
南信地域中小企業の途上国進出の可能性を考えるセミナーを開催

◆北陸 日本を外から見ることの大切さを考える（教師海外研修inサモア独立国）

◆横浜 JICA横浜の海外移住資料館来場者が40万人を超えました！

◆中国 パワフルな岡山県の中小企業×アフリカ人研修員！

◆関西 元ラグビー日本代表林敏之さん、中央アジアで活動する協力隊員を激励！

◆中部 JICAボランティアの活動を地域の人々に「協力隊まつり in 中部」を開催

◆東京 北部ラオスにおける障害者の社会自立のための就労支援事業完了報告会実施

◆筑波 筑波地域内の国際協力関係機関との連携強化！連携覚書の締結

◆二本松 土湯温泉の若旦那とベトナム人研修員が地域観光振興について熱く意見交換！

◆駒ヶ根

◆沖縄 小坊主になりきり、研修員が沖縄伝統芸能「組踊」を大観衆の前で披露！

◆九州 世界の音楽や食、文化に触れる「さが国際フェスタ月間」にJICAブース出展

◆四国 幸せを探しに来ませんか？Happyシネマ上映会＆JICAボランティア募集説明会

～地域も途上国も元気に～vol.16（2015年10月号）

児童の歓声や笑い声が響く体育館では100人の小学3年生が講師の出題するクイズやロールプレイを通じ
て貧困や経済格差などの開発問題を学んでいる。セミナールームでは小さな子供連れのお母さん、高校
生、大学生、年配の夫婦など老若男女が集まって技術研修に参加中の各国研修員が行う自国の紹介を熱
心に聞いている。別の部屋では地元企業の方々が事業を海外展開する際のJICAの支援内容について所員
と協議している。JICAの国内拠点ではこのような活動もしています。

センター 掲載記事

◆地球ひろば 世界に笑顔をひろげよう！ボランティアで国際協力

◆東北 東松島市×JICA東北パンフレット作成「世界とつながり 地域を元気に」

◆帯広 農畜産物の付加価値を高めるためには？日系人研修員が北海道で研修！

◆札幌 雑誌「近代消防」9月号で札幌市消防局の提案事業が紹介

2015年10月1日 沖縄国際センター所長 柏谷 亮  

下期は 

南の沖縄から紹介 

です。 
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◆四国

JICAHP： http://www.jica.go.jp/okinawa/topics/2015/ku57pq00000eejh1.html

★沖縄のことをもっと知りたい方は

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

◆沖縄 小坊主になりきり、研修員が沖縄伝統芸能「組踊」を大観衆の前で披露！

浦添市組踊まつり事業「なりきり組踊ワークショップ」に研修員8名が参
加。代表的な組踊「執心鐘入」の名場面において寺の小僧たちを演じまし
た！1時間の練習後、いよいよ慣習を前に大ステージでのお披露目へ。
ステージは成功し、研修員らは「沖縄の伝統文化への関心が高まった」と
感動の面持ちでした。

★四国のことをもっと知りたい方は

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

幸せを探しに来ませんか？Happyシネマ上映会＆JICAボランティア募集説明会

10/3、JICAボランティアの秋募集に合わせ、途上国映画からhappyを学
ぶ「happyシネマ上映会＆JICAボランティア募集説明会」を開催します。
「幸せ」を探しにブータンやケニアなど１６ヵ国/地域を巡り、幸せを追い求
めるドキュメンタリー映画です。これに加え、赴任国でHappyな暮らし、自
身の生き方を見つけた元JICAボランティアの体験談やボランティア説明
会を行います。
JICAHP： http://www.jica.go.jp/shikoku/event/2015/bt_1003.html

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2015/20150924_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

◆九州 世界の音楽や食、文化に触れる「さが国際フェスタ月間」にJICAブース出展

10月に佐賀県国際交流プラザで、世界を知ろう、異文化・国際交流・国際
協力を感じる1ヶ月というテーマで「さが国際フェスタ月間」が開催されま
す。期間中は、JICAもブース出展・パネル展・映画上映会＆トークライブ
の3つの企画で参加しておりますので皆様、是非、お越しください。期間は
10/1（木）～10/31（木）まで。

JICAHP http://www.jica.go.jp/kyushu/event/2015/ku57pq00000eeanj.html

Facebook https://www.facebook.com/JICAKansai/photos/a.466527446746798.102075.466430350089841/920373661362172/?type=1&theater

