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第14回 通常総会を執り行いました 

 去る5月26日（土）15：00～16：30リファレンスはかた近代ビルにて、第14回通常総会が執り行われました。当日は、弓

場秋信会長の挨拶から始まり、佐藤勝廣議長進行のもと、全ての議案について承認されました。 

・第1号議案 平成29年度事業報告について 

・第2号議案 平成29年度決裁報告について 

・第3号議案 平成30年度事業計画について 

・第4号議案 平成30年度予算案について 

・第5号議案 平成30年度事務局体制について 

・第6号議案 役員退任・選任について 

・第7号議案 ミッション・ビジョン・バリューに          

        ついて 

 その後、当会の新しいホームページ案の紹介を行い（P3参照）、最後に5月末に離職となる古泉職員が、昨年度実施した

『いっぽふみだす異文化理解講座』の事業報告を行いました。このイベントを通して当会の会員となられた方より、「他には

ない充実したプログラムだった。実際に自分も一歩踏み出すことができ、初めて一人でベトナムに旅行した。海外を身近に感

じ、二歩も三歩も進むことが出来た」と感想が延べられました。今年度もたくさんの方々に草の根レベルで世界とつなぐ活動

が進められるよう、スタッフ一丸となって努めます。（橋口） 
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「ミッション・ビジョン・バリュー」 

 事務局長の馬田です。今年は早めに梅雨が始まりました。鬱陶しい季節ではありますが、道端の鮮や

かな紫陽花と通行人の傘のコントラストを見ながら、楽しんだりしております。 

 さて、事務局内で約半年間かけて協議を重ねてきた協会の運営理念について、5月の総会で承認を頂

きました。あらためて、以下に「ミッション」「ビジョン」「バリュー」を紹介いたします。今後はこ

こに掲げた理念にしたがって活動を行っていきます。また、対外的にも、様々な広報媒体を通して発信

し、「私達は何者なのか」を広くアピールしていきたいと思います。 

■ミッション（使命）：『草の根レベルで世界と九州をつなぐ窓口となる』 

 Mission: To be a bridge between the World and Kyushu in grassroots level. 

 海外のボランティア活動で得た知見とネットワークを活かし、草の根レベルで世界と九州をつなぐ役割を私たちは担いま

す。そして、国籍、民族、宗教、文化、言語の壁を越えて人々がお互いを尊重し、認め合えるような世界を実現するため、こ

こ九州から、できることを実践していきます。 

■ビジョン（理想）：『多様性が生み出す新たな価値を追求し続けることで社会に貢献する』 

 Vision: Contribute to the Society through pursuing new value created by Diversity. 

 先入観や固定観念に囚われず、多種多様な意見を積極的に取り入れ、常に思考をアップデートしながら、新たな価値の創造

を目指し活動します。その活動は地域社会へ貢献することであり、引いては世界平和へと繋がっていくと確信しています。 

■バリュー（価値）：『共に行動し、学び合う』 『気づきを共有し、一歩ふみ出す』 

 Value: Act together and learn together, share awareness and step forward. 

 先ず行動することを是とします。フラットな関係性のもとで、学び合う姿勢を忘れません。行動から得た気づきは幅広く共

有し、失敗を恐れず挑戦を続けます。 

※総会の議案ではビジョンとバリューが逆になっておりました。正しくは上記の通りです。 

特定非営利活動法人 
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SDGｓ達成のために！ 

 みなさんはSDGｓをご存知でしょうか？世界には、解決しなければならない様々な問題があります。こ

のままでは世界が立ち行かない！ということで、2015年9月に国連の特別サミットにおいて採択されたの

が「持続可能な開発目標（SDGs）」です。SDGsには17の世界共通の目標があります。キーワードは

「誰一人取り残さない」。格差をなくし、貧困や暴力から開放され、すべての人々の人権が守られている

世界を実現することが最も重要視されています。 

 さて、この目標を達成する為に、日本でも行政や企業、

NGO/NPOなど多くの団体が様々な取り組みを始めていま

す。当協会でも、もちろんSDGs達成に向けた取り組みを

行っています。カンボジアでの教育支援をはじめ、日本国

内の開発教育（国際理解教育）など、目標4「質の高い教

育をみんなに」というところから、目標1「貧困をなくそ

う」・目標5「ジェンダーの平等を実現しよう」という目

標達成を目指し、日々活動しています。 

 当協会では、世界のお話を聞きたい！というご要望や、

SDGｓに関して学びたい！という方へ、講師派遣も行って

おります。ご興味のある方は、お気軽にお声掛けくださ

い。（河野） 

各事業担当者より、ご報告＆お知らせです！ 

ホームビジット受け入れ家族・団体 募集のお知らせ 

 当会では、今年度も研修員受け入れ事業を実施

いたします。9月は大洋州諸国からの若手教師た

ちが来日。日本の小中高等学校や教育委員会を訪

問するほか、日本の生活や文化を知るため、ホー

ムビジット（1日受け入れ）を企画しています。 

そこで、ホームビジット受け入れ家族・団体

を大募集します！！ 

実施日：9月9日（日） 

≪スケジュール≫ 

・10：00～対面式（当協会事務所） 

・18：00くらいまで自由行動 

 

