
青年海外協力隊50周年記念特集
～世界と地域を結ぶ。グローカルな協力隊員50名 リレーインタビュー～ vol.12 橋本 幸江さん

◆北陸 2016年度青年研修ヨルダン/地方行政コース　ついに福井県入り！

◆横浜 2016年度日系社会次世代育成研修（中学生招へいプログラム＆高校生招へいプログラム）

◆中国 【実施報告】イスラムを知る！3本だてシリーズ第1弾 「はじめまして、イスラム」

◆関西 HAT神戸連携防災イベント「イザ!美かえる大キャラバン！2017」大盛況のうちに終了しました

◆中部 名古屋モード学園「MODE EVENT WEEK 2017」の優秀作品にJICA賞を授与！

◆東京 JICA東京　研修員が生け花を体験

◆筑波 日本での学びを生かそうと奮闘！

◆二本松 4大学が宿泊研修で来所

◆駒ヶ根

◆沖縄 沖縄振興開発金融公庫と独立行政法人国際協力機構沖縄国際センターとの連携強化について 

◆九州 ＜地方創生への貢献に向けてVol.1＞北九州市＆JICA九州合同勉強会

◆四国
パンフレットが完成しました！「日本も元気にする青年海外協力隊　四国編～国際貢献で培われ
た力をいざ、四国で～」

～地域も途上国も元気に～vol.33（2017年3月号）

センター 掲載記事

沖縄県でも、年明けの議会において知事による2017年度県政運営方針の表明がありました。施策上の三
つの視点のひとつ「平和創造」で、将来の国際協力の人材を育成すべくJICA沖縄と連携するとの明示が
ありました。また、「経済発展」の視点でも、関係機関と緊密に連携し中小企業の支援に取り組むと
し、当方への期待を感じさせるものでした。来年度、後期（5年）に入る沖縄21世紀ビジョン基本計画
ですが、JICA沖縄も一層の貢献に臨みます。

◆地球ひろば 3月9日から企画展示「私たちがつくる未来 SDGs」が始まります！

◆東北
【宮城県】第27回JICAfe東北　「草の根技術協力事業完了報告会　いのちを守る～東ティモール
山間部エルメラ県での保健活動報告～」を実施しました（2017年1月）

◆帯広 「国際フェスタ in とかち 2017」を開催しました！

◆札幌 JICA北海道、日高で初の国際協力イベントを開催しました！

2017年3月1日 JICA沖縄所長 河崎 充良 

南の沖縄から紹介 

です。 
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◆四国
パンフレットが完成しました！「日本も元気にする青年海外協力隊　四国編～国際貢献で培われた
力をいざ、四国で～」

青年海外協力隊経験者は、開発途上国での経験を生かして、帰国後も
様々な分野で活躍し、日本の各地域の発展にも貢献しています。そのよ
うな帰国後のJICAボランティアの方たちの活動を紹介したパンフレット「日
本を元気にする青年海外協力隊」の四国編が完成しました。これから青
年海外協力隊に応募しようとお考えの方や、いままで青年海外協力隊に
ついて知らなかった方にも興味深い内容となっていますので、ぜひご覧く
ださい。

◆沖縄 沖縄振興開発金融公庫と独立行政法人国際協力機構沖縄国際センター との連携強化について

該当ページ

★沖縄のことをもっと知りたい方は

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

https://www.jica.go.jp/okinawa/topics/2016/ku57pq00000gihn5.html

沖縄振興開発金融公庫（沖縄公庫）と独立行政法人国際協力機構沖縄
国際センター（JICA沖縄）は、沖縄県内事業者の海外展開支援を強化す
るため、2017年1月24日、業務連携にかかる覚書を締結しました。この連
携により、途上国への海外事業展開を検討、あるいは予定している沖縄
県内事業者の皆様に、より一層充実した支援を行うことが可能となりま
す。今後も、それぞれの強みを最大限に活かし、両者の連携を強化しな
がら沖縄県内事業者の様々な海外展開ニーズに応えてまいります。

北九州市は官民挙げて開発途上国の発展に協力してきた自治体で、開
発途上国と共に北九州市も発展していこうという強い意識と実行力があ
る都市であった。「地方創生への貢献て何をやるんだろう」、「何か新しい
ことをやらねば」、「きっと、もっとやれること、やるべきことがあるはず」。
同じ問題意識を北九州市の職員の皆さんも持っていることがある日わ
かった。希望は高く、でもすぐにできることはすぐに、という意識でこれか
ら取り組んでいきたいと思います。

https://www.jica.go.jp/kyushu/topics/2016/ku57pq00000gib8v.html

今回で8回目となる「イザ！美かえる大キャラバン！2017」をJICA関西と
人と防災未来センターの2会場で開催し、約1,000名が来場しました。この
イベントは、楽しみながら防災を学ぶプログラムの体験と、プログラム体
験などで貯めたポイントを使って参加者が家から持ち寄よったおもちゃと
交換できる「かえっこバザール」の仕組みを採り入れており、毎回、多くの
子ども達が参加しています。恒例の消防服着用体験等各ブース大変なに
ぎわいを見せていました。イベントの様子はHPをご覧ください！

