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議案１．2008年度の事業と会務の報告 
（2007年 10月 1日から 2008年 9月 30日まで） 

１．事業報告 
《特定非営利活動に係る事業》 
（１）地域開発協力事業 
 ａ．クメール伝統織物研究所（IKTT）との協力 
    今年度は、IKTT の「伝統の森プロジェクト」第二期計画に対してまずは初年度の事業

に協力することを決めてスタートした。 
   ①伝統の森の整備への協力：エネルギー供給設備       

の提供と、藍と綿の生育改善への取り組みへの支

援を選択肢として、IKTT と協議しながら事業を
具体化することにしていた。 
藍と綿の生育改善への支援としては 2007 年度

に提供した資金により 2008 年 6 月までに堆肥舎
が完成した（写真）。今後の活用が期待される一方

で、藍と綿の生育改善に関する事業実施状況と達

成度については情報の取得が困難な状況である。8 月 20～21 日のスタディツアー訪問時
の視察によっても評価に資する情報を得ることができなかった。福岡市立愛宕浜小学校か

らの寄付金 74,000円は 8月のスタディツアーでの訪問時に手渡した。 
    エネルギー設備については具体的な協議が進まなかったが、8 月の訪問時に水力、太陽

光のどちらでもよいので提供してもらいたいという IKTT の意向を確認でき、今後の検討
課題が明確になった。 

   ②森本喜久男さん（IKTT 代表）の活動報告会と福岡での交流活動： 報告会を 2007 年
11 月 23 日に木香庵（福岡市中央区）で開催。参加者数 22 人。11 月 22 日には愛宕浜小
学校で森本さんが授業を行なった。11 月 23 日には佐賀県の天地農場でバイオガスプラン
トや廃油によるジーゼル燃料化プラントを見学した。 

   ③福岡市立愛宕浜小学校との交流：2007 年 11 月 22 日に森本喜久男さん、11 月 26 日に
塩澄文子サポータら 3人で授業を担当。2008年 2月 23日に小学校で開催されたフリーマ
ーケットに出店、寄付金募集に協力した。2007 年 9 月の地球市民どんたくのブースで児
童達からもらった森の子ども達へのメッセージをディップ・キムサンさんの協力でクメー

ル語に訳し、2008年 8月のスタディツアーでの訪問時に手渡した。 
 ｂ．るしな・こみゅにけーしょん・やぽねしあ（るしな）との協力 
   ・FL 農場プロジェクトのフォローアップとして、コミュニティ協同組合ネットワーク

（CCN）に所属するコミュニティ協同組合（CC）の農業ボランティアの中から、資源
循環型農業に優れた成果を挙げたチームに対して F-ACT 賞を授与することにし、7 月
には CCN によって選考のための聞き取りが始まっている。CCN の推薦に基づき審査
する予定であるが、現時点で推薦書類が未着である。 
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（２）開発教育事業 
ａ．開発問題セミナー 
   ・第 21回：2008年 5月 17日、「地域で活動する NGOに期待すること―新しい社会資本

としての NGO―」を開催。会場は福岡市人権啓発センター（ココロンセンター）研修
室（福岡市博多区）、講師は高橋良輔さん（佐賀大学講師、元国際協力 NGO センター
調査研究・提言活動担当スタッフ）。参加者数は７人と少数に留まったが、NGO の役割、
特に福岡に拠点を置く F-ACTなどが果たすべき役割について考えることができた。 

 ｂ-1．カンボジアスタディツアー2007 
   ・報告会：2007 年 10 月 27 日に福岡市 NPO・ボランティア交流センター（あすみん）

セミナールーム（福岡市中央区）で開催。参加者数 17 人（うちツアーメンバー4 人）。
ツアー報告書を発行（100部）。 

 ｂ-2．カンボジアスタディツアー2008 
   ・2008年 8月 17日から 24日までカンボジアを訪問。参加者は 8人（うち 1人は東京都

八王子市在住）。コーディネータの安部代表の国際航空運賃を F-ACTが負担した。初め
て全員大学生というメンバー構成となったが、トロ村での村人自身による農業実践の紹

介、IKTT伝統の森での子ども達との交流など印象深い体験ができたようである。 
   ・事前学習会：2008年 7月 5日に開催した「国際協力の集い 2008」を現地事情と地域開

発についての学習機会に指定した（ツアー参加予定者 8 人のうち 4 人参加、参加費無
料）。7 月 13 日に福岡学生交流会館（福岡市博多区）で日通旅行者の担当者の臨席を得
て旅行の注意と訪問先についての学習会を開催した（参加予定者 8 人のうち 6 人出席）。 

   （2009年度：2008年 10月 19日にツアー報告会を開催し、報告書を発行した。） 
 ｃ．国際協力を考える集い 2008 
   ・2008 年 7 月 5 日、福岡市健康づくりセンター（あいれふ）講堂（福岡市中央区）で

「カンボジアで村おこしを担う女性たちに学ぶ」というテーマで開催、講師は日本国際

ボランティアセンターカンボジア事務所前代表の米倉雪子さん。発題者は元るしなインターンの

嶺井久智さん。参加者数 26 人。エンパワーメントの基盤としての意識化について理解
を深め、日本の社会でも課題は同じであることを共有できた。 

 ｄ．開発教育の講師派遣（教材貸し出しはなかった） 
・2007 年 10 月 20 日 福岡市立多々良中学校（講師：塩澄文子サポータ、塩澄志麻サポ

ータ、安部昌明代表） 
・2007年 11月 8日 福岡市立壱岐中学校（講師：西嶋克司事務局長） 
・2007 年 11 月 26 日 福岡市立愛宕浜小学校（講師：塩澄文子サポータ、塩澄志麻サポ

