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日系社会ボランティア特集

２００９エッセイコンテスト結果

訓練所の１日

英語を学ぼう（出前講座）

元気にやっとるけ
　
長野県出身ボランティア
奮闘レポートリレー
出発コメント

メールマガジン開始
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特集・日系社会ボランティア

JICA駒ヶ根
メールマガジン

登場！！

かつ また ひろ み



こ ばやし よし ひろ

の ぐち く み こ

特集・日系社会ボランティア
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長野高校･草間さんん
2009年度JICAエッセイコンテスト2009年度JICAエッセイコンテスト2009年度JICAエッセイコンテスト

駒ヶ根訓練所では英語、スペイン語、フランス語、ロ
シア語、ネパール語、シンハラ語（スリランカ）、ベンガ
ル語（バングラデシュ）、キルギス語など、ボランティア
が途上国で使用する言語の学習に取り組んでいます。
65日に及ぶ派遣前訓練では、公立中学校3年間の外
国語授業の約3分の2に当たる210時間の語学授業
が組み込まれています。訓練修了後はすぐ、外国語一
色の生活が待っています。
そこで訓練終盤には日本語を使わず、極力学習中の
言語で生活する「Target Language Week（ターゲ
ット・ランゲージ・ウイーク）」があります。期間中は「ブエ
ノスディアス」「ボンジュール」「ナマステ」「アッサラー
ムアライクム」など、様々な言語のあいさつが飛び交
います。授業中はもちろん、休み時間や食事中も学習

中の言語だけでコミュニケーションを行っています。
伝えられないもどかしさや、伝わったときの感動を味
わい、これから出発する派遣国での生活を想像しなが
ら、訓練生は日々の語学学習に取り組んでいます。
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「エーデルこまがね」では認知症高齢者の方々が2つのアルプスに抱かれた豊か
な自然環境の中、ゆったりと生活しています。訓練で訪れるJICAボランティアは
職員の補助や利用者との会話を楽しみながら1日を過ごします。

エーデルこまがね（駒ヶ根市）

　所外活動の受け入れを始めて3年が経ちました。利用
者の方々は協力隊員を孫のように思っていて、毎回訪れ

るのを楽しみにし
ています。最初は
何をしていいか
分からず、戸惑っ
ているボランティ
アも、時間をかけ
るうちに笑顔で利
用者と会話をした
り、折り紙をした

りし始めます。職員ではない外部の方と関ることで、利用
者の方にもいい刺激になっているようです。
　活動2日目はボランティアがゲームや踊りを披露して
くれます。中でも出身地の民謡を歌って下さったことが
印象的でした。活動が終わるころには手を握り「また来て
ね」と2年後の再会を楽しみにする利用者も多くいます。
職員が 普段、手の届かないところの環境も整備して頂き
非常に感謝しております。
　実はここの職員の娘さんも協力隊に参加中です。途上
国で活躍している皆さんには、体には十分気をつけて精
一杯頑張って欲しいと思います。

うち しろ まさ と

2009年度JICAエッセイコンテスト
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ウズベキスタンの首都タシケントに赴任して早1年。首都といえども道はデ
コボコな上、マンホールのふたがないことがあり、ここでは「上を向いて歩こ
う」というのはちょっと危険です。またゴミの分別が全くないのは、便利な反面、
ゴミ出しのたびに良心が傷みます。
私の配属先、ウズベキスタン日本人材開発センターでは、ビジネス人材の育
成と両国の理解促進を目的に、様々な活動を展開し、年間7万人近い来館者が
あります。私が携わっている相互理解促進事業では、茶道や折り紙など日本文
化の紹介や体験教室のほか、ウズベキスタンの伝統楽器を在留邦人の方が習
う機会も提供しています。学校や幼稚園を訪問しての出張折り紙教室も行って
おり、出来上がった作品を得意そうに見せる子どもたちの笑顔に癒されています。多種多様な参加者のニーズに応
えるため日々奮闘しているうち、自分自身の引き出しが増やせたように思います。
こちらに来て、日本人のもったいない精神を伝えられたらと、端切れを利用した布わらじ作りも教え始めました。日
本のアニメブームを背景に「マンガの描き方」講座を始めたところ、子どもを持つ主婦層までが参加してくれました。

