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蝋梅の香りに誘われて庭に出たらフキノトウがかわいらしい頭をもたげています。季節！とばかりに日頃
の散歩の際に目をつけていたフキの群生地へ。たくさん頭をだしてくれていました。さっそく「蕗のとう味
噌」に。苦みと香りが口の中にひろがります。春の味だな～と満足しながら、この恵みをもたらしてくれてい
る自然に感謝。でもこの土や水が有害物質で汚染されていたら・・・。途端に不安に襲われます。そして、
今もなおその不安の中で生活を強いられている人々に気持ちが重なっていきます。

今年がいい年でありますように・・・。

今回会報は以下のことを載せています。ご意見等いろいろお知らせください。

１ サーバス九州支部会議＋小旅行（福岡：4月21～22日）締め切り3月20日

２ 役員立候補・推薦のお願い

３ 2011年の受け入れ実績等

４ サーバストラベラー受け入れ報告（福岡 S 会員）

５ 会員情報

６ 訪韓計画進捗状況

７ サーバス九州からのお願い

サーバス九州支部会議＋小旅行のご案内サーバス九州支部会議＋小旅行のご案内サーバス九州支部会議＋小旅行のご案内サーバス九州支部会議＋小旅行のご案内

会報 146 号でもお知らせしておりましたが年 1 回の支部会議を下記の要領で行います。5 月訪
韓を控え、いろいろとご多用なことと思いますが、ぜひ、ご参集いただきたく思います。よろし
くお願いいたします。

支部会議は 15:00～17:30です。
あとはフィールドワークと交流。お楽しみいただけたらと思います。今回のお世話は福岡のメン
バーです。

時：2012年4月21日(土）14:00～22日(日）13:30

所：福岡市東区志賀島 玄海国定公園「休暇村志賀島」（092-603-6631）
ｼｶﾉｼﾏ

内容：
4/21 集合：休暇村・志賀島 14:00

入浴 or 散策

支部会議： 15:00～17:30
夕食（ﾋﾞｭｯﾌｪ式）： 18:30～
懇親会：部屋で(各自の持ち込み大歓迎)

4/22 島内ツアー（ボランティアガイド付） 9:30~12:00
昼食兼海産物ショッピング等： 12:00~13:30
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一応ここで解散ですが、海ノ中道海浜公園でフラワーフェスティバル
やマリンワールド等の見学が可能です。

費用： 一人11,000円程度

参加申し込み： 2012年3月20日

本会報の最後尾に記しています支部長宛にメール・ファックス・電話等ご都合
のよい方法でお知らせください。

２２２２.... 役員の立候補・推薦をお願いします役員の立候補・推薦をお願いします役員の立候補・推薦をお願いします役員の立候補・推薦をお願いします

支部役員の任期は 2年間です。今回は改選の年です。役員になってくださる方はありません
でしょうか？ 立候補・推薦、いずれも大歓迎です。各県でお話合いをしていただければあり
がたいです。各県代表者のみなさん、よろしくお願いいたします。
4月 12日に役員会を行いますので、それまでにお知らせいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

３３３３.... 受け入れ実績等の状況受け入れ実績等の状況受け入れ実績等の状況受け入れ実績等の状況

年末に行ったみなさまからの報告をもとに、日本サーバスに対して九州支部活動の報告を以下
のように行いました。

2011年度支部活動報告

a) 2011年 12月末現在の会員数： ホスト会員 55名 トラベラー会員 1名

b) 新入会員 4名 退会会員数 3名 休会会員数 1名

c) 認定トラベラー数（LOIを発行した会員数） 15名

d) スタンプ使用枚数 15枚
ホスト会員 14枚 トラベラー会員 1枚

e) 外国からのトラベラー数 17名（報告があった分のみ）

国籍、氏名などわかっている範囲で
フランス 3名（F/ Marianne Franche,_ M /Benjamin Velu、F/マティーヌ）
ドイツ 2名 (F/ Ruth Kugler, F/Christine)
スペイン 1名（F/ Maria Alfageme）
韓国 10名（F/ Kim Kajeong, F/ Kim Dae Young, M/Fｽﾙ・ｽﾝ・ﾘｮﾝ､M/ ｳﾑ・ｼﾞｪ・ﾘｬﾝ、

F/ｿ･ｼﾞﾝ･ｸﾞ、M/Fｷﾑ, M/H Wang-il Yang、？）
カナダ 1名（？）
イギリス 2名 (F/Maggie St. John、F/ Sue Hydon)

4444.... トラベラー受け入れ報告トラベラー受け入れ報告トラベラー受け入れ報告トラベラー受け入れ報告

年末の報告をいただく折、福岡の会員から楽しい受け入れ報告をいただきました。
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この中のフランスのベンジャミンさんと韓国のカジョンさんは九州支部の会員宅を数件訪問され
ていますので懐かしく思い出される方もあるでしょうね。ご紹介します。

