
平成２２年度 第 1 回 国際交流・協力団体（NGO）連携会議（報告） 

 

 

標記の件につきまして、以下の通りご報告致します。 

 

◇議題：2010NGO 協働 SAKURA 祭の反省会、並びに今年度事業 

◇日時：平成 22 年 4 月 28 日(水) 18:30～20:00 

◇場所：熊本市国際交流会館 小会議室（洋） 

◇参加団体 8 団体（順不同） 

JICA デスク熊本／NPO 日本フェアトレード委員会／アジアパートナーシップ

／熊本アミーゴの会／熊本英語俳句クラブ／熊本エスペラント会／熊本県日中

友好協会／ほっとけない熊本プロジェクト 

 

①報告について 

平成 21 年度の連携事業報告を致しました。 

・NGO 協働 SAKURA 祭に関する報告 

・ラウンジ事業（イベント、パネル展示）に関する報告 

・平成 21 年度新規加入団体に関する報告 

※詳細は別紙、報告書２をご参照ください。 

 

②反省点について 

（クイズラリーに関する事） 

この取り組みは来場者との会話を図る接点になったので、全般的には団体か

らもやって良かったとの好評を得、次回も実施するとの結論が出ました。その

他、以下のようなご提案やご意見が出ました。 

１）一度に全ての団体を回るのは、参加者に少し負担になるので、２、３の短

いコースを設け、景品に差別化を図ってみてはどうか（全部回るコースは、

少し良い景品、短いコースはそうでない景品） 

２）クイズラリーの設置場所が目立たなかったので、出入り口付近に設けてみ

てはどうか 

３）クイズラリーの当初の目的は、参加者が団体と会話をしやすい環境づくり

を図ることなので、短いコースを設定する必要はないのではないか。 

４）クイズラリーとアンケートを同じ紙面でやってみてはどうか。 

 

以上のような事を鑑み、今後はどのようなクイズラリーにしていくかを検討

していくことにしたいと思います。 



②反省点のつづき 

（ステージイベントに関する事） 

１）正面玄関で音楽ステージを開催している時は、室内にお客さんが入ってこ

ない（入りにくい）ので、動線またはステージの場所を検討して欲しい。 

２）ステージの幕間に司会者に団体紹介コメントを案内してもらいたい。 

 

③今年度の連携事業について 

１）1F、2F イベントの開催募集について 

今年度のラウンジ事業（イベント、パネル展示）の案内を致しました。 

 

２）「NGO 協働 SAKURA 祭」 

今年度（来春）の SAKURA 祭は、以下の日程で進めてまいります。 

日時：平成 23 年 3 月 26 日（土）、27 日（日） 

 

３）「城下町大にぎわい市」について 

前年度より「城下町大にぎわい市」は、商業ベースの催事であるため、直接、

皆様との連携事業との位置づけから外したものとしてきました。（前置き） 

 また、今年は熊本市でも東アジア諸地域（韓国、中国、台湾、香港、アセア

ン地域：熊本市の定義）から選ばれる都市を目指してという戦略を立て、9 月

～10 月に「アジアン・ホリデー（仮称）」が予定されています。これを受け、

私どもでも今年は、アジアン市場づくりを前提に進めていきたいと思います。 

 団体の皆さまは元より、他のアジア雑貨、料理を扱うお店にも（前年度同様）、

声を掛けていきたいと思います。また同日には各国の観光局などを招聘し、観

光や旅行に関する紹介催事「海外旅行博 in くまもと」も併せて開催していきた

いと思います。 

◇開催日：平成 22 年 10 月 9 日（土）、10 日（日） 

 ◇内 容：「城下町大にぎわい市」、「海外旅行博 in くまもと」など 

詳細が決まり次第、皆様にも出店などの呼びかけを行いたいと思います。 

 

４）「毎月楽しもうアジアの食＆文化」 

毎月第 4 日曜日の午後の時間帯に、東アジア諸地域を紹介する催事を行います。 

 

