
◆地球ひろば 広瀬すずさんがJICA地球ひろばを訪問されました！

◆東北 【宮城県】ミヤギテレビ　「Oh！バンデス」でエッセイコンテストとJICAfeを紹介

◆帯広 何作って何食べてるの？ in 大樹　－研修員が大樹町の農家を訪問し、地域の皆様と交流しました－

◆札幌 トーク＆ライブ「～アフリカ～見て見ぬふりはしない by 矢野デイビット」札幌ドーム展望台にて開催

◆沖縄 「2016年度 中南米・民間連携セミナー」を開催しました！

◆九州
北九州市のリサイクル技術で街をきれいに！－インドネシア・メダン市　ごみ減量・リサイクル
への挑戦－

◆四国 愛媛県副知事ご列席のもと、インドネシアで自動車整備士コースの開講式を開催

～地域も途上国も元気に～vol.26（2016年8月号）

各研修の終了時に研修員によるフィードバック（通称ピンクシート）がなされるが、その内容を見ると改めて気づ
かされる視点がある。例えば次のもの。
「年齢、社会的地位、性別、出身がなんであろうと頭を下げて挨拶することが素晴らしい(ニジェール)」
「日本人を見ていると発展は年単位の問題ではなく、時間、分単位の問題だと分かる。各人が毎分、毎時、毎日最
善を尽くしているから、将来がより良いものとなるのだ(コンゴ)」
国内機関の役割の一つは、これら日本人や日本の組織が日常に持つ習慣や性質を焼き直し、分かり易く発信するこ
とでもある。

センター 掲載記事

八十二銀行とJICA駒ヶ根は中小企業海外展開支援事業の業務連携・協力に関する覚書を締結しました。

◆北陸 中学生職場体験－キューバチーム－

◆横浜 石破大臣が、JICA中小企業海外展開支援事業を実施中の横浜市の企業を訪問

◆中国 【カープ連携】スリランカ人野球コーチのヘワゲ氏、ただ今カープで研修中

◆関西 第13回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー　アクティブ・ラーニングで学ぼう！

◆中部 JICAボランティア帰国報告会を開催しました！

◆東京 TOKYOをサッカーと国際協力で盛り上げる 2016 ～FC東京×JICA東京～

◆筑波 JICA研修を活用した技術訓練 －ウガンダの農家支援を目指して－

◆二本松 おいしく学ぶ、世界の暮らし～キルギス編～

◆駒ヶ根

2016年8月1日 JICA東京所長 佐々木 十一郎 

南の沖縄から紹介 

です。 

(写真提供：久野真一／JICA) 
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◆九州
北九州市のリサイクル技術で街をきれいに！－インドネシア・メダン市　ごみ減量・リサイクルへの
挑戦－

JICAHP：

JICAHP： http://www.jica.go.jp/kansai/event/2016/160623_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

http://www.jica.go.jp/shikoku/topics/2016/0720.htmlJICAHP：

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2016/20160722_03.html

★中国のことをもっと知りたい方は

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

2016/4/21、スリランカ人のマリンドゥ・ヘワゲ氏が広島の地に降り立ちま
した。2015年に広島東洋カープがJICA中国と協力して野村前監督をスリ
ランカに派遣しました。その後、カープとJICAは連携協定を締結し、スリラ
ンカ野球の発展に向けた取組を本格的に開始。その第一弾としてカープ
はスリランカの野球コーチであるヘワゲ氏を日本に招くことを決定。コー
チ研修の8か月間、ヘワゲ氏はカープの2軍チームに帯同し、コーチング
技術から野球運営など、幅広い知識や技術の修得に励んでいます。

