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今号の内容
● ボランティアの心
● 渡部陽一さんチャリティ講演会
　　伝えたい平和と命の大切さ
● 春の会員交流会　おいし食って楽し食って
● 懇親会　GGFの歌声さわやか
● 姉妹グループとの交流 岡山・札幌
● 事務局だより
　　第3回 秋のバス旅行のご案内
　　バザー物品ご提供のお願い
　　広告協賛へのお礼
　　これからのとりくみ
　　活動費をいただきました
　　5周年記念誌が紹介されました
● 歩み（平成24年1月～8月）

p1.
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ケア・サポーターズクラブ熊本会報

第3回 秋のバス旅行のご案内
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　ケア・サポーターズクラブ熊本も創立７年目を迎えました。

５周年を機に機関紙を発刊し、６年目には先の６月３０日

（土）に戦場カメラマン渡部陽一氏を迎えて第６回チャリティ

講演会を開催いたしました。

　６年を振り返りますとボランティア活動の難しさをひしひしと

感じています。ボランティアは人のためでなく、自分のため

に行うものと自分に言い聞かせていますが、利害関係がない

だけに、つい他への気配り、心遣いを忘れて自己中心的な

行動を取ってしまう自分に気づいて反省することがあります。

　私たちは母団体であるケア・インターナショナルジャパン

を支援するために活動を行っていますが、ようやくアフガニ

スタンの恵まれない子どもたちへの初等教育支援の一翼を

担うまでになりました。現在は資金的な面での支援しかでき

ませんが、もし、支援する子どもたちと直接会えた時に、子

どもたちへの気配りや心遣いができるのか、「頑張ってね」と

言葉をかけて抱きしめてやることができるのかを考えます。

　先日、私の恩師が危篤状態という連絡が入り、病室に伺

いました。恩師の耳元で「森です。先生早く元気になって下

さい」と呼びかけましたが、何の反応もありません。枕元に

いた孫が父親に向かって「じいちゃんは死んだつね」と父

親に言いましたら、恩師は目をギロッと開けて天井を見据え

起き上がろうとされました。直後、息を引き取られましたが、

恩師の生きようとする力とともに、人間は言葉に出さなくとも

他人の言葉は届いていることを気づかされました。孫は「ボ

クがじいちゃんを死なせた」と泣き出しました。でも私は恩

師が孫に対して、他人への一言の気配りや心遣いについて

教えてくれたのだと思います。私は自分自身の人間的未熟さ

を問いながら、ケア・サポーターズクラブ熊本活動を自分

のために続けていきたいと思っています。

広告協賛ありがとう

これからのとりくみ

バザー物品ご提供のお願い

歩み（平成24年1月～8月）

活動費をいただきました
ボランティアの心

ケア・サポーターズクラブ熊本 理事長　森　義臣

肥後
交流の楽しさと支援するよろこび

　当クラブでは、恒例の熊本市ボランティア週間のバザー
に今年も参加を予定しています。皆様のご家庭よりご提供い
ただける物品などございましたら、お知り合いの理事までご
連絡いただければと思います。
　お陰様で昨年は、本部ケア・インターナショナルジャパ
ンへの寄付金 1,000,000円のうち160,470円がこのバ
ザーによるものでした。本年もどうぞよろしくお願い致します。
　会員の皆様、当日はお遊びがてらお手伝いに来てくださ
いませんか？開催日時と詳細は下記の通りです。

物品
○タオル類・食器類・石けん洗剤類・その他雑貨等
○食品類(びん詰・缶詰・粉末や乾燥等、保存の効くもの)
　※生食・手作り品等は不可。
　※家具・家電製品等の他、大型や重量のある物品は不可。
＊事務局へご連絡頂くか、
　ご存知の役員へ直接お声掛けください。

　6月30日、講演会に続く懇親会にて、
当クラブ顧問　洋子・スリアワン氏か
らこれまでの感謝の言葉と共に、今後
の活動に役立てて欲しいと、30万円
が手渡されました。部会制が定着しつ
つある今、多くの方々にCAREの活動を知って頂き、今後に
つながるよう大事に使いたいと思います。ありがとうございました。

私達の記念誌が郷土の皆さんに紹介されました
　毎年、その一年間に出版された書
籍類を集め、その著者などが交流し合
うブックコミュニケーションが今年も2
月23日に日航ホテルにて開催されま
した。私達の活動を、広く知って頂く
良い機会でした。