★九州のことをもっと知りたい方は

https://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

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

【実施報告】イスラムを知る！3本だてシリーズ第1弾 「はじめまして、イスラム」

HAT神戸連携防災イベント「イザ!美かえる大キャラバン！2017」大盛況のうちに終了しました

https://www.jica.go.jp/shikoku/topics/2016/0208.html該当ページ

該当ページ https://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2016/20170217_01.html

★中国のことをもっと知りたい方は

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

あなたは「イスラム教」と聞いて、どんな印象を受けますか？どんなイメー
ジを抱いていますか？紛争・内戦、テロなどのニュースに日々触れる中
で、イスラム教やムスリム（イスラム教徒）について誤った情報が蔓延して
いないでしょうか。白紙の状態でイスラム教やその文化を知ってみよう、
それらを大切にしている人々と会って話をしてみよう、会話を通じてイスラ
ム文化への誤解が解けたら…。そんな想いを抱いた様々な立場にある人
が集まって、本イベントが企画されました。

◆九州 ＜地方創生への貢献に向けてVol.1＞北九州市＆JICA九州合同勉強会

該当ページ

該当ページ https://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2016/170207_01.html

★関西のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/kansai/index.html
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現在悲しいニュースが多く聞かれるシリアが平和だったころ、養護の隊員
として派遣された橋本さんにお話をききました。中学校の教員だった橋本
さん。 当時勤めていた中学校の社会科クラスの生徒たちが一生懸命話
を聞いてくれて、教科書や資料だけでなく、自分の目で見てきたことを伝
えられたらもっと視野を広げてもらえるかも！？と思ったことが、協力隊員
になったきっかけだったそう。橋本さんインタビューの続きはHPで！

https://www.jica.go.jp/yokohama/topics/2016/ku57pq00000glcq7.html

2月7日、草月流の師範である武田先生、酒井先生、山本先生の3名にお
越しいただき、研修員へ生け花を教えていただきました。研修員は基本
立身型の基礎を学んだ後、講師の方々のサポートを得ながら、自由に楽
しんで季節の花を生けていました。
武田先生、酒井先生、山本先生、ありがとうございました！

https://www.facebook.com/jicatokyo/posts/1412657458754073

★東京のことをもっと知りたい方は

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

◆北陸 2016年度青年研修ヨルダン/地方行政コース　ついに福井県入り！

該当ページ https://www.facebook.com/jicahokuriku/photos/pcb.756343074518176/756339817851835/?type=3&theater

★北陸のことをもっと知りたい方は

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

名古屋モード学園「MODE EVENT WEEK 2017」の優秀作品にJICA賞を授与！

学校法人・専門学校名古屋モード学園が毎年実施している、「MODE
EVENT WEEK（MEW）」。2017年のMEWはJICA中部との連携事業として実
施され、テーマは「私たちが未来をつくる！広めよう、伝えようSDGs！」。
持続可能な開発目標SDGsの17の目標の中から各グループが1つを選択
し、その目標に対して【誰もが住みやすい、取り残されない社会】に向け
て自分達ができること、イメージする社会を作品にするという課題に、卒
業前年度の学生たち127名が取り組みました。審査結果はHPで！

東京から福井県入りした研修員9名は、まず福井県の概要や行政につい
ての仕組みの説明を受け、その後福井県庁・福井警察本部の視察を行
いました。今後は福井県としての取り組み、福井市としての取り組みを中
心に学んでいきます。

◆中部

該当ページ https://www.jica.go.jp/chubu/topics/2016/20170222_01.html

★中部のことをもっと知りたい方は

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

◆駒ヶ根
青年海外協力隊50周年記念特集
～世界と地域を結ぶ。グローカルな協力隊員50名 リレーインタビュー～ vol.12 橋本 幸江さん

◆東京 JICA東京　研修員が生け花を体験

該当ページ https://www.jica.go.jp/komagane/story/ku57pq00000gjpp3.html

★駒ヶ根のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/komagane/index.html

2016年度日系社会次世代育成研修（中学生招へいプログラム＆高校生招へいプログラム）

1月11日から約1か月、ブラジル、ペルー、ボリビア、パラグアイ、アルゼン
チン、メキシコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国から日系中学生＆高校生が
来日し、「日系社会次世代育成研修」に参加しました。日本人移住の歴史
と日系社会を学ぶとともに、日本文化、公立中学校への体験入学、地方
への研修旅行、ホームステイなど様々なプログラムを体験し、自分たちの
ルーツである日本への理解を深めました。
https://www.jica.go.jp/yokohama/topics/2016/ku57pq00000glc78.html

