第２回 情報交換会及び役員会

議事録
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於：黒崎コムシティ 3F KIA ミーティングルーム
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１．参加者自己紹介
参加者全員自己紹介を行った。
２．退会団体報告
諸般の事情により「一般社団法人
を報告した。→ 承認

北九州青年経営者会議」より退会の申し出があったこと

３．2017 年度キーネット総会の総括
○2017 年 4 月 23 日（日）に開催した、キーネット総会・交流会の出席人数を報告した。
・総 会：３１団体 ５２名
委任状提出：１７団体
・交流会：２９団体 ５２名
○服部会長総括→ここ数年会場としてお世話になっている JICA は、普段ランチの際にも利
用している大好きな場所です。総会をきっかけに初めて訪れたとおっしゃる方もいますが、
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せっかく北九州にこのような施設があるので、もっと気軽に利用してほしい。
総会終了後に交流会があることはキーネットらしく、年に一度多くの方が集まるこの機会
は、たくさん笑って、たくさん出会える大切な時間となっています。
○別紙アンケート集計結果より
（白石）留学生と交流を希望しているとの回答があるが、交流会に留学生が参加できるよう
に国際交流協会の「にこにこ家族」のホストファミリー等に声掛けをしてみてはど
うか？
（狩野）4 月の総会・交流会は、あくまで加盟団体のための総会・交流会であって、一般参
加を募るとすれば、12 月の交流会（忘年会）や研修会で広く声掛けをするように
したい。
（白石）数年前にどこかの団体が留学生を連れてきていたが？
（服部）団体の代表者だけではなく、一つの団体から複数名で参加することがある。
（狩野）加盟団体の構成員として留学生が含まれることは問題ない。
（廣澤）交流会には会費が必要となります。
（狩野）会費の負担については、各々団体で検討していただきたい。
４．キーネットニュース５０号について
○発 行 時 期：8 月下旬～9 月（予定）
〇編集委員会：日時 7 月 4 日（火）18：00～
場所 市民活動サポートセンター
近日中にメーリングにて編集会議の案内を送る。その際に掲載記事の募集も行う。
５．市民ふれあいフェスティバル出展(店)団体募集（パネル展示・バザー出店）
毎年 11 月第 3 日曜日の開催だったが、今年度は 1 ヶ月前倒しの日程となり、募集時期も
早まっている。近日中にメーリングにて募集案内を送る。
申込みは、各団体が直接「社会福祉協議会」へ申請書を提出する。
○日 時：10 月 22 日（日）10:00～15:00 ※パネル展示は 17 日（火）から
○会 場：ウェルとばた（戸畑区汐井町 1-6）
【今年度パネル展示の予定】
10 月 17 日(火)～10 月 22 日(日)市民ふれあいフェスティバルにて展示（申請団体のみ）
10 月 25 日(水)～11 月 14 日(火)コムシティ内で展示予定
６．平成 29 年度後期市民カレッジについて
北九州国際交流協会がコーディネーターを務める「もっと身近に！国際交流とボランティ
ア」の連続講座のひとコマに、キーネット加盟団体の中から講師をしてくださる方を募集す
る。
○日 時：2018 年 2 月 3 日（土）10:30～12:30（予定）
○会 場：八幡西生涯学習総合センター 204 会議室（黒崎コムシティ 2 階）
・持ち時間は 1 時間弱、キーネットの紹介（役員）、加盟団体の活動紹介（2～3 団体）に
ついて講師としてお話ししていただく。
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・まずは公募で希望団体を募り、万が一定員を超えた場合は、臨時役員会にて決定する。
団体によって活動は様々なので、内容が偏らないように参加団体を検討する。
７．役員会及び情報交換会日程について（８月予定）
○次回の役員会及び情報交換会は

8 月 23 日（水）18：00～

※8 月の第 3 水曜日 16 日はお盆期間のため、第 4 水曜日 23 日に開催する。
８．その他（加盟団体からのお知らせ）
＊今年もムーブフェスタにキーネット加盟団体、関係団体が多数参加します。
＊ムーブフェスタ 2017

