おかげさまで開業１０周年！

発行日 平成２３年５月１０日

Ｂｅｅ通信
MAY
水仙の花のメッセージ
避難所に慰問に訪れる有名人の様子を
テレビで知ることが多くなりました。
その中で、天皇・皇后両陛下の慰問の
様子はお二人の立ち振る舞いやお言葉か
ら真の優しさと想いが伝わり、我が心の
あり方を見直させていただく機会となり
ます。
「よく、生きていてくださいましたね」
美智子様の優しい声。テレビから流れ
てくる映像なのに胸がジーンとして、優
しく誰かに抱きしめられている感覚にな
りました。
美智子様が仙台の避難所を慰問された
時に、被災者の女性が瓦礫の中から摘ん
できた水仙の花を受けられました。
阪神淡路大震災で被災地となった長田
地区にお見舞いに行かれた美智子様が献
花として皇居に咲いていた17本の水仙
の花を瓦礫にそっと置かれた映像を思い
出しました。
多くの人達に元気を･･･という思いか
らドライフラワーに変身し、現在も写真
の通り展示されています。

２つの震災と美智子様と水仙の花･･･
何か偶然とは思えない気がして、水仙の
花言葉を調べました。
水仙の花言葉は、うぬぼれ、我欲、
利己主義、自己愛、自尊心、神秘。
水仙の花にこの花言葉は似合わない気
がします。ギリシャ神話で水仙は、美少
年ナルキッソスの化身と言われていま
す。ナルキッソスはその美しさと高慢が
ゆえ、復讐の女神ネメシスにより水鏡に
映った自分自身に恋するよう仕向けられ
てしまいます。水面の中の自分の像は、
ナルキッソスの想いに応えるわけもな
く、彼は憔悴して死んでしまうのです。
その体が、水辺で自分の姿を覗き込む水
仙の花と化したそうです。
地震や津波という自然の力は、人間の
うぬぼれ、我欲、利己主義等が日本中に
蔓延し、何にも負けない権力を得たかの
ように振るまい、人の心を踏みにじる行
為を改めよ！･･･と気づかせてくれる機
会を与えてくださっています。
美智子様と水仙の花は、人間が本来
持っている真の優しさと想いを私達に示
してくださり、うぬぼれ、我欲、利己主
義とお別れしなさい･･･というメッセー
ジなのかもしれませんね。

〜お知らせ①〜
2011年第1回
Beeセミナー開催決定！
この2年、女性社員が産休・
育児休業を取得し、職場復
帰するケースも増えてきまし
た。そこで･･･

産休・育休まるわかり
セミナー
を平成23年6月15日に開催
致します。
詳細はセミナーちらしをご確
認ください。

〜お知らせ②〜
労働保険料の年度更新の
手続きは、
6月1日〜7月11日です。

〜お知らせ③〜
そろそろ以下の書類が該
当事業所に届く頃です。

←神戸布引ハーブ園にドライフラワーとして展示
☆障害者雇用状況報告書
（社員概ね56人以上）

東日本大地震・津波遺児６１８人、特別一時金の申込み
①父が死亡または行方不明：357名 ②母が死亡または行方不明：167名
③両親が死亡または行方不明：56名 ④被災者不明：38名
上記の数字はあしなが育英会で、奨学金等を利用申込みされた人数です
が、親を失った子供達の一部の数字と思われます。未来に続く子供達の可
能性という灯火を消さないよう「あしながおじさん」募集中です。

☆高年齢雇用状況報告書
（社員概ね30人以上）
毎年6月1日現在の状況を
報告します。
法定期限は7月15日です。

東日本大震災から２ヶ月が経ちます
3月11日･･･その直後より大勢の方
が、被災された方々のため、その地の
復旧のために力を注いでいます。

自然災害が発生した際に必要な支援活
動や災害ボランティア活動を行うことを
目的とし設立された『被災者支援 愛知
ボランティアセンター』（市民団体）。

ゴールデンウィークを使い、大勢の
方が被災地に足を運んだことをニュー
ス等で知りました。

一人では何をしたらよいかわからない
方、センターの活動に参加してみません
か？ 時間と体力の提供ができる方はボ
ランティアを、お買い物ついでに募集物
資を１つでもご購入できる方はそれを。

3月11日から約2ヶ月という時間の
中、“何が自分にできることなの
か？”と多くの方々が考え、何かしら
行動に移されたと思います。
私達が忘れてはならないことは、自
分のできることを無理せず、長い時間
にわたってコツコツと「継続」し続
真宗大谷派 名古屋別院（東別院）
けることです。
別院内の「お茶処」を応援物資の収集等の場と

