
 読者の皆様へ 
福島県内の小・中・高・大学等、
会社、団体で行っている国際協
力活動を紙面でご紹介します。
情報をお寄せください。

福島県出身 JICA ボランティア  2011 年 5月末日現在（派遣中）
福島県出身 JICAボランティア人数
合計派遣中　47名 /累計　575名
青年海外協力隊員数
派遣中 38名 累計 530名

シニア海外ボランティア数
派遣中 9名 累計 30名

日系社会青年ボランティア数
派遣中 0名 累計 10名

日系社会シニアボランティア数
派遣中 0名 累計 5名
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JICA二本松へのアクセス

独立行政法人国際協力機構 二本松青年海外協力隊訓練所
〒964-8558　福島県二本松市永田字長坂4-2  TEL.0243-24-3200　FAX.0243-24-3214

募集・広報担当 E-mail：jicanjv@jica.go.jp

◆本誌、バックナンバーがご覧になれます…URL http://www.jica.go.jp/branch/ntc/jimusho/newsletter.html

※皆様からのご意見等をお待ちしております。本誌に関わるご意見・情報の連絡先    
国際協力推進員　清海陽子   財団法人福島県国際交流協会 JICAデスク    TEL:024-524-1315 FAX:024-521-8308
〒 960-8103 福島県福島市舟場町 2-1 福島県庁舟場町分館 2階  Email:jicadpd-desk-fukushimaken@jica.go.jp

福島県出身のJICAボランティア 平成23年度第1次隊
※紹介欄にあるＪＯＣＶとは「青年
海外協力隊」、ＳＶとは「シニア海
外ボランティア」のことです。

二本本松訓練所に入所所予定だったボボランテティアの派派遣前訓練はは、ＪＩＣＡ大阪（大阪阪府茨木市市）またたたははＪはＪはＪはＪＪはＪはＪはＪはＪはＪＩＣＩＣＣＣＡ駒ＡＡ駒Ａ駒Ａ駒Ａ駒Ａ駒ＡＡ駒ＡＡＡ駒Ａ ヶヶヶヶ根根（長（長（長（長長野野野野
県駒駒ヶ根市）で実施施することに変更更いたたしましたた。ＪＩＣＡ大阪阪では145名、ＪＪＩＣＡ駒ヶ根ででは17222名の名の名の名名名名の名の名の名名名ののボララボラボラララララボラララボラボランテンテンテンテンテンテンンンンンティアィィアィアィアィアアアがががが、がが、が、が、がが、、が、
4月66日（水）に派遣遣前訓練を開始始しましした。

JOCV　草野　恵美
出　身　地：いわき市
派遣予定国：フィリピン　
職　　　種：村落開発普及員

JOCV　移川　美季
出　身　地：本宮市
派遣予定国：ザンビア　
職　　　種：公衆衛生

JOCV　斎藤 久美子
出　身　地：川俣町
派遣予定国：ニカラグア　
職　　　種：青少年活動

JOCV　大石　容子
出　身　地：福島市
派遣予定国：セネガル　
職　　　種：村落開発普及員

JOCV　高野　彩子
出　身　地：福島市
派遣予定国：バングラデシュ　
職　　　種：村落開発普及員

JOCV　兼子　千穂
出　身　地：湯川村
派遣予定国：ザンビア　
職　　　種：獣医・衛生

JOCV　中根　倫子
出　身　地：いわき市
派遣予定国：フィジー　
職　　　種：理数科教師

日系社会シニア・ボランティア　
武藤　啓一
出　身　地：喜多方
派遣予定国：ブラジル　
職　　　種：野球

今回支援をして頂いた多
くの人達に現状を報告する
とともに感謝の意を伝え、
日本と相手国の架け橋と
なって二年間活動して参り
ます。

ザンビアでは地域のクリ
ニックでHIV対策を中心に
活動します。訓練所での学
びを生かし、頑張っている
日本の一員として精一杯活
動して参ります。

このような時に快く送り
出してくださる皆様に心よ
り感謝しております。私を
育んでくれた、“福島の人
づくり”でニカラグアの
人々に少しでも貢献できる
よう、精一杯頑張って参り
ます。福島市の実家の状況をき

