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　　緊急寄附金に感謝いたします
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● 歩み（平成25年7月～12月）

　　

p1.
p2.

p3.

p4.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/〒860-0802 熊本市中央区中央街5-3
TEL/FAX.096-288-2611　E-mail care-sc-ku@wonder.ocn.ne.jp

　春の風が快い季節となり、そろそろ桜の便りも届きそうで

す。皆様お元気でお過ごしでしょうか?

　近頃書店には最年少でノーベル平和賞の候補になった

マララ・ユスフザイさんの本がたくさん並んでいます。

　マララさんが住んでいたのはパキスタンのスワートという

町で、武装グループに支配されており、周囲の国々にも見

られるように、女の子が学校に行くことは禁じられていました。

　しかし、この15歳の少女マララは悲惨な環境の中でも

学校に行くことの大切さや必要性を主張したため、学校に

行くバスの中で乗り込んできた武装勢力の標的となり、３

発の銃弾を浴び、その１発はマララの左目の脇に当たり、

頸を通って左の肩甲骨に達し、ひん死の重症を負いました。

　幸い、その後たくさんの人々の善意と努力によって奇跡

的に回復し、現在イギリスで生活していますが、2011年

7月12日、マララは感動的な演説をしました。

　「私はマララ」に掲載されている文中で「私は誰と争う

気持ちもありません。私がここにいるのは、すべての子供た

ちは教育を受ける権利があると訴えるためです。タリバンを

含めて、すべてのテロリストや過激派の子供たちも教育を

受けて欲しいと思っています。」と話しています。

　どうして世界には各地域で痛ましい紛争が絶えないので

しょうか？世界には紛争もなく、平和に、立派に発展してい

る国もたくさんありますのに。

　紛争が起きるのは政治のためでしょうか？それとも貧困

などが原因でしょうか？それとも正しく普遍的なことを伝える

教育が行き届いてい

ないからでしょう

か？

　それが動物として

の人間の本能的な

縄張り争いだとする

と、救いようがない

気もします。

　世界には学校で

学びたくても学べな

い多くの人が現実に

存在し、特に多くの

女性が無学のまま過

ごしています。さらに

学ぶことさえ知らない人 も々いるでしょう。

　これらの人々が学校に行けるようになり、知識を身につ

けると、身の回りのことすべてがわかるようになり、その結

果それぞれが、今、自分が何をしなければならないかを考

えることができ、紛争のない世界に一歩でも近づく道筋も立

てられ、良い方向に進むのではないでしょうか。それほど

教育は大切だと思います。

　ケア・インターナショナルジャパンは恵まれない国々へ

の支援も積極的に行っています。学校建設など教育面につ

いても力を入れて支援しています。

　私たち「ケア・サポーターズクラブ熊本」でも一日でも

早く平和が世界に訪れるよう、そしてみんなが教育を受け

られる日が訪れるよう、その道を探し続け、みんなで支援・

協力をしていかなければならないと思っています。

歩み（平成25年7月～12月）

マララによせて
ケア・サポーターズクラブ熊本理事　武藤　佐代子

肥後
交流の楽しさと支援するよろこび
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ケア・パートナーズ金沢に参加
第98回理事会（於：H.C.C）

ケア・サポーターズクラブ大分講演会

ケア・サポーターズクラブ千葉設立記念行事

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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アフガニスタン支援の現場報告会
（於：熊本テルサ）

第99回理事会（於：H.C.C）

会員交流バス旅行
旧伊藤伝右衛門邸と中村美術館見学

第100回理事会（於：H.C.C）

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

第101回理事会・忘年会（於：和食「田しろ」）
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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。

