平成 25 年 5 月 11 日発行

～新代表として～
橋本嘉美
皆様方には、いつも会の活動にご支援・ご協力をいただき、ありがとうござい
ます。2013 年度総会で、木下文雄さんからバトンを受け、新しく代表になりまし
た。代表になったものの、私はこの会の先頭に立って引っ張っていく技量や知識・
経験があるわけではありません。
しかしながら、これまでの活動の中で、会員それぞれが得意分野で高い能力を
発揮してきたことも知っています。会の運営にあたっては、会員の皆さんの熱意
と熟議を大切にし、“外部との橋渡し”のお役目を務めていきたいと思っています。
今年も夏の保養プロジェクトが既に始動し、５家族 19 人が申し込みをされてい
ます。「４家族にとどめたほうがいい」という意見もありましたが、皆さんの熱い
想いで「５家族を受け入れる」ことを決めました。
昨年よりは準備期間があります。事故のないよう、しっかり受け入れ準備をす
すめていきたいと思っていますので、これまで以上のご支援・ご協力をよろしく
お願いいたします。

ボランティア募集
夏休みのプログラムが決まりました！
5 家族の保養プログラムを予定しております。

日程：2013 年 7 月 22 日（月）～7 月 29 日（月）
場所：アクトビレッジ小野

宇部市周辺

ボランティアを募集しております！!部分参加も可能ですので
ご連絡ください。皆さまのご参加をお待ちしております。
連絡先 ： 今井

橋本

０９０－２８８２－２１５０
０８３６－６７－１２３６（兼 FAX）
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活動報告

子ども春休み・夢プロジェクトⅡ

（平成 24 年 3 月 26 日～30 日）

3/26（月）
お昼過ぎに福島市、いわき市から出発！
夕方、飛行機で山口宇部空港に到着しました。
スタッフなどみんなでお出迎え。「おいでませ宇部へ！」
ココランド山口・宇部にて、みんなで夕食。
3/27(火)
午前中は常盤湖周遊コースを散歩しながらときわ公園へ。
宇部市ふるさとコンパニオンの会の案内で、野外彫刻、石炭
記念館、熱帯植物園を見学しました。
紙芝居でときわ公園の歴史や彫刻の話の紹介も。
午後からはサノヤス・ライドサービス株式会社のご協力で、遊園地のアトラクションを
楽しみ、ココランド山口・宇部の体育館でけん玉やクラフトのワークショップ、ボールを
使った遊びを。夜はココランド山口・宇部で歓迎会が開かれました。
3/28(水)
午前中は美祢市のご協力で、秋吉台サファリランドへ。
クマやゾウ、ライオンやトラなど次々と現れる動物に
みんな大興奮！続いて秋芳洞を見学。
午後からはアクトビレッジおのへ。みんなでハーブクッキーを
作った後は、クラフト教室で木のブローチを作り、小野小学校
の子供たちとカルタ遊びで交流。夜はココランド山口・宇部でお楽しみ会でした。
3/29(木)
下関市のご協力で下関市立しものせき水族館「海響館」を見学。
その後、山口県下関市と福岡県北九州市を結ぶ関門トンネル人
道を通って、門司港エリアへ。約８００メートルの海底散歩を楽
しみました。
午後からは門司港レトロを散策し、夜は「また会いましょうの
会」。なごやかに楽しい時間を過ごしました。
3/30(木)
山口県消防防災航空センターのご協力で、山口県消防防災ヘリ
コプター「きらら」を見学しました。
東日本大震災で救助活動を行った隊員から当時のお話も。
山口宇部空港の出発ロビーでは、別れを惜しむスタッフみんな
に見送られ、いわき市、福島市への帰路につきました。
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子ども夏休み・夢プロジェクトⅢ

（平成 24 年 7 月 21 日～28 日）

7/21(土)
４家族 13 人と引率スタッフが福島駅を 9 時に出発。
新幹線を乗り継ぎ、約 8 時間かけて新山口駅に到着しました。
その後、宿泊先のココランド山口・宇部へ。ようこそ！
7/22(日)
日中はココランド山口・宇部の屋外レジャープールでボランティア
が付き添い、プールやウォータースライダーを楽しみました。
夜は宇部市総合福祉会館で歓迎会。ボランティアスタッフだけでな
く当会の会員やサポーターの方々など、多くの方が歓迎しました。
7/23(月)
ときわ公園でモンキーランドや石炭記念館を見学。
昼食後はときわミュージアムの熱帯植物園で行われている
「ポケモンなかよしガーデン」へ。
夕方、2 家族ずつに分かれ、宿泊先の万倉と吉部の古民家へ移動。
7/24(火)
それぞれの古民家を出発して、こぐま保育園・山園舎で集合。
子どもたちはプールで遊び、園舎で飼われている羊とふれあい
ました。その後、楠こもれびの郷へ。温泉に浸かって１日の疲
れを取り、農家レストラン「つつじ」で夕食。万倉ふれあいセ
ンターで、当会顧問、西川医院の西川浩子先生のお話をお聞き
しました。
7/25(水)
今日はバスで観光。午前中は鍾乳洞、秋芳洞を探検し、秋吉台へ。
午後からは下関市立しものせき水族館「海響館」、門司港レトロへ。
夜は古民家「ちぐまや村」を管理している田辺さんのご家族が、
流しそうめんやバーベキューなどを準備してくださいました。
子どもたちはピザ作りにも挑戦しました。
7/26(木)
再びこぐま保育園・山園舎へ。この頃には、初対面だった子ど
もたちも、一緒に遊ぶ仲に。午後からは西川医院で子どもたち
一人一人に甲状腺の検査を行いました。夜は古民家「癒しの里
中家」に集まり、みんなで夕食。庵を囲んだ様子は、まるで大
家族のようでした。
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7/27(金)
午前中「ちぐまや村」の２家族は山陽小野田市の江汐公園へ。
「癒しの里中家」の 2 家族は古民家でゆっくりと過ごしました。
お昼は万倉ふれあいセンターに集まり送別会。
午後も 2 組に分かれ宇部市観光と萩市観光。「癒しの里中家」
に集まり、夕食後はみんなで花火。楽しい夜を過ごしました。