★四国のことをもっと知りたい方は

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

【カープ連携】スリランカ人野球コーチのヘワゲ氏、ただ今カープで研修中

第13回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー　アクティブ・ラーニングで学ぼう！

◆中国

◆関西

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/ku57pq00000feia3.html

2016年は「世界のウチナーンチュ大会」が沖縄県で開催される年でもあ
り、沖縄県系人が約40万人いると言われている「中南米」への関心が高
まっています。JICA沖縄では県内企業・団体28名の参加を得て「2016年
度 中南米・民間連携セミナー～ウチナーネットワーク等日系社会を活用
した日本と中南米の連携～」を開催致しました。参加企業からは「中南米
を海外展開先の候補の一つとして、今回のセミナーで紹介されたJICA事
業を活用した海外展開戦略を検討したい」との声もありました。

北九州市と（株）新菱は、北九州市内の団体・大学等と連携し2014年1月－2016
年3月に草の根技術協力事業「メダン市における廃棄物管理効率化事業」（イン
ドネシア共和国）を実施し、廃棄物行政や廃棄物管理システムの指導や、廃棄
物組成分析、最終処分場の発火の原因調査を行いました。活動を進める中で、
たびたび問題が発生しましたが、その度にメダン市の担当職員が責任を持って
問題解決にあたってくれました。これからも彼らが活躍することでこの活動が広
がり、メダン市、インドネシアが環境に優しいきれいな都市、国になってほしいと
願います。

http://www.jica.go.jp/kyushu/eco/2016/201607.html

2016年8月8日（月）・9日（火）に「第13回多文化共生のための国際理解教
育・開発教育セミナー　アクティブ・ラーニングで学ぼう！」を開催します。
国際理解教育、開発教育に関心のある方を対象に、多文化共生、環境、
平和、難民、防災、異文化理解などの多様な分野に渡り、理解を深め、
学校等で実践できるワークショップを体験できるセミナーです。今年で13
回目の実施となり、毎回多くの方にご参加いただき好評をいただいている
セミナーとなります。ぜひご参加ください。

★九州のことをもっと知りたい方は

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

◆沖縄 「2016年度 中南米・民間連携セミナー」を開催しました！

◆四国 愛媛県副知事ご列席のもと、インドネシアで自動車整備士コースの開講式を開催

JICA草の根技術協力事業「南スラウェシ州バンタエン県バンタエン職業
訓練校における自動車整備士指導者養成プロジェクト」（愛媛県／愛媛ト
ヨタ自動車）により新設された自動車整備士コースの開講式が、
7/20(水)、愛媛県の上甲俊史副知事や谷昌紀在マカッサル領事事務所
長、バンタエン県知事等ご列席のもと、現地の職業訓練校で開催されま
した。プロジェクトでは、トヨタの整備技術を身に着けた自動車整備士及
び整備士指導者を、2年間で16名養成します。

(写真提供：久野真一／JICA) 
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石破大臣が、JICA中小企業海外展開支援事業を実施中の横浜市の企業を訪問

6/15、石破茂地方創生・国家戦略特区担当大臣をはじめとする視察団が、横浜
市の(株)テクニカンを訪問し、同社の急速冷凍・解凍技術の紹介を受けました。
石破大臣や参加議員に解凍したステーキ肉、刺身、さらに握り寿司やいなり寿
司、そして果物、牛乳やゼリーが振る舞われ、参加者は味と技術に驚きの声を
上げていました。ベトナムでこの技術の普及が実現すれば、農業従事者の生活
が安定し、豊かになります。今後の同社の案件化調査とビジネス展開に期待が
寄せられます。

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：

◆中部

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chubu/topics/2016/20160728_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
八十二銀行とJICA駒ヶ根は中小企業海外展開支援事業の業務連携・協力に関する覚書を締結しま
した。

◆東京 TOKYOをサッカーと国際協力で盛り上げる 2016 ～FC東京×JICA東京～

JICA HP http://www.jica.go.jp/komagane/topics/2016/ku57pq00000fgq7e.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 HP http://www.jica.go.jp/hokuriku/topics/2016/index.html

