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日本サーバス九州支部会報 No.182                   2018年 12月 26日 

                                  九州支部長  

 

寒さ厳しき折、皆様お元気でお過ごしですか? 慌ただしい師走となり何かと御多用の事

と存じます。日頃はサーバス活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございま

す。 

さて、九州支部では１１月１７日、１８日と鹿児島での秋例会を行いました。鹿児島県

会員の F.S.さんのお世話で、宮崎、長崎、佐賀、そして福岡から１０名の参加で楽しいひ

と時を過ごしました。F.さんが代表を務める森の学校楠学園と学園寮を見せていただきま

した。森の学校楠学園は１．感じ、考え、行動する。２．衣食住に関わる術。３．価値観

と視野を広げる。をモットーとしたオルタナティブスクールです。土曜日で生徒さんたち

はいませんでしたが、森の中から子供たちが元気に遊んでいる声が聞こえてくるようでし

た。 

 

今年１年皆様方には大変お世話になりました。健康にお気をつけてお元気で新年をお迎え

になりますように。来年もサーバ九州をよろしくお願い致します。 

 

サーバス九州支部会報１８２号(２０１８年１２月号)をお届けします。 

掲載している内容は以下の通りです。 

 

1.秋例会に参加して          

2.トラベラー受け入れレポート 

3.サーバス旅行レポート        

4.九州支部会員情報          

5.九州支部からのお願いとお知らせ 

6.九州支部連絡先（常掲） 

 

1.秋例会に参加して 

                             福岡県会員の友人 S.H. 

 

サーバス会員である友人に誘われ、鹿児島の蒲生で行われた秋例会に参加しました。 
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１１月１７日昼頃着いて蒲生八幡神社に行き、樹齢１，５００年の日本一の巨樹の大楠を

見る。根周り３４ｍ、目周り２４ｍ、年に４回樹木医が見るそうです。その後鹿児島県の

会員さんが経営されている森の学校楠学園、寮を見学し、和紙ギャラリー、フォンタナの

丘温泉に入り、そこで懇親会。料理がとても繊細で美味しかった。フォンタナの意味を聞

くと、イタリア語で湧き出る泉とのこと。宿泊は高牧カントリークラブ。ここがまた素敵

な所。カシオペア座がよく見えた。サーバス会長の部屋でニ次会。１８日朝食会場に行く

と目の前は朝日を浴びたゴルフ場、美味しい朝食を食べ、日本一大楠どんと秋祭りに行く。 

蒲生小学校のグランドにたくさんの地元の人たちの露店。スタンプラリーで汗をかき、景

品に高菜漬物とシェービングフォームをもらう。 

午後から韓国伝統芸能（韓国国立伝統芸術学校の生徒がＫポップ、ミュージカル、踊り）

を披露した。お祭りを堪能して帰途に着く。貴重な経験をさせていただき、皆様にはいろ

いろお世話になりました 

 

2,トラベラー受け入れレポート 

 

１． 「浴衣姿でポ―ズを決めて」２０１８年８月１４日～１５日 

                                   熊本県 N.K. 

長く暑かった今年の夏 私と Lは森の中にあるヤマメ料理が美味しい和風レストランの清

流の音に包まれていました。 

彼女はアメリカ テキサス州からのトラベラーでご主人と一緒に西日本を訪れ ご主人が

先に帰国され彼女一人の旅をここ九州で過ごされていました。 

熊本駅に彼女を迎えに行き 美里町に向かうにつれ 『Sooooo green』を連発。テキサス

州は『So brown』だそうで緑あふれる景色に目を丸くしてキョロキョロされていました。 

お店の駐車場に着き"トトロの森"へ向かうような木々に囲まれたトンネルをくぐりお店の

外のオ―プンテラスへ。 

やまめ定食を清流を眺めながら完食し"日本の夏"ならではの 

そうめん流しを体験されました。私がお手本をお見せしたのです

が 箸を使い慣れていない彼女は箸を通り抜け、そうめんは殆んど

素通りしていきましたが 彼女はキャッキャととても喜んでいら

っしゃいました。                                          

ゲスト用のエアコンが壊れていたのでステイは Servasの N.さ

んにお世話になりました。２日目は会ったらすぐに私の家に行き

たいとおっしゃいました。熊本城と水前寺公園へお連れする予定

でしたが前日に話していた 浴衣体験とホットプレートでのたこ

焼き作りを楽しみにしていらしたので 熊本城横の城彩苑を少し見て回転寿司でランチを

した後我が家へ Go!!     
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浴衣を着るのが初めての彼女はご主人に見せたかったとしきりにおっしゃっていました。

