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ＦＩＷＣ関東 定例委員会報告
2008 年

第4回

２００８年４号

定例委員会

2008 年 4 月 12 日(土) FIWC 関東委員会定例委員会が行われた。
場所：高田馬場 カフェ・ムー
時間：13 時～17 時
参加者：緒方健太、吉田亮輔、雨宮広樹、五十嵐崇博、矢口晃士、荒木津香佐、
河内亜依、清水あゆ子、原田真二、鈴木美和子

フィリピンキャンプ報告

(文責： 雨宮広樹)

昨年 11 月から新体制で動き出し、ワークキャンプ部、国内部、広報･渉外部の

４月はイベントが盛り沢山

三本柱で活動しています。2,3 月に現地調査を終え、現在は夏キャンプに向けて
メンバーを募集しています。以下キャンプ詳細です。
・期間：2008 年 8 月 22 日～9 月 11 日
・場所：レイテ島メリダ地区ルンダッグ村
・内容：貯水タンク建設、ホームステイ、交流イベント
4 月は広報･渉外部が主体となり、ビラ配布やポスター掲示、ネットでの告知等によ
る広報活動を行いました。5 月からはワークキャンプ部による団体説明会が始まり
ます。ホームページを頻繁に更新していますので、活動の詳細についてはウェブ上
にてご確認下さい。 【URL:http://fiwc-p.com/】

中国キャンプ

（文責：吉田亮輔）

元気なフィリピンキャンパー♪

2008 年 8 月夏のワークキャンプ開催に向けて本格始動しました。
リーダーに立候補したのは高橋真代（2007 年フィリピンキャンプに参加）。
中国ハンセン病快復村支援 NGO“JIA”の協力を受け、今月 24 日より中国湖南省へ
下見に出発します。5 月にはキャンプ説明会を予定しています。6 月末までにキャ
ンパー募集を締め切る予定です。
活動の詳細についてはホームページ上で随時更新しますので、ご確認下さい。
【URL: http://fiwc-c.com/】

ネパールキャンプ報告

（文責：鈴木美和子）

2009 年ネパールキャンプの開催が決定しました。現在のメンバーは以下に。
○リーダー／鈴木 美和子 ○サブリーダー／林 真美子
○会計／森田 翔・青柳 絵里子 ○レク係／近原 弘芳

夏中国キャンプリーダーの真代です☆

キャンプサイトは前回と同じくＯＫバジ（垣見一雅）さんに紹介していただきます。
今後は月２回のミーティングを行い、その他にも毎月何かしらのレクリエーション
を予定しています。キャンパーの仲を深め、登山に備え足腰を鍛えるため 5 月は高
尾山に登ります。他にも、資金集めのためにフリマ・キャンパー全員でアルバイト、
ネパールの知識を深めるためにネパール語の学習などを予定しています。
来る 7 月 20 日には垣見一雅さんの講演会を開催します。以下詳細。
【日時】2008/7/20（日）13:30～15:30
【場所】飯田橋ボランティアセンター（仮）
【内容】たった一人のＮＧＯ～ネパール山奥で垣見氏が行う草の根ＮＧＯ活動～
参加者募集中。興味のある方は fiwc.nepal@gmail.com までご連絡下さい。

どっちがバジさんでしょう？ヒントはヒゲ。

活動の詳細についてはホームページ上で随時更新しますので、ご確認下さい。
【URL：http://fiwcnepalcamp.nomaki.jp/】

お花見の会

（文責：吉田亮輔）

4 月 6 日（日）多摩全生園にて、FIWC 関東委員会主催「お花見の会」が開催されま
した。参加者は総勢 60 名。FIWC 関東、関西委員会から、現役、OB/OG キャンパー
約 30 名。早稲田大学生を中心とする NGO「Qiao」より約 10 名。慶応義塾大学看護
医療学部国際協力研究会：
「PEACE」より約 10 名。障害者支援 NGO「ふうせん」から
約 10 名。ハンセン病市民学会やその他関係者が一堂に集合。心配された花も満開
とは言わないまでもしっかり残っており、風が吹くたび舞い落ちる花弁がコップに
落ちるその様は春を彩っていました。次回のお花見は来年 4 月 5 日（日）。

