
ODAを活用した南アジアへのビジネス展開セミナー in 長野市

◆北陸 ブラジル関係者への自動車リサイクル技術研修修了式が行われました！

◆横浜 7月2日（土）TICAD VI開催記念イベント　「学んで、体感！アフリカ紹介セミナー」

◆中国 ”MUSIC SAVES THE WORLD” ミュージックビデオついに完成

◆関西 高校英語の教科書に「JICA関西民族衣装でスーパー・クールビズ！」が登場

◆中部 企画展「ぐるぐる循環！水のはなし」開催中！

◆東京 東京フィルハーモニー交響楽団様のご招待で、JICA東京研修員がクラシックコンサートを鑑賞

◆筑波 大学連携（国際協力出前講座）；茨城大学　異文化コミュニケーション論

◆二本松 キャロライン・ケネディ駐日米国大使が訓練所を訪問

◆駒ヶ根

◆沖縄 先生方13名が「国際理解教育セミナー」を受講

◆九州 【父の想いを受け継いで】黒岩 春地(くろいわ はるじ)さん元佐賀県国際・観光部 部長

◆四国 （香川）瓦町フラッグパネル展でJICA四国の活動を紹介

～地域も途上国も元気に～vol.25（2016年7月号）

先日、つくば市の市原市長は東京で「つくば市への移住セミナー」を開催した。かつて、「移住」とい
う言葉は「海外移住」を意味したが、最近では国内での「都心から地方への移住」の意味でよく使われ
ている。少子高齢化と人口減少への対策として、外国人を積極的に受入れ地域活性化を目指すとの方針
を掲げる自治体も出始めていますが、近い将来は「海外から日本への移住」セミナーが世界各地で一般
的に行われる時代が到来するかも知れない。

センター 掲載記事

◆地球ひろば 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト募集中（6/10-9/12）

◆東北 【岩手県】環境学習講座『ウガンダの生活に学ぶ生きる力』を開催します！

◆帯広 地域有識者懇談会を実施しました

◆札幌 「ボビーと学ぶアフリカ！」札幌ドームにて開催

2016年7月1日 JICA筑波所長 芳賀 克彦 

南の沖縄から紹介 

です。 
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◆四国 （香川）瓦町フラッグパネル展でJICA四国の活動を紹介

6/6(月）より瓦町フラッグ8階にて、JICA草の根技術協力事業「救急医療におけ
る人材育成を通じた国際協力（カンボジア）プロジェクト」を行っている（公社）セ
カンドハンドの活動を紹介するパネル展を開催しました。この他、香川での事
業、香川出身のボランティア隊員の活動紹介に加えて、5月に開催された、高知
県黒潮町の「Tシャツアート展」に参加したTシャツを展示しました。

◆沖縄 先生方13名が「国際理解教育セミナー」を受講

JICAHP：

★沖縄のことをもっと知りたい方は

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

http://www.jica.go.jp/okinawa/topics/2016/ku57pq00000fcvmj.html

沖縄県立総合教育センターで長期研修を受講中の県内の先生方13名に、国際
理解教育セミナーに参加いただきました。JICA沖縄を始めて訪問したという方も
多く、世界の民族衣装も着用し、その衣装の気候風土、文化的な背景について
も積極的に質問され、エスニック料理もOIC食堂で堪能されてました。学校現場
へ戻られた後の生徒への授業への反映が楽しみです。JICA沖縄では、教員の
方々向け、生徒向けに国際理解促進事業を多数実施しておりますので是非そ
の扉を開いて参加してみてください。

2016年度最初の『「人」明日へのストーリー』は、佐賀県においてJICAボランティ
ア事業に多大なるご貢献をいただいた黒岩春地さんを紹介します。黒岩さんは
2016年3月まで佐賀県庁 国際・観光部の部長としてご活躍。佐賀県職員採用試
験にJICAボランティア経験者枠の創設に尽力され、2012年度より2016年5月現
在まで7名のJICAボランティア経験者が佐賀県庁に入庁。ご自身も定年退職を
機に、シニア海外ボランティアに応募し見事、合格。2016年9月より中南米のセ
ントルシア国へ派遣予定。黒岩さんストーリーをもっと読みたい方はＨＰへ！

http://www.jica.go.jp/kyushu/story/ku57pq00000f9ww5.html

4年目の取組みとなる「民族衣装でスーパー・クールビズ」は、JICA関西全体の
スタッフが参加し、その名のとおり民族衣装を着用して業務を行うという取り組
みです。涼しく・楽しく・環境に優しく暑い夏を乗り切ることはもちろん、暑い国が
多い開発途上国の「衣」の知恵を市民の皆様に広く知っていただき、これをきっ
かけに開発途上国や国際協力に親しみを感じていただけたらと思います。そし
て！この取組みが、高校英語の教科書（見本）に登場します！今後、教科書採
択の手続きを経て、来年の春から学校現場で活用されることになります。