　平成24年10月末頃、コス
モスの咲く季節に、恒例のバ
ス旅行を予定しております。た
だいま、第二事業部にて様々
なルートを検討中です。
　後日、ご案内状をお送りし
ますのでお楽しみに。

　今年 新たな取り組みとして、6月30日に開催されたチャ
リティ講演会のチラシに、36社から広告協賛を頂きました。
一般へ向けてのチラシとして、また講演2週間前の6月10
日(日) 熊日新聞への折り込み、熊本市内一円のコミュニ
ティーボードのポスターとして活躍しました。
　5年間の当クラブの活動をご理解いただき、協賛してくだ
さった各企業の皆様、本当にありがとうございました。

　当クラブとしても理事会での審議を
経て認められた講演等を、今年度か
ら後援することになりました。8月8 
日（水）崇城大学市民ホール…平和
を祈る「被爆ピアノのコンサート」を
後援致しました。今後も要請があれば、
そのつど検討したいと思います。

第77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）
ケア・サポータズクラブ熊本会報「肥後六花」vol.1発行
第78回理事会（於：H.C.C）
ブックコミュニケイション（於：日航ホテル）
ケア・フレンズ東京講演会
講師　杉　良太郎　様
会場　ホテルニューオータニ

ケア・フレンズ岡山講演会（20周年）
講師　谷村　新司　様
会場　岡山国際ホテル

第79回理事会（於：H.C.C）

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。
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1月19日㈭

2月14日㈫
2月23日㈭

2月26日㈰

3月 3 日㈯

3月22日㈭

4月21日㈯

5月24日㈭
6月11日㈪
6月18日㈪

6月30日㈯

7月10日㈫
8月18日㈯

第80回理事会（於：熊本テルサ）
春の交流会（於：熊本テルサ）
第81回理事会（於：H.C.C）
第82回理事会（於：熊本森都心プラザ）
ケア・フレンズ札幌講演会（10周年）
講師　コシノ　ジュンコ　様
会場　札幌パークホテル

チャリテイ講演会
講師　渡部　陽一　様
会場　熊本森都心プラザ

第83回理事会
定例総会予定（於：ホテルニューオータニ熊本）

〒861-4125 熊本県熊本市南区奥古閑町4375-1天寿園内
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。

講演会を直前に控えて真剣な理事会

期末試験を受ける子どもたち

アフガニスタンへの
初等教育支援

算数を熱心に学ぶ女子

○C CARE

○C CARE

印刷／株式会社有明印刷

７月から新年度が始まりました。会費納入よろしくお願いします。

ボランティア広場チャリティバザー
●開催期日：平成24年11月4日(日)
●時間：AM10：00～PM3：00頃
●開催場所：交通センター

事 務 局 だ よ り



戦場カメラマン 渡部陽一チャリティ講演会 懇親会

春の会員交流会　おいし食って楽し食って
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料理とお話：ホテル熊本テルサ総支配人・総料理長　土山憲幸さん

