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今号の内容
● 子ども達の心に
　ボランティアマインドの種まきを
● 平成23年度 総会と交流会
● 秋のバス旅行
● ボランティア・バザー
● ケア・サポーターズクラブ大分
　総会と講演会
● 事務局だより
　　熊本地方の大水害における緊急支援金
　　チャリティ講演会のご案内
　　ドーハで開催中の国連気候変動会議に
　　おいて、CAREは課題提起を行いました
　　ケア・インターナショナルジャパン
　　の支援状況
● 歩み（平成24年7月～12月）
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ケア・サポーターズクラブ熊本会報

ドーハで開催中の国連気候変動会議に
おいて、CAREは課題提起を行いました
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　穏やかなお天気のもと平成25年が始まりました。本年も

どうぞよろしくお願い致します。

　さて、平成24年11月とても嬉しいことがありましたので

お伝えしたいと思います。

　ある小学校が、熊本市南区小中学校善行表彰コンクール

において表彰を受けました。その小学校は私の勤務する特

別養護老人ホーム天寿園のすぐ近くにある、各学年１クラス

だけの、熊本市立奥古閑小学校です。ボランティア活動を

行っている「ふれあいクラブ」が受賞しました。

　天寿園は、今から22年前に開設。最初に「慰問」に訪

れて下さったのが同校です。歌あり、肩たたきありのひととき、

小学生達ははにかみながらもお年寄りの役に立っているとい

う充実感や、役割があるという満足感がその笑顔に表れて

いました。お年寄りも優しく美しい笑顔でした。普段の笑顔

と違う、私達介護職がどれだけ尽くしても頂くことは難しい笑

顔がそこにありました。「子どもの力」・「高齢者の力」の

win winの関係にびっくりしました。これをきっかけに奥古閑

小学校に「ふれあいクラブ」が出来ました。この当時の子

ども達がもう30歳を過ぎ、よき父親・よき母親となっています。

この時より、保育園就園前・ママと赤ちゃん・障がいを持っ

ている子ども達へ、遊び場・集いの場として施設の真ん中

に「おもちゃ図書館ポレポレ（スワヒリ語で「ゆっくり、ゆっくり」

の意）」として自由に使って頂く環境を作り20年になりました。

　施設内に聴こえる子どもの泣き声、ママの叱る声、走り回

る子ども達の足音、それを眺めるお年寄り。

　すでにボランティアマインドの種がまかれた姿がそこにあ

ります。

　小学生は夏休みにはサマーキャンプで施設内に宿泊し、

介護職と夜勤も経験します。お年寄りを起こさないようにそっ

と歩く心遣い。その姿を皆さんにご覧頂きたい程、優しい子

ども達です。

　中学生のナイストライ（職場体験）、高校生のワークキャン

プと、ボランティアマインドの種は継続され成長し花や実へと

つながっています。大学生のボランティアが少ないのが残念です。

　小さな子どもが大人になるまでボランティアマインドを育て、

シームレス（切れ目のない）な環境の提供が大人の役割で

はないかと思います。ケア・サポーターズクラブ熊本の将来

をも担って行く子どもの心を育て続けることが出来ることは、

何と嬉しいことではないでしょうか。

熊本地方の大水害に緊急支援金 

チャリティ講演会のご案内

歩み（平成24年7月～12月）

子ども達の心にボランティアマインドの種まきを
ケア・サポーターズクラブ熊本　米満　淑恵

肥後
交流の楽しさと支援するよろこび

　11月26日からカタール、ドーハで開催中の国連気候変
動会議において、CAREは、気候変動が世界各国の最貧困
層に与える影響の増大などに鑑み、早急かつ大胆な国際的
取組と転換が必要として、以下の課題を提起しました。
１. 京都議定書第二段階目標に含まれるような、温室効果ガ
ス排出の緊急規制。

２．2015年までの合意を目指す新たな国際枠組み制定の
実現に向けた、マイルストーンを付した明確なスケジュー
ルの作成。

３．発展途上国が気候変動の影響に対処するための、GCF
（グリーン気候基金）を含む資金援助の増加。

４．気候変動への取組における、最貧困層や脆弱者層、特
に女性や子ども達の保護。

５．気候変動の影響による多大な損失・損害への補償と復
興実現のための枠組づくりへの関与。

　CAREの事務局長、ロバート・グレッサーは次のように述
べています。
　「私たちは今、新たに、急激な異常気象の時代に入りつつ
あります。CAREの活動地域である、世界の最も貧しい地域
の人々がその影響を受けています。気候変動の問題は横断的
課題です。自然災害や貧困、食糧の安全保障、教育、経済的・
社会的公正といった全ての分野に悪影響を与えています。」
●詳細は、CAREのプレスリリース（英語版）をご覧ください。 

