
●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
便振込用紙にてお願いします。2017 年
度活動は2017年11月～2018年10
月）となります。 
●緑化植林派遣団は4月と7月に実施さ
れます。添付、要綱案内にてご参加を呼
びかけます。 

 

 

 

 

 

緑 の 架 け 橋 へ 

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１6 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。 

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。 

2017年は５月10日から寧夏回族自治

区固原市、７月 20 日から内モンゴル多倫

県(２事業地)で植林活動を実施。3 カ年計

画の最終年ということもありそれぞれ全

体的な総括を行い、結果、それぞれ四期目

として継続することになりました。 

今年は３事業地とも第四期として継続

し来る４月、７月に緑化派遣団を予定して

います。※詳細、別添 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

会報第 31号 
（協賛会員登録呼掛版） 

2018 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  

寧夏・固原市、内モンゴル・多倫県（２件）の植林事業が四期目へと継続されます 
IFCCの「日中の緑の架け橋を」事業は、足掛け 16年となります。2017年度助
成金(2017年 11月～2018年 10月)で日中緑化植林活動を継続していきます。 
 

 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 

口座名：緑の架け橋推進センター（いずれも） 

会報は事業主催（ＩＦＣＣ）の植林プロジェクト特集となります 

 

寧夏・固原市事業実施地・全景 16・5・14 

 

内モンゴル・滦河源第ニ期事業地 16・7・22 

 

～植林活動と友好交流が、大河の一滴となるように～  

灤河源プロジェクト・樟子松（2017・7・22） 

固原市プロジェクト・雲杉、丁香 混栽模様（2017/10） 



２０１7 年度（2017 年 11 月～2018 年 10 月）の事業地原状と事業規模
  

2 0 1 7 年 度 活 動 予 定 

Ⅰ．会報年 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

     
 

 
 
 

 

 

区分 
日中青年寧夏固原市生態 緑 
化モ デ ル 林  四期目 摘 要 
事業経費(千円) 内容 

植林 15,811 21,500 本(25ha)  苗木購入、植え付け、補植など 
保育 1,650 潅水・農薬散布・施肥等 潅水,施肥,農薬散布,獣害防除 
機材調達 413 農薬散布器、ﾎｰｽ、肥料等 造林用作業具、農薬散布機等 
基盤整備 1,320 灌漑設備等 作業道、灌漑水路整備 
事務経費 320 通信・印刷等  

技術者派遣 500 派遣旅費等  

その他 0 測量計画費等  助成経費以外の経費 
合計 20,014(内、助成 9,200)  

区分 

蒙京津冀青少年生態緑化モデル 
林プロジェクト  四期目 摘 要 

事業経費(千円) 内容 

植林 6,385 54,500本(33ha) 苗木購入、植え付け,補植など 
保育 2,450 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 490 消火器、肥料等 造林用作業具、農薬散布機等 
基盤整備 1,155 灌漑設備等 灌漑水路整備 
事務経費 270 通信・印刷等  

技術者派遣 500 派遣旅費等  

その他 1,039 技術指導等 助成経費以外の経費 

合計 12,289(内、助成 8,100)  

区分 

日中青年灤河源生態緑化 
モデル林事事業 四期目 摘 要 

事業経費(千円) 内容 

植林 10,362 73,000 本(40ha)  苗木購入、植え付けなど 
保育 5,610 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 0 消火器、肥料等 造林用作業具、農薬散布機等 
基盤整備 495 灌漑設備等 灌漑水路整備 
事務経費 270 通信・印刷等  

技術者派遣 500 派遣旅費等  

その他 496 測量計画設計費 助成経費以外の経費 
合計 17,733(内、助成 8,500)  

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 84,000  通信・送料 228,921 電話代含む 
植林協力金 100,000 派遣団より 事務局費 268,265 翻訳、会場費等 

寄付金 0  事業費 1,444,260 派遣費補填  
賛助金 394,260  印刷代 171,090 会報 2 回含む 
助成金① 450,000 事務経費、基金より  備品・消耗品 0  
助成金② 1,050,000 派遣経費、基金より ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ自己資金        0                     
会場費 0 学習会参加費 返済金 0  
借入金 294,138 IFCC より 未払金 240,000 15 年度分事務所/ 
雑収入 0 団費余剰分 雑費 19,862  送金料 

計 2,372,398 計 2,372,398 

貸 方 借 方 借方の説明 
通帳 36,009 郵便振替 24,000 返済金 250,000 立ち上げ資金 250,000 
現金 0  16 自己資金 178,138 借入金 294,138 16IFCC 

    未払金 240,000 1６事務所代 

計 238,147   計 784,738 

   

蒙京津冀青少年生態緑化モデル林プロジェクト事業地  

２０１8年・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 実施日：2018年 4月 19日～23日 5日間 
●内モンゴル多倫県プロジェクト植林緑化派遣団 実施日：2018年７月 19日～24日 6日間 

 

 

 

 

日日中中緑緑化化交交流流基基金金のの２２００１１７７年年度度助助成成金金（（22001177 年年 1111 月月～～22001188 年年 1100 月月））がが確確定定ししままししたたののでで新新年年度度協協賛賛

会会費費とと植植林林緑緑化化派派遣遣団団へへののごご参参加加をを呼呼びびかかけけまますす。。  

【プロジェクト 2016年度収支（2016年 11月～2017年 10月）】（仮） 

プロジェクト 2016年度の活動 
2002年から始まった IFCCの「Ｉ
ＦＣＣ緑の架け橋プロジェクト」
は今年で１6 年目となります。14
年から開始した 3 つのプロジェク
トは昨年最終年度で、派遣団 2 回
を実施、会報 2 回発行してきまし
た。 

 

 

【2016年度貸借表】単位・円 

日中青年灤河源生態緑化モデル林事業地 

日中青年寧夏固原市生態緑化モデル林事業地

儀湯時 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真で見る植林活動 

左上、右下：寧夏回族自治区・固原市で補植。地元青年連合会の呼掛けで

ボランテイアの若者たちと（2017/5/11） 

右上：固原市事業地記念碑の前でボランテイアの若者と（2017/5/11） 

左上、右上：内モンゴル多倫県の蒙京津冀プロジェクト事業地で補植（2017/7/21） 

左中、左下：内モンゴル多倫県の灤河源プロジェクト事業地で保育状況視察し、補植

を行う（2017/7/22） 

右下：灤河源プロジェクト事業地記念碑の前（2017/7/22） 



2017年度（2017年11月～）

原状と植林後

内モンゴル