該当ページ

★横浜のことをもっと知りたい方は

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

◆横浜

該当ページ

写真提供：今村健志朗
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https://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2016/ku57pq00000gjm9z.html

麗澤大学、立命館大学、お茶の水女子大学、奈良女子大学の4つの大学
の学生・教職員がJICA二本松青年海外協力隊訓練所に宿泊研修で来
所。JICA二本松の用意した特別プログラムを受講しながら、派遣前訓練
中の2016年度4次隊訓練生とも交流を深めた。
プログラムの詳しい様子はHPをご覧ください！

https://www.jica.go.jp/nihonmatsu/topics/2016/ku57pq00000gmezk.html

国際協力や開発途上国について触れるイベント『JICAfe東北（ジャイカ
フェとうほく）』、今回は東南アジアに位置し、21世紀最初の独立国家であ
る「東ティモール」をテーマに開催しました。2002年に独立した東ティモー
ルでは、当時の紛争により保健医療システム・インフラ・人的資源に壊滅
的な打撃を受けました。今回のJICAfe東北では、2014年～2017年に実施
されたJICA草の根技術協力事業（包括的地域保健サービス（SISCa）の
実施状況を改善するための活動）について、完了報告会を行いました。

https://www.jica.go.jp/tohoku/topics/2016/ku57pq00000gjq86.html

今年も冬の国際協力・交流イベント「国際フェスタinとかち2017」を開催し
ました。会場は1,550人もの方々でにぎわい、親子や友人同士で楽しみな
がら海外のことや国際協力について学びました。JICA会場では、無料映
画上映会＆トークショー、フェアトレードコーナーやクイズコーナー、キッズ
コーナーなど様々なプログラムを行い、多くの方にご参加いただきまし
た。イベントの詳しい様子はHPで！

https://www.jica.go.jp/obihiro/topics/2016/20170221.html該当ページ

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

★帯広のことをもっと知りたい方は

JICA北海道、日高で初の国際協力イベントを開催しました！

◆帯広

1月29日（日）に新ひだか町と共催で「ひだか×JICA国際協力イベント『モ
ンゴルつながり』」を開催しました。赤ちゃんのお尻の蒙古斑、モンゴル人
力士の活躍、特に日高地域にとっては「馬」というつながりもあるモンゴル
は、日本人、北海道民にとって最もなじみ深い外国の一つではないでしょ
うか。地元高校生とモンゴルに派遣中の青年海外協力隊員とのスカイプ
通話では「モンゴルにも少子高齢化問題があるのか？」といった質問に、
協力隊員も唸ったり笑ったり。会場が楽しい雰囲気に包まれました。

JICA筑波では、様々な技術分野での人材育成を図る中、日本同様に地
震被害の多い中南米諸国等を対象に、建物の耐震設計・施工・診断・補
強の技術移転に力を注いできました。この度、過去に当該分野の研修
コースに参加したドミニカ共和国の研修員が所属先と協力し、日本で学ん
だノウハウや技術を活かし、母国での地震発生時の被害軽減のため、建
物耐震基準の見直しに取り組みました。また日本からも講師を派遣しドミ
ニカ共和国内でセミナーを開催しました。

日本での学びを生かそうと奮闘！

該当ページ

◆二本松 4大学が宿泊研修で来所

★筑波のことをもっと知りたい方は

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

◆筑波

該当ページ

★東北のことをもっと知りたい方は

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

該当ページ

★二本松のことをもっと知りたい方は

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

「国際フェスタ in とかち 2017」を開催しました！

【宮城県】第27回JICAfe東北　「草の根技術協力事業完了報告会　いのちを守る～東ティモール　山間部エ
ルメラ県での保健活動報告～」を実施しました（2017年1月）◆東北

該当ページ https://www.jica.go.jp/sapporo/topics/2016/20170213.html

★札幌のことをもっと知りたい方は

https://www.jica.go.jp/sapporo/index.html

◆札幌
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JICA地球ひろばでは、2017年3月9日（木曜日）から9月16日（土曜日）ま
での期間、企画展示「私たちがつくる未来 SDGs」を開催します
この企画展では、SDGsに関する開発途上国の実情や国際社会の取り組
みをご紹介するとともに、私たちの暮らしがSDGsとどのように関わってい
るのか、そして、より良い未来のために何ができるのかを考える機会を提
供します。皆様のご来館、心よりお待ちしております。

◆地球ひろば 3月9日から企画展示「私たちがつくる未来 SDGs」が始まります！

該当ページ https://www.jica.go.jp/hiroba/news/notice/2016/170213_01.html

★地球ひろばのことをもっと知りたい方は

https://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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