★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

◆関西

★四国のことをもっと知りたい方は

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

”MUSIC SAVES THE WORLD” ミュージックビデオついに完成

高校英語の教科書に「JICA関西民族衣装でスーパー・クールビズ！」が登場

http://www.jica.go.jp/shikoku/topics/2016/0606.htmlJICAHP：

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2016/20160530_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

5/22（日）、広島のダンス＆ヴォーカルユニットVenusのミュージックビデオのお
披露目＆トークショーイベントが行われました。国際協力をテーマに「平和・愛・
つながり」を歌った”MUSIC SAVES THE WORLD”のミュージックビデオは、広島
のアーティストや一般参加者、開発途上国の研修員等100名以上がJICA中国
のあるひろしま国際プラザに集まって作成されたものです。普段は国際協力と
は関わりがない、と思っている人にもこの曲を通じて世界とのつながりを感じて
もらえたらと願っています。

◆九州 【父の想いを受け継いで】黒岩 春地(くろいわ はるじ)さん元佐賀県国際・観光部 部長

JICAHP：

JICAHP： http://www.jica.go.jp/kansai/topics/2016/160616_02.html

★関西のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/kansai/index.html
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スリランカ、バングラデシュなどをはじめとする南アジア地域はASEANマーケット
の次候補とされ、日本の中小企業の進出候補先としての注目も高まりつつあり
ます。このセミナーでは、ODAを活用した南アジア進出へ向けた中小企業海外
展開支援事業を紹介しました。また企業として南アジアへ進出する際のJETRO
の支援プログラムについても紹介しました。

http://www.jica.go.jp/yokohama/topics/2016/ku57pq00000feeas.html

5/16（月）、ベトナム、南アフリカ、スーダン、バングラデシュ、ホンジュラス、
ジョージア、エジプトの7か国9名の研修員が、東京フィルハーモニー交響楽団の
「留学生招待シート」によるご招待で、サントリーホールでのクラシックコンサート
を鑑賞する機会を頂きました。ご招待いただいた研修員のほとんどは、母国で
オーケストラを聴く機会に恵まれておらず、世界レベルの指揮者とオーケストラ
による演奏に触れる機会を得た感動を語っていました。今回のコンサートでチ
ケットをご寄附くださった皆様、そして東京フィルの皆様には厚く感謝申し上げま
す。

http://www.jica.go.jp/tokyo/topics/2016/ku57pq00000fczxb.html

★東京のことをもっと知りたい方は

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

◆北陸 ブラジル関係者への自動車リサイクル技術研修修了式が行われました！

JICA HP https://www.facebook.com/jicahokuriku/posts/628367440649074

★北陸のことをもっと知りたい方は
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.571543209664831.1073742018.140950966057393&type=3

企画展「ぐるぐる循環！水のはなし」開催中！

私たち人間が生きていく上で必要不可欠な「水」。本企画展では、世界の水事情
や様々な課題と、その解決に向けて日本の知見や経験を生かした開発途上国
でのJICAの活動や、水・衛生に携わる中部地域の取り組みを紹介します。更に
本企画と連動して3つのイベントを開催します！①かんたん！ろ過機をつくろ
う！、②うんち大研究！下水道ワークショップ－うんちはどこからやってきて、ど
こへ行くの？、③日本と世界の水事情－ワークショップから考える。わたしたち
のできること。ぜひご参加下さい！

ブラジル・ミナスジェライス州技術教育センターから教授や技術管理者の方々が
来日し、会宝産業本社（金沢市）での座学や実習の他、県外視察など約1ヶ月の
研修を受講。修了式では研修員代表のダニエル教授からも「学んだ技術をブラ
ジル国内で伝播していきます！」との力強い言葉がありました。この研修を経
て、いよいよ、ブラジル現地での自動車解体・リサイクル実証活動に向けた動き
が加速します！この模様はNHK金沢「かがのとイブニング」で放映されました！

◆中部

JICAHP： http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/news/event/2016/20160607_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

◆駒ヶ根 ODAを活用した南アジアへのビジネス展開セミナー in 長野市を開催しました。

◆東京 東京フィルハーモニー交響楽団様のご招待で、JICA東京研修員がクラシックコンサートを鑑賞

JICA HP http://www.jica.go.jp/komagane/event/2016/ku57pq00000f9i1e.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

7月2日（土）TICAD VI開催記念イベント　「学んで、体感！アフリカ紹介セミナー」

今年8月、第6回アフリカ開発会議（TICAD VI）が、ケニアのナイロビで開催され
ます。その記念イベントにて、現在アフリカ各国で進めている、「自給自足」から
「儲かる農業」に向けた新しい農業支援の取り組みと、これをわかりやすく伝え
るために開発された「ゲーム」についてご紹介します！また、セミナーの前後に
は躍動感あふれるアフリカ音楽・ダンスも楽しめます。是非、この機会にアフリカ
にふれてみませんか！？

