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平成 30 年度シャンティ山口通常総会（報告） 
会議種別 特定非営利活動法人 シャンティ山口 平成 30 年度通常総会 

開催日時 平成 30 年 6 月 3 日（日）午後 ６時～８時 

開催場所 下松市東豊井 334 「慶雲寺」にて 

正会員総数 135名（登録支援者会員数 250名） 

書面表決委任状提出者・出席者 合計 109 名 

決算報告 

 ・収入の部 8,467,743円  ・支出の部 8,424,576円  ・当期収支差額 15,424円 

・前期繰越金 27,743円  ・次期繰り越し差額 43,167円(資産の総額平成 30年 3月 31日) 

決定事項 

・平成 29年度執行状況報告及び活動計算書（収支決算）についての承認 

・平成 30 年 3 月 31 日現在 貸借対照表についての承認 

・平成 30 年 3 月 31 日現在 財産目録についての承認 

・平成 29年度監査報告についての承認 

    ・平成 30年度事業計画及び活動予算（収支予算）についての承認 

    ・その他項目「シャンティ学生寮」老朽化に伴う修繕計画については、理事会において協議検討会 

を設け、資金調達募金活動・修繕箇所・予算執行等についてシーカーアジア財団との協議を行い 

年度内実施で決定。 

 

 

平成 29 年度事業報告書 
平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

事業の成果 
シャンティ山口は、世界の貧困と抑圧にあえぐ草の根の民衆を支援し、全ての民族と共に学び、共に

生きるような地球市民社会の構築に参画し、地域の国際化と地球市民教育を行うため、次の事業を展開

しました。 

 

｛会議｝ 

1  総 会        平成 29 年 5 月 27 日（土）  於：慶雲寺 

2 理事会       平成 29 年 4 月 22 日（土）  於：法明院 

3 監事会     平成 29 年 4 月 22 日（土）  於：法明院 

4 理事会       平成 29 年 6 月 17 日（土）  於：法明院 

 

｛山岳民族教育支援事業｝ 

１ 山岳民族奨学金支給事業（パヤオ奨学金） 

     北タイのパヤオ県・チェンラーイ県・ナン県に暮らす山岳少数民族（モン族・ミェン族・アカ族・

リス族・タイヤイ族）の子供達が中学校・高等学校に進学するための奨学金を支給しました。 

  

２ シャンティ学生寮運営事業 

     北タイパヤオ県ポン郡にある「シャンティ学生寮」（シーカーアジア財団所管）の運営を山口県

曹洞宗青年会と共同で継続実施しました。 

 

｛山岳民族生活自立支援事業｝ 
     北タイに住む山岳少数民族モン族・ミェン族・アカ族・リス族・タイヤイ族は、焼畑農業を禁止 

され耕作地が充分に与えられない等、収入がタイ族の半分以下の状態で、しかもタイ族と言語が異 

なるという問題など様々なハンディーによって貧困状況にあり生活に支障を来しています。 

http://www.shanti-yamaguchi.com/


     シャンティ山口では、山岳少数民族の伝統文化の継承と高齢者福祉及び女性の自立を図るため、 

伝統文化の継承やハンディクラフトの製作指導及び保健衛生知識の普及、バイオトイレのモデルシ 

ステムの設置、農村開発等を通して、山岳少数民族の自立支援を行いました。また、昨年に引き続 

き本年も「緑の募金」基金の配分を得てホイドウア村（モン族）に果樹苗木 6,674 本 30ha を植 

栽し 3 年計画の全事業実績：果樹苗木 17,367 本、植栽面積：81ha を終了しました。 

将来安定した収入を得ることに加え森林再生に取り組みました。 

 

１ 手工芸品による女性グループ自立支援事業 

       伝統的な刺繍やパッチワークなどを使った手工芸品作る村の女性グループを支援しました。 

（プラチャーパタナー村・プラチャーパクディー村・ホイプム村・ホイドウア村） 

 

２ 高齢者福祉支援・伝統文化継承事業 

      伝統文化（民族楽器ケーン・正月行事・民族衣装の着用保存・シャーマンによる祭事等）を次

世代の青年達に継承していくための活動を行いました。 

（ホイプム村・ホイドウア村・シャンティ寮） 

 