今年5月には、盆踊り祭りを開催する予定です。スタッフや支援者の
方々とともに、日本の夕べをウズベキスタンの皆さんの心に届けた
いと思っています。

ウズベキスタン
青少年活動（飯田市）

私は南米チリの首都サンチャゴに2009年3月下旬に赴任しました。チリの
国土は南北約4000ｋｍ、東西の幅平均175ｋｍでウナギの寝床のような国で
すが、面積は75万平方ｋｍで日本の２倍あります。細長い領土の西側は太平洋、
東側は5000～6000ｍ級のアンデス山脈、北部は1000ｋｍに及ぶ砂漠、そ
して南部は南極に囲まれておりいわゆる陸の孤島と言えます。国土の80％が
山岳部であり火山も多く約50の活火山があり長野県とよく似てい
ます。
私は国際協力庁に派遣されチリの機械・金属工業の工場を毎日
訪問して、生産性向上の指導をしています。私が訪問・指導する企
業の管理者・作業者は私のアドバイスを素直に聞いてくれるので
大変うれしく思います。まだいろいろな点で日本より管理レベルは
低いですが少しずつ向上していることがわかります
チリ人は一般に陽気で、たいへん親切な国民です。例えば電車の
中で妊婦や赤ちゃんを抱いている人や老人が乗ってくると数人の人
が席を立ってどうぞと手招きします。私の残り任期中多くの企業を
訪問して、さらに指導改善していきたいと思います。

チリ
経営管理（安曇野市）

く どう もとひこ

なが た ま み こ

ウズベキスタン

チリ
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龍野　瑞季 さん
中央アジア・キルギスの西部タラスで観光振興を目指し
活動する予定です。人々との出会いを大切にし、現地の
人の心に残る活動がしたいです。支えてくれる周りの人
たちへの感謝の気持ちを胸に、健康第一で頑張ります。

フィリピンのレイテ島州都、タクロバンへ行きます。マン
グローブの海に育つ蟹の生産のために働く予定です。
レイテは日本とも歴史的に関係が深く、民俗誌の宝庫
なので楽しみです。

（フィリピン／村落開発普及員／伊那市）

小林　貴之 さん
アフリカ大陸にあるモザンビークに村落開発普及員と
して派遣され、農民の所得向上などに携わる予定です。
国際協力という幅広い活動の中で、自分に何ができる
かまだ分かりませんが、少しでも現地の人の役に立てれ
ばいいと思います。　

たつ の　　 みず き

お ざき         ま り こ

尾崎　真理子 さん

こ ばやし たか ゆき

富井　久美子 さん
（タイ／作業療法士／飯山市）
障がい児ホームで作業療法士として活動します。現地
スタッフと共に考え、行動し、時には背中で語りかけ、障
がい児の生活をよりよくするお手伝いができればと思
います。笑顔を忘れずに、日常生活も楽しみタイです。
　

とみ い く み こ

首都ダカールから東に約500キロ。タンバクンダ州に
ある病院で整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5Ｓといわれ
る活動を行う予定です。応援してくれる人たちへの感謝
を忘れず、浅間山の麓での看護師経験をいかし、現地の
人と共に元気に2年間精一杯頑張ってきます。

坂本　夏希 さん
（セネガル／看護師／御代田町）

さかもと　　 なつ き

中村　彩子 さん
第三の都市・トドゥク市の市役所で文書管理の仕事を担
当します。文化も価値観も違う国では、自分の無力さを
実感するかもしれませんが、できることから着実にこな
そうと思います。何よりも、ブルキナ人のありがとうと笑
顔のために。真摯に元気にがんばってきます！

なかむら　　 あや こ

私は野菜栽培を教えにセネガルのカオラックに行きま
す。任国の発展に少しでもつながるよう、しっかりと役割
を果たしてきたいと思います。

（セネガル／野菜栽培／川上村）

山田　紗織 さん
元協力隊員である兄の背中を見たことがきっかけで協力隊
を志して早10年。念願かなって、西アフリカのセネガルに
派遣されます。今日ここにいられることの幸せと感謝の気
持ちを忘れずに、寂しくなったら信濃の国を聞きながら、現
地の方と話し合い、悩みながら、「共に生きる」ことができた
らと思っています。