JICAHP：

★横浜のことをもっと知りたい方は

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

◆横浜

JICAHP：

写真提供：今村健志朗
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http://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2016/ku57pq00000fd28g.html

キャロライン・ケネディ駐日米国大使が6/7(火)、JICA二本松を訪問されました。
大使は現在訓練中の1次隊やJICA北岡理事長と懇談。大使の父であるケネディ
元大統領が1961年に創設した米国平和部隊は、JICAの青年海外協力隊にも少
なからぬ影響を与えています。大使はJICAボランティアに大変興味を持たれ、
今回の視察と交流に至りました。大使が訪問された6/7は平成28年度第1次隊
の訓練62日目。大使は訓練生と直に接して生の声を聴くことを重視され、全員
には激励の挨拶を、また訓練生10名とは長めに時間を取って懇談されました。

http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/topics/2016/ku57pq00000fd336.html

今回はJICA岩手デスク野口が、ウガンダで青年海外協力隊として2年間活動し
た経験をお話しします。「貧しい＝不幸せなのでは？」という偏った思い込み、
「ボランティアを通して、ウガンダのために何かができれば」という意気込みはよ
い意味で打ち砕かれ、ウガンダの人々から逆にたくさんのことを教えてもらいま
した。水汲みから料理、手洗い洗濯のやり方まで、自分でなんでもこなすウガン
ダ人の逞しさ・・・。そんなエピソードを交えつつ、実際の生活用品もご紹介しな
がらお話しします！

http://www.jica.go.jp/tohoku/event/2016/ku57pq00000fe9fn.html

JICA北海道国際センター（帯広）では、地域ステークホルダーとの情報共有、意
見交換を通じて、地域との連携・協働を促進を目的として「地域有識者懇談会」
を設置しています。JICA本部からは加藤宏理事が出席。この他、優良事例の発
表者としてJICA事業への参加によりマレーシアでのビジネス展開を実現させた
（株）とかち製菓の駒野裕之社長をお招きしました。 懇談会では、JICAが地方
創生においてどのように貢献できるか、といったテーマで意見交換を行い、委員
の皆様から様々なご提案、アドバイスをいただきました。

http://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2016/20160624.htmlJICAHP：

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

★帯広のことをもっと知りたい方は

「ボビーと学ぶアフリカ！」札幌ドームにて開催

◆帯広

北海道日本ハムファイターズとJICA北海道は、《ワールドフェスタ》期間中の
7/9(土)の千葉ロッテマリーンズ戦（＠札幌ドーム）の試合前に、ナイジェリア出
身で、タレントで格闘家でもあるボビー・オロゴンさんをお招きし、ボビーさんが
生まれ育ったナイジェリアを中心にアフリカについて教えてもらう、ワールドな
トークイベント「ボビーと学ぶアフリカ！」を開催いたします。ファイターズグッズな
どが当たる抽選会もイベント中に予定しております。200名限定（抽選）のトーク
イベントとなります。ワールドなトークとベースボールをお楽しみください。

6/1（水）、茨城大学人文学部で連携講座を実施。JICAが実施する農業分野の
協力プロジェクトでの赴任、指導経験を有する浅野職員が、ゲスト講師を務めま
した。対象は異文化コミュニケーションを選考する大学2年生が中心で、50名を
超える学生が参加しました。受講した学生の感想から、「自分自身の固定観念と
して、理解していたつもりのこと、当然と思っていたことが、世界に目を向けると
当然ではないこともある。」などのコメントがありました。

大学連携（国際協力出前講座）；茨城大学　異文化コミュニケーション論

JICAHP：

◆二本松 キャロライン・ケネディ駐日米国大使が訓練所を訪問

★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

JICA HP

★東北のことをもっと知りたい方は

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

JICAHP：

★二本松のことをもっと知りたい方は

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

地域有識者懇談会を実施しました

【岩手県】環境学習講座『ウガンダの生活に学ぶ生きる力』を開催します！◆東北

JICA HP http://www.jica.go.jp/sapporo/event/2016/160709.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
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本コンテストは、次の世代を担う中学生・高校生を対象に、開発途上国の現状
や開発途上国と日本との関係について理解を深め、国際社会の中で日本、そし
て自分たち一人ひとりがどのように行動すべきかを考えることを目的として実施
しています。
■募集テーマ：「未来の地球のために　－私たち一人一人にできること－」
 貧困、健康と福祉、教育、ジェンダー平等、気候変動、資源・エネルギー、格差
の是正、平和、持続可能なまちづくり等、様々な課題について、エッセイを書くこ
とを通じ、未来の地球のためにできることについて、考えてみましょう。

◆地球ひろば 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト募集中（6/10-9/12）

JICAHP： http://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/index.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 

写真提供：今村健志朗
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