平成２６年度事業報告及び収支決算承認の件

１. 平成２６年度事業報告
平成 26 年度の事業計画に基づき、人物交流活動並びに国際化・国際交流に関しての啓発
広報活動の他、九州・沖縄・山口地域における諸団体の国際交流事業に対する後援・助成
などの事業を行いました。財団設立１５周年にあたる平成１２年３月から始めている「西
日本国際財団アジア貢献賞」は、今回で第１６回目の授賞式を実施いたしました。
また、財団設立２０周年記念特別表彰として創設した、次代を担う子供たちの国際交流
を支援するための「西日本国際財団アジア Kids 大賞」は、今回で第１０回目の授賞式とな
りました。
以下、事業内容をご報告いたします。

Ⅰ．人物交流事業
【福岡在住、来訪の諸外国人との交流】
（１） 福岡在住の外国人間の交流活動を活発に行うために、国際相互理解促進と今後の
多国間の交流促進についてリーダーとなるべき人たちのネットワーク作りを行い、
地域一体となって問題解決や交流活動をすすめる交流会「国際交流クラブ」を定
期的に行いました。２６年度のメンバーは各大学留学生会会長、留学生ＯＢを含
め５２名でした。
（２） 福岡在住の外国人留学生及びその家族との交流を深めるため、福岡県留学生会、
九大留学生会、福岡大学留学生会等に支援を継続するとともに、外国人留学生の
ための茶道教室を定期的に開催し、その他にも有田焼体験研修、トヨタ宮田工場・
TOTO 小倉工場見学、宮崎県五ヶ瀬町での日本の伝統文化体験研修を開催するな
どの事業を行いました。
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Ⅱ．国際化啓発広報事業
【国際化・国際交流に関する意識高揚】
（１） 顕彰制度の実施
第１６回目の「西日本国際財団アジア貢献賞」の授賞式を平成２７年３月６日
に開催いたしました。
九州・沖縄・山口地域からの推薦で１８団体・個人の候補者の中から、候補者
選考委員会、審査委員会での審査の結果、慶南青年カレッジ実行委員会(実行委
員長 中野 智昭氏)、高取校区国際交流推進委員会(会長 田中 秀次氏)、袴
着

英子氏の２団体・１個人を表彰いたしました。

引き続いて同日に第１０回「西日本国際財団アジア Kids 大賞」の授賞式を開
催し、九州・沖縄・山口地域からの推薦で６つの候補者の中から、粕屋町立粕
屋小学校（校長

髙倉

修氏）、宗像地区スポーツ少年団（代表

北﨑

正則

氏）の２団体を表彰いたしました。

（２） 国際交流講演会の実施(平成２７年３月６日)
テーマ 「地球市民としてアジアとどう向き合うか」
アジア貢献賞・アジア Kids 大賞授賞式の後、異文化コミュニケーターで前国連
ハビタット親善大使のマリ・クリスティーヌ氏を講師に招き、その豊富な異文
化体験をもとに「地球市民としてアジアとどう向き合うか」というテーマで講
演いただきました。

【地域国際交流イベント参加による国際協力及び地域寄与】
（１） 第２６回アジア太平洋こども会議・イン福岡への協賛(８０万円)
NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡が主催する事業のひとつ、ウィン
グキッズプログラム「第６期スタディツアー」に協賛しました。
ア

実施日

平成２７年３月２５日（水）～３月３０日(月)

イ

派遣先

カンボジア

ウ

参加者

小学校５、６年生３３名、引率ボランティア７名

エ

内容

アジア太平洋こども会議の小学生３３名をカンボジアに派
遣し、現地の小学校等で福岡や日本の紹介をしたりホスト
ファミリ―、現地の子ども達との交流を深め、日本人とし
ての誇りを持ち、海外での経験を活かすことを目的にスタ
ディツアーを実施しました。

オ

主催

NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡

なお、今回協力した会議では、アジア太平洋・地域３４ヶ国・４３団体、
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２２０名のこども大使、４３名のシャペロン(引率者)、２８名のピース大使
を招へいし、福岡のこども達、ボランティア、青年会議所メンバー、一般
市民などが参加し、交流キャンプ、ホームスティ、発表会、パフォーマン
スイベントなどが７月を中心に様々な行事が実施されました。
（２）アジアフォーカス・福岡国際映画祭２０１４への協賛(６０万円)
アジアマンス期間中に地域イベントの１つとして地域社会へ貢献する目的
で毎年参加しています。
ア

実施時期 平成２６年９月１２日(金) ～９月２１日(日)

イ

会場 キャナルシティ博多

ウ

内容 アジア各国・地域の新作、日本未公開作品３８本を上映

エ

主催 アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会

（３）
「地球市民どんたく２０１４」への協賛(２０万円)
国際協力活動及びその活動を支える NGO についての市民の理解や NGO 間
の情報交換と連携を深めるとともに、福岡に国際協力についての情報発信と
活動の拠点をつくることを目指した、国際協力セミナーや NGO 活動紹介事
業に協賛いたしました。
ア

実施時期 平成２６年１１月１５日(土)～１６日(日)