はら　　　 のぼる

原　　昇 さん

やま だ　　　 さ おり

「パナマ運河」で有名なパナマで野菜栽培隊員として、貧困の格
差が顕著な農村で唯一の現金収入源であるコーヒーの栽培支
援、有機農業、稲作、販売ルートの確保などに携わる予定です。
不安もありますが、やりたいことは沢山あります。念願の一歩を
応援してくれる家族やみな様方への感謝を忘れず、半人前です
が一 丁前の希望を持って、2年間精一杯頑張ってきます！

渡辺　信也 さん
（パナマ／野菜栽培／中野市）（パナマ／野菜栽培／中野市）

わたなべ　　しん や

（モザンビーク／村落開発普及員／上田市）

石坂　あゆみ さん
パリダカールラリーで知られているセネガル。HIV陽性
者へのケアを行っている病院で、情報管理などソフト面
から医療をサポートしてきます。まだまだ力不足は感じ
ますが、現地の人達と一緒に成長し、ともに実りある2
年間にしたいです。

いしざか

（セネガル／PCインストラクター／長野市）

（キルギス／観光業／上田市）

（ブルキナファソ／行政サービス／原村）

（セネガル／村落開発普及員／長野市）

今井　寛 さん
（コスタリカ／マーケティング／千曲市）
大手食品製造会社で果実、野菜等の生原料の仕入れ調
達（品種改良、栽培技術指導を含む）を38年間やってき
ました。定年を節目に長年の経験で得た知識、技術を開
発途上国の農業発展のために役立てたいと考え、志願
しました。

いま い  　ひろし

江崎　玲子 さん
（インドネシア／日本語教育／富士見町）
インドネシア・バリ島に、日本語教師として赴任します。
昨今、介護士を目指してインドネシアから来日される方
も多く、言語による意思疎通の問題もあるようです。多
くの方々のお役に立てる２年間でありたいと考えていま
す。

え さき　　 れい こ

冨田　健太郎 さん
（パラグアイ／土壌分析／長野市）
現職ですが、前回はパナマ、今回はパラグアイに赴任し
ます。今まで、協力隊時代からパナマ、コロンビア、ブラ
ジル等において海外経験を積んできました。これらの経
験は将棋の駒として使えますが、任国では初心を忘れ
ず、取り組む所存です。

とみ た 　けん た ろう

JICA駒ヶ根JICA駒ヶ根
メールマガジンメールマガジン

登場！！登場！！登場！！

新ボランティアのみなさん
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派遣中JICAボランティア（平成２２年１月31日現在）

編集後記

　年が明けてからハイチ、チリと大地震が相次ぎ、甚大な被害が出ました。
JICA関係者を含む日本人の無事は確認されましたが、多くの方の日常生
活が一瞬にして奪われてしまいました。国際協力に携わる者、そして地震国
に住む者として、無関心ではいられない状況が続いています。
　新年度からJICA駒ヶ根のメールマガジンが始まります。県内の国際協力
の輪をどんどん大きく広げたいと思っています。ご期待ください。（塩）　

平成２２年１月31日現在

①青年海外協力隊員数
　　派遣中
　　帰　国
　　累　計
②シニア海外ボランティア数
　　派遣中
　　帰　国
　　累　計

４５名
６０６名
６５１名

１２名
32名
４４名

（内女性３２名）
（内女性２６８名）
（内女性３００名）

（内女性４名）
（内女性6名）
（内女性１０名）

③日系社会青年ボランティア数
　　派遣中
　　帰　国
　　累　計
④日系社会シニアボランティア数
　　派遣中
　　帰　国
　　累　計

0名
17名
17名

1名
2名
3名

（内女性0名）
（内女性9名）
（内女性9名）

（内女性0名）
（内女性0名）
（内女性0名）

JICAボランティア派遣実績

募集期間：4月1日（木）～5月17日（月）

青年海外協力隊＆シニア海外ボランティア
平成22年度　春募集開始！

駒ヶ根訓練所１日体験入隊
参加者大募集！

4月

6月

5月

APRIL

MAY

JUNE