1111 2011201120112011年 7777月 13131313日(水)～15151515日(金) BVBVBVBV (フランス 男性 18181818歳大学生)

政治学を専攻する大学生。今回２回目の訪日は、大学から奨学金を得て２か月かけて「日本
の地域統合」に関する研究の目的で、我が家はその最初の滞在先でした。

２日前にメールを頂き、確かに予定通り来られるとわかったものの、何時ということまで前日
まで連絡をもらえず、当日気をきかせてフェリーの時刻を調べ下関港まで迎えに行きました。し
かし行き違いで歩いて関門海峡を渡りＪＲで最寄り駅に着いたところで、たまたま知り合いの町
役場の方がかわりに私の携帯に連絡をしてくれ、無事駅で会うことができました。本人にも伝え
ましたが、やはり前日までには何時に待ち合わせか連絡はほしいですね。

そんな出会いのハプニングがありましたが、会ってからは色々お話をして楽しい時間を過ごし
ました。

１日目夕方は私のレッスンに入ってもらい、小学生、中学生と交流しました。ベンジャミンか
らはフランスの事を色々紹介してもらい、最後に日本の文化として「七夕」を紹介して一緒に願
い事を書いて最後に公民館に飾らせてもらいました。彼の願い事は、「無事２カ月日本を渡れま
すように。」とのことでした。その後、我が家に戻って家族で夕食をとりました。何でも「おい
しい！」と言って食べてくれました。さすが、幼少のころから外国生活や行った大陸がないくら
い多くの文化を受け入れている姿勢が伺えました。

２日目は、午前中は娘の中学の面談があったため、学校を見てみたいとのことで、一緒に連れ
て行きました。日本の漫画のその通りの様子だ、と喜んでいました。生徒たちは部活をしていた
ので、娘の剣道部に１時間ほどお邪魔して、途中からは沢山の生徒たちと腕相撲で相手をしてく
れ、なごやかな雰囲気となりました。
午後近場をぐるっと回り、夕方再び私のレッスンに加わってもらいました。今日の子どもたち

は、最後にとても喜んでベンジャミンにサインをもらっていました。子どもたちにとっても何か
興味を持ってくれたり良い時間を過ごしてもらえると何よりです。
３日目の朝、次の長崎の諫早市までの移動にヒッチハイクをして行きたいと、これまた少々難

題がありましたが、長距離トラックが停まる高速のパーキングエリアで降ろした方が良いのでは
と思い、大きなパーキングエリアまで送りました。そのあと暑い中 1 時間待って無事トラックに
乗せてもらったとのことで、ホッとしました。

２カ月の滞在にしては荷物がいたって少なかったのですが、その中に一人用のテントが入って
いました。四国の移動の時には、サーバスの方がなかなか見つからないので野宿するとのことで、
ヒッチハイクにしろ、彼のタフさに私たちも見習わないといけないなと感じました。実質２日間
でしたが、沢山のお話を楽しみながらシェアさせてもらいました。

学校、家族のこと、いままでの旅の話やフランスのこと（ついでにフランス消費税の高さと手
厚い社会保障なども）を聞きながら、私たち家族も一緒に旅をした気分で楽しい交流が出来まし
た。

２カ月の旅が終わった後に、無事帰国したとのメールを頂き、添付された最北端の宗谷岬と途
中のテントでの写真を見て、彼の無事を母親の気持ちでホッとした次第です。 彼の長い旅のチ
ャレンジの 1 ページのお手伝いが出来て嬉しく思います。

② 2011201120112011年 7777月 25252525日(月)～27272727日(水) KKKKJJJJ (韓国・女性 25252525歳 大学院生兼 医師)

今回３度目の訪日で２週間をかけて九州を回られた最後のステイに我が家に来られました。日
本語がとても上手なサービス精神とチャレンジ精神旺盛の女性でした。

彼女はこの Servas を自分で探したそうです。 Servas のトラベラーとしては、イギリス、イタ
リア、日本（北海道）で旅をされた経験があります。
着いた当日、夕方私の英語のクラスに参加して子どもたちと楽しく交流してもらいました。夕

食後にデザートを作ってくれました。ソウルでも只今健康志向ブームで、スーパーで普通に売っ
ているオーガニックのチョコブラウニーを電子レンジで温めて上からバニラアイスをかける「ブ
ラウニー・サンデー」というものです。甘過ぎずとてもおいしかったです。

彼女とは、家族の事は勿論、お互いの国の好きな所や生活や教育、文化など沢山お話をしまし
た。教育に関しては、日本以上に受験戦争が厳しいといわれる韓国ですが、最近は「そんなに頑
張らなくても良い。」という２極化の傾向にもなりつつあるそうです。
そんな中で、彼女に対して感心した事の一つを紹介します。彼女はおもむろに「私にはアジア

