
国内事業部よりお知らせ

＜研修員受入事業＞
◆招へい事業、2015年度早々相談増加
＜市民参加事業＞
◆草の根技術協力事業　事業マネジメント説明会を実施（4月17日）
＜中小企業海外展開支援事業＞
◆中小企業海外展開支援事業案件化調査公示〆切

青年海外協力隊発足50周
年～事務局より～

東京・代々木公園でメーデー中央大会に参加し、青年海外協力隊50周年を含めた広報活動を
行いました。

◆二本松 JICAボランティア春募集特別イベント「1日体験入隊」を開催

◆駒ヶ根 参加者募集！上田市で中小企業海外展開支援事業紹介セミナー 開催

◆地球ひろば 「アートで知ろうタンザニア－バラフォン（木琴）をつくろう－」を開催

◆東北 あおもり地球市民講座「異文化理解－パキスタンの女性－」を開催

◆北陸 北陸3県のODA MAPを作成

◆四国 青年海外協力隊発足50周年記念事業　NPO砂浜美術館との共同企画で開催

◆中国 タンザニアの技術者が尾道で「もみ殻固形燃料化技術」を学ぶ

◆九州 佐賀で世界とツナガル！国際協力セミナーを開催

◆沖縄 ＪＩＣＡ沖縄設立30周年記念式典を開催

◆中部 ティービーアール(株)、ロープでインドネシアの河川浄化の実証試験開始

◆関西 和歌山出身ブラジル移民と横浜海外移住資料館でスカイプ通して交流

◆帯広 十勝・帯広の「食」を海外に。マレーシアのナジブ首相がコラボ大福を試食

◆筑波 「田植祭（さなぶり）」今年も田植えの季節がやってきました

◆東京 都市部の交通渋滞解消に向けて～JICA課題別研修「都市公共交通」～

～地域も途上国も元気に～vol.11（2015年5月号）

先月号でお伝えした「地方創生」の他に、政府が推進する「海外に対する日本理解促進」というもう１つの大きな
波が押し寄せています。JICAでは1954年の国際協力開始以降、世界194ヶ国から31万人以上の研修員を受け入れ、
現在も毎年約1万人の受け入れを行っています。研修を通し、各国から来日する研修員に日本の価値観や文化等に
ついて理解してもらい、日本の良きパートナーになっていただくための活動を、今後JICA国内事業部では強化して
いく所存です。

センター 掲載記事

◆札幌 コーヒーサロン、ルワンダをテーマに北海道で初開催！

◆横浜 日系社会ボランティアの派遣前訓練が開始！

2015年5月7日 国内事業部長 岩切 敏    
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◆横浜 日系社会ボランティアの派遣前訓練が開始！

4/6、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビアに派遣される33名の
日系社会ボランティアの派遣前訓練入所式が行われました。訓練では日
系コミュニティの問題・課題・多文化共生について考察を深めます。6月末
に訓練は終了し、それぞれの任国へ出発します。

★横浜のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html

◆東京 都市部の交通渋滞解消に向けて～JICA課題別研修「都市公共交通」～

2015年1月から1か月間、11ヵ国13名の都市公共交通政策に携わる行政
官を招き「都市公共交通」研修を実施しました。研修員は、通勤・通学
ピーク時間帯の新宿の視察や、名古屋で導入されている基幹バスシステ
ムの体験等を通し、都市公共交通の利用促進や施策について学びまし
た。研修の最後に、研修員は帰国後のアクションプランを作成し発表を行
いました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tokyo/enterprise/report/ku57pq00000e02vm.html

★東京のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tokyo/index.html

◆筑波 「田植祭（さなぶり）」今年も田植えの季節がやってきました

5月16日(土）、JICA筑波では恒例の「田植祭（さなぶり）」を行います。日
本の伝統手法による田植えをアジア・アフリカ・中南米から農業技術を学
びに来ている研修員と一緒に体験しませんか。当日は食糧事情を改善す
ることを目的に開発されたネリカ米の試食会も行います。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tsukuba/event/2015/150409_01.html

★筑波のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html

帯広商工会議所がタイ、マレーシアで実施している草の根事業「北海道
フード特区・フードバレーとかち海外展開支援を兼ねた東南アジア食産業
人材育成事業」で、マレーシア ゲタ州の提案を受け、クアラルンプールで
開催されたハラル製品の国際展示会（MIHAS）に 十勝ブースを出展（4/1
～4）。マレーシアのナジブ首相が十勝ブースを訪れ、同事業で共同開発
したコラボ大福を試食されました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2015/150407.html

