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今号の内容
● 私たちにできること
　　～5周年を踏まえて～
● 4つの部会が出来ました
● 第3回秋のバスツアー
　　荒尾万田坑遺跡など
● バザーで支援金づくり
　　ボランティア週間にて出店
● 姉妹グループとの交流 東京・大分
● 平成23年度定例総会開催
● 戦場カメラマン渡部陽一さん講演会予告
● ケア・キッズに会いに来て
● 歩み（平成23年7月～12月）

p1.

p2.

p3.

p4.ケア・サポーターズクラブ熊本会報

平成23年度定例総会開催
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　昨年、ケア・サポーターズクラブ熊本発足5年の節目を

迎えるにあたり、それまでの歩みを記念誌にまとめました。

社会の為に何か奉仕をしたい、恩返しをしたいという志を

もった仲間が集まり、いろいろな方々のご指導、ご協力をい

ただきながら、ボランティア団体としての足跡をささやかな

がら残してこれたのではと改めて感じました。

　6年目の第一歩を勉強会と部会制を取り入れることでス

タートいたしました。昨年から、私共はケア・インターナショ

ナルジャパンのプロジェクト活動「アフガニスタンの遠隔農

村地域におけるコミュニティ運営による初等教育事業」に参

加する使命をいただいておりました。3年間、毎年50万円

をお届けする約束です。ところがアフガニスタンという国に

ついて、私たちはあまりに何も知らないということに気づかさ

れたのです。足元の自分の国が千年に一度という大震災を

受けているのに、何故今ア

フガニスタンかと問われても、

現状をほとんど知らないでは

すまされません。時間をとって、

理事同士の交流も深めなが

ら勉強会の場を設けようと、

自発的に意見が出、実現で

きたことに、これからのケア

の活動に大きな手応えを感じ

ました。その場でのこうした

戦場を現場で取材している戦

場カメラメン渡部陽一氏を今年度の講師に迎えたいとの意

見から6月30日の講演に結びついたことも大きな収穫でした。

　部会制も今年度からスタートした新しい取り組みです。総

務部、第一事業部、第二事業部、広報部の4部会を設けました。

理事全員がそれぞれの部を担当することにより、責任をもっ

て準備に取り組み、限られた時間の理事会を有効に運営し

ていける、大きなメリットが得られるのではと期待しています。

各部会が早速手探りながら精力的に動き出していることに、

5年という歳月の積み重ねと思わざるをえません。一人一人

の小さな努力が必ず社会を、世界を良くしていくことを信じて、

次の10周年にむけて歩んでまいりたいと思います。そしてこ

の思い、活動を次の世代にバトンタッチしていけますよう願っ

ています。

歩み（平成23年7月～12月）

ケア・キッズに会いに来て

戦場カメラマン

渡部陽一さんチャリティ講演会予告

私たちにできること…
～5 周年を踏まえて～
ケア・サポーターズクラブ熊本 会長　木村 良子

肥後
交流の楽しさと支援するよろこび

伝えたい平和と命の大切さを…
　戦場カメラマンとして独特の語り
口と、スタイルで有名な渡部さんは、
ご存知の方も多いと思います。世界
中の戦場や被災地を回り、そこで
生活する人々の真の姿をカメラを
通し、人間の大切な物は何かを世
界に訴え続けています。
　今回の事業内容を探していた頃、
熊日新聞のアフガニスタン取材の写真と対談の記事が目に
止まりました。これこそ私たちがアフガニスタン支援事業を
深く知る絶好のチャンスと思い、講演をお願い致しました。
敢えて戦場という危険な場所からのメッセージは、私たちの
生き方を見通し、また一歩前進する勇気を伝えてくれることで
しょう。
　多くの皆様のご来場を心からお待ちしております。
●開催期日：平成24年6月30日（土）
●時間：13時30分開場　14時開演
●開催場所：くまもと森都心プラザホール
●入場料：2,500円

　5周年記念誌の表紙を飾っ
たケア・キッズは、『お菓子の
香梅』会長の副島様の目に止
まり、ただいま熊本城の城彩苑
店で活躍中です。訪れるお客
様と記念写真をご一緒しながら、
お菓子とお茶と共に安らぎを届けています。世界中の子ども達
の幸福を祈りつつ、ケア・サポーターズクラブ熊本の一員と
して頑張っています。ぜひ皆さんも会いに行ってください！！

*速やかに和やかに議事進行
　平成23年度の定例総会は8月27日（土）午後1時半から
鶴屋東館7階カーネーションサロンにおいて開催されました。
事務局（清田）が進行を担当し、新任の副会長１名、監査役
１名と理事２名に委嘱状の交付がありました。
＊新役員は次のとおりです。
副会長：米満 淑恵　監査役：桂 洋子
理　事：荒木 千賀　羽山 眞澄（敬称略）
　議長は森 理事長が担当、予定されていた議事は順調に進行し、
全て可決承認されました。
　続く交流会では小出理事によ
る世界遺産にノミネートされて
いる「三角西港」を描いた朗
読劇で観客を魅了しました。
48名の参加で、軽食付きの賑
やかな茶話会となりました。

