第４回 情報交換会及び役員会

議事録

2017 年 10 月 25 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．キーネットパネル展（報告）
キーネットパネル展の開催について報告した。
○今年度参加団体：19 団体
北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バス 言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
ケットボール大会実行委員会事務局
独立行政法人国際協力機構

北九州

九州国際センタ 北九州国際観光ガイド・通訳の会

ー（ＪＩＣＡ九州）

（北九州 S.G.G クラブ）

アジア女性交流・研究フォーラム

私たちの未来環境プロジェクト

カリブーニ ケニアの会

マゴソスクールを支える会（北九州・山口）

日本国際協力センター（JICE）九州支所

アジアの森を育てる会

ＩOV・国際交流折り紙ボランティア

地球交遊クラブ

北九州市民通訳協会

NPO 法人和楽啓明
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日本ＢＰＷ北九州クラブ

地球市民学校 九州

北九州トーストマスターズクラブ

キーネット

福岡県青年海外協力協会 北九州支部
○開催期間
10 月 25 日（水）～11 月 14 日（火）

コムシティ 3 階 マツモトキヨシ前広場

※11 月 12 日（日）のみコムシティ 3 階 マーメイド広場にて展示
３．12 月キーネット交流会（忘年会）について
・日

時：12 月 6 日（水）

役員会 18:00 食事 18:30

・会

場：湖月堂「喫茶去」

・会

費：食事とドリンクで 3,000 円程度

４．今年度の研修会（案）について
・日

程（案）：2018 年 1 月 27 日（土）

・会

場（案）
：コムシティ内会議室

・テーマ（案）
：多文化共生
・内

入門編

容（案）

市の国際交流員（CIR）をゲストにお迎えし、パネルディスカッションとワークショップを行う。
→国際政策課の髙橋係長にお願いし、CIR の予定を確認中。
ファシリテーターを佐藤倫子さんにお願いする。→服部会長にお願いし、調整中
５．市民カレッジについて

平成 29 年度(後期)市民カレッジ「もっと身近に！国際交流とボランティア」にキーネット
の所属団体から講師として参加していただく方を検討した。
・日 時：2 月 3 日（土）10:30～12:30 ※うちキーネットの持ち時間は 50 分程
・会 場：八幡西生涯学習センター会議室
・詳 細：キーネットの紹介、所属団体から 2 団体活動紹介等
→服部会長にキーネットについて、ご自身の活動紹介（フェアトレード等）についてお話し
ていただく。もう一団体は、一旦事務局で検討し、直接依頼をする。
６．秋のイベント情報（案内・報告）
秋のイベント案内及び報告をした。
【案

内】

●多文化共生わいわい祭り

※キーネット共催

・日

時：11 月 3 日（文化の日）

・場

所：北九州 YMCA 国際教育センター

●英語で語る自分の国「英国」～格差社会の解決に向けて～
・日

時：11 月 11 日（土）11：00～12：30
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・場

所：北九州国際交流協会 交流スペース

・参加費：一般：500 円
・講

賛助会員：300 円

師：ジェイソン・フェルナンデス（北九州国際交流協会の国際交流員）

●国際交流まつり ～世界のママの味～
・日 時：11 月 12 日（日）

11：00～14：00 （なくなり次第終了）

・場 所：北九州国際交流協会 交流スペース
●旧八幡市政 100 周年記念事業特別企画
「八幡まちみらいストリートパーク」
・日

時：11 月 18 日（土）12：00～17：00

・場

所：JICA 九州周辺（牡牛座の月周辺）

・飲食ブース：ボリビア料理、ネパール料理
「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

・場

所：JICA 九州 体育館

・飲食ブース：ベル・インターナショナル → タコス、タコライス
・ステージ：馬頭琴演奏、中国舞踊、スコットランド舞踊
・そ

の 他：民族衣装体験コーナー

●北九州日中友好祭
・日

時：11 月 19 日（日）10：00～14：30

・場

所：市立生涯学習センター（小倉北区大門 1 丁目 6-43）

【報

告】

●エコライフステージ
・日

時：10 月 7 日（土）／ 8 日（日）

・場

所：北九州市役所周辺広場

・出

展：地球のステージ（地球交遊クラブ）、JICA 九州、キーネット

●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、10/17～22

・場

所：ウェルとばた

・活動紹介パネル展示
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
・バザー出店
カリブーニケニアの会、私たちの未来環境プロジェクト

3

６．情報交換会及び役員会日程について（１２月予定）
次回の役員会及び情報交換会については、12 月 6 日（水）に開催する。
※時間等詳細は後日案内を送付する。
７.その他（加盟団体からのお知らせ等）
●「外国人家庭・支援者・先生のための子どもの教育なんでも相談会＆交流会」
・日

時：10 月 28 日（土）13：00～16：00

・場

所：コムシティ 3 階

北九州国際交流協会内交流スペース

●「ボランティアコーディネーター研修会」講師：加留部 貴行 氏
・日

時：11 月 17 日（金）9：30～15：30

・場

所：八幡西生涯学習総合センター 大会議室（コムシティ 3 階）

・申込み：北九州国際交流協会で一旦取りまとめます。
・締

切：10 月 31 日（火）

●バージニア州立芸術学校ミュージカル特別公演「フレー・フォー・ハリウッド」
・日

時：11 月 7 日（火）開場 18：00 開演 18：30 終了 20：30

・場

所：北九州芸術劇場 大ホール（小倉北区室町 1-1-1-11 リバーウォーク北九州６階）

・入場料：無料
・申込み：北九州市企画調整局国際政策課 TEL093-582-2146 または北九州市 HP 電子申請
●「第 28 回 アジア女性会議-北九州 ～あなたの老後、だれが看るの？～」
・日

時：11 月 25 日（土）13：00～16：00

・場

所：北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 5 階大セミナールーム

・入場料：無料
・申込み：アジア女性交流・研究フォーラム TEL：093-583-3434
●「色々な鬼ごっこ＆クッブ体験会」
・日

時：11 月 19 日（日）9：00～15：00

・場

所：山田緑地 芝生広場（小倉北区山田町）

●「水辺とふれあいプロジェクト 海岸周辺清掃」
・日

時：１１月 12 日（日）9：00～15：00（受付 8：00～8：30）

・集合場所：小倉北区浅野 3-9-1 小倉航路乗り場前
・清掃範囲：馬島

市道・海岸周辺

●学研ボランティアの会
【10 月の交流会実施報告】
・琴と尺八の演奏、護身術体験
・老人介護施設でのバザーにボランティアスタッフとして参加
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・北九州発祥の風師人形の絵付け体験
【11 月の交流会】
・ナイトクルーズと角打ちツアー
・ひびきの秋祭りに出店
・着物とお茶の体験
・バスハイク 朝倉～秋月
※12 月はクリスマス会を予定しています。
●「第 14 回 国際車椅子バスケットボール大会」
・日

程：11 月 10 日（金）
・11 日（土）
・12 日（日）

・場

所：北九州市立総合体育館（八幡東区八王寺町 4-1）

・参加国：カナダ、オランダ、韓国、日本
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