第３回 情報交換会及び役員会

議事録

2017 年 8 月 23 日（水）18:00～19：30
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
全員自己紹介を行った。
２．キーネットニュース 50 号の進行状況報告
内容

担当

状況

P1 タイトル・目次
2017 年度総会・交流会報告

狩野事務局長

原稿受領済

P2 2016 年度研修会報告

服部会長・井上

原稿受領済

P3 2016 年度研修会報告

服部会長・井上

原稿受領済

P4 活動紹介①アジアを考える会

内山さん

原稿受領済

二名さん

原稿受領済

活動紹介②トーストマスターズクラブ
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P5 活動紹介③upple

原水さん

原稿未提出

丸山さん

原稿受領済

星野さん

原稿受領済

①大連交流協会コンサート

石牟礼さん

原稿受領済

②アジア共生学会シンポジウム

男澤さん

原稿受領済

③YMCA 多文化共生わいわい祭り

西村さん

原稿受領済

東島さん

原稿受領済

お知らせ掲示板 (新規加盟団体募集)

井上

原稿受領済

編集後記

伊藤副会長

原稿受領済

活動紹介④ゾンタクラブ
P6 活動紹介⑤ ロシナンテス
P7 イベント情報

P8 新規加盟団体紹介 NPO 法人和楽啓明

提出していただいた原稿をレイアウトした原稿（案）を参加者に確認してもらった。
現在、1 団体が原稿未提出（8/23 現在）である。発行は 9 月中旬頃を目標に校正等進めていく。
３．キーネットパネル展

開催時期と参加呼びかけ

今年度のパネル展開催について決定した。役員会終了後、加盟団体宛にメール、ＦＡＸ、郵便で参
加団体募集案内を送る。
・展示期間：2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 14 日（火）
・展示場所：コムシティ 3 階 マツモトキヨシ前広場 ※11/12 のみマーメイド広場に移動
４．今年度の研修会について
今年度の研修会について検討した。
昨年は年度末ギリギリの開催だったので、今年度は時期を早めたい。
（希望開催時期は 11 月下旬～
1 月の間）
昨年は、キーネット関係者の参加が少なかったのが残念だったが、一般参加（28 名）があり、キー
ネット知ってもらうきっかけになり、意味があったのではないかと思われる。
今年度の内容については、メーリングで意見を募集し、9 月中旬頃に臨時役員会（実行委員会）を
開催する。その時にキーネットニュースの発送作業ができるよう、日程を調整する。
【JICA 九州 三浦さんより】
日頃よりお世話になっている三浦さん（北九州デスク）の任期が来年の 1 月で終了します。
その後、後任職員の配置はなく、北九州デスクは JICA 九州の市民参加協力課に統合されます。今
後もキーネットの会議やイベントには参加するよう引き継いでいきたいと思います。
５．秋のイベント情報
○市民ふれあいフェスティバル
・日

時：１０月２２日（日）１０：００～１５：００ ※パネル展示は、10/17～10/22 まで

・会

場：ウェルとばた

・パネル展示参加団体
日本 BPW 北九州クラブ、カリブーニケニアの会、北九州トーストマスターズクラブ、
キーネット、北九州国際交流協会
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・バザー参加団体
カリブーニケニアの会、私たちの未来環境プロジェクト（瑠璃ズキッチン）
○八幡駅前イルミネーション点灯式
・日

時：１１月１８日（土） １７：３０～２０：００

・会

場：ＪＩＣＡ九州体育館（八幡東区平野２丁目２－１）

・出店予定：ベル・インターナショナル
○エコライフステージ
・日

時：１０月７日（土）
・８日（日）

・会

場：北九州市役所周辺広場

・出展料：２,０００円
※キーネットで出展することを決定した。
①10 月以降のイベント、講演会チラシ、リーフレット等を加盟団体から預かって設置する。
②当日お手伝いをしてくださるボランティアを募集する。
※メーリングでチラシ、リーフレットの収集とボランティアの募集について案内する。
※ボランティアには交通費として図書カードを準備する。（半日：500 円、一日：1000 円程度）
○多文化共生わいわい祭り

※キーネット共催→承認

・日

時：１１月３日（金・祝） １０：３０～１５：００

・会

場：北九州 YMCA（北区鍛冶町２丁目３−９）

６．情報交換会及び役員会日程について（１０月予定）
次回の情報交換会及び役員会は 10 月 25 日(水) 18：00～開催する。
※役員会前にパネル展設営の準備があるため、第４週水曜日に開催する。
ご都合のよろしい方は１７時に集合していただき、設営のお手伝いをお願いいたします。
７．その他（加盟団体からのお知らせ等）
●アジア共生学会 伊藤：講演会紹介
「専門家が語るアジア理解講座～韓国」全３回連続講座
◇日 時：１０月８日（日） １０：３０～１２：００
１１月５日（日） １０：００～１２：００
１２月３日（日） １０：３０～１２：００
◇会