『Smile!!』と声をかけいくつかポ―ズを決めながら写真を撮りました。たこ焼き作りでは 

彼女は浴衣を脱いでインナー姿のままでした。くつろぎ過ぎじゃないの？と思える位でし

たが 反ってそれが私は嬉しく思いました。会って２日目とは思えない程打ち解けてたこ焼

きを作りながら色々な話をしました(翻訳アプリ使用)。 

８月中旬に会い今でも時々メールで近況報告など 連絡を取り合う友人になりました。 

メールが届く度に彼女の笑い声と笑顔が浮かびます。 来月は手作りのクッキーにクリスマ

スカードを添えて送る予定です。 

素敵な出会いに感謝です!!!! これからもそんな心結の通う出会いを求めて行きたいと

思います。   

 

２．「ポーランドへとご縁は続く」２０１８年１０月２５日～１０月２７日 

鹿児島県 F.S. 

 残暑の続く 9 月。メールの受信箱を見た私の頭に？マークが浮かびました。ポーランド

の Eさんより，日本に来たいというメールが届いていたからです。 

 実は今年の６月から７月にかけて，私の経営する楠学園では生徒全員を連れてポーラン

ドの牧場に一ヶ月間滞在するという移動教室を行いました。その受け入れ財団であり，か

つ滞在牧場のオーナーであったのが Eさんという女性だったのです。 

 （確かに日本に来たいと言われていたけれど，こんなに早く？）他人行儀な書き出しに

更に疑問を抱きながらメールを読み進めていくと，どうやら別人のよう。こんなご縁もあ

るものと，多用な時期ではありましたが，お構いできませんということをご了承いただい

た上でお迎えすることになりました。 

 韓国での国際会議の後，屋久島を回ってから蒲生にいらした E さん。日本は地域によっ

て風景が違うと始めから感動されています。日中は楠学園にご案内し，夜は教育について

語り合いました。彼女の学校も独自のカリキュラムを取り入れてはいるものの，ほんの一

部分らしく，オルタナティブな手法にとても興味をお持ちのご様子。具体的な質問が次々

に飛びだし，職場のみんなに報告するわと目をキラキラさせていらっしゃいました。 

 ２日目の夜は滞在していたフランス人と一緒にアップルパイを作ってくださり，３日目

は稲刈りの予定だったため田圃を見ていただいてから高速のバス停にてお別れ。あっとい

う間ではあったけれど充実した交流のひととき。 

 トラベラーの E さんは，帰国なさったら牧場の E さんを訪ねていかれるとのこと。こう

して思いがけないところから繋がっていくなんて，ご縁とは不思議なものと改めて感じる

ことでした。 
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3.サーバス旅行レポート 

 

1.「フランスの旅」その１．２０１８年７月２２日～８月１日 

                                    福岡県 T.N. 

