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12 月 7 日夕方、東北・関東地方で地震発生・避難勧告のニュースが飛び込んできました。この
寒空の中、津波避難を余儀なくされている方々、さらなる原発事故を恐れる人々・・・。

天災・人災に悩まされながら 2012 年も残すところわずかになってきました。

みなさまのところはお変わりないでしょうか。来年がいい年でありますように！

会報 152 号（'12, 12 月号）をお届けします。内容は以下の通りです。

１ 国東秋例会報告

２ トラベラー受け入れ報告２編

３ 年度末報告のお願い（①トラベラー・受け入れ報告②ホストリスト修正等）
４ サーバス九州会員情報
５ サーバス九州から3点
６ サーバス九州連絡先等

１１１１.... '12'12'12'12 秋例会報告秋例会報告秋例会報告秋例会報告

大分県国東で秋例会を下記の要領で行いました。

期日： １１月１７日～１８日（土、日）

集合場所と時間：国東市役所 安岐総合支所 12：00。郷土食「団子汁」の昼食。

訪問地： ①長安寺 ②天念寺 ③川中不動 ④無動寺 ⑤富貴寺 ⑥熊野磨崖仏

⑦両子寺

ホテル：「いこいの村国東

費用： 一人11,000円（昼食・宿泊・夕食・朝食・拝観料・運転手謝礼を含む）

感想を大分県三重町にお住いで新しく会員になってくださったKさんが書いてくださいましたの

で、ご紹介いたします。

「サーバス」に出会って 大分 K 新会員

友人の T さんに誘われて、「サーバス九州秋例会」に出席した。

平成 24 年 11 月 17 日午前 10 時過ぎ、安岐町の公民館に着いた。急いで「だんご汁」の支度にか

かり、昼食の用意。11 時ごろから宮崎県、佐賀県、福岡県、また大分県内の会員さんが、順次お
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いでになり、総勢 25 人の昼食会となった。