●議事 １：平成22年度事業報告　　設立5周年記念講演会開催など
●議事 ２：平成22年度決算報告　　支援のための寄付金など
　　　　　寄付金総額…￥1,638,000
　　　　　　アフガニスタン支援事業　￥500,000
　　　　　　パキスタン洪水義援金　　￥100,000
　　　　　　東日本大震災義援金　　￥300,000
　　　　　　年会費　　　　　　　　　￥738,000
●議事 ３：平成23年度事業計画　　チャリティ講演会など
●議事 ４：平成23年度事業予算報告
　　　　　アフガニスタンへの継続支援活動など
●議事 5：ケア・サポーターズクラブ熊本の規約改正について
　　　　　4つの部会で会運営など

アトラクション　朗読劇「海の墓標」～三角西港ものがたり～
　　　　　　　　作：佐藤幸一　朗読：小出史
交流会　　　　軽食・コーヒー・紅茶（参加費1,000円）

第71回理事会
（於：認知症ほっとコールセンター※以下H.C.Cと称す）

設立5周年記念誌
「交流の楽しさと支援するよろこび」2000部発行

第72回理事会（於：H.C.C）
平成23年度定例総会
会場　鶴屋百貨店東館7階「カーネーションサロン」

理事勉強会（於：鷹の家）
第73回理事会（於：H.C.C）
ケア・フレンズ東京チャリティ講演会
会場　東京プリンスホテル
講師　谷村　新司　様
出席者　出田・迎田

*承認された内容

会 員
募 集

ご一緒に国際的ボランティア活動に参加しませんか
ケア・サポーターズクラブ熊本ではご協力いただける
法人および会員を募集しています。

2011年（平成23年）
7月14日

8月20日

8月24日
8月27日

9月8日
9月14日
9月19日

10月13日
11月5日

11月9日

11月17日
11月18日
11月20日

12月7日

第74回理事会（於：有田ビル2F）
ケア・サポーターズクラブ大分チャリティ講演会
会場　大分県立芸術文化短期大学
講師　板井麻衣子　様（2010ミス・ユニバース・ジャパン）
出席者　木村会長・出田・迎田・森本

会員交流バス旅行
熊本－荒尾　辛亥革命100年にちなんで、孫文と宮
崎兄弟の足跡を尋ねる歴史と秋の味覚の旅を企画。
第二事業部の初の担当となる。33名参加。

第75回理事会（於：H.C.C）
バザー商品仕分け・値札付け　会場　出田理事宅
くまもと市民ボランティア週間チャリティバザー
会場　熊本交通センターコート

第76回理事会・忘年会（於：有田ビル2F）
忘年会ではプレゼント交換を実施。役員が今年を締め
くくる一言などを述べ、盛り上がった。

TEL/FAX.096-228-6448　E-mail csc-kumamoto@fuku-juryo.jp事務局

CAREとは
The Cooperative for Assistance 
Relief Everywhere（＝地球規模の支
援及び救援組合）の略で、人道支援活
動を実施している世界最大級の国際協
力NGOです。

私たちがまず互いに学びあって、と理事の勉強会　9月8日　鷹の家

部会制で楽しく活動開始
私たちの使命を
再確認した5周年記念誌

新役員に委嘱状を交付

印刷／株式会社有明印刷



4つの部会ができました

第3回秋のバスツアー　荒尾万田坑遺跡など
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気概に富む人々　辛亥革命から100年

