令和 3 年度 誘致 CSO との交流会・協働に関する意見交換会

グローバル
アクター
Global actors active in Saga Prefecture

d
Free to atten

参加無料

「海外は佐賀から遠い」――そう思っていませんか？
佐賀県内で活動する NGO は決して少なくありません。
そんな NGO のうち、県外から佐賀県へ進出して活動
する 2 つの CSO との交流会を開催します。
佐賀の地から海外を知り、さらには広い視野で行政、
地域、CSO の協働について考えてみませんか。
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佐賀商工ビル 7 階

2021 年

10 月 26 日（火）

共用大会議室 A ／ Zoom

14:00 〜 16:00

（リアル会場・オンライン併用のハイブリッド開催）

【第 1 部／誘致 CSO との交流会】14:00 〜 15:00

「佐賀県で活躍するグローバルアクター」
登 ・認定 NPO 法人 テラ・ルネッサンス 佐賀事務所 佐々木 純徹 氏
壇 ・認定 NPO 法人 難民を助ける会（AAR Japan）佐賀事務所 横銭 翔太 氏

佐賀県としても推進する「CSO の協働」について
地元で取り組む三者を交えて意見交換！
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佐賀を一つの拠点として国際的な活動を行う 2団体の
スタッフをゲストに、グローバルな視点でお話をうか
がい、地元 CSO と交流！

【第 2 部／協働に関する意見交換会】15:00 〜 16:00
・公益財団法人 佐賀未来創造基金 理事長 山田 健一郎 氏

登
壇 ・佐賀県県民環境部 副部長 岩永 幸三 氏

市民活動団体や学生団体、市町等自治体職員、
市民活動やまちづくりに関心がある方

・特定非営利活動法人 佐賀県 CSO 推進機構 代表理事 川副 知子

申込

申込みフォームまたはFAX、E-mail、
市民活動プラザ窓口にてお申込みください。

申込先：特定非営利活動法人 佐賀県 CSO 推進機構
（CSO 経営支援事業／市民活動プラザ運営事業部）
T E L ：0952-40-2002（担当：秋山・岡野）
F A X ：0952-40-2011 E-mail：cso.sprt@gmail.com

詳細・申込

※CSO とは、CivilSocietyOrganizations（市民社会組織）の略で、佐賀県では NPO 法人、市民活動・ボランティア団体（以上、志縁組織）に限らず、
自治会・町内会、婦人会、老人会、PTA（以上、地縁組織）といった組織・団体を含めて「CSO」と呼称しています。

【主催】佐賀県 県民環境部 県民協働課

ゲストの 2 団体の紹介
認定 NPO 法人 テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会（世界平和）の実現」
を目的に 2001 年 10 月に設立。テラ・ルネッサンスという
名称には「よみがえる・蘇生する」といった意味が込められ
ています。
私たちは「地雷」
「小型武器」
「子ども兵」
「平和教育」という 4
つの課題に対して、現場での国際協力と同時に、国内での啓発・
提言活動を行うことによって、課題の解決を目指しています。
地雷問題や子ども兵などの課題を通じて、各々の心を喚起し、
掘り起こすことによって、本来持っているはずの「願い」を
思い出す「きっかけ」を与えることができたら世界が平和に
なっていくと信じています。

認定 NPO 法人 難民を助ける会（AAR Japan）

「困ったときはお互いさま」という日本の善意の伝統に基づき、
1979 年にインドシナ難民支援を目的として日本で設立され
た AAR は、以来、活動地域や分野を広げながら、65 を超え
る国・地域で支援を展開。紛争・自然災害・貧困などにより
困難な状況に置かれている人々に必要な支援を届け、支えて
います。
こうした活動を日本を含めて世界の人々のご支援を得て実践
することを通じ、誰もが世界の平和と安定に貢献する主体た
り得ることを示すとともに、明日の社会が今日よりも豊かで
希望の持てるものになるよう努力しています。

申込
方法

申込みフォームまたはFAX、E-mail、市民活動プラザ窓口にてお申込み
ください。
リアル会場は定員20名まで先着順。空きがあれば当日参加可。
①お名前、②ご所属、③参加形態（リアル or オンライン）、④連絡先（TEL、
E-mail ※オンライン参加の方は前日18時までに申込み、E-mailが必須）

留意
事項

当日、
スタッフが写真を撮らせていただきます。写真は記録用のほか
広報活動として使われる場合があります。
当日の状況によっては、
完全オンライン開催となる場合があります。

佐賀県CSO推進機構

申込み
・
問合せ

（CSO経営支援事業／市民活動プラザ運営事業部）
〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

7

詳細・申込

TEL：0952-40-2002（担当：秋山・岡野）
FAX：0952-40-2011
E-mail：cso.sprt@gmail.com

10/26
（火）

14 ～ 16 時

佐賀県

で活躍する

参加申込み用紙

グローバルアクター

※「オンライン参加」を希望される方は、当日参加用URLをメールでお送りしますので、メールアドレスを必ずご記入ください。

ご所属

□所属なし

団体・会社・学校

お名前
Tel

1人目
※

※1人目は必須

E-mail

2人目

▲助成金やセミナーなど情報のメール配信を希望しますか？ □はい ・ □いいえ
会場もしくはオンラインで希望される参加形態を教えてください。

参加の形態

期待
・
質問

※状況によっては完全オンライン開催となる場合がございます。

□会場でのリアル参加
□オンライン参加 ▷ E-mail必須

□会場でのリアル参加
□オンライン参加 ▷ E-mail必須

【1部】
交流会

どのようなことを期待していますか？ 第1部登壇者の佐々木さんや横銭さんに尋ねてみたいことなどもこちらにご記入ください。

【2部】
意見交換会

どのようなことを期待していますか？ 協働に関することで尋ねてみたいことなどもこちらにご記入ください。

14:00～15:00

15:00～16:00

備考欄
※3人以上の参加も可能（備考欄にお名前を記入ください）ですが、申込み状況によっては参加形態を変更させていただく場合がございます。
※個人に関する情報は、本講座の目的以外には使用いたしません。