7 月 8 日（土）～29 日（土）

○私たちの未来環境プロジェクト
池本：ワークショップ紹介
「食を通した老若男女で取組む自立支援」
◆日 時：7 月 13 日（木）11:00～13:00
◆会 場：ムーブ 4 階 料理室・工芸室
◆参加費：無料
○地球市民学校
服部（代理）：セミナー紹介
「グローバルリーダー人間性英才に！」
◆日 時：7 月 28 日（金）18:30～20:30
◆会 場：ムーブ 5 階 小セミナールーム
◆参加費：500 円
○地球交遊クラブ
服部：映画紹介
「０(ゼロ)円キッチン」
◆日 時：7 月 14 日(金)①10:30～ ②13:00～ ③18:00～ ※15:00～ゲストトーク
◆会 場：ムーブ５階 大セミナールーム
◆参加費：前売 1,000 円 当日 1,300 円 大学生 500 円 高校生以下 無料
※①10:30 の会は、赤ちゃん、ちびっこと一緒に鑑賞できます。
「小さき声のカノン」
◆日 時：7 月 29 日(土)①10:30～ ②13:00～ ③18:00～ ※15:15～ゲストトーク
◆会 場：ムーブ 2 階 ホール
◆参加費：前売 1,000 円 当日 1,300 円 大学生 500 円 高校生以下 無料
○アジアの森を育てる会
「子供の森ワークキャンプ

狩野：活動紹介
フィリピン植林ツアー」

◆日 程：2017 年 8 月 17 日(木)～8 月 21 日(月) 4 泊 5 日
◆訪問先：フィリピン国ヌエバビスカヤ州、ヌエバエシハ州
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○アジアを考える会北九州

内山：報告会紹介

◆「中村哲医師 アフガン報告会」 ※パネル展示、書籍、DVD 販売も同時開催
◆日 時：8 月 30 日（水）13:30～15:30（13:00 開場）
◆会 場：ウェルとばた 中ホール
◆参加費：1,000 円 ※高校生以下無料
〇アジア共生学会
伊藤：講演会紹介
「北九州国際大学現代ビジネス学部開設記念

講演会・シンポジウム
地域を支え、国際社会で活躍する人を育てる」
◆日 時：7 月 8 日（土）15:30～18:30（15:00 開場）
◆会 場：九州国際大学 KIU ホール
◆参加費：無料

〇NPO 法人 CIC 英語幼児園
中山：活動報告
「北九州に国際小学校を！」
10 年間働きかけている国際小学校設立についての現状をお話してくださった。
学校の統廃合によってできる空校舎（安屋分校(若松)、小倉北小学校）の利用等、教育委員
会と協議中。2020 年開校を目標に賛同者を集めています。
今後は、請願書提出の際の署名や、こんな学校があったらいいねと広めていただきたい。
皆さまのご協力、ご支援をどうぞよろしくお願いします。
（廣澤）生徒数は何名くらい？
（中山）初めは、各学年 25 名、生徒数 150 名を想定しています。
○学研ボランティアの会
白石：活動報告
5 月 20 日に開催した「わいわい日本語」は留学生が自主的に運営し、150 名の参加者が
集まり大盛況だった。
「日本語会話サークル」は毎回 30 名を超える参加者が集まり、現在 24 名（日本語講師の
資格保持者 5 名）のサポーター登録者が手伝ってくれている。レベルに差があるためマン
ツーマンの形式を取っている。
○北九州市国際部
平城（代理）：お伺い
来年（H30 年度）市制 55 周年の冠事業として実施可能な事業の調査依頼がありました。
キーネットも 30 周年を迎える年でもあるので、記念事業の研修会等の計画があることを案
として回答してよろしいか。→了承済 ※具体的な内容はこれから検討する。
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