
≪平成 28年度事業報告≫

平成 28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Jは、今回で第 18回 目の授賞式を実施いたしましたc

併せて、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Jは、今回で第 12回 目の授賞式と

なりました。また、授賞式後の3月 21日 にアジア貢献賞 。アジア Kids大 賞フォローアッ

プセミナーを開催いたしましたc

以下、事業内容をご報告いた します。

1.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、

地域一体となつ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。

(2)福岡在住の外国人留学生と元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、九州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1)防災体験講習会、折り紙体験教室、立

命館アジア太平洋大学との交流 。太陽の家見学、地場産業見学会(久原本家グルー

プ、いオーレック)等の事業を行いました。

2.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 18回 目の 「西 日本国際財団アジア貢献賞Jの授賞式を3月 8日 に開催いた

しました。

九州・沖縄・山口地域からの推薦で 20の団体・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、NPO法人 愛未来(代表 竹下 敦

子氏)、 認定 NPO法人 車椅子 レクダンス普及会(代表 黒木 実馬氏)、 NPO
法人 ともに生きる街ふくおかの会(代表 吉谷 武志氏)の 3団体を表彰いた

しました。

引き続いて同日に第 12回 「西 日本国際財団アジア Kids大賞Jの授賞式を開

催 し、九州 。沖縄・山II地域からの推薦で 10の候補者の中から、 一般社団法

人 1ヒ九州青年会議所(代表 棟久 裕文氏)、 佐賀市立新栄小学校 (校長 占賀

善充氏)の 2団体を表彰いたしましたc

(2) 「アジア貢献賞・アジア Kids大賞フォローアップセ ミナー」の実施

アジア貢献賞・アジア Kids大賞のフォローアップイベントとして、当財国の

アジア貢献賞選考委員で、認定 NPO法人 「地球市民の会J高1理事長の大野博

之氏をお招きして「NGOが地域を変える～佐賀県の NGO誘致事業への地球市

民の会の取り組み～」というテーマでセ ミナーを開催 しました。

ア 実施 日  平成 28年 3月 21日 (火 )

イ 会 場  脚NCBリ サーチ&コ ンサルティング 会議室

ウ 参加者  25名
工 内容

テーマ:「NGOが地域を変える～佐賀県の NGO誘致事業への地球市民の

会の取り組み～J

講師:大野 博之氏 (認定 NPO法人 「地球市民の会J副1理事長、

西日本国際財団アジア貢献賞選考委員)

【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 28回アジア太平洋こども会議 。イン福岡への協賛

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 8期スタディツアー」に協賛 しました。

ア 実施 日  平成 29年 3月 25日 (土)～ 3月 29日 (水 )

イ 派遣先  タイ

ウ 参加者  小学校 5、 6年生 30名 、引率ボランティア 6名

工 内容   アジア太平洋 こども会議の小学生 30名 をタイに派遣 し、

現地の小学校等で福岡や 日本の紹介を した リホス トファミ

リー、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・ 44団体、

227名 のこども大使、44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、交流キャンブ、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 2016へ の協賛

アジアンパーティ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 28年 9月 15日 (木)～ 25日 (日 )

イ 会場 キャナルシティ博多、ぼんプラザホール

ウ 内容 アジア各国 。地域の新作、 日本未公開作品 50本を上映

工 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2016」 への協賛

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{)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、国際協カセ 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 28年 10月 30日 (日 )

イ 会場   天神中央公園、アクロス福岡 2階セ ミナー室

ウ 内容   NGOな ど参加 15団体の活動紹介ブース展示およびワーク

ン ヨ ツ プ

エ 来場者  約 5,000人

工 主催   地球市民どんたく 2016実行委員会

(4)「 第 7回 日本語お しゃべ り発表会および多文化共生パネル展」への協賛

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

目的に多文化共生パネル展を開催するとともに、北九州市内の地域 日本語教

室で学習する外国人市民等が個々の 日本語 レベルで自由に意見を発表す る

「第 6回 日本語お しゃべ り発表会」を開催するものc

≪多文化共生パネル展≫

ア 実施時期 平成 29年 1月 29日 (日 )

