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日本サーバス九州支部会報 No.193   2022年 5月 27日    九州支部長 

  

 

 

 

 

五月晴れの空に木々の緑が美しい季節となりまし

た。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。 

早いもので 4月にサーバス九州支部会議が開催さ

れ、もう 5 月も終わろうとしています。さてこの 5

月 中 旬 に 今 年 度 初 め て の LOI （ Letter Of 

Introduction）発行の要請がありました。いよいよ

海外旅行が始まるのかとなんだかうれしい気持ちに

なってきました。コロナとは共存の時代になるかも

しれません。今後は自己防衛をしながら、自分の身

は自分で守るという事になりそうですね。 

                              

皆様の協力を得て、新体制でのサーバス九州支部会報が出来上がりました。 

次の内容でお届けします。 

支部長 S.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

九州支部会議が去る 4月 23日に開催されました。詳しくは、先日、各会員にメールで配信さ

れた二つのファイル「2022 年度日本サーバス九州支部会議議案」及び「同議事録」をご覧くだ

さい。 

・日 時：2022 年 4 月 23 日（土）14:00 ～ 16:00 

1. 2022 年度 日本サーバス九州支部会議を終えて 

1. 2022 年度 サーバス九州支部会議を終えて 

2. 新旧役員あいさつ 

3. 九州支部各県からの便り   〈佐賀県、長崎県〉 

4. 九州支部現況       

5. 支部からの連絡  

6. 編集後記 

（長崎県川棚町） 



2 

 

議事内容  

1）2021 年度活動報告 

2）2021 年度決算報告及び会計監査報告 

3）2022 年度活動計画案 

4）2022 年度予算案 

5）2022 年度支部役員等の選出 

6）その他 

支部長: S.S.   副支部長: M.M.  会計: A.A  会計監査:O.T.           

各県連絡担当者 福岡県：T.Y. 佐賀県：N.M. 長崎県：Y.K. 大分県：K.C  熊本県：M.S.                     

宮崎県 :N.S.   鹿児島県：F.S. 

事務局員：M.M.  T.F.                          

面接希望者への面接： 基本的に支部長が対応するが、遠距離の場合は支部長が役員経験者に

依頼する。 

 

        （敬称略） 

・会 場：福岡 赤坂「あいれふ」 

・出席者：10 名 〈会場出席者：7 名  オンライン出席者：3 名〉 

   （県別出席者数：福岡県 3 名、 佐賀県 1 名、 長崎県 4 名、 宮崎県 2 名） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

対面と Zoom オンラインの併用で計画されてい

たため、少々準備に時間がかかりましたが、長崎の

緒方さんの名議長の進行のもと会議は進められま

した。出席者の拍手によりすべての議事案が承認されました。 

今年は支部役員（任期２年）の改選期です。３期６年間も支部長を務められた T さんの退任と同

時に、次の役員が決まりました。T さん、本当にお疲れ様でした。そして新役員の皆さん、よろしく

お願いします。 

  

会議後は、中央区赤坂在住の Sさんのお世話で、Tさんの慰労会も含めた懇親会を行いました。 

会場参加者 7名全員の参加で、天神バスセンターにも近い「酔灯屋」という居酒屋でした。博多

弁の「好いとうや」とかけているとか…。呼子のイカのお造りから天ぷらと、何もかもおいしく

て、みんなまた来たいと大好評でした。 
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支部長退任ご挨拶 

