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Don't judge each day
by the harvest you reap
but by the seeds

Mirai English School

感謝の集い

Thank
you so much

幹事よりご挨拶
みらいが無くなるのは何時かと思っていましたが、
こんなに早くとはショックです。あの場所でみなさんと英語で
おしゃべりをするのが大好きでした。
でも幕引きを決められたのなら、それを最後にお手伝いさせて
頂きたく、他の幹事の皆さんと一緒に手をあげました。
一人一人の感謝の思いを込めて、みんなで楽しい時間を！
そして明日に繋がる感謝の日になりますように。
Chikako
幹事一同
Nami・Yumiko・Masako・Seiko

本日の予定
開会の辞
2019 年４月20 日（土）
午後１時～４時 東札幌会館
白石区東札幌２条４丁目 3-14

来賓紹介
乾杯
スライドショー
歓談
うたごえタイム
謝辞
集合写真撮影
閉会
片付け・退室（４時 30 分）

教室沿革

ご挨拶
みらいを始めるときはいつまでなんて考えもしませんでした。
それをこんなに長い間続けることができるなんて。良い先生と良
い生徒さんに恵まれて世界一幸せ者でした。

2003 年 みらい英語教室を白石区のマンションで開設
2004 年 Talking Marathon（English Village の前身）不定期開催
2005 年 南郷通南に移転
2006 年 みらくるドリル カード版完成

この感謝の気持ちをお伝えする機会を持ちたい…と生徒さんに
話すと「感謝の会を教室が催すなんて変」というご意見。生徒さ
んのほうが「感謝したいのだ」といわれます。

2006 年 英会話サロン English Village を常設
2007 年 みらくるドリル ネット版完成
2007 年 Manami 先生専任講師に

それでは双方ともが感謝する会にしましょうか…ということで生
徒さんに幹事を引き受けていただきました。

2009 年 Philip 先生カナダから着任

閉校をお知らせして以来、たくさんのお声をいただきました。感
謝のお言葉と惜しむお言葉、そして「これからどうしよう」という

2011 年 「みらい英語学校」に改称

迷いの声も多数。

2013 年 10 周年同窓会開催

皆さんの「わが家」を守ることができなかったことは一番の心残
りですが、温かいご支援のもと一部のサポートを継続できるメド
がたちました。オンラインの英語クラブのほかに、みらい文庫、月

2013 年 小学生向け BB クラス開講

１度の EV、みらくるドリルです。これからも気持ち次第でみらい
の灯は灯せます。

2014 年 第 1 回発表会開催（以降毎年開催）

幹事の皆さま、集まってくれた皆さま、ありがとうございました。

2017 年 「公開 English Village」開催（白石区複合庁舎地下イベント広場）

2010 年 大通 EV 分室開設（13 年終了）
2012 年 多読クラス開講

2013 年 みらくるドリル スマホ版完成
2014 年 English Village 受講生無料化
2017 年 「洋楽うたごえ Songbirds」開催（白石区複合庁舎地下イベント広場）
2017 年 ウクレレサークル「マナレレ」発足

2019 年４月２０日

みらい英語教室 代表 須釜髙雄

2017 年 南郷通北に移転
2018 年 みらい英語クラブ（オンライン学習）発足
2019 年 3 月 みらい英語教室を閉校
2019 年 4 月 みらい英語クラブを存続

渡辺清子先生
2003 年 4 月、須釜代表から二日続けて届いたメールを保管しています。件
名は、「問合せ電話はたった２本」、「今日はゼロでした」。
結果を出す（やりっ放しではない）、自立させる（自分で勉強できる基礎を
つけ、方法を教える）、効率よく（ 時間を割かない方法）、仲間意識（生
徒同士が共に学ぶ機会を提供）、良き相談相手（なぜ英語をやるのか、ど
うすればいいかなど相談にのる）。この五つの信条を柱に今から十六年前、み
らい英語教室を開校されました。
その後、問合わせは三人、五人、十人と増えていき、現在に至りました。
代表との出会いは 2001 年、ACCESS（札幌英会話協会）。当時ディレクター