★関西のことをもっと知りたい方は

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

★九州のことをもっと知りたい方は

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

パワフルな岡山県の中小企業×アフリカ人研修員！

神戸製鋼を7年連続日本一に導き、ラグビー日本代表を13年間も努め、
そして今「なんとかしなきゃ！プロジェクト」メンバーでもある林敏之さん
が、キルギスとウズベキスタンのラグビー隊員を訪問しました！神戸は
2019年のラグビーワールドカップ会場の１つであることも鑑み、この訪問
の様子を、兵庫県テレビ局サンテレビが放送。また今後、神戸新聞にも連
載される予定です。

8/26、岡山商工会議所で「中小企業海外展開セミナー＆アフリカ人留学
生懇親会」を開催。岡山初の中小企業海外展開支援制度採択企業として
スーダンで調査を始める大紀産業㈱が発表。地元企業をはじめ、金融機
関など約40人が参加しました。第2部ではABEイニシアティブの研修員と
して来日しているアフリカ人研修員と参加者で懇談。通訳なしで積極的に
研修員に話しかける方も多く、岡山の隠されたパワーを感じました。

◆中国

◆関西 元ラグビー日本代表林敏之さん、中央アジアで活動する協力隊員を激励！
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JICAHP： http://www.jica.go.jp/hokuriku/topics/2015/150903.html

★北陸のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tokyo/topics/2015/ku57pq00000eeljc.html

★東京のことをもっと知りたい方は

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

◆中部

◆横浜

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chubu/topics/2015/150929_01.html

★中部のことをもっと知りたい方は

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

10/15、長野県飯田市の八十二銀行において、中小企業海外展開支援
事業紹介セミナーを実施します。2部構成となっており、第1部では長野県
内中小企業によるJICAの海外展開支援事業事例紹介、そして第2部では
八十二銀行、中小機構、JICAの3者で、南信地域の中小企業の途上国進
出の可能性について考えます。

◆駒ヶ根 南信地域中小企業の途上国進出の可能性を考えるセミナーを開催

◆東京 北部ラオスにおける障害者の社会自立のための就労支援事業完了報告会実施

「アジアの障害者活動を支援する会（以下、ADDP）」がJICA草の根技術
協力事業で実施した「北部ラオスにおける障碍者の社会自立のための就
労支援」の事業完了報告会を実施しました。報告会では、ADDPがラオス
人の人材育成に尽力したこと、さらに成功を収めた障がい者によるクッ
キー製造ビジネスモデルの秘訣について紹介されました。

JICAHP：

JICAHP： http://www.jica.go.jp/komagane/event/2015/ku57pq00000eeh5w.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

JICA横浜の海外移住資料館来場者が40万人を超えました！

9/11、JICA横浜・海外移住資料館の来館者数が40万人を超えました。40
万人目となったのは、関西大学の学芸員を目指す学生が主体となって形
成されたグループの14名の学生の方です！小幡館長から記念証明書と
記念品を贈呈。彼らは、関東近郊の博物館見学のため海外移住資料館
に立ち寄ったとのこと。予期しないサプライズに驚きつつも、良い思い出と
なったようです。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/yokohama/topics/2015/ku57pq00000eewuw.html

★横浜のことをもっと知りたい方は

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

◆北陸 日本を外から見ることの大切さを考える（教師海外研修inサモア独立国）

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

JICAボランティアの活動を地域の人々に「協力隊まつり in 中部」を開催

9/26青年海外協力隊50周年を記念しJICA中部にて「協力隊まつり in 中
部」を開催しました。本イベントは、地域住民の皆様に対し青年海外協力
隊を含むJICAボランティア事業の理解と参加促進を目的に、JICA中部所
管地域のボランティア事業関係団体とJICA中部主催で行い、約1,500名
の方が来場しました。また、併設のカフェでは「青年海外協力隊派遣国ラ
ンチバイキング」も開催され、大変賑わいを見せた一日となりました。

7/26～8/5、富山・石川・福井から5名の先生方が教師海外研修サモア
コースに参加しました。日本と全く異なる環境や人々の生活を肌で感じ、
また途上国における日本の支援についても学びました。日本の将来を担
う子供たちを導く立場にある先生方は、「日本」「学校」という限られた枠を
飛び出し、「日本を外から見ることの大切さ」について深く考える1週間と
なったようです。

写真提供：今村健志朗
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JICAHP： http://www.jica.go.jp/sapporo/enterprise/kusanone/article/chiiki_05.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 雑誌「近代消防」9月号で札幌市消防局の提案事業が紹介

