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H22度　NGO協働SAKURA祭　参加予定団体一覧 資料①
NO 団　体　名（順不同） 担当（敬称略） 参加方法 場所 開催日時 内容

1 インドネシア・ガルーダの会 松本尚宣
・企画イベント（草木染め体験）
・団体紹介（ロングステイ相談）
・販売

テント① 両日

ロンボク島の貧困地区の自立支援活動を展開。バリ島に生育する草木花果物でストール染液を醗酵させ
た香りを組み込ませんた染めを発案、現地の人にノウハウを指導している。今後は染めの原料ウコン
（ターメリック）藍を栽培させて糸染めから織物を作り作品を作る予定。／染めたストールの宣伝販売、ロン
ボク島の支援活動を紹介。海外ロングステイ、療養型滞在をアドバイス

浅川
・DVD上映、仏画塗り絵
・チベット占い

4F第2会議室
①13:00～
②15:00～

「ヒマラヤを越える子どもたち」DVD上映、仏画ぬり絵体験（一人500円、またはカンパ、子どもは無料）、
チベットタロット占い（1,000円）

高橋 バザー テント②
アジアン雑貨

3 熊本県青年海外協力協会 田中活利 団体紹介、企画イベント テント③④ 両日
活動紹介、募集相談会、民族衣装の紹介並びに試着体験、熊本市立五福町小学校の国際交流活動紹介
など

4 熊本国際化センター 谷川 グルメ・バザー テント⑤ 団体紹介、企画イベント、グルメ

企画イベント　DVD 3F国際会議室 随時
DVD上映会（中国映画）
スペースがあれば、餃子づくり体験を行う

グルメ・バザー テント⑥ 両日 水餃子、焼餃子、マーボー丼、杏仁豆腐、中国小物雑貨など

6 熊本ラオス友好協会 坂井弘臣 グルメ・バザー テント⑦ 両日
お弁当の販売（タイ・ラオスのエスニック弁当、グリーンカレー、麺類フォーなど）

7 特定非営利法人日本フェアトレード委員会 浜島幸太郎 グルメ・バザー テント⑧ 両日
カセットコンロ×2台、プロパンガス×1台持込み。　フライドポテト、スパイス、スパイシーチキン、コーヒー、
紅茶、ジュース、ケーキ、クッキー、たこ焼き

8 熊本アミーゴの会 小川 バザー エントランスA 両日
団体紹介、バザー

9 小さな一歩の会 森理恵子
ワークショップ、バザー
押し花しおり作り

エントランスB 両日
1Fエントランスにて、押し花しおりづくり（1枚150円）、机2台、イス6脚、仕上げ用机１台、イス２脚、電源

10 アジアパートナーシップ 須賀 バザー エントランスC 両日
タイ手作り小物、スカート、エプロンなど

団体紹介　両日 エントランスD 両日

ワークショップ　DVD、PJ 3F研修室１ 3/26 10時-17時

12 熊本エスペラント会 木野栄二 団体紹介 エントランスE 両日
エスペラント図書の販売、エスペラントミニ講座など

企画イベント　DVD 4F第1会議室
3/26（土）
10時-12時

団体紹介 エントランスF 26日のみ

団体紹介、販売 エントランスG 両日

ワークショップ 3F研修室３
3/26（土）午後
約2時間

15 JICAデスク熊本 木下俊和 企画イベント　PJ 厨房、4F第3会議室
26日 アフリカを中心とする4カ国の料理づくり＆それぞれの国の紹介

各定員：　　　　　参加費：　　　　　募集時期：　　　　　　　その他条件：

16 特定非営利活動法人NGO福岡ネットワーク 本田正之 団体紹介＆NGO相談員 エントランスH 両日
NGO相談員としてNGOにまつわる相談を受ける。他、パネル展示、チラシ設置、NGO相談員とFUNNの
ブースは同じで可

17 地雷廃絶と被害者支援の会・熊本 最相博子 団体紹介 エントランスI 両日
活動紹介。

18 熊本外国人妻の会 田代クリスティナ 団体紹介、バザー エントランスJ 両日
活動紹介。熊本に住む外国人の集まりで日本の文化や生活などを学びそれぞれの国の紹介などを行って
います。　バザーはリサイクル品と小物の販売

19 熊本県ハンガリー友好協会 大代純市 団体紹介 エントランス 両日
団体紹介

20 オハイエくまもと（27日のみ） 松村健一 コンサート 正面玄関 27日のみ
正面玄関前

毎月楽しもうアジアの食＆文化 KIF 企画イベント 4F第2会議室 27日11時-13時半 定員25名、参加費300円（材料費として）、3/1より募集開始

ものづくり教室 KIF 企画イベント BF多目的室 26日10時-12時

ほっとけない熊本プロジェクト 来住佳祐

2

14

定員20名、参加無料、当日参加
FTCJ関連図書の販売、世界の子どもの人権を守る活動として児童労働の実態や子どもの権利について紹介。FTCJ
熊本オリジナルの手作り絵本の参加を呼び掛ける。／ワークショップは、子どもの問題に焦点を当て、戦争・核・貧困
の問題を軸にこれらの生み出す現状から児童労働を余儀なくされる子どもたち、それとは反対に日本社会に生きる小
中高生の生活から、両者の相違点を見つめ私たち日本人に出来ること、意識すべきことを導きだします。比較対象国
としてイラク、インドをあげ、それぞれの問題点そして日本社会にはないそれぞれの国の素晴らしさを参加者の皆様と
考えディスカッションを行う

