
理事長、北海道大学で講演 学生、市民へ向けメッセージを発信！ 

 6月12日に札幌を訪問した田中理事長は、北海道副知事と札幌市長と面会し、
今後の更なる関係強化に向けて意見交換しました。また、JICAと連携協定を結

んでいる北海道大学において「世界情勢と日本の国際協力」と題する特別講演
を行い、学生・大学関係者等200名が参加しました。  

http://www.jica.go.jp/sapporo/topics/2014/ku57pq00000d8anf.html  

★札幌のことをもっと知りたい方は http://www.jica.go.jp/sapporo/index.html     

 全国15か所の国内拠点は、「地域と途上国の結節点」として、市民、NGO、地方自治体、民間企業等
の多様なアクターとの連携を強化しています。地域に根を張り、JICAの顔として多様な事業を展開する
国内拠点の取り組みを、広く知ってもらうため、国内事業部の月刊ニュースとして「今月の国内拠点＆国
内部」を発刊することになりました。より多くの方に、国内拠点の頑張りや国内事業部関連事業への理
解を深めていただけると幸いです。                2014年7月8日 国内事業部長 岩切 敏 

エチオピア大使が来帯、十勝の環境・農業技術を視察 

 エチオピア駐日大使が5月に帯広を訪問しました。中小企業連携基礎調査に

採択された有限会社タナベが、同国で大型廃棄物の改善等調査を実施中のた
め、同社を視察。併せて、帯広市役所、帯広畜産大学などを訪問し、エチオピア
と北海道・十勝の交流の今後一層の発展に向け意見交換しました。 

http://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2014/140526_01.html 

★帯広のことをもっと知りたい方は http://www.jica.go.jp/obihiro/index.html 

 

JICA筑波で田植え祭り（さなぶり）を開催！ 

 5月17日（土）新緑も目映い青空の下、豊作を祈願しながら、田植え祭り『さな

ぶり』を行いました。田植えを初めて体験する研修員と、市民の皆さんに田植え
を楽しみ、ネリカ米を使ったキーマカレー試食も大好評でした。 

http://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2014/ku57pq00000d6i34.html  

★筑波のことをもっと知りたい方は http://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html 

荒川区教育委員会と出前講座にかかる覚書を締結 

 荒川区教育委員会とJICA東京は、国際理解教育プログラム「夢や希望を語り
合う・ようこそ青年海外協力隊」実施に関する今年度の覚書を締結しました。 

http://www.jica.go.jp/tokyo/topics/2014/ku57pq00000d7o6w.html 

★ＴＩＣのことをもっと知りたい方は http://www.jica.go.jp/tokyo/index.html  

◆北海道（札幌）   

◆北海道（帯広）    

◆筑波   

◆東京    
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祝！JICA関西月替りエスニック料理７万食突破！ 

5月19日、2007年から始まった月替りエスニック料理が、ついに7万食を突破し
ました！7万人目のお客様は、JICA関西付近でお勤めの会社員です。これまで
にも時々、エスニック料理を食べに来て下さっていたそうです。記念品として、ミ
ャンマーの民芸品等をお渡ししました。ＪＩＣＡ関西食堂の地域のグルメ雑誌等
に取り上げられ、地元の人たちにも広く愛されています。 
http://www.jica.go.jp/kansai/topics/2014/140521_01.html 

★関西のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/kansai/index.html 

◆横浜     

◆中部  

12か国の水道事業体幹部を招き「アジア地域フォーラム」開催 

JICAと横浜市は、アジア各国の水道事業体や水道行政の幹部（次官、局長ク
ラス）を招き、「第３回アジア地域上水道事業幹部フォーラム」を開催しました（
7/1-7/4）。アジア各国で持続性ある水道事業体経営を増やすことを目的に開
催するもので、日本各国の自治体水道関係者、民間企業から多くの参加者が
あり、ネットワーク構築も図りました。 

★横浜のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/yokohama/index.html 

夏休みイベント「世界の子供たち」を開催（～８月３１日まで） 

途上国の子供たちの生活を知り、その違いと共通点、直面する課題の解決に
ついて考える企画展「世界の子供たち」を５月１５日から開催しています。世界
の子育てや遊びにスポットを当てたワークショップやパネルトーク等のイベント
も開催し、楽しみながら国際理解を深めてもらおうと考えています。 
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html 

★中部のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/chubu/index.html 

◆関西   

◆中国 

◆九州  

【国際協力60周年】 フィリピン・ミンダナオ和平関係者が広島に 

ＪＩＣＡはフィリピン南部のミンダナオ島で続いた内戦が終結後の、新自治政
府設立に向けた方針や課題について話し合う「ミンダナオ平和構築セミナー」
を6月23～25日、広島市で開催しました。セミナーには、和平合意の中核を担
ったMILFのムラド議長、和平プロセス大統領顧問室（OPAPP）のデレス長官
をはじめ、援助機関、NGO、学識経験者等関係者約90人が集まりました。 

http://www.jica.go.jp/topics/news/2014/20140627_01.html 

★中国のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/chugoku/index.html 

 