④その他  

熊本エスペラント会より、6 月下旬にモンゴルで開催される「アジアエスペラ

ント大会」へ、出席される旨のお知らせがありました。 



平成21年度 国際交流・協力団体（NGO）支援事業 報告

１．事業の背景

近年、交通や通信手段の高度化により、人や物、情報などの流れが世界的に広がり、国際社会の相互依

存関係が社会、経済、そして私たちの日々の暮らしの中の隅々まで浸透する中、環境破壊や貧困、飢餓、

民族間や国家間紛争など世界の諸問題も年々深刻化しています。そのため、それら諸問題を解決するため

には、市民一人ひとりが自らの問題として捉え行動しなければなりません。

そこで、先ずは市民に国際協力の必要性やその大切さを認識してもらい、熊本を拠点に草の根レベルで

諸問題解決に取り組んでいる国際協力団体（NGO／NPO）や国際交流団体を知ってもらうと同時に、そ

の活動に参加してもらう機会を幅広く提供しようと、NGO／NPO 団体との各種連携事業を実施してまい

りましたので、以下の通りご報告いたします。

２．事業の目的

・平和な世界の構築

・国際交流・協力を通した市民参加の促進

・団体間との連携、協働の強化

・熊本市国際交流会館の熊本市民やNGOのための拠点施設化

３．連携事業内容

①NGO協働SAKURA祭の開催 H22.3/27（土）、28（日）10:00～17:00

②ラウンジ事業の実施

１）パネル展示 １４件

２）ラウンジイベント １２件

３）NGO活動スペース 60件

③NGO連携会議

１）平成21年4月30日（木） 議題：SAKURA祭反省会等 14団体

２）平成21年9月24日（木） 議題：大にぎわい市について 9団体

３）平成21年11月10日（火） 議題：大にぎわい市反省会 7団体

４）平成22年1月29日（金） 議題：SAKURA祭について 16団体

５）平成22年2月25日（木） 議題：SAKURA祭最終調整等 15団体

④平成21年度 新規加入団体 ５団体

・熊本英語俳句クラブ

・オハイエくまもと

・熊本県ハンガリー友好協会

・社団法人日本ハートリーフ協会

・熊本アミーゴの会



①NGO協働SAKURA祭の報告

① 実 施 日： 平成２２年３月２７日（土）、２８日（日）10:00～17:00

② 実施場所： 熊本市国際交流会館 （熊本市花畑町4-8）

③ 主 催： 財団法人熊本市国際交流振興事業団

⑤ 共 催： 熊本のNGO（参加団体）、JICAデスク熊本、財団法人国際協力推進協会（APIC）

⑥ 参加者数： 1,500人（2日間の述べ数）

⑦ 入 場 料： 無料（一部イベントは実費代を徴収した）

⑧ 参加団体： ２５団体（順不同）

Free the children Japan熊本／JICAデスク熊本／NPO日本フェアトレード委員会／アジアパートナー

シップ／アムネスティインターナショナル熊本グループ／異文化交流オレンジの会／オハイエくまもと／熊

本アミーゴの会／熊本英語俳句クラブ／熊本エスペラント会／熊本外国人妻の会／熊本国際化センター／熊

本県青年海外協力協会／熊本県ハンガリー友好協会／熊本日独協会／熊本県日中友好協会／熊本ラオス友好

協会／熊本YMCA／（財）国際協力推進協会／（社）日本ハートリーフ協会／地雷廃絶と被害者支援の会・

熊本／ターラープロジェクト／小さな一歩の会／フェアトレードくまもと／ほっとけない熊本プロジェクト

⑨アンケート集計：別紙のとおり

正面玄関ステージイベント

内 容：SAKURA 祭を楽しく演出するため、地元で活躍する様々なアーティストを招聘し、正面玄

関前にて音楽を披露した。

出演団体：８団体

詳 細：以下の通り

□3月27日（土）出演団体
時間 出演団体 実施者、団体（敬称略）

12:00-12:30 南米フォルクローレ ソロLive 熊本アミーゴの会（早野仁子）

13:00-13:30 矢島泰（かず）ソロLive エコキャップメイト「アーチ」

13:45-14:15 ヴァイオリン演奏 ドズル田中

14:30-15:00 韓国民族衣装の紹介 熊本国際化センター（韓国民団）

16:00-16:30 LAMMY Jazz Live LAMMY音楽事務所

□3月28日（日）出演団体
時間 内容 出演者（敬称略）

10:00-10:30 hope（ホペ）弾き語りLive エコキャップメイト「アーチ」

10:45-11:15 韓国民族衣装の紹介 熊本国際化センター（韓国民団）

12:00-12:30 H.B.B

オハイエくまもと12:30-12:50 マウンテンベアー

13:00-13:25 THE HEAT



13:25-13:50 UMPC（牛深ﾐｭｰｼﾞｯｸ ﾌﾟﾚｲﾔｰｽ ﾞｸﾗﾌﾞ）

14:00-14:30 わがままチンパンジー

14:30-14:50 大林由紀（手話ソング）

14:50-15:10 クリスピー・ドーナッツ・ファクトリー

16:00-16:30 英語俳句とギターのコラボレーション 熊本英語俳句クラブ