午後、地元の O さんと、M 住職のお世話で観光に出かけた。

花の寺長安寺。鬼会の里天念寺。川中不動。無動寺と回り、立派なお寺を拝観した。案内役の魔

尼さんは「天台宗興満山興導寺」のご住職で、訪問した各お寺の歴史から、仏像の由来まで、く

わしく説明してくださった。誠にこの上ないガイドさんに恵まれ、ありがたく拝観、拝聴した。

宿は「いこいの村国東」で、海の見えるホテルで魚がおいしかった。夕食後の二次会で、会員

さんのサーバス受け入れや旅行の体験談を聞いて、少しばかりサーバスの会がわかり、入会する

ことにした。

翌日、国宝富貴寺を拝観した。「宇佐風土記の丘」で、国宝のレプリカは何度も見ているけれ

ど、本物の国宝に出会ったのははじめて。感動した。富貴寺を後に、熊野磨崖仏に向かい、石仏

まで登った。鬼が一夜にして築いたと伝えられる自然石の乱積石段を登った処に、石仏の大日如

来と不動明王があった。大分県内にある 400 体の石仏の中でも有名である。

最後に両子寺（ふたごじ）に行き、観光を終えた。最後にはお祭りにも出合って、神楽も見た。

80 歳を過ぎた私には強行軍だったけれど、国東観光を堪能した。

支部長さん、地元の O さん、M さん、例会につれて行ってくださった T さん、お世話になりま

した。ありがとうございました。

（追記：K さんはとてもお元気なご年配の女性です。読書を好まれ、随筆を書き、タウン誌の編

集に携わっていらっしゃいます。例会ではみなさん、そのお元気さとユーモアのある話し方に魅

了されました。）

２２２２.... 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 2222 編編編編

福岡 T 会員

B.M さん（女性 55 歳）アイルランド 2012 年 7 月 10 日～11 日

アイルランドからのトラベラーは初めてです。大学では電子工学の勉強をされたそうですが、

お仕事は小学校の先生です。中近東、アジアに興味があり、若いころインド、ネパールを数か月

旅をし、イラン、イラク、スーダンにも行ったことがあるそうです。サーバス旅行は今回が初め

てで、久しぶりの外国旅行に日本を選ばれたのは、やはりアジアの文化に興味がったからだそう

です。

JR パスの関係で１泊しかされませんでしたが、いろいろお話しできよかったです。B さんは伝

統的なアイリッシュのバイオリンを子供のころから弾いているので、夫が習っている中国の二胡

を見て、弾かせてほしいと言われ興味深く弾いていました。

アイリッシュもウェールズ同様イギリスから独自の言葉を禁じられた歴史を持っているそう

です。自分たちの文化を大切に残していくため、今では学校でも教えていて公共の場では英語と

アイリッシュ語両方で表示されています。文法を少し教えてもらいましたが、文の先頭は主語で

なく動詞がくるようです。私は学校に行きますと言う文は、Teim ar scoil. Te は行く、im は私は

です。ar scoil で学校へです。

アイルランドには日本で見られないような珍しい風景があちらこちらにあるので、ぜひ遊びに

来てくださいと言われました。近いうちにぜひ行ってみたいと思いました。
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アメリカからの Servas 会員二人 熊本 T 会員

シアトルからの中年夫婦（ T& F ）を２０日（火曜日）、一泊で受け入れましたの で、報告し

ておきます。

我が家は、熊本県北にある山鹿市の中心部から車で２０分位に位置する山あいの町にあります。

実態は町というより、むしろ村ですが・・・。

敷地内に、母屋（古民家：築１００年以上の農家）、納屋、新居、事務所の４棟があります。従

来はゲストを新居で迎えていたのですが、母屋で生活していた妹が今月から娘と同居することに

なり、空き家となりました。

新居の一階は Jazz Bar です。グランドピアノがあり、USEN 放送で世界各国の音楽や BBC、VOA
等のラジオ放送が楽しめます。ゲストの出身国に合わせてチャンネルを選択しています。二階に

は８畳の日本間、浴室、ウッドデッキがあり、三階はボディビル用のジムとなっています。

こういう状況から、今回はゲストには母屋で過ごしてもらう trial case となりました。結果は上々

で、誰に気兼ねすることもなく寛いでくれたようです。私の住む町や隣の市には温泉が幾つもあ

り、旅行者の旅の疲れを癒すとともに裸の付き合いをする格好の機会を提供してくれます。地元

産の米やワインは美味しく、ワインは今や日本のトップブランドとなっています。お手すきの折

にネットでチェックしてみてください。

古民家に外国からのゲストを迎えることで、家の内外を綺麗に管理する必要にも迫られ、私にと

ってはむしろプラスの面が大きいかもしれません。 Servas 会員以外の外国人も我が家での

Homestay を楽しんでいますが、今後は古民家を積極的に活用して、一層の異文化交流に努めたい

と思っています。

取り急ぎ近況報告まで。

３３３３.... 年度末報告（年度末報告（年度末報告（年度末報告（AAAA）と新年度会費納入（）と新年度会費納入（）と新年度会費納入（）と新年度会費納入（BBBB）のお願い）のお願い）のお願い）のお願い

（A) 年度末報告のお願い

年度末ですので、サーバス日本に報告が必要です。現状確認を兼ねて以下の項目について集約し

たいと思いますので、ご協力方、よろしくお願いいたします。

下記の枠入り内容を別刷り「はがき」で、近々投函予定の別文書に封入します。

１ そのはがきに記入後、投函いただいてもいいし、上記内容を FAX やメールで緒方宛に報告

いただいても構いません。(投函の場合は恐れ入りますが 50 円切手を貼付してください)