前支部長 T.Y.（福岡） 

4 月 23 日の支部会議をもって 2 期 6 年務めました支部

長職を無事終えることができました。最初は支部長をお引

き受けしたものの、正直言って右も左も分からない状態で

したが先輩の皆さまのご指導と、副支部長の Sさん、会計

の Hさん、Aさんはじめ会員の皆様のご協力でどうにか務

めることができましたこと心よりお礼申し上げます。 

支部長職の 6 年間は私の人生にとってとても貴重な経

験をした 6 年でした。支部会議、秋例会、外国訪問などで

皆さんと一緒に活動したことは楽しい思い出です。支部だけでなく本部の方々とも会議でお会いし、

サーバスのことを深く知れば知るほどサーバスが好きになり、支部会員の方のことも好きになりまし

た。 

活動を通じて人と人とのつながりの大切さを学ぶことができ非常にいい機会を与えていただき感

謝しています。新執行部の皆さん、大変なことも時にはあるかも知れませんが、その分楽しいことも

あります。どうぞ頑張ってください。 

今後は一会員として今までの経験を活かしサーバス活動に協力させていただきたいと思います。 

今まで本当にありがとうございました。 

 

 

新役員 挨拶 

支部長 S.S.（佐賀） 

この度、サーバス九州の支部長をお引き受けすることになりました S.S.です。  

私は以前、職場の電子辞書を見ていたところ、サーバス活動を知り、こんなに素晴らしい会がある

のかと思いサーバス活動に興味を持ちました。 

これまではサーバスには参加しているものの何も力にもなれず、今回私にもできることはないかと

考えました。 一人ではとても難しいので、大変心苦しいのですが皆様のお力をお借りしながら、支

部長を引き受けることに致しました。皆様のお力をお借りしながらチームワークの良い、活用しやす

い会にしていきたいと考えています。今は簡単には旅行ができない状況ですが、人との繋がりを持続

させて、少しでも協力をしていきたいと思います。みなさまどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

副支部長 M.M.（長崎） 

 この度、サーバス九州支部の副会長を引き受けることになりました Mです。 

 元同僚の大先輩に誘われて、退職と同時にサーバスの仲間に入れていただきました。早速九州サー

バスのグループ海外旅行に参加させていただいたり、先輩とサーバス旅行を楽しんだりしていた矢先

2. 新旧役員あいさつ 
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のパンデミック騒ぎでした。次は個人旅行もしてみたいと思っていたら、それより先に、この役職が

回ってきてしまいました。経験の浅い自分で務まるか大変不安ですが、仕事をしながら学んで、覚え

ていくしかありません。会員皆様との交流もとても楽しみです。各方面で、皆様の協力やアドバイス

をいただきながら、できる範囲でやっていこうと思います。よろしくお願いします。 

 

 

会計 A.A.（長崎） 

この度、サーバス九州の会計をお引き受けする事になりました A.A.です。 

私がまだ独身の時、今は亡き糸瀬先生にサーバスの存在を教えて頂きました。長崎の高校の先生を

されていた糸瀬先生との出会いは全く覚えていません。結婚し、２DK のマンションでサーバス活動

をしていましたが、あの頃はパソコンもなく無精な私が郵便でよくやり取りしたなぁと思います。 

子育ても終わり再びサーバスの世界に戻ってきましたが、サーバスは私の人生を豊かにしてくれま

す。会計係をすることで少しでも貢献出来たらうれしいです。海外の人との交流は勿論のこと、同じ

趣味を持った九州の方々とのおしゃべりも、秋の例会で色々な場所を訪れることも楽しみです。色々

失敗もすると思いますが、お仕事しながら勉強していきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 先の支部会議で、特にコロナ禍の中でトラベラーやホストの機会が減り、原稿も集まりにくいとい

うことが話題になりました。この状況だからこそ、支部内での交流を深めたり、身近な他県の様子を

共有したりするのも楽しいのではないかと考えました。 

 

そこで先の支部会議で出された提案です。九州 7 県から順番に原稿を寄せてもらえないか、とい

うことです。「各県からの便り」コーナーです。より多くの会員さんに登場していただくと嬉しいで

す。無理は言えませんが、可能な範囲内で、まずはスタートさせたいと思います。もちろん内容は自

由です。 

会員の自己紹介、Servas との出会い・体験談、Servas への思い、近くの観光名所紹介、 

ホストまたはトラベラーとして実践・工夫していること、マイブームなど･･･。 

 