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

◆帯広 十勝・帯広の「食」を海外に。マレーシアのナジブ首相がコラボ大福を試食

3/21、札幌市教育文化会館で在京ルワンダ大使を迎え「コーヒーサロンin
北海道～ルワンダ・コーヒー、涙を超えて～」を開催。約100名の参加があ
りました。東京大学池本教授をはじめ(株)ルイズビィ、石光商事(株)、(株)
ミカフェート、JICAによる様々な角度からルワンダを紹介。休憩時間には
ルワンダ・コーヒーを飲みながら、日本で出来る国際貢献を考える機会と
なりました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/sapporo/topics/2015/ku57pq00000e0x2j.html

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

◆札幌 コーヒーサロン、ルワンダをテーマに北海道で初開催！
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◆沖縄 ＪＩＣＡ沖縄設立30周年記念式典を開催

「ＪＩＣＡ沖縄開所30周年」を迎えた2015年4月17日、同センターにおいて30
周年記念式典を開催しました。式典には日頃より支援・協力をいただいて
いる多くの県内関係機関の方々に列席いただきました。副知事より代読
された知事の祝辞では、2013年に沖縄県とＪＩＣＡが連携協定を結んだこ
とが触れられ、連携を一層推進し「沖縄21世紀ビジョン基本計画」の実現
を目指すとの力強いお言葉をいただきました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/press/2015/20150421.html

★沖縄のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/okinawa/index.html

◆九州 佐賀で世界とツナガル！国際協力セミナーを開催

依頼済み

4/16、佐賀県国際交流プラザにて、タイ、スリランカ、ミャンマー等で教育
支援や村落開発を行っているＮＰＯ法人地球市民の会とＪＩＣＡ共催で「世
界とツナガル！国際協力セミナー」を開催しました。平日夜にもかかわら
ず、大学生や会社員など30名の参加があり、参加者からは「国際協力の
様々な形を知ることができた。」「佐賀がもっと国際的になるといい。」と
いった感想が寄せられました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/kyushu/topics/2015/ku57pq00000e0zz2.html

★九州のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html

◆中国 タンザニアの技術者が尾道で「もみ殻固形燃料化技術」を学ぶ

2014年に「中小企業海外展開支援事業～普及・実証事業～」に採択され
た(株)トロムソが、同事業の一環として、事業実施地であるタンザニア技
術者育成を目的とした技術研修を4/20～4/24の4日間で行いました。来
日した4名の研修員らは、もみ殻から固形燃料を製造する加工機の製造
技術を学びました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chugoku/press/ku57pq00000dzy2s-att/ku57pq00000dzy3f.pdf

★中国のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html

◆関西 和歌山出身ブラジル移民と横浜海外移住資料館でスカイプ通して交流

和歌山からブラジルに移住した18名が日本に里帰りをしました。和歌山
県で開催された歓迎会では、同会場と「連れもて行こら 紀州から！－ 世
界にひろがる和歌山移民－」開催中のJICA横浜海外移住資料館を
Skypeでつなぎ、来場者との交流が実現しました。 移住時の苦労や現在
の状況等の質問に丁寧に答えていただき活発な交流が行われました。和
歌山移民展はJICA横浜海外移住資料館で5/10(日)まで開催。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2015/150421_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

◆中部 ティービーアール(株)、ロープでインドネシアの河川浄化の実証試験開始

「中小企業海外展開支援事業～案件化調査～」で契約を締結したティー
ビーアール(株)がインドネシア・ジャカルタ特別州の河川浄化に役立てる
ための実証試験を開始します。同社は微生物が繁殖しやすいロープを開
発。河川に設置するだけで微生物が汚染物質を分解・除去します。低コス
トで短期間での設置が可能となり、問題解決に向けた第一歩としての普
及が期待されます。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chubu/press/ku57pq00000d63ta-att/ku57pq00000dzsxs.pdf

★中部のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/chubu/index.html

写真提供：今村健志朗
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◆駒ヶ根 参加者募集！上田市で中小企業海外展開支援事業紹介セミナー 開催

6/9（火）中小企業海外展開支援事業紹介セミナー を上田市 で開催しま
す。ブラジル、パラグアイをはじめとする中南米への事業展開に関心があ
る中小企業を対象に、事業概要をはじめ、既に中南米で中小企業支援事
業を行っている企業の講話や中南米での展開の可能性として銀行や関
連機関からの講話を予定しています。ぜひ参加ください。

JICAHP http://www.jica.go.jp/komagane/event/2015/ku57pq00000e13yp.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

◆二本松 JICAボランティア春募集特別イベント「1日体験入隊」を開催

4/26、JICAボランティア春募集の特別イベント「1日体験入隊」を開催しま
した。北は北海道から南は岡山県まで、約170名もの参加をいただきまし
た。当日はスペシャルゲスト「二本松少年隊」が登場して二本松の観光も
PR。参加された皆さん、また訓練所でお会いできるのを楽しみにしていま
す！