★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

JICAボランティア帰国報告会を開催しました！

2016年2月に帰国したばかりの東海4県（愛知、岐阜、三重、静岡）出身の
JICAボランティア44名がJICA中部なごや地球ひろばに集まり、2年間の
活動報告を行う「2016年 JICAボランティア帰国報告会」を開催しました。
活動報告を行うJICAボランティアは、国際協力とは何か？自分にできるこ
とは？と日々現場で考え活動してきました。今回の帰国報告会には200
名以上の参集者があり、ボランティア一人ひとりが抱く様々な想いを聞い
ていただける機会となりました。

7/5～7日の3日間、西南部中学校2年生6人が職場体験としてJICA北陸
にやってきました。JICA北陸が受け入れている、キューバ／ブラジル／
ミャンマーの研修員それぞれにチームに分かれてインタビューをし、その
内容を記事にまとめる広報業務を体験しました。彼ら力作の記事を是非
ご一読ください！

◆北陸 中学生職場体験－キューバ／ブラジル／ミャンマー－

JICA駒ヶ根は、7/1に八十二銀行との間で、途上国の課題に貢献し得る
製品・技術をもつ県内企業の発掘、それに伴う海外展開の支援等を目的
とした「業務連携・協力に関する覚書」を締結致しました。JICAでは今後、
地域金融機関とJICAの全国の国内機関（15ヵ所）との連携を進めていく
予定であり、本覚書は全国で初めての地域金融機関とJICAとの締結とな
りました。セミナー開催や中小企業の皆さまへのご案内は勿論、事業実
施後の県内企業の本格的な途上国へのビジネス展開が期待されます。

http://www.jica.go.jp/yokohama/topics/2016/ku57pq00000fgr9n.html

2016/7/17（日）、JICA東京に滞在する研修員19名がFC東京より招待を受け、J
リーグ公式戦「FC東京vs柏レイソル」戦を観戦しました。招待された研修員の皆
さんは、FC東京のタオルマフラーを持って応援に駆けつけました。観戦した研修
員はFC東京のサポーターの一部となり、東京・味の素スタジアムの熱気を大い
に満喫しました。また、FC東京ではJICAの活動や、国際協力にも積極的に取り
組んでいます。「世界の笑顔のために」プログラムにも協力をいただき、2014年
にはFC東京のユニフォーム18着が、アフリカ南部に位置するナミビアのサッカー
クラブに贈られました。

http://www.jica.go.jp/tokyo/topics/2016/ku57pq00000fk5ka.html

★東京のことをもっと知りたい方は

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

写真提供：今村健志朗
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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

何作って何食べてるの？ in 大樹　－研修員が大樹町の農家を訪問し、地域の皆様と交流しました
－

【宮城県】ミヤギテレビ　「Oh！バンデス」でエッセイコンテストとJICAfeを紹介◆東北

JICA HP http://www.jica.go.jp/sapporo/event/2016/160730.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

◆二本松 おいしく学ぶ、世界の暮らし～キルギス編～

★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

JICAHP：

JICA筑波では開発途上国を対象に、様々な農業分野の研修コースを実施して
います。これらの研修コースの一つに、「小規模農家用適正農機具開発コース」
があります。このコースに日本大学4年生の木下鉄平さんが参加しました。木下
さんは8月から青年海外協力隊員としてウガンダに半年間派遣される予定です。
木下さんは大学で習得した専門的知識に加え、JICA研修を活用して実務を体
験することが今回参加の目的でした。木下さんのウガンダでの活動に向けた抱
負はHPで！