各県連絡担当者の方には、連絡等お世話いただくと助かります。よろしくお願いします。 

今回は、まず「佐賀」と「長崎」です。 

 

この指とまれ～唐津編～ 

N.M（佐賀） 

コロナ感染の為に地元でも集まる事が出来づらい中、佐賀県会員は Sさんを中心に連絡を取り合い

昨年 11 月 14 日の唐津での九州支部集会に漕ぎつけました。 

外国人トラベラーの来佐もなく淋しい 1 年でしたが、今年の秋には何とかコロナが収まり再びサ

ーバス活動ができる事を切に祈っております。 

3. 九州支部各県からの便り 

 ・長崎県 

2. 新旧役員あいさつ 
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サーバスに入会して 

D.M.（長崎） 

スイス行きを緒方さんに聞いて「私も行きたい。連れて行って！」と入会しました。コロナ禍で断

念しましたが、「いろは島行き」や「サーバス九州支部会議」、「県の集い」で会員の方々と交流でき

ました。念願の海外旅行は果たせずにいますが、集いに参加する度に、居心地の良さを感じています。 

それは、究極的に会が目指している、国の枠を超えて世界中の人々と交流し仲良くなることで平和

な世界を目指す----この素晴らしいこと。その下に集まった方々の共通したお人好しというかお役立

ち精神というか、そんな人柄の集まりであること。世界各地のさまざまな暮らしに直に触れてきた旅

の豊富な実体験を伺えること、等々。 

これまでの８０余年の私の人生で、諸々の組織や会とは又違った方々との出会いを感じています。

だんだん先が短くなっていく私にとって海外への旅は実現できないかもしれませんが、それでも希望

を捨てず楽しみに待つことは、何とわくわくすることでしょうか。まさに「ちむどんどん」です。ど

うぞこんな（Oさんにくっついていくだけの）私ですが、よろしくお付き合いください。 

 

 

サーバス長崎報告＋α 

Y.K.（長崎） 

サーバス長崎の懇親会がやっと実現できてほっとしています。2020 年度の県単位の活動費を私が

預かっており、昨年計画したのですが、参加希望が少なく延期していました。2 年ぶりに、コロナの

制限がない連休を迎え、その合間の平日 5 月 6 日に開催しました。会員 8 人中 5 人の参加でした。

大村公園の駐車場に集合し、大村公園を散策。咲き始めた菖蒲をバックに記念撮影。あずま屋を占領

して昼食。サーバスで出会った人たちやサー

バス旅行の思い出話など、忘れていた地名や

光景を思い出し記憶の脳が活性化されまし

た。O 元会長は、今までの旅行の写真を全て

プリントアウトし、50 冊のクリアブックにま

とめたそうです。足腰が立たなくなってどこ

にも行けなくなった時に、それを眺めて楽し

むためとか？また、それらの写真をパソコン

に取り込み、いろいろな仲間の集いで、プロ

ジェクターで投影しながら旅行記を語って、

皆さんに喜ばれているそうです。サーバス仲

間でも是非してほしいなと思いました。 

さて、サーバスについての原稿を頼まれ、改めて自分との関わりを振り返ってみました。 

定年退職後、Oさんの勧めで入会。語学に自信はなかったのですが、娘が英語の教師であり、彼女に

とっても外国の人との交流は多い方がいいだろうと思ったわけです。入会した直後から会計を引き受

け四苦八苦、6 年間続けました。 

2011 年からトラベラーのホストができるようになり、2017 年まで 24 組引き受けました。 

フランス・韓国・フィリピン・スペイン・イギリス・アメリカ(ハワイ)・ドイツ・タイ・インドネシ
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ア・オーストラリア・オランダなどですが、一番多かったのがフランス人(8 組)でした。記録を見て