くと居たたまれない気持ち
になりますが、迷いながら
も、長年の夢を叶えてこよう
と思います。１年９ヶ月、西
アフリカで頑張ってきます。

２年間の協力活動を通し
て自分自身を汎用性の高い
人間に成長させ、福島に帰
り復興のお手伝いをしたい
と考えています。

今、たくさんの方々の支
えがあってここまで来られ
たことに心から感謝しま
す。現地で多くのことを吸
収し、帰国後には必ず福島
に還元していきたいです。

ＪＩＣＡ二本松 青年海外協力隊訓練所   所  長　水谷　恭二
初めまして、4月末、パプアニューギニアより帰国し、二本松に
参りました。残念ながら福島ではなく福岡出身ですが、東京の協力
隊事務局に勤務していたころ、訓練所開設時以来、たびたび参って
おりましたので、二本松駅、福島交通のバス等なつかしさでいっぱ
いです。地域のみなさまのご支援、ご協力で17年、訓練所がすっか
りおなじみとなっておりますことを、厚く御礼申し上げるとともに、
今後ともよろしくお願い申し上げます。

ＪＩＣＡ二本松 　　　　
進路相談カウンセラー　　荒

あら

　柾
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ふみ
　

カウンセラー室が変更になりました。
〒963-8004
福島県郡山市中町 3-1 ビュープラザ郡山 2階 
206/207 号　TEL.024-934-2334

「数学教育向上プロジェ
クト」の支援活動を行いま
す。現地のニーズに合った
適切な支援をすることがで
きるよう、現地の方々と共
に学び、考えながら精一杯
努めたいと思います。

BRICSの躍進により脚光
を浴びるブラジルと歴史あ
る日系社会の中で、新たな
活動を展開して行きたいと
思います。

■ JICA大阪　

■ 駒ヶ根訓練所

■ JICA横浜　

ＪＩＣＡ 本松 青年

着 の 知任 お らせ

医療・健康
3 月 二本松市社会福祉協議会

福島県社会福祉協議会
渡辺歯科医院（歯科衛生用品も寄贈）
岩崎歯科医院
東雲堂医院（二本松市）
佐久間内科小児科医院（二本松市）
東京慈恵会医科大学附属病院
福島県立医科大学附属病院
ふくしま青年海外協力隊の会によるリフレッシュ体操

4 月 安達歯科医師会（本宮市）
あだたら歯科医師会
福島県障害者支援ネットワーク
福島医療専門学校〈整体、鍼灸マッサージ〉
ＮＰＯ法人日本法輪大法学会有志〈気功体操〉
岩崎歯科（二本松市）
福島県立医科大学附属病院神経内科
ＪＯＣＶリハビリテーションネットワーク〈マッサージ、
炊出し〉
村上医院（福島市）

5 月 日本赤十字社
タイ国シリキット王妃小児健康研究所病院
福島県柔道整復師会
滋賀県立医大
大野病院
歯科技工士：青木様〈口腔ケア相談〉

物　　資
3 月 二本松市（各種生活物資）

大七酒造株式会社（二本松市）〈甘酒〉
株式会社ユニクロ 〈衣料品〉
BVD（下着類）
豊田工機（下着類）
日本放送協会福島放送局 〈テレビ〉
ライオン菓子株式会社 〈菓子〉
財団法人日本サッカー協会 〈ボールなど〉
株式会社セシール 〈婦人用下着〉
株式会社フジボウアパレル 〈男性用下着〉
株式会社ジェイテクト 〈男性用下着〉
生活共同組合 〈カップラーメン〉
株式会社ヨークベニマル 〈食料〉
ソニー株式会社 〈ラジオ〉
社団法人二本松青年会議所 〈本、DVD、TVなど〉
愛知県豊橋市農家の方々 〈元ＪＩＣＡボランティア秋山
晃一様を通じて野菜提供〉
二本松市民の皆様〈ラジカセ、リンゴなど〉