２０１８年７月２２日早朝、フランクフルト空港から夜行バスで１２時間かけてリヨン

に到着。乾いた空気に強く輝く太陽。独特の解放感は南の国ならではでしょう。 

 すでに２０年以上前のことになりますが１９９４年の９月、北欧を振り出しにベルギー

に移動、すでに秋深しの肌寒い季節、９月も終わろうとする頃、ベルギーから夜行列車で

到着したリヨンには明るい太陽がふり注がれまだ夏の続きだったあの日のことが突然蘇っ

てきました。 

 言葉がわからないエリアに足を踏み入れる冒険心と不安が入り混じった時間の始まりで

す。最初の目的地クレルモンフェラン行きのバスの出発まで３時間。まずは朝のコーヒー

を調達したくバスターミナルから隣の駅に移動。日曜の朝のせいかフランス第２の都市も

ほとんどのお店は閉まったまま。ようやく「Paul」を見つけてカフェオーレを注文。異国

の地では毎朝の習慣にたどり着けただけで幸せを感じるものですね。 

 ヨーロッパ内の移動バスも日本からインターネットで予約しスマホの QR コードを乗車

の際に運転手さんに見せるだけ。トーマスクックの時刻表を片手にユーレイルパスでヨー

ロッパ鉄道旅行をした数十年前と異次元の便利な世の中になったなぁ、としみじみと感じ

つつ、一方で何のインフォメーションもない広いバスターミナルのどこに目指すバスが入

ってくるのか少し緊張しながらキョロキョロ、言葉が不自由な分、いつもより勘が働くの

でしょうかそれらしきバスに辿りつきました。 

 

 リヨンから２時間半、１３時にクレルモンフェランに到着。４月に我が家を訪ねてくれ

た M がバス停に迎えに来てくれました。 

 バスを乗り継ぐ長旅でまずはお昼寝させて欲しいような日曜日の午後でしたが、「カント

リーサイドに住んでいる友人のお庭でパーテイーがあっているのだけれど疲れてなかった

ら一緒に行きませんか」と誘ってもらったのでご一緒させていただくことに。車で１時間

半の道のりの山奥？に到着すると４０人近くの人で賑わっていて次つぎにお知り合いを紹

介してもらい美味しいごはんをご馳走になりました。 

 １９時前、パーティーを後にし M のお宅に辿りついたのは２０時を回っていました。こ

の季節２２時近くまで明るく時間がゆったり流れます。 

 

 M は助産師さんの仕事をリタイアした後、２０１０年、２０１５年、そして２０１８年

今年の春とそれぞれ３か月間「ウッフ」WWOOF というシステムを利用して来日しオーガ

ニックファームのお手伝いをしながらの日本滞在経験トータルで９か月の日本愛好家。サ
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ーバスを知ったのは２０１１年とのこと。この春彼女が私を訪ねてくれたおかげで夏のフ

ランス旅にチャレンジすることとなりました。 

 クレルモンフェランは人口２５万人と小さな街や村が多いフランスでは大きな都市に数

えられる街です。タイヤメーカーのミシュラン本社があることでも知られているオーヴェ

ルニュ地方の中心地、火山地帯で２０１８年６月６日に世界遺産指定を受けたピュイ／デ

／ドーム PUY DE DOME がすぐ近くにあります。 

 M は郊外の大きなお家に住んでいたとのことですが仕事をリタイアして街中に引っ越し

てきたそうです。街の中心まで歩いても２０分くらいの閑静な住宅街にお住まいでした。

かなり古い物件だったため内装を自らの手でやり替えるのに８ヶ月もかかって大変だった

と今では楽しそうに話す彼女に「すごいなぁ〜こっちの人は！」と感心しながら「なるほ

どそれで彼女ならではの内装になっているのだと納得。そういえば連れて行っていただい

たパーティー会場だったログハウスも９年かけて手作りした家だとか、ほんとに皆さんす

ごいです。 

 

 エネルギッシュな M とお話していたら気持ちの良いエネルギー循環があり長旅の疲れも

忘れてぐっすりと休みました(^^)v 

                                    続く 

 

2.「メールの確認にはご用心」２０１８年７月３１日～８月２日 

                                   鹿児島県 F.S. 