その多さにびっくりし、あるトラベラーの言葉を思い出しました。 

「日本人は、あいさつのとき天気のことを話すけど、フランス人は旅行のことを話す。今度の週末は

どこへ行くの？」って。「ご飯食べた？」って国もありましたね。それぞれのお国柄が見えておもし

ろいです。 

こちらからのサーバス旅行は、オーストラリア・韓国・フランス・スイスなど 10 回ばかりでした

が、そのうち韓国が 6 回と圧倒的に多かったです。 

2018 年からは 2 人の孫の世話でサーバス活動から遠ざかっていましたが、来年あたりからは再開

できそうです。新型コロナが終息し、世界が平和を取り戻し、安心して旅行（国際交流）ができるよ

う願っています。 

 

 

 

 

  

 

〈2022 年 5 月 31 日現在の会員数〉 38 名（家族） 

福岡 12、   佐賀 3、  長崎 7、 大分 10、 熊本  2、  宮崎  3、  鹿児島 1、  

休会  2、   退会 1     

〈訃報〉 

３期にわたり会計の仕事をしていただきました H.S.様が、昨年から体調を崩されていたので

すが、５月４日にご逝去されました。突然の訃報に信じられない思いでしたが、九州支部からは、

弔電を打たせていただきました。心よりご冥福をお祈りいたします。    

前支部長の Tさんから寄せられたメッセージを紹介させていただきます。

4. 九州支部現況 
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★変更届け： 連絡先住所、電話番号、メールアドレス等変更はありませんか？もし変更する時は、

支部にもご連絡いただきますようお願いします。 

 

★今年の活動計画の大きい目玉は「秋例会」です。収まる気配がなかなか見えないコロナ禍の中で、

開催を心配する声がある一方、「今年こそ開催を」と期待の声も多く寄せられています。現段階での

予定は以下のようになっています。 

・11月 26日（土）27日（日） 

  ・場所：宮崎市 

是非カレンダーに印をつけていただき、一人でも多く集まることができることを期待しています。詳

しい案内は、８月頃の予定です。 

 

★冒頭の支部長あいさつにもありましたように、支部長へ LOI発行の要請がきています。会員が LOI

を取得する申請手順システムが変わりました。具体的な申請方法が日本サーバス Webページ（Servas  

Online; SOL）に掲載されていますが、本部 IT担当から送られてきた手順のフローチャートを添付し

ます。詳細については、支部長へお問い合わせください。 

 

 

H.S.さんの悲しい知らせに驚きを隠せませんでした。 

又お元気になられ、一緒にサーバス活動ができると思っていましたので残念でたまりません。 

秀島さんは２０１１年にサーバスに入会され、佐賀県の会員の方々とイギリス、ドイツ、オ

ーストリアなどへ旅行され、その時々の様子を会報に投稿してくださり、楽しく読ませてい

ただきました。 

２０１６年に私たちは執行部を引き受けるとこになり、H さんは会計を引き受けてくださ

いました。明るくはきはきとされ、いつも丁寧に業務をこなされて、サーバス九州に大変貢

献されましたことを心より感謝しています。 

韓国、モンゴルなど外国訪問もご一緒しましたのでその時々のことがいろいろ思い出され

ます。またたくさんの外国からのトラベラーを快く引き受けてくださりサーバス活動に積極

的に参加くださいました。サーバスで過ごした H さんとの日々は私にとって大切な思い出で

す。 

心よりご冥福をお祈りいたします。 

T.Y. 

5. 支部からの連絡 
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新年度になり、サーバス九州支部も新体制での活動が始まりました。会報担当になり、慣れない仕

事へのチャレンジですが、皆さまの協力で、本会報を届けることができたことをうれしく思います。 

今はメールでの一斉送信が可能ですが、以前は、全会員に紙媒体で郵送していたことなどの話を聞

きました。それぞれが、それぞれの時代に、それぞれのやり方で関わってきてくださったのだと、改

めて先輩方のご苦労とサーバスの歴史に気づかされました。どうぞこれからよろしくお願いします。 

M.M. 

 

6. 編集後記 


