象において私
たちの国の⽅が先進的と思われるのですが、ある⼀点において感⼼させられることがあっ
たのです。それは抽象的にはなりますが、考え⽅というものです。彼らとの活動を通して感
じられた彼らの愛国⼼、⼼の底から⾃分の国をより豊かに、より先進的にしたいという気持
ちを私は忘れることはできません。私たち⽇本⼈のどれ程が⾃分の国をより豊かにしたい
と⼼のそこから思っているのだろうか、そのように考えると、彼らの気持ちがより素晴らし
いものであるように感じます。多くの⽇本⼈が忘れてしまった、⾃分の⽣まれた国を愛する
ことの⼤切さを今⼀度考えるきっかけとなりました。 
 ケニアに⾏って学んだことはあまりに多すぎて、⼀度に書くことができません。また、私
にとってその多くは概念的、精神的なことでもあり表現することに難しさもあります。ただ
私たち⽇本⼈が、経済的発展、物質的発展の中で忘却してきた精神的なものを今⼀度取り戻
す必要がるのではないか、そのように⼼底考えさせられたのは紛れもない事実です。 
 
 
 
  



 
 

8 

ケニア側⼿記 
Mureti Theuri, Josphat Machagua (University of Nairobi) 

JKSC Kenya on 9th to 15th August was privileged to host the 19th jksc conference in Nairobi 
Kenya The theme of this years conference was Proper Garbage management. 
To start with I want to appreciate the efforts of all the parts involved in making the even t a 
success.This team includes the students from Japan, University of Nairobi, Strathmore 
University and Kenyatta University. 
The garbage management project could not have been more timely and especially a time when 
the government had just burned the use of plastic bags.Garbage disposal have become a big 
challenge to many countries in the world where some end up disposing in the sea and hence 
endangering marine life.We sought to tackle this menace by using waste plastic bottles to 
make dustbins and of which we made one to kick start the initiative. 
In connection to the project The Jksc team visited several agencies to gather some insights on 
garbage management and projects that the agencies are working on and the laws guiding 
disposal.This agencies are JICA, the Japanese Embassy and the Anjarwalla &khania 
advocatese., where we got very key points in pushing the project to another level. 
On the 15th we heard a symposium at the Embassy of Japan where members from the for 
universities were present. Both JKSC Kenya and Japan made presentation on the possible 
areas of collaboration such as in better health care, infrastructure, Fishing,holticure and in 
industrialization.The barriers to the cooperation between two countries we're identified as 
political instability, Corruption and terrorism. After the symposium the Kenya students were 
treated to Japanese culture such playing some games, practicing in write in Japanese 
characters, trying on some traditional attires.It was a great experience for everyone.The team 
from Japan were really great and ready to learn,exchange ideas and experience the Kenyan 
different cultures. 
 
Tue conference was a great experience to all of us.It is hence through this exchange of ideas 
between both contries that we can learn from each and have a positive impact.Jksc main aim 
is to solve human challenges that affect their daily routines,such as , poverty , unemployment, 
environmental challenges and infrastructure developed all this in line with the sdgs 2030 and 
2063. 
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Abdiaziz Sharawe (Strathmore University) 
The 19th JKSC was a meeting of minds from two very distant countries with very different 
values and cultures coming together to tackle a topic that not only affects this generation but 
the generations to come as we sought to find ways to leave the earth better than  we found 
it. A valued experience that will hopefully lead to lifelong connections. 
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Strathmore University Japan Club Review 

 

 

 

FRIDAY, AUGUST 10TH:
The Strathmore Japanese club were lucky enough to have four exchange students, by the names: 

Mayuko Tanaka, Riko Yuki, Chihiro Sakurai and Shane Wolf. 

The exchange students arrived at around 2:00 p.m.

They, unfortunately, lost their bags and only had the bags they had on their person and the clothes on their 
backs.

At the airport, we met their driver, sent by the Japanese Embassy, Ochieng Ochieng. Ochieng was very 
fluent in Japanese and impressed the students.

From the airport, we went to their hotel on Ngong Road and then took them to buy clothes, they were 
surprised by the mall and even more at the sight of Mini Sou, the store.

Saturday, 11th August
As the Japanese club, we had planned for a set of activities for our distinguished guests. They arrived at 

Strathmore at around 11:00 a.m. where they started with a tour around the school followed by the meeting.

The meeting began with a small video that was made to represent various several aspects of Kenya 
including:-

➢ Culture and dressing
➢ Foods
➢ Major towns/cities
➢ Music

The meeting was really engaging and interactive; both the club members and our guests enjoyed 
themselves. To conclude the meeting, we gave them a gift which comprised of local sweets (achari, 
mabuyu and kashata) as well as a small souvenir of a lion curved from wood. To show their gratitude, they 
gave us gift cards as presents.

Unfortunately, our guests couldn’t stay for long. We saw them off with some cuisines (pilau and chapati) to 
give them a taste of Kenya. They departed Strathmore at around 12:45 p.m. to pursue other activities.
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Sunday, 13th August
The students had come to Kenya to help with the waste management 
problem in Nairobi. They had requested that we collect plastic 500ml 
bottles. This was done at the University of Nairobi. Japanese Club 
members and other students from other universities participated.

