
 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 7月 31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　44名 /累計　579名
青年海外協力隊員数
派遣中 38名 累計 536名

シニア海外ボランティア数
派遣中 6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 9名

日系社会シニアボランティア数
派遣中 0名 累計 4名
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進路相談カウンセラー　荒 　 柾 文
私は協力隊のOB（昭和44年度第2次隊 マレーシア）で
す。帰国後の進路については悩んだ一人として、ご一緒に
考えたり、情報を提供したり、お手伝いができればと思っ
ておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。また、
福島青年海外協力隊の会をはじめ、福島県青年海外協力
隊を支援する会、二本松地球市民の会等の関係機関の皆
様と連携を図りながらJICAボランティア事業の発展に意
を尽くしたいと考えておりますので、関係者の皆様どう
ぞよろしくお願いいたします。（カウンセラー室勤務は、
原則水・木曜日ですが、いつでもご連絡ください）

■カウンセラー室
〒963-8004 福島県郡山市中町 3-1  ビュープラザ郡山 2階
TEL.024 － 934－ 2334
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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    
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2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ィアの派派遣前訓練はは、平成２３年度度第１次隊からら、ＪＪＪＪＩＣＣＣＩＣＩＣＩＣＩＣＩＣＩＣＩＣＣＡ大Ａ大Ａ大Ａ大Ａ大Ａ大ＡＡ大Ａ 阪（阪 大大阪府茨木
市）ままたはＪＩＣＡ駒駒ヶ根（長野県県駒ヶ根根市）で実実施していますす。ＪＩＣＡ二本松松１１７名、ＪＪＩＩＣＣＣＡＣＡＣＡＣＡＣＡＣＡＣＡＣＡＣＣＣＣＣ 駒ヶ駒ヶ駒ヶ駒ヶ駒ヶ駒ヶ駒ヶ駒駒駒駒ヶ根1根11111根1根根根根根 75757 名の名 ボラン
ティアアが、７月７日（木）に派遣前訓練をを開始しまました。

JOCV　小川　晃世
出　身　地：会津若松市
派遣予定国：ヨルダン　
職　　　種：美術

JOCV　松井　智宏
出　身　地：福島市
派遣予定国：ミクロネシア　
職　　　種：小学校教諭

JOCV　中野　淳一
出　身　地：いわき市
派遣予定国：パナマ　
職　　　種：体操競技

震災や任国の変更など、出発前に色々とありましたが、今はヨルダ
ンで精一杯頑張っていこうと思っています。日本（特に福島）はまだ
まだ大変な時期が続きますがともに頑張りましょう。福島の事は、向
こうでも色々紹介していきます。

多くの方々に支えていただいてここまで来られたということへの感
謝の気持ちを忘れず、互いに学び合いながら、今自分にできることを
一所懸命やって、みんなにとって良い活動になるように努力していき
たいと思います。

現地では競技選手及び指導者の育成、練習プログラムの構築・支
援などを中心に活動を行っていきます。二年間の活動で学んだこと
を少しでも社会還元、また福島の復興に貢献できるよう精一杯活動
してきます。

ＪＩＣＡ二本松業務課調査役   　横田　隆浩
はじめまして、6月末にパプアニューギニアより帰国し、7月1日、
二本松に着任しました。尾瀬をはさんだ向こう側の群馬県出身です。
これまでパプアニューギニア、金沢、東京、パプアニューギニアと
回ってきました。福島・二本松は今回が初めてですが、「うつくしま、
ふくしま」の魅力を早く吸収し、訓練所の仕事とあわせて、その魅力
を地域の皆さんと一緒に発信していければと思います。よろしくお願
いいたします。

語学講師　　黒木　靖子　
教授言語：アラビア語

■ JICA大阪　

■ 駒ヶ根訓練所

着 の 知任 お らせ

着 の 知任 お ら せ

ＪＩＣＡ二本松での140日間

 9 月   8 日（木） 平成23年度第 2次隊 派遣前訓練修了

 9 月 12日（月）～
　　  16 日（金）

ＪＩＣＡボランティア出身地自治体 
赴任前表敬挨拶

 9 月 16日（金） ＪＩＣＡ国際協力中学生・高校生
エッセイコンテスト 2011 募集締切

 9 月 19日（月） 教師海外研修 募集締め切り

10月   1 日（土）～
11月   7 日（月）

ＪＩＣＡボランティア
平成 23年度秋募集 応募受付期間

10月   6 日（木） 平成 23年度第 3次隊　入所式

10月 24日（月） グローバル教育コンクール 2011　
募集締切

10月 30日（日） ＪＩＣＡボランティア 1日体験

月～      月のイベント  月月月月月月

■ＪＩＣＡボランティア募集説明会
平成 23年度 秋募集開始！県内 5ヶ所で募集説明会を行います。

開催地 開催日 時間 説明会場

福 島 10月 2 日（日） 14:00 ～ 16:00 コラッセふくしま
小会議室 402

い わ き 10月 16日（日） 14:00 ～ 16:00 いわき産業創造館（ラトブ）
6階セミナー室

郡 山 10月 22日（土） 14:00 ～ 16:00 ビッグアイ 第１会議室

会 津 若 松 10月 29日（土） 13:00 ～ 15:00 鶴ヶ城体育館

二 本 松 10月 30日（日） 15:00 ～ 17:00 JICA二本松 A会議室
※会津若松会場は、「ふくしま青年海外協力隊の会」によるボランティアセミナーとして
行います。（内容は他の会場同じです）

■ 訓練所で体験しよう！
～ JICAボランティア１日体験 参加者募集～
開 催 日 平成 23年 10月 30日（日）

時 間 10:00 ～ 15:00

問 合 わ せ 下記訓練所 募集・広報担当まで

JICA二本松