イ 会場   北九州市立こどもの館 子 どもホール

ウ 内容   市民センター等を拠点 とする 19ヵ 所及び北九州近郊の 日

本語教室で学習する外国人市民等が、個々の 日本語 レベルで

自由に意見を発表する場を提供 し、学習のモチベーション向

上に繋げるとともに、日本人市民が外国人市民の声を聴 く機



会 とする。

工 観覧   入場無料

オ 入場者数 250名
力 出場者  27名 (北九州市及びその近郊に在住する外国人市民)

キ 表彰   観客等の投票により6名 を表彰

ク 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

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。

ア 実施時期 平成 28年 9月 21日 (水)午後 2時～ 5時

イ 会場   都久志会館

ウ 内容   マ レーシア映画 「ポリス 。エボ」

工 招待者  福岡市内中学校 2校の中学生 。教職員約 456名
オ 主催   公益財団法人西 日本国際財団

3。 国際化助成事業

以下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

。20周年記念イスラ・デ・サルサワール ドビー トフェスティバル

[主催: ティエンポ・イベロアメリカーノ]   ～助成金 10万 円

。ナマステの会 2016

[主催 :ナマステの会実行委員会]       ～助成金 10万円

。第 4回 日中韓児童友好絵画展

[主催 :NPO法人社会教育団体ベルポ会]    ～助成金 20万 円

。第 17回天神中央公園グローバル ヴィレッジユニバーサルフェスティバノ

[主催 :NPO法人博多笑い塾]         ～助成金 5万円

。まだ知 らない世界～高校生から見る国際協力

[主催 :NPO法人福岡 NGOネ ッ トワーク]  ～助成金 3万円

。外国人腕 自慢コンテス ト

[主催 :若松 日本語教室かっば塾]       ～助成金 4万 円

。ネパールダサイン祭の文化交流

[主催 :九州ネパール友好協会]        ～助成金 10万 円

。中国民族音楽コンサー ト

[主催 :NPO法人北九州大連交流協会]    ～助成金 10万円

・ベ トナム民族アンサンブルコンサー ト

[主催 :ベ トナム民族アンサンブルコンサー ト実行委員会]



～助成金 10万 円

。多文化共生わいわい祭 り～小倉で街でアジア発見～

[主催 :多文化共生わいわい祭 り実行委員会] ～助成金 20万 円

。日中青少年音楽文化交流事業

[主催 :一般社団法人楽音樹 ] ～助成金 10万円

。ナマステの会 2017

1主催 :ナマステの会実行委員会] ～助成金 20万 円

。東山手地球館開館 20周年 。長崎国際交流塾設立 25周年記念事業

[主催 :長崎国際交流塾/東 山手地球館] ～助成金 20万 円

13件                 小計   152万 円

(2)国際友好親善会・スタディツアー等開催

・朝鮮通信使 祝祭 伝統文化交流事業

[主催 :黒崎祗園山笠保存会] ～助成金 20万円

。韓国順天市 との箱崎中学校ホームステイ交流事業

[主催 :東箱崎校区国際交流委員会] ～助成金 20万 円

。名護屋小学校 PTA日 韓交流事業

[主催 :名護屋小学校 PTA] ～助成金 20万円

。平成 28年度 新栄校区日韓交流事業

[主催 :新栄校区日韓交流委員会] ～助成金 17万 円

。台湾若手障がい者によるリーダーシップ研修 と障害文化交流事業

[主催 :NPO法人沖縄県自立生活センター イルカ]

～助成金 10万 円

。海外アクティブラーニング(台湾)

[主催 :中村学園大学]         ～助成金 10万円

。ミャンマーの移民 。難民の医療支援事業

[主催 :NPO法 人メータオ・クリニック]～ 助成金 20万円

。日中国交正常化 45周年記念第 8回友好公演

[主催 :北九州童謡唱歌かた リベの会]  ～助成金 20万 円

8件 小計 137万 円

合計 289万 円

≪平成 28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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