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（財）国際草の根交流センター

＜広島大会(10月)・テキサス大会(11月)の日程決まる！！＞
第11回日米草の根交流サミット広島大会、第12回テキサス大会の開催日程が決
まりました。（下表参照）今年は1年で日米の2大会を開催するサミット大会初の試
みです。昨年９月に起きた米国同時多発テロの影響を考慮して開催予定だった広島大会を今
年の１０月へ１年延期したことにより１年に２大会を開催します。１年での２大会の開催は
大会開催地の関係機関による協議や理事・協賛会社による意思決定機関である理事会での議
論を経て決定しました。今後は米国大会時の日本でのシンポジウムの開催や日本開催時の米
国での小大会の開催等、日米市民交流の更なる拡大へのきっかけ・次へのステップの実現へ
向けて取り組みます。

【大会日程】
●広島大会
●テキサス大会

本大会・広島市分科会
２００２年１０月１０日（木）
地方分科会（ホームスティ）
１０月１１日（金）〜１２日（土）
フェアウエルパーティ
１０月１３日（日）
日本発（米国着）
２００２年１１月１２日（火）
本大会
１１月１４日（木）
地方分科会（ホームスティ）
１１月１５日（金）〜１６日（土）
フェアウエルパーティ
１１月１７日（土）

広島大会ボランティアの活動紹介〜ＮＰＯ法人化を目指して〜
サミット大会の運営は大会毎に組織されるボランティアの方々にその多くを委
ねていますが、広島大会でも市民によるボランティア＜a＿sha@h＞が実行委員会
と共に活動しています。財団ではボランティアの皆さんによる参加者の募集、実施体制
の組織化・運営、大会の企画、各方面からの支援・協力の獲得といった作業スケジュールや
段取りの検討、作業のサミット大会への具体化をサポートし、ボランティアの皆さんがこう
したプロセスを主体的に行うことによりボランティア・マネジメントのノウハウを獲得し、
必要な支援を自己調達できる自立したＮＰＯへと組織化されることを目指しています。サミッ
ト大会には実際にＮＰＯ活動が盛んな米国からＮＰＯに関係した方々が数多く参加され、毎
年の大会でもＮＰＯ交流が既に実践されており、今大会ではこの交流を前進し、広島ボラン
ティアの皆さんのＮＰＯ組織化を実践することとしました。この試みは次回日本開催地の千
葉県でも継続され、相互のボランティア組織の交流を行うことにより各大会で培われたノウ
ハウが蓄積・普及すると共に、国内におけるＮＰＯの地域間ネットワークが生まれます。

インターネットでデビュー

＜a_sha@h＞活動日誌 at TOKYO
●１２月６日（木） 財団訪問・打合せ
●１２月７日（金） （AM）NTT Com インターネット番組でネットデビュー
（PM）船橋情報ビジネス専門学校でパソコン研修
●１２月８日（土） パソコン研修 （HPサイトの作成について）
パソコン研修（鳥居ＭＭ部長と）

広島大会地域分科会開催市町村の紹介
広島大会の第２、３日目に開催される地域分科会、特別分科会の開催都市は以下のとおりです。
●地域分科会

11.海田町「頂載(ちょうさい)祭りで楽しもう」

1.三原市「日本文化の静と動」

12.熊野町「筆文化と茶道の体験」 New!

2.尾道市「高校生ブラスバンドの交流」

13.蒲刈町「穏やかな瀬戸内海に浮かぶ楽園の島」
New!

3.因島市「冬に満開となる環境木“しまなみザクラ”と
囲碁の島」New!
4.福山市「中世日本文化の保存」
5.三次市「子供合唱団による希望の歌」
6.庄原市「高原で野外活動を体験しよう」

14.加計町「太田川の清流と近世のタタラ文化に学ぶ」
New!
15.千代田町「“神楽”への誘い」 New!
16.作木村「江の川の清流でカヌーを楽しもう」

7.大竹市「和紙作り」

●特別分科会

8.東広島市「酒の世界を体験しよう」

1.郵便交流

9.廿日市市「日本人のアメリカ移住の歴史」

2.農業交流

10.府中町「小さな町の英語教室」

企画・運営ボランティア会議

※New!印は２００２年新規追加市町村。

広島市ボランティア会議

地域分科会ボランティア会議

テキサス大会開催市町村の紹介
テキサス大会の開催都市は以下のとおりです。
＊テーマについては次号掲載予定です。

1.Austin

（オースティン）

2.College Station （カレッジステーション）
3.Galveston （ガルヴェストン）
4.Houston （ヒューストン）
5.Nacogdoches

（ナコドチェス)