薩田眞奈美先生
できるだけシンプルに、できるだけ素直に、ちゃんと、感謝の気持ちを伝えられた
ら、と思います。今日この場にお集まりくださった皆様、残念ながら来ることがか
なわなかった皆様、そして、もしかしたら閉校のことを知らなくて後で驚いてしまう
皆様、大変お世話になりました。みらい英語教室の歴史十六年のうち、十三
年もの長い間を皆様と過ごせましたこと、今になってどれだけ貴重な時間であ
り、素晴らしい日々であったかを胸のあたりがきゅっと絞めつけられるのを感じなが
ら思い出さずにはいられません。楽しかったですね。

として活躍され、英語への熱意、実力、その人柄は誰からも称賛されていました。

英語を学ぶこと、教えることの楽しさ、奥深さを見せてくださった須釜先生と清

早期退職され、みらい英語教室を開校されたときは、多くの会員が力を貸しまし

子先生、諸先生方、いつまでも私のあこがれが止まらない存在です。益々の

た。私はそんな姿を憧れをもって見ていました。2019 年 3 月、閉校（オンライン

ご活躍をお祈りしております。そして、須釜先生、英語を教えるという先生の夢

校へ移行）をむかえた今も気持ちは変わっていません。

の実現に加えていただき、ありがとうございました。どれほどのお力になれたか、

この十六年間を振り返って、よみがえるのは、あたたかくて熱心な生徒さんたち、
優秀な講師陣とコーチの方々、天使のような眞奈美先生、奮闘される須釜代
表の姿。みらい英語教室、という居場所を作ってくれた大切な方々です。

（須釜）業界未経験者の私に清子先生はあらゆることを教えてくれま
した。楽しいイベントの伝統は先生が創ってくれました。ありがとうござ
いました。

本当に自信がありませんが、私自身の夢を叶えながら先生のもとでお仕事が
できて大変幸せでした。心から感謝しております。
私をいつも笑顔でいさせてくださった皆様、心からお礼申し上げます。お体に気
をつけて、健やかな毎日をお過ごしくださいね。今日は、ひとことでは伝えきれな
いたくさんの思い出を皆様とお話しできますように。
そして、これからもどうぞよろしくお願いします。

（須釜）１３年間お世話になりました。私の果てしない夢物語をコンピ
ュータを使って全部適えてもらいました。先生のおかげで私の第２の人
生は誰よりも楽しく exciting なものでした。今後自立できるかどうか
が心配です。

★皆様からのメッセージ

Naoko I さん

Kanako N さん
4 月 20 日の会に参加したいと思います。

須釜先生、真奈美先生、ご無沙汰しております。3 月でみらいが終わってしま

母親の介護をする前に 浦島先生のイングリッシュデイでみらい塾と遠藤昌子

うこと、とても驚いています。初めてみらいに伺ったのはもう 10 年以上前になり

先生を知り、恵子先生とハガキのやりとりもしましたのに、やっと母親を見送って

ますね。あの頃は、「英会話やってみよう」と思い立って大手の英会話学校に

札幌に出てきて白石区の介護施設で働くようになり、みらい塾で勉強し直した

通ったものの、思うように話す機会がなく、もっと話せるところはないかと探してい

いと思ったら 閉会するとのこと。もう知っている方とはお会いできないかもしれま

て EV に巡り会えました。

せんが、ご挨拶に行ければいいと思っております。よろしくお願いいたします。

みらいに通い始め、英会話を学ぶことがとても楽しくなり、「飛躍的に（笑）」力と度

（須釜）Kanako さん、お母様の介護、お疲れさまでした。そんなに深
いご縁があったなんて驚きました。この度はご参加ありがとうございま
す。

胸がつきました。旅行先で道を聞くのも、料理を注文するのも、ウエイターさんとおしゃ
べりするのも楽しかったし、ホームステイを受け入れる勇気も持てました。何より、今
仕事に生かせているのは、全てみらいで育てていただいたおかげです。
私も感謝の気持ちをお伝えしたく、4 月 20 日の集いに参加させていただきま