印刷／株式会社有明印刷

事 務 局 だ よ り フィリピン台風　緊急支援について

　この度は「フィリピン台

風」に際しまして、ケア・

サポーターズクラブ熊本の

皆様からの迅速なご支援に

対し、まずは心より御礼申し

上げます。2013年11月8

日、史上最強の台風が同

国を襲い、全81州のうち36州が被災しました。避難を余儀

なくされている人々は410万人を超え、東日本大震災の約

40倍の規模となっています。また、そのうち、避難所で生活

をしているのはわずか5％のみと報告されています。未だ、

被災状況全様は明らかにはなっていません。

　今回の災害において、諸島地域の空港やインフラへの損

害も甚大で、発災から数日間は、支援物資どころかスタッフ

の到達すら容易ではない状況が続きました。また被害が3島

以上の広範囲に及ぶ中、通信手段の確保や情報収集が課

題となりました。そのような中、CAREは、即座に30名の現

地スタッフと各国から結集した20名の国際スタッフという50

名の支援体制を組み、支援が行き届いていないレイテ島沿

岸のオルマック市を拠点に、まずは人道支援として米などの

食糧配布を開始しました。

　今後CAREは、2016年10月までを目途に、南レイテ、

東サマール、パナイ島の3地域において、約20万人の被災

者を対象として、緊急復

興支援を継続していく予

定です。

緊急寄附金に感謝いたします

　皆様、この度はフィリピン災害寄付金にご協力頂きまして

ありがとうございました。

　お陰様で寄付金は平成25年12月30日現在で290,086

円になりました。皆様の心からのお気持ちがフィリピンの方々

にお届け出来た事と思っております。

　今後も引き続き支援活動を行ってまいりますので、どうぞ宜

しくお願い致します。郵便局振込口座は下記のとおりです。

口座記号番号1720-5-148698（ケア・サポーターズクラブ熊本）

チャリティ講演会のご案内

　昭和15年1月2日京都府出身
　TV「たかじんのそこまで言って委員会」など、胸のすくよ
うなパネリストとしても注目を集める。俳優としての実力はも
ちろんのこと、様々な分野で活躍。
　興味あるお話を楽しみにしています。皆さんどうぞお越しく
ださい。
●チケットのお問い合わせは090-8296-1419   森本まで

●開催期日：
　平成26年
　4月20日（日）
●時 　 間：
　13時30分開場
　14時開演

●開催場所：
　市民会館
　崇城大学ホール

●入 場 料：
　2,000円

公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン
事務局長　武田　勝彦



総会・交流会

秋の日帰りバスの旅
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　雲ひとつない秋晴れ、31人とガイドさんと一緒に崇城

大学市民ホール前を出発、向かうは旧伊藤伝衛門邸です

が、その前に旧三井鉱山跡地にある「ベルセゾンナカム

ラ」で昼食。近くの中村美術館へ。私は日本画に改めて

感銘を受けたものです。

　そして目的地「旧伊藤伝衛門邸」へ。明治、大正、昭

和にかけて石炭は全世界のエネルギー。田川町は石炭の

供給日本一。その中

で石炭王の豪邸は遠

賀川沿いにありました。

彼が50歳で25歳の

大正天皇の従妹の若

き花嫁「白蓮」を迎

えるため、日本の建築の粋を集めて改築。特に彼女だけ

のために、庭を一望できる二階に一室。そこには水上泰

生が描いた蝶をあしらった天袋、押入れの中は銀箔で、

花嫁を迎える彼の喜びと意気込みを感じました。邸内は和

洋折衷で、特に和室の欄干と長い廊下の天井、襖絵など

贅を尽くした邸に圧倒されました。　

　帰りは千鳥屋本店でお土産を買い、帰りのバスの中で

互いに自己紹介し、楽しく意義のあるバス日帰りの旅でし

た。

「炭鉱の町の歴史を体感 」

2013.10.28（月）

2013.7.27（土）

　平成25年７月27日ホテルニューオータニ熊本にて総

会が開催されました。

司会　羽山眞澄理事　議長　清田隆広氏　

　平成24年度事業報告、収支決算報告、平成25年度

事業計画、予算案について賛成多数により承認されました。

総会終了後会員交流会が行われました。

　中山名誉会長の、ボランティアをともにできる大切さの

挨拶の後、ホテルの心のこもったフレンチの昼食をいた

だきました。

　また熊本機能病院会長・総院長米満弘之先生による《元

気で長生き》というテーマで講話があり、「21世紀の日

本社会は超高齢少子社会の到来になります。生き生きとい

つまでも若々しく、

90歳の人生設計

がこれから必要と

されます。中高年

ボランティアにお

ける健康効果はそ

の社会を実現する

方向を示しています。」というユーモアを交えてのお話しに

感銘を受け、また笑いの絶えない会場となり盛り上がりま

した。総会は、生かされていることの感謝を忘れず社会

に貢献して行きましょう、と森理事長の謝辞があり、成功

裡に終えました。

　平成25年10月23日本部主催により熊本テルサで開

催されました。

　アフガニスタン

の現地スタッフが

通訳付きで報告さ

れました。厳しい

現実の中でも、私

たちの支援で少し

ずつ明るく広がっ

ていく子供達の未来に、一層その大切さを実感しました。

熊本からの支援が、アフガニスタンで少しずつ実っている

様子は、私たちにも元気を与えてくれました。残念ながら開

催スケジュールが急だったために30名ほどの参加でした。

平成25年度総会

アフガニスタン現状報告

　和気藹々とした雰囲気の中で一路、福岡県田川市へと向かいました。石炭・セメント産業の象徴といえる工場跡地に平成17
年に田川の新名所となることを願って開設された「池のおく園」は静かで情緒溢れる佇まいでした。併設の中村美術館見学、ベ
ルセゾンナカムラで地産地消の美味しいフランス料理を堪能した後、飯塚市の旧伊藤伝右衛門邸へ。歌人柳原白蓮の起居した
事でも知られる炭鉱王の邸宅で、贅を凝らした内装や庭園を眺めているとタイムスリップした様な感覚で、地元のボランティ
アの方の情感たっぷりのガイドに時間を忘れて惹き込まれていました。少し贅沢な楽しい秋の一日を過ごす事が出来ました。