7/28(土)
最終日、それぞれの古民家に別れを告げ、新山口駅へ。
駅のホームでボランティアスタッフと４家族が別れの挨拶。
名残惜しそうにこちらを見る子どもたちに、精一杯、手を振り
見送りました。

◎平成 24 年 10 月８日

「長門観光」

宇部で避難生活をおくる２家族と長門へ。長門市
から金子みすゞ記念館へ招待していただきました。
北長門国定公園の美しい景色でリフレッシュ。
於福温泉で疲れを癒した一日でした。

◎平成 24 年 12 月 15 日

「クリスマス会」
宇部市総合福祉会館にて宇部自閉症協会の
方々を招き会員手作り＆持ち寄りの料理の
もとマジックショー！

渡辺キッズの歌や

ダンスと会員によるゲームやプレゼント
交換等で賑やかに(^^♪最後にサンタ
クロースから明治製菓より寄贈いただいた
お菓子が配られ、みんなの笑顔とともに
会を終えました。
◎平成 25 年 1 月 13 日

「新年会」

いつもの、あい愛館にて
持ち寄り料理での新年会。
昨年夏の行事の DVD 鑑賞
と、今年の抱負を語りあい
楽しく過ごしました。
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◎平成 25 年 3 月 10 日

「3.11 被災地に思いをよせる宇部市民の会」
今年は単独主催での開催になりましたが、
グリーンエコシンガーズ・高橋征仁先生
李陽雨さん・荒岡龍光さん・YUSAKU さん等の
ご協力があり、盛会に行うことが叶いました。
また、ちょるる、チョーコクンの出演は笑顔を誘い
１日早くなりましたが参加者一同が心を１つにして
黙とうできたことは感謝の一言に尽きます<(_ _)>

◎平成 25 年３月 31 日

「お花見」
ときわ公園でのお花見、
すこし早いかな～と思っていましたが、
当日は満開の絶好日でした(^^♪

〈

寄付金等（平成 24 年度分）〉

・ぎじろくセンター様より 20 万円
・日本キリスト教団宇部教会 真鍋様より 20,000 円
・小出さんのお話を聴く会様より 50,000 円。
・たんぽぽの会様より 30,000 円。
・山田クリーニング様より 10,000 円。
・アースデイセトウチ２０様より 19,394 円
・すみれ会様より 2,000 円
・環境と自然エネルギー 草地様より 36,969 円
・斎藤様より 7,000 円
・小林はな美様より 5,000 円
・下関功龍会会長の荒岡龍光様と九州吟道連合会の支部様より 110,000 円
・光尊寺、お寺の奥様の集まりより 20,000 円
・（株）ＭＴマイクロ代表・牧田松寿様より 50,000 円
・防府市の徳富雅博様より 新米 15 キロ
・「くつろぎ庵」様よりチャリティー売り上げ他 86,023 円
・宇部フリーマーケット様より 50,000 円
・日本基督教団様より 5,435 円
・会員より 151,272 円
・「3.11 被災地に思いをよせる宇部市民の集い」での募金等 34,653 円
以上の方々、ご協力ありがとうございました
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♪お知らせ
ＸＵＸＵ（シュシュ） ワンコインコンサート
～被災地に思いを寄せて～
６月２日 （日）

収益は被災家族

１４：００ ～ １５：１５

贈られます！

ヒストリア宇部 イベントホール
入場料

高校生以上 前売り 500 円

当日 600 円

主催

ＸＵＸＵ（シュシュ） ワンコインコンサート実行委員会

後援

復興支援うべ

賛同団体

福島の子どもたちとつながる宇部の会

宇部日報社

ＮＰＯ法人ぐうですぐう
チケット取扱い

〈 編集後記

松原酒店

ＦＭきらら
東北復興を支援する会

市民大合唱くらぶ（赤とんぼ）

宇部市民活動センター「青空」 サンパークあじす

〉

長らくの未発行が続き申し訳ありませんでした。
今年度はこまめに発行するぞと心に決めているところです｡
東北ではつい先日もＭ５を超える地震があり未だ予断ならない様です｡
山口県でも秋芳洞が古代では海底だったとの事…
いつ同じような災害に遭うとも限りません｡
他人事とはせず、思いを馳せ続けたいと思います。

お申し込み・お問い合わせは下記連絡先へ
宇部市民活動センター「青空」
〒755-0029 宇部市新天町 1 丁目 2 番 36 号
TEL（0836）36-9555
E-MAIL

FAX（0836）39-2272

mail@ubenet.com

「福島の子どもたちとつながる宇部の会」
代表 橋本嘉美

事務局 武永佳子
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