イ

会場

ウ 内容

アクロス福岡２階「交流ギャラリー」「セミナー室」
NGO など参加１９団体の活動紹介ブース展示およびワーク
ショップ

エ 主催

地球市民どんたく 2014 実行委員会

（４）
「好きっちゃ北九州フォトコンテスト」への協賛(２０万円)
北九州市に暮らす者同士の相互理解と多文化共生社会の推進を図ることを
目的に北九州市に暮らす外国人を対象に、北九州の好きな場所、風景、イベ
ントなどの写真を広く募集して展示、表彰を行う事業に協賛いたしました。
ア

実施時期 平成２６年７月中旬～平成２７年１月２４日(土)

イ

会場

ウ 内容

北九州国際交流協会内(コムシティ３階)
写真の募集(平成２６年７月～１０月)
入選展示(平成２７年１月２４日～２月１日)
表彰式(平成２７年１月２４日)

エ 主催

公益財団法人北九州国際交流協会

（５）
「アジア映画鑑賞会中学生招待事業」の実施(１５７万円)
毎年福岡市で開催されているアジアフォーカス・福岡国際映画祭事業の関連
事業として、地域と関係の深いアジアで制作された教育的・文化的価値の高
い映画の鑑賞会を中学生向けに当財団が主催して開催し、青少年のアジアに
対する国際理解を進める一助としました。
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ア

実施時期 平成２６年９月１６日(火)

イ

会場

都久志会館

ウ

内容

インド・カナダ映画「シッダールタ」

エ

招待者

福岡市内中学校２校の中学生・教職員約５５０名

オ

主催

公益財団法人西日本国際財団

Ⅲ．国際化助成事業
下記の国際交流事業についてその主催団体に対して所要資金の一部助成・後援を
行いました。
１． 文化交流事業
① 台日文化芸交流 陳世憲+張文燦～燦から二人展

～助成金 10 万円

[主催：九州台日文化交流会]
② 尹東柱詩人没後 70 年、福岡・尹東柱の詩を読む会 20 周年記念事業
～尹東柱の詩を読み継ぐ 2015 実行委員会

～助成金 20 万円

[主催：尹東柱の詩を読み継ぐ 2015 実行委員会]
③ ベトナム民族アンサンブルコンサート 2014

～助成金 5 万円

[主催：ベトナム民族アンサンブルコンサート 2014 実行委員会]
④ 千早並木 Glocal Festival

～助成金 20 万円

[主催：千早並木 Glocal Festival 実行委員会]
⑤ 第 13 回北九州ハングル弁論大会

～助成金 12 万円

[主催：北九州ハングル弁論大会実行委員会]
⑥ FUNN と始める!福岡・九州で国際協力をスタートさせる市民を増やす国
～助成金 20 万円

際協力推進プロジェクト
[主催：NPO 法人 NGO 福岡ネットワーク]

⑦ 友好都市締結 35 周年記念事業「2015 中国大連市大連大学派遣学生受け
～助成金 10.5 万円

入れ事業」
[主催：NPO 法人北九州市国際文化交流協会]
⑧ 福岡ももち浜春節祭 2015

～助成金 18.6 万円

[主催：福岡ももちはま春節祭実行委員会]
小計

116.1 万円

２． 国際友好親善会・スタディツアー等開催
①

名護屋小学校 PTA 日韓交流事業

～助成金 20 万円

[主催：名古屋小学校 PTA]
②

韓国釜山広域市加徳中島徳文中、高校生招待事業

～助成金 10 万円

[主催：沖田地区国際交流事業委員会]
③

「晴レタラ、見エル。～僕が BUSAN であれでして～」～助成金 10 万円
[主催：グレコローマンスタイル]

④

～助成金 10 万円

日中韓ハーモニカ交流活動
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[主催 ：福岡ハーモニカ愛好会]
⑤

慶南青年カレッジ 2014 事業
「日韓協働環境フォーラム in YAMAGUCHI」
[主催 ：慶南青年カレッジ実行委員会]

⑥

第 28 回日韓親善少年柔道大会
[主催 ：佐賀県柔道協会三神支部]

⑦

～助成金 15 万円

第 4 回沖縄・東ティモール児童交流プログラム
[主催 ：オ・ライ・ティモールの会]

⑨

～助成金 10.6 万円

スリランカ帰国留学生訪問
[主催 ：福岡帰国留学生交流会]

⑧

～助成金 20 万円

～助成金 20 万円

フィリピンの地方の学校における IT 技術の環境整備プロジェクト
[主催 : NPO 法人情報教育支援研究会]

～助成金 20 万円
小計 135.6 万円

３.

その他

① 「2014 年ブラインドゴルフ親善大会 in 北九州」開催事業
[主催：NPO 法人九州視覚障害ゴルファーズ協会]
②

～助成金 10 万円

移住(外国籍)住民のための通訳・同行・派遣事業
[主催：NPO 法人女性エンパワーメントセンター福岡] ～助成金 20 万円
小計

30 万円

合計 281.7 万円

２. 平成２６年度事業の付属明細書
記載すべき事項はありません。
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