■各種イベント（4Fフロア）

名 称： 世界の現状を知ろう！スペシャル
①開発途上国と国際協力の在り方パネルディスカッションと協力隊員報告

②ワークショップ「世界の子どもの現状と教育」

③世界の衣装・雑貨・楽器展示と写真展

日 時： 個別イベントごとに記載

場 所： 第１、３会議室

参加者数： 120名（述べ）

実施団体： JICAデスク熊本／熊本県青年海外協力協会／（財）国際協力推進協会（APIC）

①「開発途上国と協力のあり方」パネルディスカッション

日 時：3月27日（土）13:30-15:00（第3会議室）

内 容：国際協力の現場など様々な立場で活動する方々を招いて、国際協力に日本がどのように関わり、

またその活動が必要とされているかなどを参加者も含め議論し、国際協力に対しての理解を深

めてもらうとともに、その活動に参加するきっかけづくりを呼び掛けた。

また、青年海外協力隊員2名による体験談発表も行われた。

ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾀｰ ：杉下恒夫氏（JICA国際協力専門員）

パネリスト：千田ゆう子氏（地雷廃絶と被害者支援の会熊本）

藤本吉幸氏（熊本県JICA派遣専門家連絡会）

平野喜幸氏（NPOれんげ国際ボランティア会）

田中辰夫氏（APIC専務理事）

体験発表：高宮千尋氏（ベリーズ）

竹下雅子氏（タンザニア）



②ワークショップ「世界の子どもの現状と教育」

日 時：3月28日（日）13:30-15:00

場 所：４Ｆ第3会議室

内 容：世界の子どもの現状について、参加者とワークショップ形式でその理解

促進や課題解決に取り組んだ。

ファシリテーター：菊池格夫氏（秋田県地球温暖化防止活動推進センター事務局次長）

③世界の衣装・雑貨・楽器展示と写真展

日 時：3月27日（土）、28日（日）10:00-17:00

場 所：４Ｆ第1会議室

内 容：20才～39才までの年齢層を対象として開発途上国へボランティアとして

派遣される青年海外協力隊。そのOBやOGが実体験を元に参加者に

アドバイスを行う。他、民族衣装の着付け体験なども行った。

毎月楽しもう中国の食＆文化
日 時：3月28日（日）11:00-13:30

場 所：４Ｆ第2会議室

実施団体：熊本県日中友好協会

参加者数：１２名

内 容：２００９年に熊本市と桂林市が友好都市締結３０周年を受け、昨年４月

から開催していた事業の最終回版。上海万博についてのミニセミナーと

餃子づくり体験を行った。講師：李孟娟氏（熊本大学留学生）

■各種イベント（３Fフロア）

名 称： 押し花しおり作り体験

日 時： 3月２７日（土）、２８日（日）10:00～17:00

会 場： ３F研修室１

団 体： 小さな一歩の会

参加者数： 30名

内 容： 押し花しおり（１回１５０円）を作って、気軽に取組める国際協力活動を実施。

国際NGO「国際人権ネットワーク」を通じてカンボジアへの支援金となる。

名 称： さをり織りで平和を国連へ届けよう

日 時： 3月２７日（土）10:00～17:00

会 場： ３F研修室２（1Fエントランス）

団 体： 熊本アミーゴの会

参加者数： 30名

内 容： さをり織り機で編み物づくりを体験してもらった。

名 称： ヒマラヤを越える子どもたちDVD上映と、チベット仏画ぬり絵体験

日 時： 3月27日（土）、28日（日） 10:00～17:00

会 場： ３F研修室3

団 体： ターラープロジェクト

参加者数： 30名

内 容： チベット自治区で暮らす子どもたちが置かれている現状を映し出した

ドキュメンタリー映画「ヒマラヤを越える子どもたち」の鑑賞と、

神秘的なチベット仏画のぬり絵を体験する機会を提供した。



協働事業クイズラリー

内 容：参加団体による今年度の協働事業として、来場者が各団体ブースをもれなく訪問してもらい、

色々な対話作りの環境を作ることを目的にクイズラリーを実施した。また、このクイズラリー

参加者への特典として参加団体からいただいた協賛品（景品）を提供した。

参加者数：述べ200名

実施団体：参加する全25団体

景品総数：約３７０品目

その他、同日開催自主文化事業（7Fホール）

SAKURA祭への相乗効果を図るため、自主文化事業として、下記の２つのコンサートを開催した。

名 称：ビエントコンサート

日 時：3月27日（土）14:00-16:00 ビエント

参加者数：154名

名 称：Dr. Michael ＆M’s angels Jazz concert

日 時：3月27日（土）14:00-16:00

参加者数：190名

Dr. Michael

■グルメ・バザー（１Fフロア）

出展団体：２４団体

内 容：参加団体の紹介や、グルメ・バザーなどの実施

■公開空地（屋外テント）グルメ・バザー

出店団体名 販売内容