Free the Children Japan 熊本 岩坂

ターラープロジェクト

団体紹介／ワークショップ　ミレニアム開発目標（MDGｓ）に関するワークショップ、貧困問題に関する映像
上映、資料配布、展示
定員：20名　参加費：無料　当日誰でも参加可

11

ワークショップ　定員：50名　参加費：無料　当日自由参加　　　　　DVD使用
「異文化交流体験発表と分かち合い～留学生とその日本人家族」　21年目を迎えた熊本YWCA「留学生の
会」の主活動のひとつである留学生への日本人家族紹介プログラムの参加者たちを招き、交流を通じて感
じたこと学んだことを本音で語り合い交流を深め広める機会とする。

熊本ＹＷＣＡ 俵恭子13

5 熊本県日中友好協会 岩崎



資料２ 

2011 NGO 協働 SAKURA 祭 協働事業 

クイズラリーについて 
 

（目的） 

１）会場に来てもらいやすい環境作り 

２）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 

３）来場者向けの特典（景品を渡す） 

 

（概要） 

 １）今回のテーマ「聞いてみよう、世界の声」と決まりましたので、これに因んだもの 

として下記のような質問をご出題してください。 

（例１）活動支援国の“ありがとう”は次のうちどれでしょうか？ 

韓国の場合、①カムサハムニダ ②アンニョンハセヨ ③ミナエヨ 答え① 

（例２）活動支援国にある言葉で、日本語にある言葉と同じ読み方をする言葉 

    意味は違っても面白く、その国に関心が持てそうな言葉であれば可。 

２）クイズ問題は各団体より１問のみとします。また、３択式とします。（図１） 

３）クイズラリーは、あくまでも各団体とのコミュニケーションづくりが目的です。 

４）各団体より、可能な範囲で景品をご提出いただきたいと思いますが、その数量や内

容は 2 月下旬頃改めてご案内申し上げます。 

 ５）原則、景品は 2 日分に分け、無くなり次第、景品渡しは終了します。 

 

（事務局より）※提出期限付き事項 

１）クイズラリー受付は、事務局で呼び掛ける学生ボランティア等に係として対応しても

らう予定ですが、場合により、各団体の皆さまに協力者をお願いする事がございます。 

２）クイズ問題は、事務局で集計するため、3/13（日）までにお知らせください。 

３）併せて提供できる景品も、3/13（日）までにお知らせください。 

４）クイズ問題のレイアウトは A4 横とします。（図１） 

５）クイズラリーの回答用紙は、プログラム裏面に升目を作って対応致します。（図２） 

 

 図１ クイズレイアウト例     A4 横       図２ プログラム裏面 

熊本県○○協会より問題！ 

3 択式 

韓国でありがとうは次のうちどれでしょうか？ 
 

① アンニョンハセヨ 

② カムサハムニダ 

③ ミナエヨ        答え② 



 



資料４ 

当日の運営について 
 

■準備、撤収について ※各団体より最低 1 名はお越しください。 

◇集合時間：3/26 の午前 8 時（テント組立て、エントランス会場設営等） 

◇撤収時間：午後 5 時以降 

 

■共通事項 
１）前日 3 月 25 日（金）の午後６時過ぎより、搬入が可能です。（21 時まで） 

２）初日終了後、テント周りは一旦撤収しますが、主要な備品は会館で保管できます。 

３）備品等を預ける団体は、BF２多目的室へ荷物をご移動ください。 

４）団体看板は、事務局にて作成いたしますが、事前に配付した団体概要をご提出してく

ださい。また、既に作成されている団体は持込んでも構いません。 

５）ゴミ等はきちんと分別してゴミ袋に入れ、会館指定の場所へ運んでください。 

６）駐車場は、最寄りの駐車場をご利用ください。 

７）テーブルクロスや延長コードなど、必要なものは団体でご準備ください。 

８）数か所でイベントを行う団体は、必ず人員配置を行ってください。 

 

■グルメ（テント）を提供される団体 
１）調理品を提供する場合は、各自、熊本市保健所へ臨時営業許可申請してください。 

詳しくは 熊本保健所 ３６４－３１８５まで 

２）調理品等を加熱される場合は、原則、カセットコンロなど火器をお持込ください。 

（会館で準備できる電源が全体で 2kw までとなっております。） 

３）調理等で発生する油等の排水はできませんので、各自お持ち帰りいただくよう、 

  お願い申し上げます。（紙皿、紙コップ等の使用をお勧めします） 

 

■エントランス 

１）展示ボードへの掲示はセロテープ又は吊り下げ可能なものでお願いします。 

２）パネルボードのサイズは横 180cm×縦 120cm です。 

３）電源のご利用はパソコンなどの弱電源に限ります。 

 

■各部屋のご利用に関して 
１）部屋内の壁紙には、押しピンや、粘着力が強いテープ等を使用しないでください。 

ポスター等を貼る際は、事前にご相談ください。 

２）大きな電源をご利用の際には、予め会館スタッフにお申し出ください。 

 

【事務局、お問合わせ先】 

(財)熊本市国際交流振興事業団 企画事業チーム （担当）徳淵 

TEL：096-359-2121／FAX：096-359-5783 

E-Mail tokubuchi@kumamoto-if.or.jp 
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