JICA研修を活用した技術訓練 －ウガンダの農家支援を目指して－

北海道日本ハムファイターズとJICA北海道は、7/30の《ワールドフェスタ2016》
対福岡ソフトバンクホークス戦の試合前、日本人の父とガーナ人の母をもつタレ
ント／歌手でNGO代表も務める矢野デイビットさんをお招きし、トークショー＆弾
き語りライブを札幌ドームの展望台にて開催しました。矢野さんのルーツである
ガーナを中心にアフリカについて語っていただくトークショーと、矢野さんのガー
ナへの想いを歌にしたピアノ弾き語りライブ「～アフリカ～見て見ぬふりはしな
い」へ抽選で120名を招待。素敵な歌とトーク、展望台からの景色をお楽しみい
ただきました！

http://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2016/ku57pq00000fhpav.html

JICA二本松訓練所では国際理解教育の一環として2014年より「おいしく
学ぶ、世界の暮らし」を実施しています。講師を務めた中沢舞さん(25年
度1次隊/村落開発普及員／キルギス)は、イベントにおいてキルギスの
文化を紹介。中沢さんが着ていたキルギスの民族衣装、そしてフェルトを
使った可愛らしい製品、民族楽器コムズ等。イベントが終わりの時間を迎
えても、多くの方々がキルギスのフェルトを手に取り、中沢さんを取り囲ん
で話に花を咲かせていました。

http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/topics/2016/ku57pq00000fk9sh.html

今年度も、宮城県の多くの中学生、高校生に、エッセイコンテスト（応募期間：
6/10.（金）から9/12（月））への応募を呼びかけるため、7/11（月）夕方、ミヤギテ
レビの人気番組「Oh！バンデス」（毎週月～金 夕方3時50分から）の「伝言板デ
ス」コーナーで、エッセイコンテストを紹介しました。今年のテーマは「未来の地
球のために　～私たち一人一人にできること～」です。ミヤギテレビを見た方が
一人でも多くエッセイコンテストやJICAfeに興味を持っていただければ幸いで
す。

http://www.jica.go.jp/tohoku/topics/2016/ku57pq00000fhpoy.html

5/28、農民主導による普及手法（A）コースに参加しているアフリカ、アジア、中
米からの13名の研修員（5/10～6/10滞在）が大樹町を訪問しました。研修員は
自国で農家へ営農指導や普及指導などをしている農業省の担当官たち。当日
は大樹町のユニークな畜産農家、酪農家そして畑作農家3軒を視察したのち、
各農家で生産された材料を使って、地域の人たちが調理して下さったランチを味
わうという「大樹町」を満喫する交流となりました。タジキスタンの研修員は日本
に来て、忘れられない思い出ができたと顔をほころばせていました。

http://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2016/20160528.htmlJICAHP：

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

★帯広のことをもっと知りたい方は

トーク＆ライブ「～アフリカ～見て見ぬふりはしない by 矢野デイビット」札幌ドーム展望台にて開催

◆帯広

4

http://www.jica.go.jp/sapporo/event/2016/160730.html
http://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2016/ku57pq00000fhpav.html
http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/topics/2016/ku57pq00000fk9sh.html
http://www.jica.go.jp/tohoku/topics/2016/ku57pq00000fhpoy.html
http://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2016/20160528.html


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

JICAHP： http://www.jica.go.jp/hiroba/news/notice/2016/160712_02.html

★地球ひろばのことをもっと知りたい方は

7/7、JICAなんとかしなきゃ！プロジェクトメンバーの広瀬すずさんがJICA地球
ひろばを訪問されました。地球案内人より、現在開催中の企画展示「学び・未
来・よりよい世界に」のご案内をさせていただきました。広瀬さんからは、「途上
国経験のある案内人の方の生の話を聞きながら展示を見て、楽しみながら色々
なことを知ることができた」とコメントをいただきました。また、当日は七夕というこ
とで、館内に掲示してあった七夕飾り用に短冊を書いて下さいました。短冊に書
いて下さったように、地球ひろばがたくさんの笑顔に出会える場所になれるよ
う、これからもスタッフ一同頑張りたいと思います。

◆地球ひろば 広瀬すずさんがJICA地球ひろばを訪問されました！

                          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
(写真提供：久野真一／JICA) 
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