Yumiko S さん

す。皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

（須釜）Naoko さんはいつも場を盛り上げてくれました。バルーンもた
くさん作ってくれました。ありがとうございました。

みらい英語教室の扉を、ワクワクドキドキしながら初めて開けると、

“Hello

～”と元気な声で出迎えてくれたのは当時のコーチの Yuuki さん。
「EV」に初めて参加した後、須釜先生からレッスンについて、みらくるドリル、洋

Tomoe K さん
いつも人生の転換期に…。不妊治療を止める決断をし’10 年春みらいと出
会いました。1 年目は基本的な勉強、2 年目は音読。勉強で落ち込んだ時
に励ましてくれる良い先生と仲間達に恵まれ様々なイベントに参加し、活き活
きと学生生活を ENJOY しました。’12 年 2 月現在の仕事と出会い継続して

書、次々と紹介される教材は他の学校にはないものばかり！★This is what
I was looking for !! みらいに毎日行きたいくらい楽しくて、英語が好きなの
か、クラスが好きなのか、「みらい」に

♥I fell in LOVE♥時には帰り道凹む

こともあったけど、いつも楽しくて楽しくて、クラスメートから“Yumiko さんは、みら
いのサクラ!?”と言われたことも。英語のことを考えて happy な日々でした。

ますが、みらいで沢山の人と出会った自信が仕事をする勇気をくれたと思いま

楽しい時間は 10 年以上も続き、こんなに「みらい」にお世話になって。素晴ら

す。感謝しかありません。

しい仲間との出会いや、学ぶことの楽しさを「みらい」から教えて頂き、須釜先

（須釜）Tomoe さん、お久しぶりです。明るい Tomoe さんにそんな事
情があったなんて気づきませんでした。みらいが Tomoe さんの心のふ
るさとになってうれしいです。

生には感謝の気持ちでいっぱいです、夢と希望の学校「みらい」をありがとうご
ざいました!!

（須釜）Yumiko さんにはみらいをいつも明るく楽しくしていただきまし
た。ありがとうございました。

Katsuaki A さん

Yuuki M さん

お疲れ様でした。そして、いつも私達の英語学習に役立つサービスを提供して

2006 年春からコーチとしてみらいに通う生活が始まりました。昼間の仕事

下さり、ありがとうございました。ジャレマガ音声配信を活用して、私は、聞き取

でクタクタでも、夜みらいに行って色んな方々と会えるのが本当に嬉しかっ

りと音読練習をしていました。最近は、ジャレマガを一読して意味を把握してか

た! EV は日本人同士でも英会話の練習ができる素敵な場所でした。数

ら、２度くらい音読して、最後はなるべく元の英文を見ないで、英文を作るよう

え切れない思い出を振り返ると涙が止まりません!

な感覚で書いています。ジャレマガを楽しく読めたのは、この音声配信やジャレ
マガセミナーのおかげだと感じています。本当にありがとうございました。

（須釜）Katsuaki さんはみらいで学んで、とうとう英語専任の先生になり
ましたね。みらい生の鑑です。よい成果を見せてくれてありがとうございま
した。

須釜先生、清子先生、眞奈美先生、みらいで出会った皆さん、本当にあ
りがとうございました。
（須釜）Yuuki さんとの思い出を語る生徒さん、EV 参加者さんは数知
れません。本当にお世話になりました。