熊本ラオス友好協会 アジアンフォー麺、民芸品など

黄金の獅子シンカム グリーンカレー、エスニック弁当、デザートなど

熊本国際化センター カンボジア関連グッズ販売、アジア進出関連企業の商品紹介など

在日本大韓民国民団（熊本県支部） 韓国食材、カップ麺等の販売、忠清南道記念イベント告知など

熊本県日中友好協会 水餃子、焼餃子、杏仁豆腐、マーボ豆腐丼、中国小物雑貨など

熊本県青年海外協力協会 チェニジア料理（クスクス、レモネード、チュニジアンティ）など

熊本英語俳句クラブ 焼そば

NPO日本フェアトレード委員会 コーヒー、ジュース、お茶、パンケーキ、たこ焼き、焼き鳥など

■1Fエントランス（室内）

出店団体名 内 容

フェアトレードくまもと フェアトレードの手づくり工芸品の販売

Free The Children Japan熊本 活動紹介、バザー

(財)国際協力推進協会（APIC） 団体紹介

ターラープロジェクト アジアン製品の販売、チベット製品など

地雷廃絶と被害者支援の会・熊本 団体活動紹介、バザー等



アジアパートナーシップ タイの手作りバック、スカート、エプロン、小物等

熊本日独協会 活動紹介パネル展示

熊本外国人妻の会 活動紹介パネル展示

ほっとけない熊本プロジェクト 活動紹介、貧困問題、地球温暖化問題に関する資料配付等

熊本エスペラント会 国際語エスペラントの紹介とミニ講座。エスペラント図書販売

（社）日本ハートリーフ協会 活動紹介、グッズ販売（エコカルク、エコバック、シール等）

(財)熊本ＹＭＣＡ タイの里親運動紹介、タイの手工芸品の販売

熊本県ハンガリー友好協会 活動紹介パネル展

異文化交流オレンジの会 活動紹介パネル展

熊本アミーゴの会 ポップ シクル スティック アート（実費100円）で遊ぼう！

アムネスティインターナショナル熊本グループ ガザ開放キャンペーン、ガザ支援のためのバザー



2010 国際交流・協力団体(NGO)協働 SAKURA 来場者アンケート集計

今後の企画の参考にするため、下記の通りアンケート調査を実施した。

◇実施件数：３３件

問１ 年齢層、性別をおたずねします。

１０代以下 ０ ４０代 ５

１０代 ６ ５０代 ６

２０代 ６ ６０代 ５

３０代 ４ ６０代以上 ２

男性 ８ 女性 ２５

問２ どこから来ましたか？

ア）熊本市内 ２４

イ）熊本県内 ３

ウ）県外 ７（佐賀、福岡４、大阪２）

問３ 今回、来場の目的は何ですか？＊複数回答可

ア）「SAKURA 祭」全体 １２

イ）ビエントコンサート ２

ウ）JAZZ コンサート

エ）グルメ・バザー ６

オ）ステージイベント ５

カ）NGO イベント ２

問４ 「SAKURA 祭」の開催をどのようにしてお知りになりましたか？＊複数回答可

ア）チラシ等 ５

イ）通りがかり １６

ウ）市政だより ４

エ）熊日タウンパケット

オ）ホームページ １

カ）友人などに誘われて ７

キ）その他（TV、新聞） ２

問５ 「SAKURA 祭」は今年で６回目ですが、これまで開催されていたのを知っていましたか？

ア）知っていた １０

今回初めて ７

２回目 １

３回目 ３

４回以上 １

イ）知らなかった ２３



問６「SAKURA 祭」を通して、興味を持った団体はありましたか？

団体名 件数 どんな点ですか？

熊本ラオス友好協会 ２ スカーフ等がとても安価で毎回楽しみにしています

石鹸、造形

オハイエくまもと １ 友人が出ているから

在日本大韓民国民団 ２ 場所と広さを検討してください

売り子さんが楽しかった

日本ハートリーフ協会 ２ アマゾンに植林

熊本アミーゴの会 １ 面白かった

熊本 YMCA １ 間接的に協力しています

スマイルステーション １ 学生が頑張っているから

青年海外協力隊 ３ とっつきにくいイメージでしたが、割と学生も関わっているの

だなと思った

IYEO 青年国際交流機構に福岡で参加しています。出店されて

いるかなと期待していましたが・・・

熊本英語俳句クラブ １ 楽しかったです。

熊本県ハンガリー友好協会 １ 誘われたから

フェアトレードくまもと ２

問７ 「SAKURA 祭」や世界の諸問題について、ご意見等ございましたら、ご記入ください。

・ 貧しい国の手助けをしたい

・ アジア諸国と仲良く協力して経済を高めてゆきたい

・ 初めてこのイベントが開催されていた事を知りました。皆に知ってもらうことは良いことなので、

もっと PR して欲しいです。

・ 交流の回数を増やして欲しい。他県でも（このような催事）開催されると良い

・ こういう交流イベントは大好きです。ボーダーが無くなると良いですね。

・ 分からない

・ 政治とマネー

・ みんな仲良くしましょう

・ キムチの試食コーナーが欲しい

・ 満足しています。ご苦労さまです
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