事 務 局 だ よ り

肥後 交 流 の 楽 し さ と 支 援 す る よ ろ こ び

秋のバス旅行のご案内

ケア・インターナショナルジャパンについて

2013年（平成25年）
7月25日発行

今年度も恒例のバス旅行を

今号の内容

予定しております。ただいま、

CAREは、アジア、アフリカ、中南米、中東など世界 70

第二事業部にて様々なルート

カ国以上の途上国や紛争地域に現地事務所を持ち、専門性

p1.
p2.

を検討中です。後日、ご案内

をもつ 15,000 人のスタッフが、年間 6,500 万人に対し、自

状をお送りします。

立支援を行っている世界有数の国際協力 NGO です。
収入向上、教育、自立支援、保健、水と衛生、環境、コミュ
強みとして、長期的視野に立った支援活動を展開するととも

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

に、紛争や災害が生じた際には、世界中にはりめぐらされた

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

国際ネットワークを生かし、世界各地の被災地で瞬時に緊

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

急支援活動を行っています。

ばと思います。
また、当日はお遊びがてらお手伝いに来てくださいません

60 年以上の歴史と実績を持つ CAREは、あらゆる宗教、

か？開催日時と詳細はおってお知らせいたします。

政治に対して中立の立場を堅持し、その高度な専門知識と
経験を生かした活動実績は、国連をはじめ、各種専門機関

広告協賛ありがとうございました

や支援実施国から高い評価と信頼を受けています。

ヤンジンさんに感動
● バイマー・ヤンジンチャリテイ講演会
●

天国に一番近い国からのメッセージ

春の会員交流会 おもてなしの心
p3. 姉妹グループとの交流 東京・岡山
p4. ● 事務局だより
●

バザー物品ご提供のお願い

ニティ開発など多岐にわたる分野からの包括的アプローチを

4

vol.

●

生きる力 を 信じて 支える

ケア・インターナショナルジャパンについて
五月女 英介理事長のメッセージ
秋のバス旅行のご案内
バザー物品ご提供のお願い
広告協賛ありがとうございました
活動費をいただきました

ケア・サポーターズクラブ熊本会報
発行/ケア・サポーターズクラブ熊本 事務局/〒862-0950 熊本市中央区水前寺6-32-8 熊本太陽ビル1階 木村事務所内

TEL.090-8296-1419

FAX.096-365-4004

E-mail 88midori@gmail.com

●

歩み（平成25年1月〜6月）

5 月 10 日に開催されたチャリティ講演会のチラシに、22

五月女 英介（さおとめえいすけ）理事長の
メッセージ

社から広告協賛を頂きました。
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。

理事長に就任して1 年がたちまし
た。CARE が国際 NGOとしての役割
を充分果たすためには次の５つのこと

活動費をいただきました

が肝要と感じています。

5 月 10 日、講演会に続く懇

ヤンジンさんに感動
崇城大学 学長
ケア・サポーターズクラブ熊本名誉会長

中山

峰男

先日、ケア・サポーターズクラブのチャリティ講演会で、
チベット出身のバイマー・ヤンジンさんの講演を拝聴しました。

親会にて、当クラブ顧問 洋

涙あり笑いありの素晴らしい感動的内容で、今も印象強く心

③説明責任を果たすこと

子・スリアワン氏からこれまで

に残っています。

④スタッフの専門性

の感謝の言葉と共に、今後の

①信頼されること ②高い透明性
⑤知名度を上げる努力、です。

CAREの活動に賛同してご寄付とご援助を頂いている支援

活動に役立てて欲しいと、15

者の皆様の真心に、ローレン・アイズリー博士の「星投げ

万円が手渡されました。多くの

びと」のこころを実感する毎日です。スタッフ全員これから

方々にCAREの活動を知って頂き、今後につながるよう大事

も精進してまいります。

に使いたいと思います。ありがとうございました。

会 員
募 集
事務局

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。
〒862-0950 熊本市中央区水前寺6-32-8 熊本太陽ビル1階 木村事務所内

TEL.090-8296-1419 FAX.096-365-4004 E-mail 88midori@gmail.com

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。

歩み（平成25年1月〜6月）
2013 年（平成 25 年）
1 月 23 日㈬ 第 89 回理事会

3 月 10 日㈰

（於：認知症ほっとコールセンター※以下H.C.Cと称す）

1 月 28 日㈪ 東日本大震災緊急支援金寄付
ケア・インターナショナルジャパンへ 15 万円
2 月 20 日㈬ 第 90 回理事会（於：H.C.C）
2 月 24 日㈰ ケア・フレンズ東京 講演会