秋の会員交流バス旅行に参加して　玉澤 真貴子さん

　まるでバザールの様！！衣類、食器、食品等多くの物が新しい出会いのために並べられていました。えーこ
んなにたくさん売れるかしら？と不安の中で始まりました。さぁ大変、皆で値札を大きく書き直して見えるよ
うに。品物を並び替え、お客様が買いやすくするなど工夫して応対しました。半ば過ぎからは更に一致団結
して頑張り、昨年を上る売上と成りました。物が生かされ人の役に立っていくその先にある笑顔が私達の活
動の原点となるのでしょう。バザーに出されたモノ達、又ご協力頂いた皆様方ありがとうございました。

バザーに参加して　福山 美恵子さん

バザー

　11月24日(日)熊本市民ボランティア週間の最終日、

熊本交通センター会場にてバザーを開催致しました。例

年通り朝9時には集合し準備を開始、後片付けは16時を

過ぎていました。皆様本当にお疲れ様でした。

　今年は皆様のご協力で192,635円(内、熊本市社会

福祉協議会へ3,000円寄付)もの売り上げがありました。

この売り上げはケア・インターナショナルジャパンに寄付

させていただきました。

　昨年より売り上げが伸びているのは、いい品物があると

ファンが定着している事、今年はご協力が多くバザー用品

が豊富であった事、そして売り子の理事さん方がお上手

に熱心に売られた事が最大の要因と思います(木村会長

がお召しになっていたオーバーコートまで売ってしまいまし

た。申し訳ありません)。

　何より感謝は、11月22日(金)出田理事のご自宅をバ

ザーの値付けに開放して下さった事です。美味しい物の

差し入れも頂きました。広い広いお部屋に溢れんばかりの

バザー用品、しかも24日の朝まで預かって頂きました。

出田理事のボランティアマインドに頭が下がります。

　先日の定例会でケア会員はユニフォームを着用しましょ

うと決まりました。

来年はユニフォー

ムを着て売り上げ

倍増(！？ )

　ご協力に心より

御礼申し上げます。

「今年も頑張りましたバザー」

2013.11.24（日）

　金沢の伝統文化、工芸を学ぶ留学生を支援する団体が「第26回JAPAN TENT0 In金

沢」として開催されました。オープニングでケア関係者が舞台に並び、五月女理事長、安

倍ケア・フレンズ東京会長挨拶のあと、全国の姉妹団体の紹介がありました。

　ケア・パートナーズ金沢は北國新聞社の協力のもと活動しているグループで、テントの一

角に「毎月500円の国際貢献」の幕を掲げ、1杯500円のグリーンティーを販売されてい

ました。歴史ある街並みや、エネルギーに溢れた皆様方の温かいおもてなしに感謝です。

　ケア・サポーターズクラブ千葉設立記念公演として、ロシアバキシール民族舞踊、夜には懇

親会があり、翌日は千葉房総半島めぐりのバス旅行が企画されていました。しかし当日は三連

休と重なり渋滞に巻き込まれ、大混乱の帰路となりました。そんな息絶え絶えの帰路も、千葉

の皆様の懸命のサポートにより、熱意とおもてなしの心が強い記憶となり、感謝の思い出となり

ました。千葉はロシア人が日本に初めて上陸した所ということで、とても深い関係があるそうです。

ケア・サポーターズクラブ千葉設立記念懇親会

ケア・パートナーズ金沢の交流会に２名参加しました。

　青木ラフマトゥさんは、西アフリカのマリ共和国にとって何より必要なもの、それは「水」です

と話されました。人も家畜もすべてが往復5日もかかる水汲みに明け暮れ、加えてテロに怯えた

日々を送っていたそうです。当然教育などとは無縁の環境。しかし難民となってからも勉強を欠

かさず、原爆から再び立ち上がった日本のエネルギーにあこがれ、今は日本で家庭を持ってい

らっしゃいます。水道、給食、電車、日本の豊かさ全てがマリには無い物です。自分の出来ることは、

せめてその実情を皆さんに知って頂いて、いつの日かマリにも平和が来る事を願っていますと。

「日本に暮らして思うこと  マリ共和国は今」

金沢 2013.8.26（月） 　大分  2013.9.21（土）　千葉  2013.10.12（土）姉妹グループとの交流

ケア・サポーターズクラブ
大分講演会