参加者　33名

　好天の恵に感謝しつつバスにて出発。秋酣の風情を車

窓から眺め乍らの楽しい語らいも束の間!!程なく私達は荒

尾へ到着。先ずは三池炭鉱万田坑を見学した後、折しも

辛亥革命から100年を迎える年と言う事で、宮崎兄弟生

家や資料館見学が予定されていた事を有り難く思い、とて

も興味深く時を忘れたひとときでした。又、ご多忙な中、

荒尾副市長が出迎えてくださって感動いたしました。お昼

には井上泰秋氏の器で頂いた手作り料理、旧三井港倶楽

部の素敵な庭での記念撮影、コーヒータイム、梨園での

梨ジェラートの美味しかった事、帰りは百姓市場で買物し

てお土産一杯の旅となりました。終始、担当理事の方々

の優しい心遣いが随

所に感じられて幸せで

した。ケア・サポーター

ズクラブ熊本の活動

について理解を深め、

益々その輪が広がる

良い機会のバス旅行だった！！と感じた秋の1日でした。

理事と会員が手をとりあい、楽しい交流会や支援活動をすすめる部会制です。
是非、あなたもあなたの気持ちにフィットする部会に入って活動しましょう！

満喫した荒尾の秋

バザーで支援金づくり　ボランティア週間にて出店

熊本・天水町くまもとマル優果房　村上 優一さんご夫妻

2011.11.9（水）

2011.11.20（日）

 東京 2011.9.19（祝）　　大分 2011.11.5（土）姉妹グループとの交流

　阿蘇の山々を横断して紅葉を眺め、ソフトクリームを堪

能しつつあっと言う間の大分到着。会場への通路には新

鮮な野菜などのバザー品が並び、恒例の学生さん達によ

るウェルカムコンサートとお抹茶の歓迎で始まりました。

講師の板井麻衣子さんは大分県出身の2010年ミスユニ

バース日本代表として、今一番輝いている方です。臼杵

で育ち、日本そして世界に認められるまでの道のり。様々

なプレッシャーに押しつぶされることなく、今こうしてここ

にいる原動力になっ

た『故郷』の暖かさ。

自分の人生に誇りを

持てる事はとても大

事な事だと。美しくも、

強い日本の女性に

会えて本当に良かっ

た！

　午前11時バザー開店、メーカーのご協力もあり、定価

の半額ほどのバックや小物、お菓子など1時間で完売とな

りました。午後1時、谷村新司氏『ココロの縁』の講演が

スタートしました。彼自身、節目節目にいろいろな人に出会い、

その縁によって歌の世界が広がったそうです。そして物の時

代からココロの時代にと変わっていったと。音階にも意味が

あり、ドは『土』レは『火』ミは『水』ファは『風』ソは『空』ラは『宇

宙』シは『死』。それを紡いでいくと生命の音楽になっていく。

その話をされた後にピアノの伴奏で『昴』を歌っていただき、

より一層心に響きました。その後の懇親会では谷村夫妻を

囲み、和やかな会となりました。この様なご縁もあり2012

年3月3日ケア・フレンズ岡山にて谷村氏の講演会が開催

されるそうです。

ケア・フレンズ東京 谷村新司チャリティ講演会　東京プリンスホテルにて

ケア・サポーターズクラブ大分
板井麻衣子チャリティ講演会 

　「昨年3月11日の東日本大震災、更には原発事故問題に学ぶべきは大きいものが

あります。そのような状況の中に、今何を果たすべきかを自らに問うた時、その無力

さを痛感したものです。しかし、ケアの活動を知り、自園で採れたみかんで私も一役を

担うことが出来て大変嬉しいです。」

　「荒尾は全ての魅力が凝縮された街。日本一の干潟、美味しいジャンボ梨、日中友

好の拠点である宮崎兄弟の生家、近代産業を牽引した万田炭坑跡、全国3ヶ所にしか

ない神々しいトキワマンサクの花咲く小岱山、光沢が美しい小岱焼など荒尾は宝の山、

山、山です。」

大分芸術文化短期大学ホールにて

総 務 部

第1事業部

第2事業部

●法人会員・個人会員に関する活動

●毎月の理事会に関する活動

●定例（臨時）総会に関する活動
　担当理事：羽山眞澄　出田喜久子　中山郷子　荒木千賀

広 報 部
●CARE本部と各姉妹団体との協力連携活動

●熊本の広報に関する活動

●募金に関する活動
　担当理事：竹田尚子　木原由紀子

●チャリティ講演会の企画・立案・記録に関する活動

●チケットの販売及び広告協賛に関する活動

●会場に関する活動
　担当理事：小出史　迎田依井子　福山美恵子

●交流会・レクレーションに関する活動

●バザーに関する活動

●熊本市ボランティア週間に関する活動
　担当理事：田島涼子　武藤佐代子

総会風景

チャリティ講演会は大イベント

色々な企画で会員交流推進

和気あいあいと編集会議

姉妹グループとの交流

迎賓館としても使われていた
旧三井港倶楽部前で

産業遺産にすごいねぇ、
感嘆しきり

総会と交流会を開催しました

渡部陽一さんの講演会に
向かって活動中です

秋のバスツアーとバザーを
成功させました

記念誌につづき、年2回の
会報紙作成中です

荒尾市副市長　山下 慶一郎さん

　ありがたい事に、多くの会員の皆様か

ら洋服・アクセサリー・ミカン・菓子な

ど様々なものを提供していただきました。

　大きな荷物を理事宅に持ち込み、第二

事業部を中心にワイワイと楽しく値付けを

致しました。当日は交通センター広場に

て午前9時から準備がはじまり、会員の

方々にも快く販売のお手伝いをして頂き、

感謝しております。お天気の良さもプラス

してか、お陰様で15万2200円の収益

を得る事が出来ました。ご協力ありがとう

ございました。

▲良い品物ばかりで
　売れ行き好調

▼こんなに安くていいの、
　と値札つけ

たけなわ


