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■ハビタットひろば
●第 4２回「ラオスにおける女性のためのコミュニティ
施設といのちの水」

３月３日午後、アクロス福岡円形ホールで、国連ハビタ
ット福岡本部設立 20 周年を記念して、日本ハビタット
協会主催によるシンポジウム「SDGｓと持続可能なまち
づくり」が約 100 名の参加者を集めて開催された。
日本ハビタット協会理事麻生渡さん（元福岡県知事）
による主催者挨拶のあと、是澤優国連ハビタット福岡本
部長の来賓挨拶がありました。
続いて、基調講演では、ケ
ニヤで「スマイルトイレプ
ロジェクト」を実施してい
る Sawa Yume Kenya の
Javan Okello さんにより、
活動報告がありました。

第二部は、日本ハビタット協会副会長のマリ・クリス
ティーヌさんをファシリテータに、福津市副市長松田美
幸さん、東京人口基金東京事務所長佐藤摩利子さん、地
球市民の会副理事長の大野博之さんらをパネリストに迎
えて、パネルディスカッションが行われた。
会場からの質問もたくさんあり、有意義なシンポジウ
ムでした。
（牟田慎一郎）

●第 43 回「大学生がミャンマーで見た国際協力活動」
国連ハビタット福岡県本部と(公財)福岡県国際交流セ
ンターによる合同レクチャーシリーズ「ハビタットひろ
ば」
、第 43 回目のレクチャーのテーマは「大学生がミャ
ンマーで見た国際協力活動」でした。公益財団法人 福岡
県国際交流センターでは、国際社会で活躍できる人材を
育成するため、国連ハビタット福岡本部を連携して「福
岡県国際協力リーダー育成プログラム」を平成 25 年度
から実施しています。本年度は同プログラムに県内 6 名
の大学生が参加しました。
本レクチャーでは 6 名の大学生がミャンマーを訪れ、
国連ハビタットや JICA、NGO 等の現地プロジェクトを
視察し、関係機関や現地の住民たちとの交流を通じて学
んだこと、感じたことについての報告がなされました。
プログラムに参加した学生たちは、専攻分野や各自の
目標が異なることもあり、様々な視点・角度から成果報
告や感想を語ってくださいました。学生たちがいきいき
と発表する姿を見ると、本プログラムが彼(彼女)たちに
与えた影響は計り知れないものだと感じました。(Y.T)

■イノシシチャリティーパーティ
３月４日（日）にイノシシチャ
リティーパーティーを開催しま
した。会員や一般参加者を含め、
22 名の参加があり、イノシシの
牡丹鍋を頂きながら幅広い年齢
層での交流が行われました。
このチャリティー
パーティーで出た収益
の一部 10.000 円
は、ケニアの学校
支援に充てられ、
後日日本ハビタッ
ト協会より感謝状
が届きました。
ご参加、ご協力
誠にありがとうご
ざいました。
（N.M）

■2018 年度総会開催
２01８年 2 月 ２１ 日（水）ハビタット福岡市民
の会の 201８年度総会が、グランチャイナ福岡にて開
催されました。
総会では、第１号議案の 201７年度活動報告、第２
号議案の会計報告、第３号議案の 201８年度活動計
画、第４号議案の委員改選がそれぞれ承認されました。
○201７年度活動報告
・定例会や勉強会の開催
・ニュースレターの年 3 回の発行
・ハートフルフェスタ福岡２０１８への出展
・国連ハビタット福岡本部の行事への参加
・シンポジウム「若者よ国連を目指せ」の開催
・会員相互の交流会の開催
○201７年度会計報告
＜収入の部＞
前期繰越し
133.961 円
会費収入
63.000 円
支援・寄付金
31.148 円
資金引落し
50.000 円
懇親会費
49700 円
合計
327.809 円
＜支出の部＞
NL 印刷費・印刷用紙・
コピー代
24.748 円
Fukunet 年会費
2.500 円
市民どんたく負担金
3.200 円
寄付金送金
21.567 円
雑費
4.227 円
切手代
26.100 円
振込手数料
216 円
郵便振込管理口座手数料計
1.810 円
運搬交通費
2.920 円
講師代
19.514 円
懇親会費
49.700 円
資金引落し
50.000 円
翌年度繰越
121.307 円
合計
327.809 円
○201８年度活動計画
・定例会を毎月原則として第３水曜日に実施
・ニュースレターを４月、８月、１２月に発行
・国連ハビタット福岡本部の行事への参加
・チャリティパーティ開催（3 月）
・福岡市民の会主催シンポジウム（7 月）
・ハートフルフェスタに出展（１０月）
・地球市民どんたくに出展（１１月）

○2016 年度の運営組織
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■今後のスケジュール
6 月 1 日（木）第 44 回ハビタットひろば
6 月２0 日（水）定例会
7 月１8 日（水）定例会
7 月 27 日（金）第 12 回インターナショナルナイト
7 月 28 日（土）シンポジウム「若者よ国連を目せ！」開催
8 月 1 日（月）第 45 回ハビタットひろば
8 月 1６日（水）定例会
☆日程は、変更になることがあります。

定例会の見学に来ませんか？
ハビタット福岡市民の会では、毎月第三水曜日に定例
会を実施してます。参加・見学ご希望の方は事前に下
記「事務局・お問い合わせは」よりご連絡下さい。
会場：福岡市中央区今泉 1-19-22 西鉄天神クラス 4 階

若者よ国連を目指せ！
～国際機関で働くためには～
日時：２０１８年７日２８日（土）
主催：ハビタット福岡市民の会
昨年ご好評いただきました、国際機関で働くこと
をより深く知ってもらうためのシンポジウムを、
今年も企画しました。国際問題や国際協力に関心
がある方、国連や国際的に活躍
したいと考えてている方など、
多くの方のご参加をお待ちして
おります。なお、予約制となり
ますので、参加ご希望の方は右
のQR コードを読み込むか、下記
URL にてご予約をお願いします。
「若者よ国連を目指せ！」専門サイト（こくちーず内）
http://kokucheese.com/event/index/516173/

編集後記

事務局・お問い合わせは

現在、Web サイトの全面リニューアルの準備にとり
かかり、これをきっかけに市民の会の活動自体の見
直しを行っていきます。そして、学生や若年者にもよ
り積極的な参加ができるようにしていきたいと考え
ております。国連ハビタットと、市民をつなぐ橋渡し
のような存在として、またより多くの方に国連に関
心を持ってもらえるような活動を通して徐々に変え
ていきたいと存じます。何かご意見やご提案などあ
りましたら、ご連絡頂ければ幸いです（前田直樹）

郵便物のあて先は：
小郡市下西鰺坂1493 牟田慎一郎宛
お問い合わせは：
TEL：090-6770-2481(牟田)
FAX：0942-41-2080
E-mail：muta@ktarn.or.jp
Facebook：ハビタット福岡市民の会
HomePage：http://cnhf.web.fc2.com