　平成24年7月12日 気象庁が『熊本県と大分県を中心に、
これまでに経験のしたことのない大雨に』との、はじめて耳
にする警報を発表しました。翌13日未明、熊本地方は次々
と災害に見舞われ、たくさんの方々が被害を受けられました。
今回の災害にあたって、当クラブはRKK熊本放送局を通じ
て109,750円の緊急支援を行いました。

8月30日の熊日新聞「県北豪雨災害義援金」の欄にてケア・
サポーターズクラブ熊本109,750円と掲載されていました。

　チベットの大自然に育まれ、力
強い歌唱力を持つ「バイマー・
ヤンジン氏」をお迎えしての講演
会です。日本とチベットの文化の
違い、チベットでの学校建設など、
教育にかける情熱を語っていただ
きます。
　ぜひ皆様のご参加をお待ち申し
上げます。

ケア・インターナショナルジャパンの支援状況
　現在実行中の主な支援は下記の通りです。
災害支援：◎東日本大震災被災者支援
女性と子どもたちへの支援：◎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
　◎ガーナの女性のためのソーシャルビジネス育成
緊急支援：◎南スーダンへの生活支援
詳しい支援状況につきましてはケア・インターナショナルジャ
パンのホームページhttp://www.careintjp.org/を是非
ご覧ください。

第83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・サポーターズクラブ大分　総会と講演会
講師　参議院議員　林　芳正氏
場所　大分県立　芸術文化短期大学

第84回理事会（於：H.C.C）
定例総会、交流会
会場　ホテルニューオータニ熊本

第85回理事会、懇親会（於：雫）
第86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。

2012年（平成24年）
7月12日㈭

7月29日㈰

8月16日㈭
8月18日㈯

9月 6 日㈭
10月11日㈭

10月29日㈪

11月 1 日㈭
11月 3 日（土・祝）

11月14日㈬
12月 6 日㈭

会員交流バス旅行
行先　九州国立博物館（フェルメール鑑賞）
　　　佐藤別荘　昼食
　　　かえる寺（如意輪寺住職の講話）
　　　鳥栖アウトレットモール

バザー商品仕分け・値付け
熊本市ボランティアバザー参加
（交通センターコート）

第87回理事会（於：H.C.C）
第88回理事会、忘年会（於：SAZAE.）
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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。

