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           日本サーバス九州支部会報   No.14３ 2011 年６月６日 支部長 緒方智子 
  新緑の中、白い花々に目がとまります。あの木は？「なんじゃもんじゃ」。「？？？」。あれは？「ハイノ
キ」。あれは？「ミズキ」・「ヤマボウシ」・「ウノハナ」・「ノバラ」・「イチゴ」・「テイカカズラ」・「アブラギリ」・・・。里
山の花々の名前を覚えながらウオーキングを楽しんでいる間にもう梅雨入りです。今年は北部九州をのぞ
いては五月の梅雨入り。これも「異常気象」でしょうか。被災地の方々は大丈夫でしょうか。 
 今回は夏例会のお知らせの関係で、予定より、ちょっと早めの九州支部会報（Ｎｏ．１４３）をお届
けします。 
   
今会報は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を掲載しています。 
 

１. 九州地区夏例会の案内です  

 

'11 サーバス九州夏例会（小旅行）のご案内 

 
 サーバス九州の 2011 年の夏例会は仏の里として有名な大分県国東（くにさき）で下記の要領で行
います。ゆっくりしようと思えば１週間はゆうにかかると言われているところだそうですが、今
回は１泊２日の予定での小旅行です。大分県国東市の O 会員（地元ガイドもされています）と三
重町の K 会員が企画してくださっています。どうぞ、ふるってご参加ください。家族同伴、大歓
迎です。 
 九州支部以外の方もどうぞご参加ください。大分空港から近い距離ですので、遠距離からの参
加も便利です。（延泊も可能です。申込時にご相談ください。） 
 
                          記 
 
時：７月２３日（土）１２時～７月２４日（日）16 時頃まで（お急ぎの方は中断も可能です） 
 
宿泊場所： 国東サイクリングターミナル（道の駅「くにさき」）（公的な建物ですが凄く立派） 
    大分県国東市国東町   TEL0978-72-3196 

 
 ここは４つの施設が一つとなった「道の駅くにさき」。安心安全な農産物をはじめ、近隣
でとれたタコ・イカを使った加工品、海藻類などが販売されています。また、「レストラ
ン美浜」では、旬の食材を使った「車えび膳」、特産品の地だこづくしの「たこめし膳」

 

 １ サーバス九州夏例会案内 

 ２ 旅行報告 

 ３ 会員情報 

 ４ サーバス国内会議報告 

 ５ サーバス日本からのメール 

 ６ その他 
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などが味わえます。「国東市サイクリングターミナル」はレンタサイクルや宿泊ができ、
地元産の素材を使った昼食バイキングも人気です。   
 

料金：１泊２食：５,２５０円 ただし、アルコールなど飲み物は各自。（原価に近い料金です。） 
      拝観料：各自支払 
 
集合：国東市役所安岐総合支所（くにさきしやくしょあきそうごうししょ）  ここに駐車可（無料） 
 
コース：７月２３日（土）：三浦梅園の里（江戸時代の医者であり思想家であった「三浦梅園」 
     の出身地。三浦梅園の自筆など多数の資料を収めた資料館あり。） 
      瑠璃光寺（るりこうじ）、両子寺（ふたごじ）拝観＆お説教（お説教は瑠璃光寺の藤園住 
     職。予約済み。オモシロイそうです！ 
    ７月２４日（日）：早朝、宿舎所近くのお寺で、座禅体験。その後は国東半島内見学 
 
連絡先：O 会員  住所：大分県国東市○○○    電話：○○○ 
       携帯電話：○○○携帯メール：○○○（PC からのは受信不可 ） 
        
参加申し込み：緒方智子（サーバス九州支部長）全体集約を致します。いずれかよい方法で。 
       電話＆FAX： ○○○、PC メール：○○○：携帯電話：○○○ 
       携帯メール：○○○      
 
申し込み期日：部屋確保の都合がありますので、できるだけ早く参加の意思をお伝えください。 
      （後日の変更は可能ですので予定をお伝えください）締め切り：６月３０日 
        