ータ、西嶋克司事務局長） 
・2007 年 12 月 16 日 鹿児島県国際交流協会主催の県内国際交流団体等意見交換会（講

師：西嶋克司事務局長、NGO福岡ネットワークから派遣） 
   ・2008年 2月 17日 NGO福岡ネットワーク主催の NGOカレッジ第 2回（パネラー：

西嶋克司事務局長） 
 ｅ．カンボジア料理教室 
   ・2008年 2月 17日、ふくとぴあ（福津市健康福祉総合センター）もりもりキッチン（福
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津市）で開催。峰真咲サポータがリーダーを務めた。カンボジアを紹介する写真を展示。

参加者数 26 人。地元の人が大勢参加してくれたことでカンボジアに関心を持つ人を増
やすという成果は上がったといえるが、残念ながら会員増などには結びついていない。 

   ・2008年 6月 15日、アミカス（福岡市男女共同参画推進センター）料理実習室（福岡市
南区）でカンボジアスタディツアー説明会を兼ねて開催。リーダーはカンボジア人留学

生のお連れ合いのナヴィさん。料理教室の参加者数 14 人。食事後のスタディツアー説
明会のみの参加者数 3 人。新聞社の取材を受けた。なごやかな雰囲気で、料理を通して
カンボジアを体験できたという反応が多かった。参加者のうちの 1 名がスタディツアー
に参加した。 

ｆ．その他 
  ・2007年 11月 11日、JVC 九州ネットワーク主催の日本国際ボランティアセンターカン

ボジア事務所代表山﨑勝さんの「生態系に配慮した農業による生計改善プロジェクト」

を中心とした活動報告会に共催で協力。会場は福岡市人権啓発センター（ココロンセン

ター）研修室（福岡市博多区）。 
  ・2008 年 6 月 20 日・23 日、アジア開発銀行福岡 NGO フォーラム（FNA）主催のアジ

アの開発を学ぶ連続講座の開催に協力。20 日はメコン・ウォッチの木口由香さんによ
る「国境を越える環境被害：メコン川ダム開発、魚、人々の暮らし」、23 日は FNA 副
代表の土井利幸さんによる「道路ができれば高利貸しが儲かる：カンボジア国道 1号線
の住民移転問題」。会場は福岡市人権啓発センター（ココロンセンター）研修室（福岡

市博多区）。 
   ・2008 年 9 月 7 日、福岡市女性翼の会主催「アジアの国々と食文化の交流」にカンボジ

ア料理を出品。リーダーはカンボジア人留学生のお連れ合いのナヴィさん。 
（３）他団体とのネットワーク形成事業 
 ａ．NGO 福岡ネットワーク（FUNN）：正会員。2008 年 3 月 29 日 FUNN 交流会、6 月 21

日 FUNN主催スタディツアー合同説明会に参加。ニュースレター受け取り。 
 ｂ．カンボジア市民フォーラム：会員。ニュースレター受け取り。 
 ｃ．地雷廃絶日本キャンペーン（JCBL）：会員。クラスター爆弾禁止を求める署名活動に参加。

ニュースレター受け取り。 
 ｄ．福岡国際関係団体連絡会（FUKU-NET）：会員。定例会に参加。 
ｅ．福岡 NPOボランティア団体連合会準備会：発起人団に安部昌明代表。準備会合に参加。 
 ｆ．他団体と共同での活動紹介イベントへの参加 
   ・市民活動まつり inふくおか：2007年 10月 6・7日に福岡市役所前広場で開催。ブース

出展。 
   ・ハートフルフェスタ福岡 2007：2007 年 10 月 12～14 日に博多リバレインアトリウム

ガーデン等で開催。10月 14日にブース出展。 
   ・F・style：2008年 1月 19～20日に福岡県飯塚市で大学生による地域活性化イベントと

して開催。19日にブース出展 
・地球市民どんたく 2008：2008年 5月 26日から実行委員会に参加。ブース出展は 2009
年度：2008年 10月 11日。会場は福岡市役所西側広場。 
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 ｇ．その他 
   ・福岡市人権啓発センター（ココロンセンター）と福岡市 NPO・ボランティア交流セン

ター（あすみん）の利用団体として引き続き登録。 
（４）広報事業 
ａ．会員通信「サアイ」70号から 75号を発行（6回） 
 ｂ．ホームページを維持・管理 
（５）その他 

・人財育成のための研修機会に会員を派遣することがなかった。 
 
２．会務報告 
（１）理事会 
 ａ．第 21回理事会 
   ・期日・会場：2007年 10月 27日（土）、福岡市 NPO・ボランティア交流センター 
   ・協議事項：同年 12月 8日開催の 2008年度定期総会に付議する議案 
 ｂ．第 22回理事会 
   ・期日・会場：2008年 7月 5日（土）、福岡 YWCA会館 
   ・協議事項：①2009年度の F-ACTの事業と人事についての展望と課題 
         ②政策提言に対する姿勢の確認 
（２）運営委員会 
   ・ほぼ毎月、原則として第 4日曜日に 11回開催。会場は福岡市 NPO・ボランティア交流

センター。当面する事業の具体的な企画・準備をし、奇数月には会員通信「サアイ」を

発行。 
   ・西嶋事務局長、安部代表のほかにサポータとして実務に加わってくれる人で開催してき

たが、サポータが定着しなくて事務局長、代表に業務が集中することが多かった。 
（３）その他の業務 
   ・組織運営の能力向上のために西嶋事務局長が以下のセミナーに参加した。 
     2008 年 3 月 8 日 NPO と地域社会セミナー（福岡市 NPO・ボランティア交流セン

ター主催） 
     2008年 3月 12日 NPO・地域連携セミナー（福岡市市民局主催） 
     2008年 5月 13日 助成金セミナー（NPOふくおか主催） 