以前に比べ、持ち込まれる物資が減っ
ているとのことです。季節も変わり必要
と されてい る衣類等 も変わ っており ま
す。ホームページでご確認くださいね。

http://blog.goo.ne.jp/aichiborasen

して提供してくださっています。

募集！

①物資仕分け・分類ボランティア

１）仕分け・分類ボランティア
活動場所：真宗大谷派 名古屋別院（通称、東別院）
時

間：午前９時〜午後８時

活動日 ：火曜日・木曜日・土曜日・日曜日
１日２時間以上可能な方。１回だけでも結構です。老若男女
誰でもできる単純な作業です。ただし、「愛」だけはたっぷり
こめてください。この会のメンバーは中学生からご高齢の方ま
で幅広い世代が集まっています。

②石巻・気仙沼

２）石巻・気仙沼

現地ボランティア

現地ボランティア

①４ｔトラックの運転（愛知の皆さんの思いのこもった応援物
資を石巻に運んでいただく大切な仕事です） ②支援物資の被
災者渡し、会場や物資整理 ③被災家屋での泥出しなど ④特
技をお持ちの方は、うまくセッティングできるようでしたらそ
の特技を活かすお手伝い（例：医師、看護師、薬剤師など医療
関係者＝健康相談会リラクゼーション関係）

第10回 5/27〜29 定員90人 申込締切：5/17
第11回 6/3〜5日 定員90人 申込締切：5/24

仕分け・分類ボランティアを希望される方は、
aichiborasen@gmail.comへ
氏名、年齢、職業、ボランティア可能日時を明記。直接、
東別院へ伺ってもＯＫです！ 5/12の活動は5/13に変更

被災されている方への支援物資
現在、募集している支援物資は３頁に掲載されている品物で
すが、随時変更していますので、ホームページでご確認くださ
い。ご家庭で眠っている新品、中古美品をご提供ください。
（古着などは×です。）
なお、民間のボランティア団体が運営しているため、輸送費
も募金で補っています。

段ボール１箱：５００円

一つの箱や紙袋にいろいろな種類が入る場合でも、①大人男
性 ②大人女性 ③子ども男子 ④子ども女子 ⑤乳幼児 の
分類で、透明ビニール袋に分けて、分類を明記してください。

紙ぶくろ１袋：２００円

現金の他に、以下の金券で５００円でもＯＫです。

切手、全国百貨店共通商品券、図書カード、ビール券、
おこめ券、クレジットカード各社ギフト券
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梱包にあたって分類にご協力ください。できれば一つの箱や
紙袋に同じ種類のものだけを入れ、箱の上・横(四面とも)には、
中身をマジックでお書きください。

■受付先
〒460-0016 名古屋市中区橘二丁目８−５５
東別院お茶所内 愛知ボランティアセンター
電話 090-6590-3117
受付時間 午前１０時〜午後７時(無休)

Ｂｅｅ通信

現在募集中の物資①

衣類

１）新品衣料品や新品靴下

５）タグ付き新品下着・肌着、靴下

「新品」はタグなどがついていて、明らかに新品と分かる物で
す。クリーニングがしてある美品でも、中古衣料はご遠慮くだ
さい。

湊小学校の地域では、断水が続いており、洗濯もままなりま
せん。特に下着・肌着のご提供をお願いします。

２）新品スウェット上下、新品ジャージ上下
衣類の中では、いま一番必要とされている種類です。ゆった
りとした衣類が、非常に好まれています！若い方からも、強い
要望がありました。普段着・作業着・パジャマとしての用途が
あります。

３）ウェストがゴムになっているズボン
スウェット・ジャージ同様に、生活するうえで、ウェストが
ゆったりとしている衣料がたいへん好まれています！

６）春物・夏物新品衣料品
夏物の衣料の募集を開始します。半袖Tシャツ・ポロシャツな
ど。ゆったりとした衣類が好まれます。スカートはまだはける
状況ではありませんので、不要です。幼稚園児、学童の衣類の
要望が多くありました。スカート・フリルのついたブラウスな
どはお受けしません。ジャケット・ジャンパーなどはお受けし
ません。