6.San Antonio （サンアントニオ）

テキサス大会ボランティアＷＧ

広島大会に向け募集開始！ In Virginia
去年の9月のテロ事件以来、アメリカにおけるボランティアが積極的に広島大会の募集活動を行っています。バー
ジニア州の Manjiro Society の機関紙にその様子が掲載されていますのでご紹介します。
「Over 30 Manjiro Members and friends had signed up from this area to
attend the 11th Japan-America Grassroots Summit in Hiroshima last
Octorber. Even after the horrors of that September day, most of the
participants wanted to go to Japan. Hiroshima seemed an especially
appropriate place to go at such a time
We all were very disappointed when the event was called off for last
year. I can only imagine how heartbroken the hard working people and
volunteers from Hiroshima must have been at the news that Summit
was going to be postponed for a year.
We are all very appreciative and delighted that the organizers for the
11th Summit are willing to go through all the preparations again to
welcome the American Grassroots Participants to the 11th Summit this
year. There will be a real celebration of friendship and understanding
during the days of October 7-15, 2002. 」

要旨：３０名の参加者が確定し、昨年の残念な気持ちをバネとし、今年の広島
サミットに向けて躍進中です！
掲載：The newsletter of The Manjiro Society for International
Exchange, Inc.
Ms. Walle Hargreaves
※ Manjiro Society はバージニア州のボランティア委員会です。

ボランティア宅を開放しての会議

＜＜ハロー From Texas！！＞＞
第１２回テキサスサミット大会のExecutive CommitteeからWelcomeメッセージが届きました。（左下参照）
Welcome to Texas!
On behalf of the 2002 Manjiro Texas Summit Volunteer
Executive Committee, I would like to invite you to Houston,
Texas, for the 12th Annual Manjiro Grassroots Summit.
The Executive Committee has been busy laying the
foundation for an exciting week of tours, educational
sessions, grass root exchange and home stay for this
coming November 2002. I hope everyone will make the
most of this wonderful and unique opportunity
toexperience the famous hospitality of the great state to
Texas!

Executive Committee :左端がMs.Rebecca Curry

Huston and the great State of Texas contain a little bit of
something for everyone. The 2002 Manjiro Texas Summit
volunteers are looking forward to welcoming all of this
year’s Summit participants from Japan. We are very
honored to have the opportunity to host such a unique
and important event.
Yoroshiku Onegaishimasu!
Rebecca Curry
Chairman, Executive Committee
2002 Manjiro “Texas” Summit

京都大学生ボランティア「Compa-us』始動！！
「草の根通信第３１号」で既報のとおり、京都大学学生ボランティアの皆さんの取組みがステップアップしてい
ます。サミット大会のボランティアをはじめ、独自の活動を積極的に企画・運営し、その活動の行方には大いに
注目されます。そのリポートをお届けします。
これまでのゼミ活動は，草の根交流センターのボランティアとして、
残念ながら延期になってしまった広島サミット大会に訪れるアメリカの
方で，特に来日を機に京都も訪れたいと希望する方たちを案内する、そ
の企画の構想を主としていました。しかし、準備期間が短く知恵を絞っ
ていましたが、大掛かりな企画を作り実行するまでには至りませんでし
た。そこで、確かに広島サミットの延期は残念でしたが、私達はこれを
１年間の準備期間が出来たものと積極的にとらえ、今，「京都プログラ
ム」の充実に向けて新しい気持ちで活動を開始し始めたところです。
そういったところから、この「Compa-u.s」が生まれました。大学の単
位認定のゼミ活動としては前期で終了ですから，私達の集まりが消滅し
てしまっても不思議ではありませんでした。けれども，それを私達各人
の意思により「Compa-u.s」として存続させ、発展させていくことにな
ったのです。現在は引き続き今までの３回生，４回生の学生ボランティ
ア５名に１回生を加え、計約２３名が参加しています。
最近，自主的にホームページも立ち上げ自ら情報を発信し呼びかけて
行こうとし始めました。また話し合いを幾度か持ち，京都プログラムを
着実に進行させつつあります。更なる活動の飛躍及びCompa-u.sの拡大
を目指して頑張っています。
京都大学生１回生 奥田依里
ＨＰ：http://www5d.biglobe.ne.jp/˜kin̲4009/

http://fruit.gaiax.com/home/ghjkkk

「財団事務所移転とHPリニューアルのお知らせ」
平成１４年１月２２日（火）、国際草の根交流センターの事務所が今までの南青山から高輪に移転しまし
た。建築ラッシュの高層ビルを一望できる場所であり、閑静な住宅街とホテルに囲まれた環境です。最寄
の駅はＪＲ・都営浅草線の品川駅より徒歩５分、新高輪ホテルの向い側です。（写真中央の白いビル）
また、昨年末に財団のホームページの内容を船橋情報ビジネス専門学校（鳥居高之MM部長が財団評議
員）の学生ボランティアの皆さんの協力を得てリニューアルしました。ふんだんな情報と見て楽しいHPを
目指して継続してステップアップしていきます。今後ともよろしくお願いいたします。

URL: http:www.manjiro.or.jp