4 月 二本松市社会福祉協議会（野菜、うどん等食料）
神奈川県　加藤様〈子ども用テント、おもちゃ等〉
長崎市（文具）
星製薬株式会社（薬品）
株式会社バイタルネット（手洗い消毒液）
フットボールコミュニケーションアカデミー〈おもちゃ〉
CHOCO-REVO〈チョコレート〉
NPO法人フードバンク山梨〈うどん等〉

5 月 福島県（各種物資）
ガーナ野口記念医学研究所〈チョコレート〉
資生堂（化粧品）
中古自転車（東京都新宿区）

炊き出し
3 月 日の丸サンズ株式会社（本社 東京）〈ラーメン、カレー、豚汁〉

みなみやま観光株式会社（南会津）〈豚汁＆すいとん〉

4 月 株式会社奈良屋（南会津）〈うどん〉
商船三井興産株式会社（本社 東京）〈シチュー、カレー〉
天理教 災害救援ひのきしん隊 〈豚汁〉
公益財団法人モラロジー財団研究所〈お好み焼き〉
群馬県渋川市の皆さん 〈こんにゃくおでんなど〉
山口県美祢市なかしん〈コロッケ、たこ焼き、からあげ〉

5 月 株式会社鳥藤本店（双葉郡富岡町）〈ハンバーグ弁当〉
ツキジキッチン（東京）〈ビーフシチュー等〉
財団法人二本松青年会議所 〈バーベキュー等〉
ラーメン店『住吉屋』〈ラーメン、チャーハンなど〉
ブラッスリー・ラ・ムジカ（東京）〈カレー、デザート〉

そ の 他
3 月 宍戸竜司様（二本松市出身）〈物資調達 ･運搬調整〉

4月 東京都教諭上田純一氏（二本松市出身）〈学習指導〉
ふくしま青年海外協力隊の会 〈学習指導〉
茨城県の広瀬様 〈ヘアカット〉
メガネのパリミキ〈メガネ調整〉
障害者支援ネットワーク〈心理カウンセリング〉
緊急クラウンジャポン 〈ピエロ余興〉
福島大学学生 〈学習指導〉
陸上自衛隊福島駐屯地音楽隊〈音楽演奏〉
株式会社ワールドインテック（北九州市）〈就職相談会〉
福島県弁護士会 〈相談会〉
福島在住グループ 〈西アフリカ太鼓演奏〉
風船工房MORITTO（福島市）〈バルーン教室〉
障害者支援ネットワーク及び同会員〈心理カウンセリン
グ、相談等〉

5月 株式会社オリエンタルランド〈ディズニーキャラクター〉
株式会社インフィオラータ・アソシエイツ（東京）〈バラ
のアートワーク〉
株式会社福島ユナイテッドＦＣ〈フットサル教室〉
ふくしま青年海外協力隊の会〈地球体験キャラバン〉
個人ミュージシャン（佐賀県、静岡県）〈音楽演奏〉
陸上自衛隊第 12音楽隊（群馬県）〈音楽演奏〉
NHK交響楽団 船木様、杉原様〈バイオリン演奏〉
NGOあいのて〈音楽演奏〉
小島栄美子様、井上嘉美様 〈ヘアカット〉
三上博史様（青年海外協力隊OB）〈スポーツ交流会〉
福島県社会保険労務士会〈相談会〉
福島県司法書士会〈相談会〉
京都市災害ボランティア支援センター〈仮設住宅移転支援〉
庄司様〈長友佑都選手とのインターネット交流イベント〉
東京のグラフィックデザイナーによる子供向けミニ四輪
工作教室
鈴木幸二様、安斎都男様、貝津正一様、貝津久様、村松
康郎様（二本松市）〈ヘアカット〉
読売日本交響楽団有志〈弦楽四重奏〉

ＪＩＣＡ二本松にご支援のご協力をいただいた団体・個人の方々

継続支援いただいている場合は、初回時期のみを記載して
あります。
出来る限り掲載させていただきましたが、もし万一漏れが
ある場合は何卒ご容赦願います。

（順不同、5月 31日現在）

～ＪＩＣＡは福島を応援します～
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