交通アクセス：  
 
航空機利用：大分空港から車で 7 分ぐらい。到着便か時間が解っていればサーバスの名前を書い 
   た紙を表示して車で出迎え。 
JR 利用：日豊本線杵築（きつき）駅下車。車で出迎え：杵築駅発 11 時 30 分を目途に予定を立てて 
   みてご連絡を。切符は福岡ー別府 4 枚切符 1 万円が割安） 
自家用車利用：九州自動車道の日出（ひじ）ジャンクション経由大分空港道路（無料）を安岐イ 
   ンターで降り、両子寺、梅園の里、豊後高田方面を目指して行くと JA 国東安岐給油所 
   前に集合場所の国東市役所安岐総合支所がある。 
 
             

             

             

             

             

             

         
                                                                                      

２. 寄稿 「サーバス旅行」 

 
 マレーシアに旅行された熊本の T.H.会員からメールで帰国報告をいただきました。許可を得て
ご紹介します。 
 
 

 
 一週間という短い滞在ながら、regional directorであるKさんのご尽力で、クアラルンプール（

  

＊この案内を国内会議でもお配りしました。他地域からの参加もあるといいで

ね。ＪＴＷ（国内サーバス旅行）も推奨されていることでもあります。その頃訪

日予定の韓国の若い女性も九州旅行中に参加の予定です。訪問中のトラベラーが
ありましたら、お誘いください。 
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KL）ではインド人の家庭（Dさん）に一泊し、中国人の会員（Lさん）と昼食やショッピング
を楽しみ、マラッカでも唯一の会員である中国人女性（Cさん）と夕食を共にしました。現地
に頼れる人がいるといないとでは滞在の質が異なります。 
30年位前に勤務した企業の立地するエリアにも足を運びましたが、すっかり様変わりしていて
途中でギヴアップ。赴任していた当時は車で全土を海岸沿いに一周したこともあり、国際運転
免許証まで準備して行ったのですが、中心部は渋滞も激しく、とても運転できる状態ではあり
ませんでした。 
 
 会員の自宅を訪問したり、食事時の会話を通して、会員のQOLはかなり高いとの印象を持っ
た次第です。先ずは簡単な帰国報告まで。 
 

 
 

３. 会員情報 

 
   メールではみなさんにお知らせしましたがあらためてご報告いたします。 
訃報です。宮崎の会員である前田康子さんが５月２日に急逝されました。熊本での支部会議にも
ご参加いただき、お元気そうでしたので信じられない気持でいっぱいですが、故人のこれまでの
ご活躍に感謝し、ご冥福を心からお祈りたします。 
 
１）九州支部会員数   5４名（201１年５月末現在） 

内訳：福岡 10、佐賀 2、長崎 6、大分 1５、熊本６、宮崎 1４、鹿児島１、沖縄０ 
 
２ メールアドレスの変更 
  (省略） 
                                                                                       

                                      

４. '11 国内会議が行われました                                                

                                                                                      
 震災のため延期されていた 2011 年のサーバス国内会議でしたが、年５月２８日（土)～29 日（日） 

東京都大田区消費者生活センターで開催されました。九州支部からの出席者は Ni さん、Na さん、
緒方の 3 名です。会議の内容を緒方メモと郵便局に提出される「議事録抜粋」でお知らせします。 

                                                      
                                                                                       
 参加者は本部役員 8 名、支部役員１０名、一般会員１０名                                 

 会議は震災で犠牲になられた方々への黙祷後、議長選出、支部決算報告、予算案審議、各支部活
動報告、日本サーバス活性化の方法論、ＨＰについて、国際会議派遣旅費、国内会議開催順番、 
役員選任、東北支援が話し合われました。公式な議事録が出ると思いますが、九州支部に直接関
わるポイントのみ順不同でお知らせいたします。                                            
 
 

Ⅰ 50 周年記念行事と国内会議開催地                                              

１ 来年の国内会議は近畿（京都）で '12 年 3 月 17 日、18 日に開催予定。そこで、50 周年記念 
イベントを特別プログラムで入れる。50 周年記念誌の出版披露も行う     