７）新品制服用ブラウス、白色ワイシャツ
４月下旬から学校が再開されています。
中学生が学校に着ていけるようなブラウス、
シャツをお願いします。

４）３Ｌ以上の新品衣類
大きな体格の方もいらっしゃいますが、着られる衣類の提供
がやはり少ないようです。

現在募集中の物資②

消耗品

１）新品ティッシュペーパー・トイレットペーパー

４）つま楊枝

ティッシュペーパーは、箱タイプのものでお願いします。
ティッシュペーパーは１箱でもOKです。トイレットペーパー
は、袋入りを希望です。

できれば１本ずつ袋に入っ
たもの。

２）綿棒
３）カセットコンロ、新品カセットボンベ

５）新品爪切り
６）新品耳かき

新品・中古美品タオル・
バスタオルは、センターの
在庫状況により募集を
中断しています。

コンロは美品の中古も可。 ボンベは新品で。

現在募集中の物資③

その他

１）長靴（美品中古も可）

４）傘（美品中古も可）

現地で、今、非常に求められています。足元が悪い現地で
は、長靴が必需品です。美品の中古もお預かりします！

折りたたみ傘も大歓迎です。傘が流さ
れてしまい、雨天時に困っていらっしゃ
る被災者の方がたくさんいらっしゃいま
す。

２）新品スニーカー、新品運動靴
幼稚園児から大人まで男性も女性も運動靴が必要です。

３）リュックサック（美品中古も可）
（現地の方が）出かけるとき、移動するときなど、荷物がたく
さん入り、両手が開くリュックが好まれています。サイズは問
いません。美品の中古もOKです。

５）ＦＭラジオ（電池付）
「ＦＭ76.4ラジオ石巻」では、被災者に関するきめ細かな情
報を発信しています。どの家庭でもこの情報を得られるように
したいと思います。

どうして新品でないといけないの？
「あ、新品。うれしい」というような言葉を何度か聞くことができました。活動をスタートさせるとき、最も不安だったのが大量の古着との格闘でした。
「美品」の基準は人それぞれです。従って「美品」の中古可とした場合、びっくりするような主観的な「美品」が送られてくることはこれまでの経験でま
ちがいありません。そのため仕分け作業はこれはいいのか、だめなのか、これまたボランティアさんが主観で判断しなければならない事態が発生し
ます。仕分け時間も余分にかかります。皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。（愛知ボラセン）

発行日 平成２３年５月１０日
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♪♪音楽♪♪
おかげさまで開業１０周年！
本紙作成、発行責任者：
吉岡 規子
名古屋市中区栄３−２５−３７
電話 ０５２（２４１）１８６１
FAX ０５２（２４１）３８７８
Email:
office@bee-partners.com

はコチラ
ホームページ

http://
s.com/
bee-partner

5月14日、15日は栄ミナミに来てね
“栄ミナミ地区”といえば、松坂屋本店・三越名古屋栄店があり、お買い
物エリアとして足を運ばれているのではないでしょうか？
太陽の日差し、清々しい空気、優しい風、眩しい若葉･･･本当に気持ち
良いこの季節に開催される『栄ミナミ音楽祭』は今年で5年目。
栄ミナミ地区のあちらこちらがライブ会場となります。その数なんと29
会場！ 参加アーティストは180以上。
Beeオフィスから歩いて30秒の矢場公園は、2日間のメイン会場となり
写真のアーティストが熱唱します。昨年も音楽祭で杉山清貴さんの歌声を
聞き、昔、昔を思い出しました。
14日、15日の両日の天気予報は晴時々曇り。
吉岡は14日メイン会場で鈴木雅之さんのライブを聞いていると思いま
すので、是非、宜しければご一緒に(^^)

♪♪音楽♪♪
5月14日、15日は栄ミナミに

お名刺等をいただいた皆様にお送りさ
せていただいておりますが、不必要な
場合はご連絡いただけると助かります。

編集後記

「母の日」いつもありがとう！

5月8日は『母の日』でした。被災地（宮城県名取市）のカーネーション生産者の方は、津波の影響で全滅を覚悟されていたそうです
が、なぎ倒されたカーネーションは見事に色とりどりの花をつけ、母の日に現地でそれぞれの方の思いを運んだようです。
Beeでも「お母さんにどんな思いをプレゼントしましたか？」

♪安田♪

または「子ども達から何をプレゼントされましたか？」と尋ねてみました。

♪高松♪（幼稚園年中組・年少組の男の子のママ）

♪壱反田♪

母の日は夫婦共々風邪でダ
ウン。感謝の気持ちを伝えるの
は延期。誕生日と母の日を兼
ねたプレゼントはケーキの予定
です。

お花が
大好きな
お母さんへ
（←左写真）

幼稚園で作った紙粘土のマグネットと手作りカードをプレゼ
ントしてもらったそうです。

♪川地♪
お母さんの愛飲
している「ザ・コ
ラーゲン」
“いつまでも若く
素敵でいてほし
い“をプレゼント
しました。

♪篠澤♪
二人の愛娘からは
手作りのプレゼント
を受け取りました。
女の子らしい可愛
らしい絵とウサギ
ですね！

♪吉岡♪
80歳の義母は新しい物を受け入れる
能力が高いので、話題を提供。
ルクエのストックケース。ちなみにこ
れはシリコンでできた調理用品です。