3 月 27 日㈬
4 月 17 日㈬
4 月 23 日㈫
5 月 8 日㈬
5 月 10 日㈮

講師 津川雅彦氏
会場 ホテルニューオータニ

3 月 9 日㈯ ケア・フレンズ岡山 講演会
講師 船越英一郎氏
会場 岡山国際ホテル

5 月 22 日㈬
6 月 5 日㈬
4

平和の使者ケア・キッズに見守られての講演会

ヤンジンさんの講演は、要約すると、遊牧民の貧しい家
庭に育ったヤンジンさんが学校に行かせてくれた両親に感

マヒしてしまうほどの悪臭に耐えながら、毎晩そこで何時間

謝して、チベットの子どもたちのために郷里に学校を寄贈し

も勉強をしたそうであります。その甲斐あって、難関の四川

たというお話でした。チベットの遊牧民は、学校に通うこと

音楽大学に見事合格、苦学しながら４年で卒業すると幸運

が難しく、文盲の人が大変多いそうです。ヤンジンさんの両

にも、当時四川大学に留学していた日本人男性と、卒業演

親も文字が読めないために、チベットの広大な所有地を中

奏会で知り合い結婚をされました。その後日本に移住し、

国人に騙し取られたり、都会の成都市に行った際、大変な

大阪で生活することになりましたが、郷里の両親や家族のこ

辱めを受けたそうであります。両親は識字の大切さを痛感し、

とは一時も脳裏から離れることはなかったそうです。夢のよう

貧しい家計を遣り繰りしながら子どもたちを学校に通わせま

に豊かで幸せな生活を送れば送るほど、極貧たる郷里への

した。ただ、長男は父親の放牧を手伝わなければならず、

郷愁は募るばかりで、何か恩返しをと考える中、ある時学校

学校に行けなかったそうであります。ヤンジンさんは両親へ

建設を思い付きました。それからは、アルバイトをしながら

の感謝とお兄さんへの申し訳けない思いから、必死に勉強

資金をコツコツ貯めて、とうとうチベットの郷里に学校を建

をしました。夜は学校のトイレの小さな明かりしかなく、鼻が

設したのであります。学校に行けたから今の自分がある、チ
ベットの子どもたちにも学校教育を通して、将来豊かで幸せ

第 91 回理事会（於：ホテル熊本テルサ）
春の会員交流会（於：ホテル熊本テルサ）
第 92 回理事会（於：H.C.C）
第 93 回理事会（於：H.C.C）
ケア・インターナショナルジャパン代表者会議
第 94 回理事会（於：H.C.C）
第 7 回チャリティ講演会・懇親会

になって欲しいとの願いが籠められていました。その後も寄
贈を続けられ、現在、既に9 つの学校を建設されています。
今回、ヤンジンさんの講演を聞き、私たちがやるべきボラ
ンティアの原点を示唆してくれたと思っています。世界にはま
だまだ食べることさえできない、また学校にも行けず文字が