に一人、娘がいます！」と言いました。よく話を聞いてみると、彼女が「外出先で飲むコーヒー
のうちの一杯分約５００円を、ある韓国国内のＮＰＯを通じてアジアの恵まれない子に月々教育
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費として出資している。」とのことでした。大きいＮＰＯではなく、きちんと手助けしたい子の
リストを出資者が選べて、その経過も手紙や写真などで報告してもらえとても身近に感じるそう
です。私たちも見習いたいことの一つだなと思いました。

二日目は私も仕事が休みでしたので、小倉で韓国を良く訪れる友人と３人でお昼を食べた後、
２人で門司港レトロを数時間回りました。真夏の一日でしたが、途中休憩したはちみつアイスク
リームがなんともおいしかったです。

三日目は別れを惜しみながら、見送りました。

・・・震災後の日本に不安を抱くことなく、訪問してくれた日本が大好きな２人の若者と交流が
出来有意義な時間を過ごすことが出来、元気をもらいました。 (福岡会員） S K

５５５５.... 会員情報会員情報会員情報会員情報

2012年用の Host List 原稿をサーバス日本に送りました。リスト記載者数 57 名です。
内訳 大分 16、鹿児島 1、熊本 6、佐賀 4、長崎 7、福岡 10、宮崎 13

2011年末で以下の 3人の方がご家庭の事情等で退会になられました。
福岡県 K Jさま 宮崎県 K Rさま 大分県 M Mさま
ご活躍ありがとうございました。また、機会がありましたら、どうぞメンバーに加わってご活

躍くださいますようお願いいたします。

６６６６.... 訪韓計画進捗状況訪韓計画進捗状況訪韓計画進捗状況訪韓計画進捗状況 訪韓予定日 2012年 5月 24日(木）～28日（月）

・ 参加希望者は 2012 年 2 月 6日現在で 13名です。
参加をご検討いただいている方が、あと 4 人程いらっしゃいます。
まだ、締め切りまで時間がありますので、ほかの方もどうぞご検討なさってみてください。
向こうでの貸切バスは 22 人用を予定しています。

・ 韓国のオムさんから滞在費の見積もりが届きました。

予算内でいけそうですし、EXPOの入場券もその中から出せそうです。

・ プサン支部との交流は 3日目の夕刻としていましたが、それを 4 日目夜 8時発のカメリア号
に乗船する前に釜山港近くで夕食・交流会を行うよう変更いたします。

・ EXPOでプサンが混むことも予想されますので、ホテルの予約を始めています。

1日目はチャガルチや国際市場に近いところを確保する予定です。

・ 乗船券は発売が 3か月前からですので、申し込み一次締め切り後すぐにビートルの乗船券を
予約いたします。帰りのカメリア号はオムさんに購入を依頼しています。

乗船券購入の際パスポート番号・正確なローマ字表記の氏名・生年月日、パスポート有効
期間等が必要になりますので、パスポートのコピーを支部長までお送りください。

・ 申し込みをいただいている方には他の情報を付記して個別にはがきをお出しします。

７７７７.... サーバス九州からのお願いサーバス九州からのお願いサーバス九州からのお願いサーバス九州からのお願い 2222 点点点点

１ 新年と同時にサーバスの会計年度も新しくなります。

2012年度の会費（年会費 3000 円）の納入がまだの方はどうぞよろしくお願いいたします。

(1月末をお願いしておりましたがまだの方は 2 月末をめどになさってください。)
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２ サーバス旅行用の認定証別名 LOI(Letter of Introduction)をこの会報と一緒にファイル添付い
たします。保存していただいて、必要な折、支部長あてに写真も添付してお送りください。

LOI は 1 年間有効です。韓国は夫婦の場合は各自ではなくどちらか１名だけの持参でいいそ
うです。

発行日：２０１2年２月7日 (１４７号）

発行者：サーバス九州支部長 緒方 智子

【会費、認定料等の送金はこちらにお願いします】
・＜郵貯口座からだと送金無料 ＞
記号：17240 番号：17160361
名称：サーバス九州事務局

郵貯口座のない方は郵便局で振替用紙をもらい以下のように書いてお送りただければ幸いです。

（この場合は手数料が若干かかります。よろしくお願いいたします）

口座記号 口座番号（右詰で記入） 千 百 十 万 千 百 十

円

****
0000 1111 9999 5555 0000 ====

****
6666 ====

****
3333 ６ 4444 4444 1111

金

額

＊

３ ０ ０ ０

加入

者名 サーバス九州事務局 料

金

備

考

通

信

・

・

・