ご希望の方は、メールまたは電話にてお問合わせ

ください。申込用紙をお送りします。 

             ※上限に達し次第受付終了 

詳しいことは、お気軽に担当の米村まで♫ 

yonemura@npo-kyushu.or.jp 

2017年度の研修員たち↑ 

一生忘れられない思い出

になりました！ありがとう！

福岡が大好き！！！ 

☆12月にはアフリカ教

員のホームステイを企

画中！次号でお知らせ

します！！ 

先生が出した問題に、グループでチャレンジするカンボジアの中学
生。プロジェクトでは、まず生徒一人で考える、それからグループで
考えるなどの手法を紹介しました。先生の一方的な授業から変
化が出てきました。 



柴田職員より着任のご挨拶 

 2018年4月より、JICA九州センターでの【開発教育支援事

業】を担当しています柴田悦子（しばたえつこ）と申します。

JICAボランティア経験はなく、これまでは主に国際交流に関連

した仕事に携わってきました。着任以降、それぞれに熱い情熱

を持った多くのOVの皆さんと接する機会を得て、国際協力の

意義を実感し刺激的な毎日を送っています。 

 まだまだ手探り状態ですが、一日も早く1人立ちし、より多

くの皆さんに当協会の活動をお伝えしていけるような存在にな

りたいと思っています。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【予告】ホームページが新しくなります！ 

 当会のホームページがリニューアル予定です。 

 元インドネシア隊員の住本さん（@sumocon）のご協力によ

り、素敵なホームページに仕上がっております。 

 現在、最終段階に入っておりますので、万事整いましたら公

開いたします！当会の活動報告や楽しい情報を随時掲載予定で

すので、是非ご期待ください♪ 

 

古泉職員より退職のご挨拶 

会員のみなさま 

 在職中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。 

 青年海外協力隊の経験が活かせるお仕事ができて、とても幸せな4年間でした。ここでのお仕事が

あったからこそ、エチオピアで経験したことを深く考えることがで

きたのだと思います。日本の方々とお話しすることで、当時は気づ

かなかった色々なことを発見できたり、日本と世界のつながりにつ

いて改めて考えたりすることができました。 

 特に昨年度は、異文化理解講座の開催や、初めて担当することに

なった青年研修など、新たな取り組みが多く、とてもやりがいを感

じておりました。 

 一方で、もう一度アフリカに住みたいという気持ちもありまし

た。このたびガボンに行くチャンスを得て、今の仕事を続けたい気

持ちとのせめぎ合いでしたが、新たな一歩を踏み出すことにしまし

た。同じアフリカといえども、エチオピアとガボンではまったく異

なる地域・文化・言語ですので、また新たなアフリカを感じたいと

思っています。 

 皆様とまたいつか世界のどこかでお会いできる日がありますこと

を願っております。 
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近日公開！
お楽しみに♪ 



（特活）九州海外協力協会 ☆会員募集中☆ 

当協会では、活動にご賛同いただける団体・個人の皆様を

募集しております。会員の方には四半期毎に発行しておりま

す「九州海外協力協会だより（本紙）」をお送りさせていただ

いているほか、当協会主催・共催のイベント情報などをご案

内しております。ご関心のある方は、以下へお問い合わせ

下さい！ 
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アジア最高のドライマンゴー

と名高い（橋口説）カンボジ

アの“KIRIROM”。完熟マン

ゴーの味そのまんまです。現

地に行かれたら、是非お土

産に！ 

＃またまたカンボジアネタで

申し訳ない＃でも好きだから

しょうがない… 

福岡で食す！カンボジア飯！ 

 タイ・ベトナム・韓国・中国…と町にはいろんな「アジア」飯があふれていますが、なかなか見かけないのが、カン

ボジア（クメール）料理！一体どんな味なのかな～？と思っている方

も多いのではないでしょうか！そんなクメール料理が、なんと福岡の

吉塚商店街で味わえます。 

 クメール料理「シェムリアップ」（博多区吉塚1-16-14／JR吉塚駅

東口より徒歩5分）。昔は銭湯だったという店舗を活かして素敵な空

間に仕上がっております。店主のスロスさんはカンボジアのシェムリ

アップ出身です。 

 どの料理も本当においしい！しかもボリューム満点（更にお安

い）。スロスさんにこれで採算がとれるの？と聞いたら、「お客さん

に、おなかいっぱい食べて欲しい！」

とのこと。カンボジアに行かずとも食

べられる、おいしいクメールの料理！

みなさん、是非ご来店ください☆           

発行：特定非営利活動法人 九州海外協力協会 

〒812-0011福岡市博多区博多駅前3-10-34Mビル3号館３階C号室 

TEL：092-415-6536 FAX：092-415-6518 

HP：http://www.npo-kyushu.or.jp/ E-mail：ngoqshuint@npo-kyushu.or.jp 
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かぼちゃケーキとクイティウ（米麺）
（写真上）＆当会スタッフが惚れ込
む「豚ご飯」（同・下） 

店舗表には銭湯当時
の看板がありますの
で、すぐに分かります
よ！ 