 今年は何度か渡航する機会に恵まれましたので，一度は SERVASのホストさんと交流した

いと考えておりました。実現したのはニュージーランド。フィジーからの帰途に，二泊だ

け時間をとることができました。 

 はじめにメールしたホストさんはご旅行中とのことで NG。次に打診したホストさんから

「大歓迎！」とのお返事をいただき，バス停なども教えていただき，後は当日を迎えるば

かりと安心していたのです。 

 一週間ほど前にいくつかお訊ねしたいことがありメールを送りました。返事はありませ

ん。お忙しいのかな？と思ううちに日は移り，飛行機は予定通りオークランドの空港へ。

夕方以降としか聞いていなかったため，「何時以降ならよいですか？」とメールしましたが，

やはり返事はありません。最悪の場合を考え，ホテルもチェックした上で，夕刻に教えて

いただいたバス停に降り立ちました。周りは住宅街。Wi-Fiの電波も公衆電話もありません。

すぐ近くにホットサンドのお店を見つけましたので Wi-Fi はないかと訊ねたところ，とて

も親切な店員さんが代わりにご自身の携帯で電話を掛けてくださいました。そして分かっ

たことは，なんと途中からメールが届いていなかったという事実！始めの２通だけは届い

たものの，その後に何の音沙汰もなかったので，予定を変更したものとホストさんは思っ

ていたそうです。 
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 お互いにびっくり！でも親切な方のおかげで連絡を取れて本当に幸運だったと受け入れ

ていただき，三日間の交流をすることができました。街の図書館やショッピングセンター，

それに原生の森などを散策することができ，地元の方の息抜きの場を楽しむことができま

した。 

 今回の事態は私の確認不足でホストさんやご近所の方にご迷惑をお掛けすることになり

本当にお恥ずかしい限りです。けれどメールという媒体に依存している限りこんな事態も

起こりうるということをお知らせしておいた方がよいかと思いましたので，恥を忍んでご

報告いたします。どうぞ皆様のメールは無事に相手様のお手元に届きますように！ 

 

4.九州支部会員情報 

 

 新入会員紹介 V. S. ・Ｋ．さん 熊本県熊本市 

○ 九州支部会員数 ４６ 家族（福岡 １１名、佐賀 ５名、長崎 ８名、 

熊本 ４名、 大分 １１名, 宮崎 ６ 名、鹿児島 １名） 

 

5.九州支部からのお願いとお知らせ 

 

(1) 来年度会費について 

１月から１２月までがサーバスの会計です。２０１９年度分の会費３，０００円を 

来年１月末までにお納めください。振込先は下に載せています。 

 

（2）レポートについて 

サーバス旅行や、トラベラー受け入れをされた場合はその時の様子をぜひレポート

（簡単な一口コメントでも結構です）にしてお送りくださるようお願いします。会

報に掲載させていただきます。 

 

 

（3 ）トラベラー受け入れ報告 

    トラベラーを受け入れた場合はその都度日本サーバスのホームページにあります 

｢トラベラ－受け入れ報告」より入力ご報告ください。入力報告の内容は自動的にメール

でご自分の元に届きます。これまで年度末に支部長にトラベラー報告をしていただいて

いましたが、このページを利用する事で、その報告は不要となります。 

 

お知らせ 

 

1. 既にお知らせしていますように日本サーバス臨時国内会議が２０１９年１月１９日

（土）京都テルサにて行われます。 

 

2. 第４１回日本サーバス国内会議が行われます 

日時 ２０１９年３月１６日（土）１７日（日） 
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場所 広島市まちづくり市民交流プラザ研究室  

 

3. サーバス東アジア会議がモンゴルで開かれます。 

日時 ２０１９年７月１５日～７月１８日 

詳しい事は後日連絡致します。 

 

 

   

6.九州支部連絡先（常掲） 

 

 

 

発行日：2018年12月26 日 (182号） 

 

 

発行者:サーバス九州支部長  T.Y. 

            .    

  

 

 

【会費、認定料等の送金は以下にお願いします】 

○ 郵便口座をお持ちでしたらその口座からサーバス

九州事務局の郵便口座へは送金手数料無料で振り込

みできます。 

  記号：17240  番号：17160361  

   名称：サーバス九州事務局 

 

○ 銀行から振り込む場合 送金手数料は有料です。  

  店名：七二八   （ナナニハチ）） 

  店番：728   種類：普通  

  番号：1716036  (有料）(これには末尾１不要) 

  

◎ 会計担当：H.S. 