講師 バイマー・ヤンジン氏
会場 くまもと森都心プラザホール
懇親会 新町「塩・胡椒」

第 7 回チャリティ講演会反省会（於：「雫」）
第 95 回理事会（於：H.C.C）
印刷／株式会社有明印刷

読めない子どもたちが沢山います。そのことを確りと感じな
がら、ヤンジンさんを見習って積極的にケア・ボランティア
に貢献してまいりたいと思います。

( 左から）中山名誉会長、ヤンジン氏、森理事長

1

バイマー・ヤンジンチャリテイ講演会

2013.5.10
（金）

天国に一番近い国からのメッセージ

と思います。

その後、歓談・会食に入り、姉妹団体の皆様方も会話

最近は大きな災害も発生して閉塞感がありますが、我々

場所：くまもと森都心プラザホール

が弾み、すばらしい交流ができました。

も、もう一度過去を振り返り大志を抱き、チャレンジする

司会・進行：小出史 理事

心を呼び起こすべきと考えます。

1. 開会

講演会のあとに懇親会がありました。会場は江戸・明

2. 挨拶：木村良子 会長

治期の町屋建築が立ち並ぶ地域の「塩・胡椒」という名

3. 姉妹団体代表者挨拶：ケア・フレンズ東京 安倍洋子 会長

のレストランで伝統的な町屋の空間です。

4. ケアインターナショナルジャパン活動報告：竹田勝彦 事務局長

オープニングは田島永山氏（田島涼子理事ご子息）の

5.ご講演：バイマー・ヤンジン氏（声楽家）

尺八の演奏から始まり、会場は幻想的な和の趣に魅了さ

6. 謝辞：米満淑恵 副会長
「幸せの鳩」たちと共に講演会がスタート

バイマー・ヤンジンさんは故郷のチベットで育った環境

れました。

会場の皆様からも沢山のご寄付を

最大の理解者であるご主人と

るために、現地へ学校施設の資金を送り続けています。

や生活状況を涙ながらに厚く語ってくれました。

その彼女の活動に微力ながらも応えるべく、会場内で

はじめて来日した時のカルチャーショックは凄まじかっ

募金活動をしたところ、多くの方々の賛同を得ました。皆

たようです。空や地上をはじめ、地下にも走る交通機関や

様方のご理解とご協力に心より感謝を申し上げます。

スーパーには物があふれており、自宅は電化製品で囲ま

そして主催者謝辞の後に、要望に応えて故郷チベット民

れている。故郷の暮らしや光景とはまるで異なる別世界で

族の歌を独唱していただき、そのすばらしい音質に魅了さ

夢の天国だと感じたそうです

れました。

そして彼女はその違いは教育の差であり、技術を生み

彼女の話の内容から確信することがあります。日本の強

出す日本人の能力から生まれたものだと気づきます。教育

みは知識と知恵であり、まじめに課題に取り組む姿勢が高

がいかに大切かを実感して、チベットが自立できる国にな

い技術力を生み、世界でも類を見ない発展を遂げたのだ

春の会員交流会

2013.3.10
（日）
風は風土、風味、風景で、時

「おもてなしの心」

の美しさや調和とのことで、人

参加者：58 名

の魅力も同じような事とお話さ

場所：ホテル熊本テルサ「たい樹」

春の暖かい午後、理事、会員、ご友人など多数お集ま

とても華やかに感じられた講演会でした。
午前中からバザーが開催され、講演には1000 人を超える参加者が津川雅彦さんのお話に

その後のお料理は、春の季

なるお話とお料理をいただく会をいたしました。木村良子

節にマッチした素晴らしい献立

会長の挨拶、森義臣理事長の活動報告の後、小出史理

で、ヤーコン、帆立、木の芽和え、ひなあられの前菜に

事の司会で始まりました。

はじまり、蟹や白木茸などの入ったスープ茶碗蒸しなどなど、

土山総料理長

そして、おわり方の「のれそれ」の酢の物は、はじめてい
ただきました。

を思いやる心」を形にしたものだそうです。さらに日本料

楽しい歓談ののち、羽山真澄理

理を出すには「三味、三風」に気を配ることが大切で、

事の謝辞で閉会となりました。来

三味は、この店に入ってみようと思ってもらうこと、料理に

年 の 会 員 交 流 会 には又 沢 山 の

満足していただくこと、また来ようと思ってもらうことで、三
季節を先取りしたお料理の数々

岡山 2013.3.9
（土）

今回ケア・フレンズ東京は15 回記念講演会ということもあり、会場のホテルに入った時から、

りいただき、昨年大変好評だった土山憲幸様の２回目と

気持ちや心で接すること。また「江戸しぐさ」とは「相手

東京 2013.2.24
（日）

ホテルニューオータニにて

れました。

土山様のお話で、「おもてなしの心」とは自分の素直な

姉妹グループとの交流
ケア・フレンズ東京 津川雅彦氏講演会

季の旬、美しい盛り付けや器

料理とお話：ホテル熊本テルサ総支配人・総料理長 土山憲幸様

田島永山先生の尺八演奏

ヤンジン氏をはじめご来賓を囲んで記念撮影

方々のご出席をお待ちいたします。

聞き惚れました。津川氏もほとんどが女性で埋め尽くされている会場に驚かれながら「我が俳

津川雅彦氏の講演

優人生を語る」というテーマで講演されました。津川氏の幼少時代や日本人の気質、文化の
重要性など多岐にわたる講演をいただき、最後は日本人の誇りである「美しい心」を大切に
して世界のリーダーシップを取っていきましょう！と結ばれました。その後津川氏、安倍洋子会
長はじめ各県のケア代表者による懇親会となり、津川氏とも親しく交流することができ、有意義
な一日となりました。今回東京での素晴らしい会に参加させていただき、自分自身の見聞も広
がりましたし、さっそく熊本での活動に活かしていきたいと感じた一日でした。

ケア・フレンズ岡山 講演会・バザーと懇親会に出席して

本部よりケア・フレンズ東京へ
15 周年の感謝状が贈られました

岡山国際ホテルにて

3 月 9 日、21 回目を迎えたケア・フレンズ岡山の「船越英一郎氏をお迎えしての講演会」
に熊本から5 人出席してまいりました。俳優一家に育った生い立ち、ご自身がつくられてい

大久保 紀子さん

るご家庭でのご苦労、特に息子さんとの葛藤等、熱を込めてのお話に、俳優としても、又

私の友人も誘って土山料理長のお話と、お料理を楽しみに参加しました。先付のヤーコンは菊池地方
で生産されているのは知っていましたが、美味しくいただいたのは初めてでした。またお酢の物として出
てきた「のれそれ」に同じテーブルのみんなで、
「何だろう、白魚？何か違うわね」と。スマートフォン
で検索して旬のアナゴの稚魚で、めったに熊本では食べられないものだと分かり、みんなで感動しました。
土山料理長の「三味、三風」通りの献立に舌鼓した素晴らしい春の日のひと時を過ごすことが出来ました。
2

お人柄にも一段と親しみを覚えたことでした。平行してのバザーは、品物の豊富さに圧倒
される思いで、お買物も十二分に楽しませていただきました。前日の夜が懇親会でしたので、
早目に岡山に伺い、美術館や、ほんの二十日前に設立 20 周年を記念して植樹をなさっ
た 六高菊桜 をご案内いただき、あらためて先輩クラブの重みに色々学んでまいりました。
3

船越英一郎氏の講演