２ 12 月 20 日ぐらいまでにお送りください。

３ 該当なしの場合も必ずご一報ください。

４ 2012 年のホストリストにお名前がない方はホストリスト原稿下書きも送りますので内容を

チェックしてその結果をご報告ください。(e-mail のある方にはファイル添付で送信しま

す)
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はがき文面

＜サーバス九州＞ 報告 (適宜お書き込みください）

１：会員名：

２：トラベラー受け入れについて

受け入れ： あり ( 件) なし

「あり」の場合は以下の①～③をお知らせください

(失念の場合は正確でなくても構いません）

① 訪問トラベラー名:
② 国名:
③ 期日:

３：サーバストラベリングについて

トラベリング： あり (ステイ 軒） なし

「あり」の場合は以下①~③をお知らせください

①訪問国

②名前

③期日

４：2013年ホストリスト

記載事項の変更希望 あり なし

「あり」の場合はどのように変更されますか (具体的に）

５：会への要望・提案 ・その他

（B) 2013 年分の会費納入のお願い

サーバスの会計年度は 1 月から 12 月までです。

2013 年度分の会費(3000 円）を 1 月末までを目途に納入をお願いします。(期日を守っていただく

と会計係は確認のための郵便局通いが少なくなり、省エネの eco,eco になります。ヨロシクおね

がいします！)
(口座番号等は会報の最後に毎回掲載しています。そちらをごらんください )

郵貯口座間での納入は手数料が無料ですので、そちらをお勧めしていますが、ご不便な方は振込

用紙もご利用ください。(今まで直接振込みをしていただいた方には用紙を同封しておりません)
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尚、50 周年誌（または CD 代 500 円が未納の方はそちらも一緒に納入ください。（不明な方は会

計担当者にお尋ねください。連絡先は会報の末尾にあります）

会員のみなさまのご協力で 2011 年度 100%、2012 年度(11 月末現在）93%です。ありがとうござ

います！ （2012 年度分が未納状態の方はきっとお忙しくされているからではないかと推測し、

再度、振込用紙を同封させていただきます。お気を悪くなさいませんように・・・。）

どうぞ、よろしくお願いいたします。

４.... サーバス九州サーバス九州サーバス九州サーバス九州会員情報会員情報会員情報会員情報

１ 新入会員紹介

1 月から 3 人の方が入会してくださいます。ご紹介いたします！

I.M さん

今までトラベラー会員としてサーバス九州のいろいろな活動にご参加いただいていました。

今度はデイホストとしてご活躍いただきます。

K.T さん

国東例会でデビューしていただきました！デイホストとして活動していただきます。

M.M さん。大学 4 年生です。

お住まいはカナダにワーホリで 1 年間滞在され、国際交流にとても興味をお持ちの学生

さんです。「サーバス日本」のホームページからのアクセスでした。しばらくはデイホ

ストとして頑張ってくださるそうです。

２ サーバス九州現況(2012 年 12 月現在)：

会員数 ５９ (家族）

＜内訳 大分 15、熊本 6、佐賀 5、長崎 8、福岡 12、宮崎 13＞

５５５５.... サーバス九州からサーバス九州からサーバス九州からサーバス九州から ３点３点３点３点

１ 50 周年誌・落丁分の送付

各県の代表者のお力をお借りして 50 周年誌および CD をお届けしましたが、青木編集長より、

「落丁があったので、追加分を全員に配布する」ように依頼があり、別便でお送りすることにし

ました。CD 版でお受け取りの方には差し替えがありませんがプリントでご了承ください。落丁

分に大分の井野会員の分が含まれていました。補って再度お読みいただければ幸いです。

２ 2013 年度支部会議の期日と開催地
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2013 年度の支部会議は 4 月 20 日土曜日の午後、博多で開催予定です。

前号でお知らせしていた通り現在世界旅行中の T.A 会員に世界旅行報告をしていただき

ます。会議後、懇親会(食事会）を予定しています。宿泊は必要に応じて各自で、という予 定

です。支部会議の詳細については会報(2 月号）でお知らせいたします。

３ 韓国・順天再訪問案について

国東例会の折、「韓国・順天での『世界庭園博』に行けないだろうか」という話が出ていま

した。前向きに検討しようとしていますが、みなさんはどうお考えでしょうか。