Monday, August 13th
Two Japanese Club officials went to the Japanese embassy to discuss the topic of Environmental 

Conservation that had been chosen to be 2018’s JKSC topic.

There they met with Hiroko Atarashi, a former attaché at the Tanzanian Japanese Embassy.

Other members at the meeting were two students from the University of Nairobi.

Chihiro and Shane were unable to participate in the discussion were unable to  fully participate in the 
discussions as they were under the weather.

Tuesday, August 14th
The Strathmore Japanese Club Head and other representatives from 

KU and UON were invited to the JICA offices in Upperhill Nairobi, 
where a meeting between JICA officials and the JKSC officials were 
held. JICA is a Japanese Government run organization that helps 

communities through government projects all over Kenya. The 
meeting was informative as both parties discussed what the Japanese 

government was trying to do in the war against inefficient waste 
management in Nairobi County.
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Wednesday, 15th August
We were invited to the Japanese Embassy for the JKSC meeting. We arrived at there at around 10:00 

a.m. and the meeting began shortly after. Not only were Strathmore students attending but other students 
from KU, JKUAT and UON. 

We commended our hosts for their effort in trying to understand and participate in the African culture. 
Mayuko had worn a dera with African print while Riko wore a yukata; it was a cross-cultural blend. In 
addition to that, they gave every single member present for the meeting magazines depicting Japan’s 

diverse cultural aspects.

The theme this year revolved around environmental awareness and garbage disposal. The presentation 
involved a summary of all the activities and projects that brought them to Kenya as well as the 

observations that they made. There was also a presentation on environmental conservation from Josphat
Machagua, a student from UON.

When the meeting was over, we helped ourselves to an assortment of sweets native to Japan and play a 
few games as we interacted with different people. We also got to write our names in kanji, thanks to 

Chihiro as well as trying on yukatas. The day was truly eventful but it also had to come to an end. We 
wished our guests safe travels as they were to return to Japan the following day. All parties were grateful 

for everything that had transpired. We plan to hopefully have future relations with them.

Mayuko and Riko with some students from UON
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第2章 第 20 期への展望 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
⽥中茉由⼦ 

 JKSC が発⾜された 1999 年当時のケニアを⾒てみると、⼤使館爆撃事件の翌年、不安定
で混沌とした社会・政治的場⾯が拭えない状態であったようである。JKSC 初期メンバー
の報告書に⽬を通してもそれら社会状況を反映する節が伺える。その後ケニア国内は政治
的にもまた経済的にも⼤きな発展を経て、あらゆる危機に⾒舞われながらも今ではアフリ
カ⼤陸を牽引する有⼒国となったことは異論ないであろう。そして私はそうしたケニアの
20 年間の道のりは我々JKSC の団体として道のりと同期するものであると考える。JKSC
は 20 年間変わらぬ特徴として参加する学⽣の内的な情熱を持ってその年々様々な活動を
⾏ってきた。しかしそれらは 20 年間 20 通りの多様性を持つものであり、当時のケニア学
⽣、⽇本学⽣の興味関⼼を⾊濃く反映したものである。ケニア情勢だけではない、めまぐ
るしく変動し 20 年間で⼤きな変化を遂げた国際社会の中で⽇本とケニア、⽇本とアフリ
カの関係は如何なるものか、そして学⽣という⽴場から社会に向けて何ができるのか、次
期 JKSC は 20 周年という重要な節⽬を迎えるにあたり新たな先の 20 年に向けて今⼀度考
え直す絶好の機会である。 
 加えて、20 周年を迎える今、もはや新⽶学⽣団体とは⾔えない⽴場にあることを承知し
ている。そのため団体運営に関しても脈々と続く JKSC の歴史を途絶えさせないよう、ま
たさらなる発展に向けて、改善を図っていきたい。新メンバーの中には JKSC 発⾜当初⽣
まれていなかったメンバーもいるかもしれない。そうした新たな世代の、現代におけるケ
ニアやアフリカに情熱を注げる学⽣が集まる活気のある団体に出来たらと思っている。 
 

由地莉⼦ 
来年度は第 20 回⼤会を記念して、ケニア側実⾏委員を⽇本に招聘する予定である。ケニ

アでは学⽣団体への⾦銭的⽀援の機会がまだまだ⾮常に限られており、滞在費がかさむ⽇
本での開催は今年度にもまして困難が多いことと思う。しかし、今回ケニアを訪問させて
いただき出会った多くの学⽣たちは、⼤きな夢と⽇本への強い興味を持っていた。世界に
おける先進国として何ができるのか、そして⼈⼝減少により衰退傾向にある⽇本をいかに
新たな活気ある社会へと⽅向転換していくかを考えた際に、親⽇感情が強く経済成⻑の真
っ只中にあるケニアとのパートナーシップは⾮常に重要である。百聞は⼀⾒に如かずであ
る。ケニア⼈学⽣に⽇本を肌で体感してもらうことで、新たな協⼒の形が⽣まれてくると
思う。現在新メンバーも加⼊して第 20 回に向けて気持ちを新たに活動を開始している。
⼀年間メンバー⼀丸となって新たな JKSC の歴史を刻みたいと思う。 
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