参加者　64名

　正午に同ホテル２階「ひばり」の間で開会。

　早速、熊本の食材を生かした日本料理を堪能しながら、

テーブルごと和やかに会話が弾みます。

　続いて、土山氏の講話です。

　日本の食文化は水と発酵。味にもつながる「陰陽五行

説」を、大昔から日本は大切にしてきた。健康な心身で

あるためにも今改めて自分たちの食生活を古来に学ぶこ

とが必要、と感じさせるお話しでした。「味噌はその字の通り、

味が賑やかなンです。五臓につながる五味＝酢、苦、甘、辛、

塩、それに発酵しているから｢旨味｣がある。味噌汁に、

五色＝青、赤、黄、白、黒のものを全部入れると非常に

おいしく、栄養的なバランスも取れます。これを「御御御

付け」と言います。「御」が三つもつく食べ物なんて他に

はない、それ程体に良いンですよ」、と。特に「一日に一

回で良いから味噌汁を食べましょうよ」とのご提案がありま

した。皆さんおおいに納得のご様子でした。

味につながる「陰陽五行説」

2012.4.21（土）

2012.6.30（土）2012.6.30（土）

 岡山 2012.3.3（土）　　札幌 2012.6.18（月）姉妹グループとの交流

　お茶とケーキで、一般参加の方 と々会員相互の懇親を深めたのち、素敵なドレス

のコシノジュンコさんが登場されました。皆さんよくご存知のNHK朝ドラ「カーネー

ション」で再現された、お母様のエピソードをいきいきと語って下さいました。70歳

にして周りがビックリするような再スタートをされたことや、母と共にいくつになっても

夢を現実にする、そのエネルギーに心を揺さぶられました。新緑の札幌にて、さぁ

人生これからだ！と勇気を頂いた一日でした。

　ケア・フレンズ岡山は、ケア・インターナショナルジャパンに属する国内地方組織

の長姉的存在。その20年の着実な歩みとチャリティの誠実な活動ぶりを、このたび岡

山に伺って垣間見た思いがしました。イヴェント運営に携わる会員の皆さんの行動のス

マートさも感嘆するばかり。私たち妹分の嬉しい目標です。

　東日本大震災被災者支援と銘打っての今年のチャリティ講演会は、「心ってどこにあ

るのだろう？」から始まる「ココロの縁」がテーマでした。講師の谷村新司さんは、講

演の中で石井竜也さんと共作した「風の子守歌」の歌も披露し、この歌がどのような

場面で演奏されても作家印税は全て自動的に震災遺児奨学金に使われることも紹介さ

れました。心をつなぎ続けることの大切さが語られました。

ケア・フレンズ岡山 谷村新司チャリティ講演会　岡山国際ホテルにて

ケア・フレンズ札幌
ジュンコ・コシノ チャリティ講演会とバザー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌パークホテルにて 

　講演会終了後、ホテルニューオータニにて懇親会が開

かれました。

　森理事長とグレート・グランド・ファザーズ（GGF）

の四重唱で始まり、洋子・スリアワン顧問による乾杯と美

味しいお料理に一同なごやかなご歓談が続きました。

　ケア・インターナショナルジャパンから五月女理事長・

武田事務局長、姉妹団体であるケア・フレンズ東京・岡山・

長野から24名の方々が参加されました。

６月３０日土曜日　熊本森都心プラザホールにて、戦場カメラマン渡部陽一氏による
チャリティ講演会を開催致しました。楽しい講演が盛況に終わり皆様に感謝致しております。

　当日は午前中から準備を始め、舞台装飾に使う「風船」

を理事の皆で膨らませて大騒ぎ！夢のある舞台を懸命に手

作りしました。

　大雨が降る中たくさんのお客様にご参加いただき新築

の森都心プラザホールがほぼ満席となりました。

　講師はケアで取り組んでいるアフガニスタンの現場をご

存じ、ということで渡部氏にお越し頂きました。

　控室にいらっしゃる時から大変礼儀正しく、テレビと同

じくゆっくり、お静かにお話しされる、優しい方でしたが、

舞台では体全体で平和の大切さを訴えられました。

　最後まで笑顔で、ご自身のお荷物をたくさん抱えて帰ら

れたのが印象的でした。

童心にかえって
風船作りに没頭する

戦場での子どもや女性達に思いをはせる皆さん

わかりやすく体全体で表現されました

ケア・フレンズ札幌は10周年を迎えました

ケア・フレンズ東京の方と

東日本大震災においても
独自の支援をされている谷村新司氏

陰陽五行説を
力説されるシェフ

春らしく華やかで
素敵な料理の数々

お み お

つ

おん みょう　ご   ぎょう せつ　

　「土山料理長のお料理は、どのお料理も食材の味を大切にされた優しいお味でした。

　また、食事は医療や歴史ともつながる意味深いものと実感できました。私は趣味で
野菜や果物を無農薬で育てています。これまで以上に大切に食材を使うよう心がけた

いと思いました。身近にこのような方がいらして嬉しい！本当に楽しかったです。」

食事に大感激の 植田 鷹子さん

　「渡部氏がカラフルな風船の中で、一生懸命お話しされる姿がとても印象的でした。

大雨であったにもかかわらず、会場にいらした皆さんの関心の高さがうかがえました。

　懇親会では、男声合唱にしばし梅雨の時期を忘れさせて頂き、この様な熊本の皆さ

んの温かい雰囲気が、ケア・フレンズ岡山一同毎年の楽しみとなっています。」

ケア・フレンズ岡山 副会長　小嶋 由美さん

スライドにて本部の
武田勝彦事務局長より 
アフガニスタン支援の
活動報告