菊谷さんの鮮やかスピーチ

鴨川農業キャンプ

（文責：矢口晃士）

第 1 回鴨川農業キャンプは FIWC 関西委員会 OB である宮田武宏さんの協力の下、
4 月 1、2 日の 1 泊 2 日で行われました。鈴木美和子、フィリピンキャンプから高橋
真代、林尚徳、矢口晃士の計 4 名が参加しました。
11 時に安房鴨川駅に着き、そこから種などを買いに行きました。そして昼食をすま
せ、13 時から農作業に取り掛かりました。まずは、野菜が育つ環境を整えるための
土台作り、うね作りをしました。2 列作り、ハーブを 4 つとピーターコーン、大根
の種を植えました。
今回やった作業は、このうね作りと種植えだけでしたが、前の日に雨が降ったため、
足場がとても悪く作業が大変でした。

うね作りは超肉体労働
年間スケジュール

そして、夜はネパールカレーを食べながら、宮田さんと共に今後の農業キャンプに
ついて話し合いました。

月

今回はまだ 1 回目ということで、まだまだ手探り状態ですが、魅力あるキャンプを

4月

お花見（全生園）ごろごろフェスタ

5月

ハンセン病市民学会

6月

るつぼキャンプ

方健太と申します。FIWC の活動には、2005 年の FIWC 九州のフィリピンキャンプか

7月

富士山清掃登山 ＯＫバジ講演会

ら参加し始めました。その後、大学院生時代に FIWC 関西で委員長を務め、2007 年

8月

4 月から関東委員会に参加させて頂いています。よろしくお願いします。

9月

作っていくことが出来ればいいなと思いました。次回の予定は 5 月 10、11 日です。

お知らせ

（文責：緒方健太）

こんにちは。2007 年 12 月より新しく FIWC 関東委員会の委員長に就任しました緒

委員長交代にあたり、2008 年４月より委員会の運営体制が新しくなります。変更点
は以下の３点です。重要な内容ですので、ご一読ください。
１． 新体制
委員長 ：緒方健太
会計

副委員長：雨宮広樹

：田中美津子、小関太郎 Web 担当：鈴木美和子、近原弘芳

会計監査：遠藤義大、田中祐也

ＯＢ連絡係：田中佐代子、吉田亮輔

―会計制度―
年会費制からカンパ制へ変更になりました。

各月活動

フィリピン、中国キャンプ

10 月

海外キャンプ報告会るつぼキャンプ

11 月

全生園祭（チンドン隊として）

12 月

年末総会、年末キャンプ（むすびの家）

1月
2月

ネパールキャンプ

3月

ネパールキャンプ報告

今までは OB・OG の方々からは自由意志により、カンパ的な形で年会費のお支払い
をお願いしていました。一方、現役キャンパーからはワークキャンプ費に必ず含む

2008 年度支出計画

という形で、年会費を徴収してきました。今後は OB・OG、現役共に有志によるカン

科目

パという形でいただくことになります。いただいたカンパは各年度の支出計画に基

１．各キャンプ Web 運営費

40,000

２．通信費

50,000

３．広報費

30,000

づいて使用させていただきます（右欄「2008 年度支出計画」を参照ください）。

（単位：円）
金額

※尚、この制度は暫定的に実施するものであり、次年度以降変更になる場合があります。そ
の際は改めてご連絡させていただきます。



カンパのお支払い方法

４．鴨川農業キャンプ

1 口 3,000 円より、承ります。同封の振込用紙にご記入の上、郵便振替、または銀

管理費

36,000

行振り込みでお支払いください。

肥料・種・諸材料費

14,000

２． 定例会報告の発送
定例会報告書を紙ベースで郵送するのを原則廃止します。
今後は、関東委員会のホームページを立ち上げ、Web 上で報告書を発信していきま
す。Web 化に伴うメリットは以下です。
経費削減紙ベースの場合（紙・印刷・発送費用）約 5 万円×12 ヶ月=60 万円→
Web の場合（HP 運営費）年間約 1 万円
よりタイムリーかつ多くの情報を発信できる。紙資源を節約でき、環境にやさしい。
報告書を紙ベースで欲しい方はホームページから、プリンアウトできるようになっ
ています。それでも PC をお持ちでない等、報告書を入手するのが困難な方に関し

５．年末総会経費

多少

６．予備費

40,000

計

210,000

次回の定例会のおしらせ
【場所】 高田馬場/カフェ・ムー
【時間】 5/17(土) 13 時～17 時
【司会】 雨宮 広樹
【ディスカッション】未定
【ゲストスピーカー】未定

ましては下記までご連絡ください。別途、郵送させていただきます。

FIWC 関東委員会定例会

その他、上記の点について質問等ございましたら、下記の連絡先までご連絡くださ

発行者：ＦＩＷＣ関東委員会

い。緒方 健太

カンパの募集：FIWC 関東委員会はカンパで運営して

報告書

おります。
振込先： 郵便振替

口座番号 00170-2-565117
加入者名：ＦＩＷＣ関東委員会