場：北九州市立八幡西図書館 1 階 セミナールーム（八幡西区岸の浦２丁目）

◇入場料：無料
「多文化共生シンポジウム～北九州における多文化共生の現状と課題～」
◇日 時：１０月１４日（土） １３:００～１６：３０
◇会 場：九州国際大学３号館３号館２階 ３２０４教室（八幡東区平野 1-6-1）
◇入場料：無料
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「八幡西図書館セミナールームの使用、活用について」
講演会等会場に、八幡西図書館のセミナールームが利用できます。収容人数は、机設置の場合→
30 名、イスのみ→40～50 名、マイクの設備もあります。詳細は伊藤さんにお尋ねください。
●キーネット顧問 廣澤：作品展紹介
「サム・ディマウロ作品展」
廃材を使ったフレーム等のアート作品展を開催します。萩の観光がてらおでかけください。
◇日

程：8 月 31 日（木）～9 月 24 日（日）※休館：火・水曜日（18 日は 16 時まで）

◇会

場：Café Gallery 藍場川の家（山口県萩市川島 294）

◇入場料：無料
●北九州市国際政策課 髙橋：事業紹介
「米国・ノーフォーク市 バージニア州立芸術学校青少年交流団 ホームステイ事前説明会」
北九州の姉妹都市ノーフォーク市から芸術学校の学生が来日し、ミュージカル公演を行います。
これに合わせ、学生をボランティアで受け入れてくださるホストファミリー募集の事前説明会を
開催します。
◇日

時：９月２日（土）１４：００～１５：３０

◇会

場：男女共同参画センタームーブ 5 階 大セミナールーム（小倉北区大手町 11-4）

◇締

切：８月２９日（火）

◇問合せ：北九州市企画調整局国際政策課

TEL：093-582-2146

「北九州市の国際交流員（CIR）紹介」
現在、北九州市には 4 名の国際交流員がいます。主な活動は、海外からお客様がいらした時の通
訳やアテンドですが、地域の活動や出前講座等ご要望がありましたらお問合せください。
◇ジェイソン・フェルナンデス〈イギリス〉
◇郝

夜静（かく

やせい）
〈中国〉

◇姜

志守（かん

じす） 〈韓国〉

◇パトリック・スペルマン〈アメリカ〉
●私たちの未来環境プロジェクト 池本：活動紹介
「海とふれあいプロジェクト 海岸周辺清掃のご案内」
◇日

時：9 月 18 日（日）１０：００～

◇集合場所：戸畑区川代

お汐井汲みの場 石碑前

◇参 加 費：無料
●アジアを考える会北九州

内山：イベント紹介 ※キーネット後援事業

「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

◇参加費：1,000 円

中ホール
※高校生以下無料
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●学研ボランティアの会 白石：活動紹介
◇今後は、アフリカ、インドネシア、インド、ベトナム、タイ等国際理解を深めていきたい。
◇8 月２５日＠浅川学園台の夏祭りで、インドネシアの留学生がナシゴレンを作って販売します。
◇11 月ひびきの秋まつりでは、中国、エジプト、ベトナム、インド、インドネシア 5～6 カ国の
学生が出展する予定。
◇これまで主に学研都市（ひびきの）で開催していた「わいわい日本語」を小倉でも開催できな
いか検討している。使用できる会場等情報をご教示ください。
●（一財）日本国際協力センター九州支所

吉村：活動紹介

◇9 月にベトナムの行政官 15 名来日し、市の施設や、コムシティ内区役所等を見学します。
カンボジアやベトナム、インド等英語が通じない場合のホームステイ先を探すのは難しい。
今後は北九州でも受け入れできるよう努めていきたい。
●（一社）北九州青年会議所

安部：活動紹介

◇北九州青年会議所定例の事業、台北市国際青年商会との青少年交流事業を行いました。昨年の
「西日本財団アジア Kids 大賞」授賞式で名刺交換をした台湾総領事の計らいで、今年は領事館
で格式高い雰囲気の中対面式を行いました。
◇4 月のキーネット総会・交流会をきっかけに、例会で北九州ＹＭＣＡの学生さんがスピーチを
披露しました。
「橋下徹 講演会」北九州市
◇日

時：１０月１１日（水）１８：３０～

◇会

場：北九州ソレイユホール

◇入場料：前売 2,500 円（当日 3,000 円）
●北九州市民通訳協会 森：勉強会紹介
「日本人が陥りやすい英語のミス」
◇日 時：９月１７日（日）１０：３０～１２：００
◇会 場：北九州パレス（倉北区井堀５丁目１−３）
◇参加費：一般 500 円
◇講 師：カナダ人英語講師（女性・キャリア 20 年）
●行政書士入管法研究会 中川：活動紹介
行政書士が応じる入国・在留・ビザ手続き相談会
◇日 時：毎月第 3 日曜日

13:00～16:00

◇会 場：北九州交際交流協会 ミーティングルーム
◇通訳が必要な場合は事前予約をお願いします。日本語での相談は予約なしで大丈夫です。
※最近の傾向としては、在留外国人からの相談より、日本人から「国際結婚」のついての相談が
多くなってきている。
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