３ 保育園等支援事業（すこやか保育） 

      地域の村の保育園の行事、絵本・学用品の支給、絵本の読み聞かせ指導等の支援を行いました。 

（ホイドウア保育所・ホイプム保育所・ナムカー保育所） 

 

   ４ 保健衛生事業 

      地域の環境保全事業として自然循環式トイレの設置に併せ地域の保健所、地域巡回医療・保 

健衛生セミナー等を実施しました。また、ホイドウア村では、地域環境・保健衛生・農業関連の

戸別面談聞き取り調査の追加を実施しました。 

 

５ シャンティ山口創設 20 周年記念事業（25 年度からの継続） 

平成 25 年度使用権を取得した用地（山林）の自然環境の保存と共に樹木の植栽（主として果

樹・花木）を促進し緑豊かで持続可能な農地として地域住民・学生寮の学習の場として活用。 

・継続して維持管理（苗木の手入れ施肥・草刈）を行いました。 

・マンゴーの収穫も始まり 1,000kg の収穫販売（30,000 バーツ 99,000 円）を得て肥料と

農薬の足しにしました。（30 年度は、1,200kg-100,000 円の見込み） 

・ラムヤイは、30年度から、初収穫ができそうです。 

 

｛平成 29 年度地球環境基金助成事業｝ 

平成 2８年度スタートした新規事業も（継続３年事業）１年目を終了し、２年目も助成金が内定し

ましたが、プロジェクトマネージャーの健康上の都合で、本事業が不安定となることが予測されたた

め助成金を取り下げました。単独事業として保健衛生森林再生事業は継続して行い、多くの成果を得

ました。 

 

｛国際交流・国際協力活動及び国内の活動｝ 

    地域の国際化と地球市民教育、ボランティア育成活動として、次の事業を実施しました。 

１ 国内協力者・一般市民への広報及び情報提供のために「シャンティ山口ニュースレター」「パ

ヤオレポート」等を発行しました。 

      ニュースレター     133 号-「第６回毎日地球未来嘗」表彰式・受賞記念講演会 

      ニュースレター     134 号-平成 29 年度通常総会終了報告 

ニュースレター     135 号-平成２８年度国際居住年記念賞受賞 

ニュースレター     136 号-「毎日地球未来賞」昨年度受賞者シャンティ山口 

ニュースレター     137 号-「Green Fund」平成 29 年度緑の募金公募事業承認 

ニュースレター     138 号-平成２９年度活動報告書ダイジェスト 

PHAYAO レポート 2017-01 徳島大学・山口県立大学 

PHAYAO レポート 2017-02 活動のかたわらで・さえきてるお 

PHAYAO レポート 2017-03 番外編・新潟県坪谷純希 



 

２ 「ＮＧＯネットワーク山口」の活動に協力しました。 

・6/11 ネットワーク総会出席（防府スーク店） 

 

３ 他団体からの要請による環境学習会・教育活動への講師派遣及び地球環境保全啓発活動 
・6/21  山口大学・国際部学生３名(男子)（海外留学予定者）（事務局長レクチャー） 

・6/22  山口県立大学授業アシスト 講師派遣（事務局長出講）  

・8 /4   山口大学・国際部学生 2名(女子)（海外留学予定者）（事務局長レクチャー） 

・8/10  毎日新聞取材（事務局長対応） 

・12/25 NHK ディレクター活動説明（事務局長対応） 

 

４ 関係各イベントへの参加・出展について 

・2/10 から継続 4/16「毎日未来賞」受賞記念 「国際協力活動報告展」  

秋吉台フォトギャラリー『写創蔵』後援：毎日新聞・地球環境基金（のぼり旗掲載） 

・1/15「海印寺福大根祭」出展 

 

｛募金活動｝ 各種事業実施に伴う活動資金に資するため、各趣旨に基づき募金活動を行いました。 

 

 
 ホイドウア村保育所 

 
     シャンティ学生寮 

 

～環境支援募金にご協力をお願いします。～ 
   20180611saeki 