２  50 周年記念誌については価格を抑えること、ＣＤ化すること、等が検討課題になっていま 
す。                                                                             

３ 国内会議開催地は以前のように各地を回る。2012 年は近畿、2013 年は九州開催をめざす。 
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Ⅱ 東日本大震災被災者支援体制の確立に関して （「議事録抜粋」から） 

 
 １．会議は、東北支部会員の津村経夫氏が自発的に地域のボランティアグループと協力して 
被災者支援活動を実行していることを賞賛した。津村氏は、各支部からの支援物資の提供に 
感謝し、特に、日本サーバスの名称と旗を使うことで支援活動の信用度が増していることを 
強調した。 
 
２．会議は、昨年ハイチ大地震の際に日本サーバスとして支援活動を行えなかった反省を含 
めて、現行の東北支部関連の活動に限らず今後も国内および海外で起こりうる災害時の支援 
活動について、これを地域の平和に対する貢献と人間どうしの連帯を確認する活動と捉えて、 
ピースセクレタリの所管事項とすることを決定した。 
 
３．会議は、空席となっていた日本サーバスピースセクレタリに津村氏を選任した。 
 
４．会議は、現行の東北支部関連の活動を支援するための寄付金受け入れの窓口として、本 
部に特別口座を開設して本部会計担当役員がこれを管理することを決定し、今後、会長とピ 
ースセクレタリが協議の上で必要な事項を役員全員に提案し、その承認を得て実行に移すこ 
とを了承した。 

                                                                                      

Ⅲ役員選出                                                                           

                                                                                    

１）本部役員の決定  （2011～2012）                                                     

              
会長：    K.T さん（関東）                                                    

ピースセクレタリー：  N. T さん（東北）                                            

ホストリスト・コ―ディネーター：  M. T さん（近畿）                    

本部会計：N. I さん （関東）                                                    

本部会計監査：Y.M さん （関東）                                                

IT 委員長：S. N さん（九州）  

（なお IT 委員として、O(旧姓、I）T さんと S. S さんも HP を担当） 

名誉会長：T. A さん（近畿）、 顧問：M. N さん（九州）                       
                                                                                       
 

５. サーバス日本からのメール  

  
日本サーバス関係からメールが届いています。会員のみなさんにご紹介いたします。 
 

＜その１＞T 会長から就任の挨拶 From 日本サーバス会長通信（１） 

 
 去る 5 月 28 日と 29 日に東京で開催された代 3 回日本サーバス国内会議で今期（2011 年と 2012

年）の会長就任を了承されました関東支部の K. T です。昨年初頭に S. T 会長がご家庭の事情で
会務を継続できなくなったため、副会長であった私が会長代行を 1 年つとめ、今次の国内会議を
主催しました。会長に立候補者はなく、推薦を受けた数名も辞退したため、私が正式な会長に就
任することとなったものです。私がその器でない程度は菅直人クンの比ではないのですが、今は
Positive Thinking に徹して開き直り、日本サーバスのためになると信じることを実行していきたい
と思います。 
 
 今は昔、東京オリンピックを機に日本人の海外旅行が自由化され、限度額 500 ドルの外貨をポ
ケットに欧米へ流れた若者の波に乗って私も安上がりの欧州旅行を志し、「海外旅行あなたの番」
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とか「Europe 5$ a day」の本でサーバスを知って初代会長の天野さんを訪ねました。それ以来、
サーバスを通じた有意義な体験と様々な出会いに恵まれて、サーバスを除いたら私の人生に何が
残るかと自問するほどです。この間の社会の変転や科学技術の進歩に照らして、サーバスの理念
や方法は賞味期限が切れているのではないかとの疑問が一部に聞かれますが、そんなことはない
と思います。特定の宗教や思想信条にとらわれずに、人間性の基本的に善なることを信じて、個
人対個人の信頼関係に基づく交流の輪を作り続けていくことは、どんな世の中になっても大切で
はないでしょうか。 
 
 サーバスの活動は、個々の会員の交流活動の積み重ねです。組織としての日本サーバスの仕事は、
皆様の活動が円滑に有意義に進められるよう後方支援することと、サーバス活動を外部の人に知
ってもらうよう、特に若者を引き付けるよう前方展開することと思います。 
 