ベトナム人研修員15名が福島県で「地域における観光振興」について学
びました。プログラムでは土湯温泉で「日本を訪れる外国人に向けた福
島流のおもてなし」について、福島県の風評被害の払拭に取り組む「ふく
しま若旦那プロジェクト」メンバーである若旦那5名と、3時間にわたり活発
な意見交換を実施しました！

JICAHP：

近代消防社より刊行されている雑誌「近代消防」9月号において、札幌市
消防局が実施している草の根技術協力「ウランバートル消防技術支援事
業」が紹介されました。本事業は2013年から2015年の3年間で実施され、
その集大成として、今年6月にウランバートルで事業成果広報イベントを
開催しました。事業全体の振り返りと、そのイベントの報告について掲載
されています。

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

◆帯広

農林業に関する国際的活動を旨とする筑波大学農林技術センターならび
に国際農林水産業センター、そしてJICA筑波の3者の間で、連携覚書を
締結しました。この連携を通じ、今後、世界の農林業における研究教育強
化、国際的な視野に立った人材育成などについて協議、実施していきま
す。

◆二本松 土湯温泉の若旦那とベトナム人研修員が地域観光振興について熱く意見交換！

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2015/150918_02.html

★筑波のことをもっと知りたい方は

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

◆筑波 筑波地域内の国際協力関係機関との連携強化！連携覚書の締結

★帯広のことをもっと知りたい方は

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tohoku/topics/2015/20150811_01.html

★東北のことをもっと知りたい方は

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

中南米で農畜産業及び食品産業に従事している日系人研修員6名が、
9/7から道内で十勝の農業協同組合の取組みの事例を中心に、農畜産
物の付加価値を高めるための加工・販売戦略について学びました。研修
員らは自国の農協とは異なる日本の複雑な農協の体系について関心を
示し、多くの質問をしていました。

Facebook https://www.facebook.com/jicantc/posts/987544067969730

★二本松のことをもっと知りたい方は

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

農畜産物の付加価値を高めるためには？日系人研修員が北海道で研修！

東松島市×JICA東北パンフレット作成「世界とつながり 地域を元気に」

東松島市では、官民一体となって復興に取り組む中で、JICAを通じ、これ
までに開発途上国から400名以上の研修員を受け入れてきました。また
JICAも地震発生直後から、避難所に青年海外協力隊を派遣するなど、東
松島市と共に歩んできました。今年7/31、JICAと東松島市は連携覚書を
締結し、それに合わせて東松島市とJICAのこれまで、そしてこれからの
復興の取り組みについて説明するパンフレットを作成しました。

◆東北

http://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2015/20150916.html

写真提供：今村健志朗
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2015年、青年海外協力隊が50周年を迎えます。これまで4万人以上の日本の若者が88か国に
派遣され、いつの時代も 現地の人々と手を取り合いながら活動してきました。 そして、い
つの時代も多くの方に支えられながら歩んできました。事業発足から半世紀を迎える今、50
年の歩みと感謝、そして未来への希望を伝えたく、音楽の形でお届けすることにしました。
◆楽曲名：ひとり ひとつ
◆参加メンバー：アンダーグラフさん、遠藤久美子さん、乙武洋匡さん、カズンさん、川嶋
あいさん、北澤豪さん、倉木麻衣さん、庄野真代さん、染谷西郷さん（FUNKIST）、高橋尚
子さん、武田鉄矢さん、宮沢和史さん、わたなべだいすけさん（D.W.ニコルズ）、
Alexandra Bounxoueiさん（ラオスの歌姫）、chihiRoさん（JiLL-Decoy association）、D-
51さん
◆リリース日：10月1日（木）
◆CD：1,300円（税込）①オリジナル、②カラオケ、③Instrumentalの3トラック
◆音楽配信：250円／曲（税込）

◆スペシャルサイト： http://hitori-hitotsu.com

JICA地球ひろばでは、9/15から来年1/10まで、企画展示「世界に笑顔を
ひろげよう！ボランティアで国際協力」を開催します。この企画展では、国
際協力のボランティアをテーマに、参加した人たちのきっかけから、現地
での生活や活動の様子、そして支援を受けた人々の変化などを紹介しま
す。展示を通じて知ることから、あなた自身のファーストステップを踏み出
してみませんか。

◆地球ひろば 世界に笑顔をひろげよう！ボランティアで国際協力

【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/

青年海外協力隊発足50周年　　～事務局よりお知らせ～

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

★地球ひろばのことをもっと知りたい方は

【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」 https://50th-jocv.jica.go.jp/

（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。）

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 

写真提供：今村健志朗
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