FACEBOOK： https://www.facebook.com/jicantc/posts/912891245435013

★二本松のことをもっと知りたい方は

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

◆四国 青年海外協力隊発足50周年記念事業　NPO砂浜美術館との共同企画で開催

砂浜美術館で行われたＴシャツアート展（5/2～7）のプログラムにおいて、
青年海外協力隊発足50周年記念事業「世界とＨＩＲＡＨＩＲＡ－ＪＩＣＡみんな
の笑顔美術館」と題し、ＪＩＣＡボランティアから届いた写真をＴシャツにし、
一斉にヒラヒラさせました！また同アート展内でJICA四国ブースも出展。
ブースでは、パネル展の他、ＪＩＣＡボランティアの応募相談やボランティア
ＯＢの体験談、アフリカの研修員との交流もあり賑わいました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/shikoku/event/2014/150502_0507.html

★四国のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/shikoku/index.html

ＪＩＣＡ北陸が管轄している福井県・富山県・石川県の３県ではどのような
ＯＤＡ事業が行われているか、一目でわかるマップを作成しました。市民・
企業・自治体・大学・ＮＧＯ等の協力をいただき北陸のＯＤＡ事業は行わ
れています。ぜひ北陸３県ＯＤＡマップをご覧下さい。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/hokuriku/topics/2015/150416.html

★北陸のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tohoku/event/2014/150327_2.html

★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 北陸3県のODA MAPを作成

◆東北 あおもり地球市民講座「異文化理解－パキスタンの女性－」を開催

4/25、アピオあおもりで「異文化理解－パキスタンの女性－」を開催しまし
た。映画上映や講演を通して、パキスタンやアフガニスタンの中東地域の
女性たちが、教育・表現・伴侶選択等様々な自由を奪われている現状を
紹介し、理解を深めてもらいました。
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青年海外協力隊発足50周年　　～事務局よりお知らせ～

天候に恵まれた4月29日（祝日）、東京・代々木公園で4万人以上が集うメーデー中央大会が開催さ
れ、会場を往来する参加者や家族に協力隊50周年を含めた広報活動を行いました。「団結ガンバロ
～！」三唱の掛け声も響く中、今回初出店となる（一社）協力隊を育てる会のテントでは、民族衣
装の試着やフェアトレード商品の販売等と並んで、50周年パネルの展示や募集パンフレットの配布
等にご協力をいただきました。協力隊を育てる会の皆さん、ありがとうございました！

【青年海外協力隊50周年・特設ウェブサイト】 http://www.jica.go.jp/volunteer/50th/

【写真・メッセージ投稿コンテンツ】
「私のとっておきの1枚！JICAボランティア」

http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2015/h270420_01_t_02.html

（各都道府県での50周年関連イベントの告知コーナー等あり。）

国内事業部よりお知らせ

＜研修員受入事業＞

◆招へい事業、2015年度早々相談増加
2015年度の事業が本格的に動きはじまりました。招へい事業は、昨年度をはるかに上回るペースで依頼が増加して
います。昨年度、4月末の時点でご相談を含め3件の取り扱いでしたが、今年度はすでに4/17の時点で、相談件数
20件、受入人数（予定を含む）67名となっています。

＜市民参加事業＞

●草の根技術協力事業　事業マネジメント説明会を実施（4月17日）
2014年度第2回草の根技術協力事業（パートナー型・支援型）の採択内定団体および実施団体を対象に、事
業マネジメントの考え方を中心とした説明会を実施しました。説明会後半は、各国内機関にて事業経験団
体から、事業マネジメントの好事例や教訓などをお話いただきながら意見交換を行いました。同じ地域の
団体同士、また、これから事業を開始する団体と、経験のある団体同士のネットワーク構築にもつながり
ました。

＜中小企業海外展開支援事業＞

◆中小企業海外展開支援事業案件化調査公示〆切
2014年度補正/2015年度予算案件化調査公示は4月13日（月）に〆切られました。94件の応募があり採択に
向けて現在審査中です。

◆地球ひろば 「アートで知ろうタンザニア－バラフォン（木琴）をつくろう－」を開催

5/2、ゴールデンウィーク子供イベント「アートで知ろうタンザニア－バラ
フォン（木琴）をつくろう－」を開催しました。タンザニア美術隊員OGであ
り、現在中央区立中央小学校に勤務する山中先生から、タンザニアでの
体験談やアフリカの美術を紹介していただきました。その後、アフリカの木
琴を作るワークショップを開催し、子供たちは興味深く参加しました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/hiroba/event/2015/150502_01.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

                    発刊責任者：国内事業部長    

               編集：国内事業部広報班（計画課）  

                          tatpl@jica.go.jp 
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