Teruko I さん
Akiko T さん
長い間本当にありがとうございました！最後に「みらい」へ伺った帰り道、いつで
も帰って来れる温い学びの場だったことを改めて感じ、胸いっぱいになりました。
共に伴走して下さる先生方々がいらっしゃったこと、思い出の多さにも気付きま
した。これからも教えて頂いた「みらいスピリッツ」を大切に、そして「マナレレ」の
中でも楽しく弾んでゆきたいと思います♬

あまり得意ではなかった英語でしたが、易しい本など少し楽しめるようになれま
したのは偏にみらいの先生のおかげだと感謝しております。
止めた当時はたまには顔を出させていただくつもりでしたが、徐々に人との対応
が苦手になって少しずつ周りと疎遠になっています。これではいけないとの思い
が老人福祉センターに通う原動力になっています。ここでの英語サークルでは
NHK の基礎英語 3 を毎年やっているのですが、いつも感じてしまいます。あ

優しく見守って下さった諸先生の皆さま、沢山の季節をご一緒したみなさんへ

ぁ、みらいで習ったなぁ～、もっとしっかり覚えておけばよかったなぁ～と。やっぱり

心からの感謝を込めて

先生も授業内容もみらいが１番でした！！！今の私は人に会うのが苦手な

(須釜)Akiko さん、さまざまなレッスンをモニターしてくれてありがとう
ございました。ポップスクラスは懐かしいですね。それがウクレレまで続
くなんて思いもよりませんでしたね。

ので、懐かしい思いはいっぱいですが「感謝の集い」は欠席とさせてください。
１６年間、本当にお疲れさまでした！ そして心から感謝申し上げます。あり
がとうございました。

（須釜）Teruko さん、メールありがとうございました。お元気の様子で
本当によかったです。今も英語続けていることもうれしいです。また本
読みませんか。易しい本がいっぱいありますよ。

Eriko F さん

Yukie K さん

２０１０年 EV でボランティアコーチをさせて頂いた Eriko です。

初めてみらい教室の門を叩いたのは今から１０年ほど前のことです。

主人の転勤で移った札幌で一番の思い出は、みらい英語教室に通ったことで

少し緊張しながら電話で問い合わせをした私に、須釜先生がとても丁寧に説

す！たった１年の札幌でしたが、充実して過ごせました。

明してくれたことを今でも昨日のように思い出します。それからのみらいでの

インターネットで須釜先生の紹介記事を読んですぐに１月７日教室に伺い、
その楽しい雰囲気と須釜先生のお話を伺い、即 決心しました♪個性豊か
な、でもみんな明るくて前向きなメンバーが揃っていました。EV 出席数ナンバー
ワンの Toshio さんは、優しくて頼られて皆に好かれていました。私が初めて EV
に参加した後に「世界で１番美味しいコーヒーをご馳走してあげる」と言われ

日々は「楽しい」一色でした。ちょっと難しいけど楽しい、新しいことを知ることが
できて楽しい、たくさんの仲間と出会えて楽しい、たくさんの「楽しい」を与えてく
れたみらいに感謝です。ありがとうございました。

（須釜）Yukie さんのみらい愛、いつも感じました。いつも励まされまし
た。ありがとうございました。

て、皆で一緒に近くの角のコーヒー店へ。確か１杯１００円（？）のコーヒ

Masao K さん

ーでしたが、私にはとってはホント世界一（笑）。その次の EV の時、Toshio
さんはなにやら難しい英文をお持ちになり、私に説明を求め何とか解決すると、
「これで安心してあの世に行ける」と（笑）勉強熱心な Toshio さんでした。