 地熱で持続可能なエネルギー開発を 

再生可能エネルギーである地熱の有効性が注目される中、ＪＩＣＡ九州は西
日本技術開発株式会社の協力を得て、地熱発電所が多く立地する大分県
で研修を開催します。安定的に供給できる電力の供給が喫緊の課題となっ
ているアフリカ地域の5か国８名の行政官が学びました。（6/30-7/11） 

http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf 

★九州のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/kyushu/index.html 

http://www.jica.go.jp/kansai/topics/2014/140521_01.html
http://www.jica.go.jp/kansai/topics/2014/140521_01.html
http://www.jica.go.jp/kansai/topics/2014/140521_01.html
http://www.jica.go.jp/kansai/topics/2014/140521_01.html
http://www.jica.go.jp/kansai/topics/2014/140521_01.html
http://www.jica.go.jp/kansai/topics/2014/140521_01.html
http://www.jica.go.jp/kansai/index.html
http://www.jica.go.jp/kansai/index.html
http://www.jica.go.jp/kansai/index.html
http://www.jica.go.jp/kansai/index.html
http://www.jica.go.jp/kansai/index.html
http://www.jica.go.jp/kansai/index.html
http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html
http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html
http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html
http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html
http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html
http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
http://www.jica.go.jp/chubu/index.html
http://www.jica.go.jp/chubu/index.html
http://www.jica.go.jp/chubu/index.html
http://www.jica.go.jp/chubu/index.html
http://www.jica.go.jp/chubu/index.html
http://www.jica.go.jp/chubu/index.html
http://www.jica.go.jp/topics/news/2014/20140627_01.html
http://www.jica.go.jp/topics/news/2014/20140627_01.html
http://www.jica.go.jp/topics/news/2014/20140627_01.html
http://www.jica.go.jp/topics/news/2014/20140627_01.html
http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html
http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html
http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html
http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html
http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html
http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000d83es.pdf
http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html
http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html
http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html
http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html
http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html
http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html


◆沖縄  

◆東北     
紛争後の国づくり進めるマリの政府代表団が仙台市を視察 

震災後の復興に向けた地方行政組織の知識と経験を学び、地方分権化を視
野に入れたマリの国づくりに生かすため、同国の大統領府アジア担当顧問や
首相府顧問ら幹部行政官11名が、5月26、27日に仙台市及び宮城県多賀城
市を訪問。被災地や産官連携の現場を視察しました。 

★東北のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/tohoku/index.html 

◆北陸     

◆四国     

◆駒ヶ根   
長野県阿南町から被災地のフィリピン支援のネットワークを 
昨年の台風30号で大きな被害を受けたフィリピン。この大災害を風化させまい
と、現在長野県阿南町にて地域おこし協力隊として活躍されている元協力隊
員が、災害支援のためのネットワークを元隊員仲間と立ち上げました。 

http://www.jica.go.jp/komagane/story/ku57pq00000d3czq.html 

★駒ヶ根のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/komagane/index.html 

 

「雄飛‐沖縄移民の歴史と世界のウチナーンチュ」を開催 
６月１８日の「移民の日」に合わせ、沖縄県、沖縄県国際交流・人材育成財団
、沖縄パン・アメリカン連合会の共催により、展示会「雄飛―沖縄移民の歴史
と世界のウチナーンチュ」を、6月17日～29日沖縄県立博物館で開催。ＪＩＣＡ
横浜に協力いただいたほか、メディアにも多く取り上げられました。 
http://www.jica.go.jp/okinawa/topics/2014/ku57pq00000d7y88.html 

★沖縄のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/okinawa/index.html 

北陸10社が民間連携事業カンボジア視察を実施 

カンボジアを含む東南アジア地域への事業展開に関心のある中小企業等を
対象に、６月２９日から７月４日までカンボジア視察を実施しました。富山・石
川・福井の１０社/団体が参加し、プノンペン経済特区日本企業、協力隊活動
現場、ＪＥＴＲＯ事務所、大使館等を訪れました。 

http://www.jica.go.jp/hokuriku/press/ku57pq00000d2j5e-att/ku57pq00000d82hb.pdf 

★北陸のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html 

算数・数学教育教授法改善研修を鳴門教育大と実施 
大洋州地域で、特に算数・数学教育の強化を行う必要があるとして、徳島県
の鳴門教育大学と協力した研修「大洋州地域における算数・数学教育教授法
改善に向けた自立的研修の普及」研修が行われています。12名の研修員は
7月4日までの約40日間、研修を行いました。 
http://www.jica.go.jp/shikoku/topics/2014/140609.html  

★四国のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/shikoku/index.html 

 

◆二本松    ふくしまFM「キミノチカラ、海をこえて～青年海外協力隊の道～」毎
週土曜日朝放送中 

 JICAボランティアとして世界で活躍した福島県出身者及び福島県在住の帰国
ボランティアが、パーソナリティー・ＤＪイタルと共に語る番組が、毎週土曜日朝
８：３０－８：５５、ふくしまＦＭで放送されています。 

http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/radio.html 

★二本松のことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html 
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◆地球ひろば 
企画展「みんなで世界にKICK OFF!」を開催 

地球ひろばでは、６月１日から７月１７日まで、「みんなで世界にＫＩＣＫ ＯＦＦ」と題
し、Ｗ杯に出場する開発途上国を取り上げた展示を開催中。１階体験ゾーンでは
ユニフォームや楽器・民族衣装の展示に加え、関連イベントではＷ杯応援グッズ作
成等を実施し、Ｗ杯日本戦に合わせて、多くのメディアで取り上げられました。また
J’s Caféでは、ブラジル等の伝統料理も提供しています。 

http://www.jica.go.jp/hiroba/about/experience/exhibition/monthly.html 

★地球ひろばのことをもっと知りたい方はhttp://www.jica.go.jp/hiroba/index.html  
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