皆様のお力を貸して下さい。 
 
 K. T   2011 年 6 月 6 日記 
 

＜その２＞東日本大震災被災者支援体制の確立 From 日本サーバス会長通信（２） 

 
今次国内会議の最大成果の一つは、東北支部会員・N. T さんのイニシアティブと実行で始まった
東日本大震災被災者支援活動を、日本サーバスのピースセクレタリ（ＰＳ）の所管事項として継
続発展させることを決定したこと、ＰＳに津村さんが選任されて体制も整ったことです（一昨年
に関東支部の T. Y さんが家庭の事情でＰＳを退任された後は、ＰＳの席は空席になっていまし
た）。 
 
災害発生以来、何か自分にできる活動はないのかという鬱々とした気分を、機会あるごとに小額
の寄付をしてごまかしてきましたが、今後はＰＳの活動を応援することで、日本サーバスの支援
活動の一端を担う意識を持つことが可能になりました（そうする義務が生じました）。 
 
当面は実際の活動はＰＳに一任されますので、日本サーバスとしては資金面の応援を強化したい
と思います。本部会計と切り離して管理するために、寄付金受付用の口座を新たに本部に開設し
て、会計担当の石渡さんに管理していただきます。その内容について追々ご相談しますが、郵便
局に口座開設を申請するために、口座の名称と、この活動が日本サーバスの活動の一環であるこ
とを示す必要があります。名称としては：「日本サーバスピースセクレタリ基金」あるいは「日
本サーバスピースセクレタリプロジェクト」を考えています。 
 

＜その３＞サーバス掲示板の利用について               From S. N ＩＴ委員長 

 
 サーバス・ホームページに誰でも投稿・閲覧できる「サーバス掲示板」を 3 月末に設定しまし
たが、48 件の投稿がなされ有効に活用されておられることと思います。 
 しかし、今日まで金融関係や見たくないようないかがわしい投稿がなされ、そのたびに当管理
者で削除してきました。この実情を先の国内会議（5 月 28 日）に報告し、今後益々このような書
き込みがなされることを懸念し、次のように「サーバス掲示板」の利用方法を変更することが 
国内会議で決まりました。 
１） サーバス会員のみが、共通の 1 つの「ID」と「パスワード」を用いて投稿できるよう設定 
 する。 
２） 閲覧は公開し会員以外でもできるよう設定する。 
 
利用方法はこれまでと特に変更はありませんが、記事の投稿の際に「ID」と「パスワード」の入
力が必要となります。上記のように設定・変更する準備ができましたので、「 ID」と「パスワー
ド」を皆様にこのメールでお知らせいたします。メールを利用してのパスワードの連絡は、送信
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先以外に漏れる恐れがありますので、連絡しないのが通常と思います。しかし、 
（A) 郵便で連絡するとなると料金やわずらわしさが負担となる事と、 
（B) メールで連絡した際外部に漏れ「サーバス掲示板」が台無しになり取り返しのつかないよ

うな事は起こらない。計算機のパスワードやクレジットのパスワードのような極めて重要
な極秘の情報ではない事とのバランスを考え、今回はメールでの連絡をとしました。 

（B)により不具合が生じた際は、掲示板の記事を削除し、その後、パスワードの変更をすること
やその知らせなどの工夫をしたいと思います。 

 
添付ファイルで 「ID」と「パスワード」をお知らせいたしますので、支部長さんは、会員へお
知らせいただきますようお願いいたします。なお、この形式によるによる利用は、6 月 19 日（日) 
17:00 より起動するようにいたします。この時間まではこれまでの方法で利用できます。 
掲示板への書き込みが不便になるかと思いますが、益々のご活用をお願いいたします。 
 
（以下は添付されていたファイルです） 
       （省略） 
                                           

６. その他       

 
   １ '11 年のホストリストはもうすぐ発行される予定です。お届けはもうしばらくお待ちくだ 
  さい。 

２ サーバス東北の支援活動のＤＶＤが届いています。視聴ご希望の方はお申し出ください。 
  ３ 年会費未納の方は入金方よろしくお願いいたします。 
 