長い間本当にご苦労様でした。 当初、会社の重役のポストを辞めて、好き
な英語をやりたいと聞いた時には唯々びっくりしました。しかし須釜さんの誠実

講座を受けずに、EV と沢山のパーテイに出て色んなメンバーと知り合えて本

な心と英語に対する情熱を感じた時、見守るしかありませんでした。 そんな

当に楽しかったです。生徒が喜ぶ企画を熱心に進めて下さり、教室の利益は

中、一生懸命真面目に取り組む須釜さんの姿勢が段々と理解され、今日ま

二の次になっていたのではと心配になる程、良心的な須釜先生の学校は、日

で明るく楽しい教室が続いたと思っております。 私も半年ほど通わせていただ

本を見渡しても中々無いと思います。どんなに忙しくてもおっとりと優しい眞奈

きましたが、一緒の生徒さんのなんと明るいことか、これなら大丈夫だとその時

美先生にもお世話になりました。清子先生と Philip 先生のコンビも抜群に楽

感じました。長い間には色々あったと思われますが、本当にお疲れさまでした。

しかったです。

須釜さんのことですから、今後も英語に携わると思われますが、身体に気を付

思い出に残る他の沢山のメンバーも鮮やかに印象に残っています。札幌に行く度

けてがんばっていただきたいと思います。

に寄りたくなるみらい英語学校がなくなるのは、至極残念です。でも須釜先生の

それからこの場をお借りして、本当にお忙しい中、長年にわたり異業種交流会

ブログは楽しみに読ませて頂きますのでどうか末永く続けて下さい。感謝の集いに

の事務局長をやっていただき、皆を代表して感謝申し上げます。須釜さんのお

参加できませんが、いつもの「みらい」らしい盛り上がった集いを想像しています。

蔭でこれまで継続できたと思っております。

本当にお世話になり有難うございました！！（山梨にて）

スキノでまた飲みたいですね！！

（須釜）Eriko さんはたった１年間とは思えないほど鮮烈な印象を皆に
残してくれました。こちらこそありがとうございました。

本当にありがとうございました。ス

札幌異業種交流会 水曜クラブ会長

（須釜）初期のグラグラの時期に生徒になって支えていただきまして心より
感謝しております。娘さんも通っていただいて本当にうれしかったです。

Kiyomi N さん
私の『みらい』生活のいちばんの思い出は EV です。お世話大好きのおせっかいお
ばさんですから、MC は打って付けでした。たくさんの人と『みらい』というオアシスに
集い、第二の人生でも素晴らしい人間関係を作ることができました。
ペラペラ英語への夢は果てることなく続きます。励まし合える仲間がいるから、長い
道のりも少しも苦ではありません。私の未来は『みらい』で始まったのです。

（須釜）Kiyomi さん、たくさんの授業でお世話になりました。MC のリーダ
ーとして大変お世話になりました。本当に思い出尽きることがありませんね。

Shinko B さん
最後の日ですね。いつものことながら、ご無沙汰しています。今日で「みらい」が
なくなることを知りながら、とうとう今日までメールできませんでした。

Youth is not a time
of life.
It is a state
of mind
From "Youth" by Samuel Ullman

私にとっての「みらい」は札幌時代のたった一つのコミュニケーションの場でした。
誰も知人のいない札幌で、唯一、友人を作ることができた場所でした。そして、
あきらめかけていた英語にもう一度チャレンジする機会を与えてくれたのもここで
す。その上、「多読」を知り、こちらに戻ってからも、「多読」にかかわり続けること
ができました。毎日、ブログも楽しく読ませてもらいました（これはまだ続くのでし
ょうか？）。ジャレマガとの出会いも、先生のおかげです。（今でも、気楽に投
稿しています）きりがないほど、「みらい」の恩恵を受けてたな！といまさらながら
感じています。残念ですが、仕方ありません。でもきっとまたどこかで繋がり続けら
れるのでは？と思っています。私も、相変わらずの旅行も含めて、いろいろ忙しく
していますが、英語は何らかの形で続けていこうと思っています。オンラインの講
座かどこかで、またお会いできるかもしれませんね。どうぞ、健康にも留意して、そ
してこれからもなんらかの形で、ご指導ください。他の先生や生徒の皆様にもよ
ろしくお伝えください。

（須釜）Shinko さん、英作授業楽しかったですね。もうあんな授業受
けてくれる人いません。ありがとうございました。
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