つながってこその暖かさ

心づかいと笑顔の連鎖

印刷／株式会社有明印刷

事 務 局 だ よ り

●開催期日：平成25年5月10日（金）
●時 　 間：18時開場　18時30分開演
●開催場所：くまもと森都心プラザホール
●入 場 料：2,000円



平成23年度 総会と交流会

秋のバス旅行　

ボランティア・バザー
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　平成24年10

月 29日　8時

30分崇城大学

市民ホール前に

集 合し、総 勢

33名にてバス

旅行に出発した。

行先はまず九州

国立博物館で、フェルメールを含むベルリン国立美術館

収蔵展を堪能し、太宰府天満宮も自由参拝。昼食を小郡

市にある『さとう別荘』にて歴史ある佇まいとお庭を見な

がら楽しく戴く。午後はやはり小郡市にある如意輪寺（別

名カエル寺）にて、ユニークな住職様の御説法を拝聴し、

皆であは安眠いは色気うは運動えは笑顔おはおしゃれ…

と復習しながら、日々の生活の中で実践できることを願い、

次の目的地「鳥栖アウトレットモール」に向かう。大規模

の商店街で買物をしたり、お茶をしたりと充分楽しんで帰

途につく。帰りのバスの中では自己紹介をしたり、今日の

体験や思い出を語り合いながら、18時20分頃崇城大学

市民ホール前に到着し解散した。

　毎年11月に、交通センター前広場にて、他のボランティ

アの会の方達と共に、バザーを開催しています。会員をは

じめ大勢の皆様にご協力を頂き、今年も食品・果物・ア

クセサリー・洋服・陶器・日用品など沢山の品物を提供

して頂きました。午前9時から開催されたバザーは、品物

の良さと値段の安さで好評、またたく間に売れて、午前中

で終止符を打ちました。その収益金は、163,845円になり、

この貴重な収益は今後のケア活動の為に有効に使用させ

ていただきたいと思っております。

　何か行事をする度に、私たちケア・サポーターズクラ

ブ熊本の真意をお汲み取り頂いて、協力・ご支援を下さ

る皆様の暖かいお心に感謝致しております。今後も微力な

がら皆で頑張りたいと思っておりますので、どうぞ又、ご後

援いただきますようお願い致します。

九州国立博物館へ

2012.10.29（月）

2012.11.3（土）2012.8.18（土）

 2012.7.29（日）ケア・サポーターズクラブ大分  総会と講演会

場所　大分県立 芸術文化短期大学ホールにて

講師　参議院議員 林 芳正氏

場所　大分県立 芸術文化短期大学ホールにて

講師　参議院議員 林 芳正氏

これからの日本を築く知恵
　『様々な紛争や貧困などは、多くがその国々の教育の行き届かない部分の哀しい結果

でもあります。昔の日本がそうであったように、この様な負の連鎖から何とか脱却する

為には、世界中の誰もが自分の力で生きていけるような教育を受ける事が、1番大事です。

　これからの日本においては経済の安定こそが最重要であり、社会や家族を取り巻く

環境が豊かになれば、おのずと教育を含む様々な再生にも繋がります。この様な厳しい

時期だからこそ、決して暗くならず未来に夢と希望を持てる 政策当事者であらなければ！

と強く感じています。』

　日本のみならず、世界中の経済に詳しい林 芳正氏から分かりやすく熱いお話を聞き、

私達の支援の有効性を再確認しました。

大分の物産品などバザーも同時開催

皆さんの暖かい気持ちをいただいて

１．開会

２．代表者挨拶：木村 良子　会長

３．議 長 選 出：後藤 信彦氏を選出

４．議事

　１）平成23年度事業報告

　２）平成23年度収支決算報告

　３）平成23年度監査報告

　４）役員選出：前年度の理事会により推薦

　　　会　　長：木村 良子

　　　副 会 長：米満 淑恵

　　　理 事 長：森 義臣

　　　事務局長：森本みどり

　　　監　　査：桂 洋子　竹田 尚子

　　　理　　事：13名

　　　各役員に委嘱状の交付

　５）平成24年度事業計画案を報告

　６）平成24年度予算案を報告

　７）規約改正について

５．閉会挨拶　：米満 淑恵副会長

　平成23年度決算報告及び平成２４年度事業計画・規

約改正について、賛成多数により承認されました。

　総会終了後に会員交流会が行われました。森理事長も

メンバーであるグレイト・グランド・ファーザーズ（GGF‘ｓ）

による男性四重唱が会員を魅了し、アンコールが鳴りやま

ず、たいへん盛り上がりました。

　アトラクションの四重唱を聞き終えて、昼食会に移行し

ましたが、会員相互の会話も弾み成功裏に終わりました。

　晩秋のさわやかな10月29日早朝、一日バス旅行に参加してきました。車窓から流れ行く秋の彩り、
まだ咲き残っていたコスモス、福岡県立美術館でのフェルメール作品鑑賞。有名な『さとう別荘』で
の昼食は大正ロマンを偲ばせる雰囲気の中、女性がうれしくなる献立。特に松茸の土瓶蒸しは美味
でした。その余韻のままテレビで有名なカエル寺に参拝。住職さんの法話はお笑い芸人さんより面
白く楽しく、皆で心底笑いました。役員の皆様大変お世話になりました。ありがとうございました。感謝！

松尾 明美さん

　毎年、バザーの前に皆様より頂きました品物に値段をつける仕事があります。今年も出田理事宅
に木村会長はじめ理事達が集合しその作業を行いました。次々と登場する品物に値段をつけるのは
会長で、品物に値札をはったり仕分けしたりとその忙しいこと！でもその合い間に、お弁当を食べた
りお茶を飲んだり、おしゃべりも楽しく、あっと云う間の一日で、星を見ながらの帰宅でしたが、皆
で力を合わせた充実感とバザーへの期待感に満足して帰りました。

“バザーの裏方を垣間見て”　荒木 千賀さん

平成24年度ケア・サポーターズクラブ熊本の定例総会は
以下のような内容で開催されました。

ホテル・ニューオータニ熊本での総会の様子

さとう別荘の大満足ランチ

忙しいけど全員元気ハツラツ！ ほとんど売り切れてやっとの記念撮影

CARE JAPANの五月女理事長と
大分の広瀬会長

如意輪寺のご接待

GGF'sの懐かしい歌の数々


