
 

 

 

 

～少しずつ確かに、友好の礎を～ 

 

「今」だから緑の架け橋を 
2002 年 11 月緑の架け橋

推進センター設立し、その後推
進母体の改編を行いながら足
掛け１３年となりました。 
これは日中緑化交流基金の

助成を得た事業主催・ＩＦＣＣ
国際友好文化センターの呼び
掛けによるものです。 

2008 年 11 月、緑の架け
橋推進センター解散。その後、
「緑の架け橋」の活動は、事業
主催の IFCC 国際友好文化セ
ンターの下で「緑の架け橋プロ
ジェクト」として継続され、
2014 年まで９つのプロジェ
クトを実施、終了。累積 205 
人が参加。 
今期（2014 年度 11 月開

始）から、NPO アジアンロードを推進協
賛団体として内モンゴル 2ヶ所、IFCC単
独で寧夏回族自治区 1か所を開始。 

2015年は５月22日から寧夏回族自治
区固原市、７月２４日から内モンゴル多倫
県で２件をそれぞれ実施。 

IFCCは「今」だから、尚、継続してい
きたいと思っています。 

  
    

 

 

 

 

 

 

会報第 27号 
（協賛会員登録呼掛版 ） 

2016年 01月 08日 
日中緑化交流基金助成事業 
IFCC プロジェクト代表：佐藤晴男 
協賛団体：NPO 法人アジアンロード 

本会報は会員以外にも送付しておりま
す。趣旨協賛いただける場合、同封の郵
便振込用紙にて、201５年度活動
（2015 年 11 月～2016 年 10 月）
へのご協力をお願い致します。 

寧夏・固原市、内モンゴル・多倫県で３件の植林事業を実施、継続しています！ 
IFCCでは「今」だから草の根交流で「日中の緑の架け橋を」と呼びかけ、2015
年度助成金で日中緑化植林活動を継続しています。協賛をお願いします。 
 

 IFCC国際友好文化センター 
〒162-0801東京都新宿区山吹町 333辻ビル 405  
TEL.03-3268-4387   FAX.03-3268-6079 
口座：中央労働金庫市ヶ谷支店（普)0858119  郵振：00130-9-425994 

会報は事業主催（ＩＦＣＣ）の植林プロジェクト特集となります 

 

内モンゴル・滦河源第一期事業地 2014・8・31 

寧夏・固原市事業実施地・柳の模様 15・8・21 

内モンゴル多倫県の滦河源生態緑化示範林事業地の全景 15・10 

少しずつ確かに 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑の架け橋プロジェクト 2014 年度の活動 
IFCC の「ＩＦＣＣ緑の架け橋プロジェクト」は 2002 年以来、運営形態の変更がありましたが、13 年を
経てきました。2014 年で９のプロジェクトを終え、2014 年度（2014 年 11 月～）から新規に 3 つの
プロジェクトを開始し、事前調査 1回、派遣団 2回を実施、会報 2回発行してきました。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【2014年度貸借表】単位・円  

     
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

区分 
日中青年寧夏固原市生態緑 
化モデル林  二期目 

蒙京津冀青少年生態緑化モデル 
林プロジェクト  二期目 

日中青年灤河源生態緑化 
モデル林事事業 二期目 摘 要 

事業経費(千円) 内容 事業経費(千円) 内容 事業経費(千円) 内容 

植林 19,949 27,000 本 (27ha) 8,788 54,450本(33ha) 14,430 100,000本(60ha) 苗木購入、植え付けなど 
保育 2,106 潅水・農薬散布・施肥等 3,218 除草・施肥・農薬散布等 5,240 除草・施肥・農薬散布等 潅水,施肥,農薬散布,獣害防除 
機材調達 526 農薬散布器、ﾎｰｽ、肥料等 580 消火器、肥料等 0 消火器、肥料等 造林用作業具、農薬散布機等 
基盤整備 363 灌漑設備等 0 灌漑設備等 975 灌漑設備等 灌漑水路整備 
事務経費 320 通信・印刷等 320 通信・印刷等 320 通信・印刷等  

技術者派遣 600 派遣旅費等 600 派遣旅費等 600 派遣旅費等  

その他 585 測量計画費等 1,324 技術指導等 587 測量計画設計費 助成経費以外の経費 
合計 24,449(内、助成 8,850) 14,830(内、助成 9,150) 23,152(内、助成 9,200)  

費目 実績（円） 摘要 費目 実績（円） 摘要 
繰越金 0  事務所間借代 0 240,000 未払い 
協賛会費 12,000  通信・送料 159,985 60,000 未払い 
植林協力金 50,000 派遣団より 事務局費 383,513 翻訳、会場費等 

寄付金 100,000 IFCCより 事業費 942,180 派 遣 費 補 填 
賛助金 294,560  印刷代 250,790 会報 2 回含む 
助成金① 800,000 事 務 経 費 、 基 金 よ り 備品・消耗品 0  
助成金② 927,180 派遣経費、基金より ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ自己資金       0                     
会場費 15,000 学習会参加費 返済金 174,114  
借入金 28,267 IFCC より 未払金 300,000 13 年度分 
雑収入 0 団費余剰分 雑費 16,425  送金料 

計 2,227,007 計 2,227,007 

貸 方 借 方 借方の説明 
通帳 3,009 郵便振替 12,000 返済金 250,000  立ち上げ資金 250,000 
現金 0  自己資金分 241,333 28,267 14 借入金 

     未払金 300,000 13 事務所代、電話代 

計 256,342   計 578,267 

   

日中青年灤河源生態緑化モデル林事業 蒙京津冀青少年生態緑化モデル林プロジェクト 日中青年寧夏固原市生態緑化モデル林 

【2015 年度（2015 年 11 月～）事業地事業規模】 

２０１６緑化植林派遣団予定 ※ご希望の方には詳細資料をご案内致します。 

●寧夏・固原市プロジェクト植林緑化派遣団 
 事業名：日中青年寧夏固原市生態緑化モデル林 
 実施日：２０１６年５月１３日（金）～１６日（月）４日間 ※予定です。 
●内モンゴル多倫県プロジェクト植林緑化派遣団 

 事業名：日中青年灤河源生態緑化モデル林事業／蒙京津冀青少年生態緑化モデル林プロジェクト 

実施日：２０１６年７月２２日（金）～２７日（水）６日間 ※予定です。 

 

 

 

 

日中緑化交流基金の２０１５年度助成金（2015年11月～2016年10月）が確定しました。２０１６年の

協賛会費と植林緑化派遣団ご参加を呼びかけます。 

２０１５年度（2015年 11月～2016年 10月）の事業地模様  

2015年度（2015・11～2016・10）の活動予定 

Ⅰ．会報「緑の架け橋」年 2回発行 
Ⅱ．協賛呼びかけ 
Ⅲ．植林協力金の要請 
Ⅳ．植林緑化派遣団の実施 

 

【2014 年度収支（2014年 11 月～2015年 10月）】 
収 入             支 出 




