
◆関西

廃棄物処理技術でベトナム市場へ挑戦　～普及・実証事業～

◆二本松 大学連携イベント「国際協力ボランティアを知ろう」プログラムを開催

◆駒ヶ根

関西公立医科大学・医学部連合（4大学）とベトナム保健省が協力協定を締結

～地域も途上国も元気に～vol.9（2015年3月号）

センター 掲載記事

◆東京 四国・吉野川の総合水資源管理の経験を中東の人々に

◆横浜 移住資料館で和歌山移民の背景や移住先の暮らし、現在の活躍を伝える

◆中部 開発教育・国際理解教育実践報告フォーラム2015開催

◆北海道 「女性の輝きを世界の力に」企画展を開催中

◆筑波 茨城大学『国際協力論』をJICA筑波職員が実施支援

 年末に封切られた映画「バンクーバーの朝日」で取り上げられた「朝日」は同地日系移民の誇りだった野球チー
ムだ。太平洋戦争の勃発後、日系人の強制収容所への抑留が始まり消滅したが、カナダの人々の心の中に生き続け
た。昨年、この伝説のチームが73年ぶりに日系人少年チームとして再結成され、3月6日に来日予定だ。最初の訪問
地は多くの日系移民が旅立った港町横浜。宿泊先はJICA横浜。市からの依頼である。今年、バンクーバーと横浜は
姉妹友好都市締結50周年。次世代を担う日系の野球少年達に当センター2階にある海外移住資料館を通じ、世界史
的な流れを背景に海を渡った先人の歴史と現在を伝えたい。

国内事業部よりお知らせ

＜研修事業＞
◆青年研修30周年記念事業を開催（2/5～8）

＜市民参加事業＞
◆全国で、JICA草の根技術協力事業説明会及び意見交換会実施中(1月下旬～3月下旬）

＜中小企業海外展開支援事業＞
◆2015年度中小企業海外展開支援事業の概要を公開

◆中国 広島でアフリカビジネスセミナーを開催、中小企業事業2社の事例報告も

◆九州 ベトナムで20年間伝統建築文化財を保全、ユネスコ文化財保存賞受賞江島氏が講演

◆四国 NHKFM「MISIA　アフリカの風」に愛媛県出身協力隊が出演

SBCラジオに、中学生海外派遣国際交流事業でネパールを訪れた中学生が出演

◆地球ひろば ３月はモンゴル月間、パネルや民芸品の展示・関連イベントも

◆沖縄 南城市でアグリビジネス/エコツーリズム草の根案件ビジネスセミナーに100名超参加

青年海外協力隊発足50
周年～事務局より～

◆記念切手の発行について

◆東北 国連防災世界会議前に「途上国に広がる東北の経験・教訓」記者説明会実施

◆北陸

2015年3月2日 横浜センター 小幡 俊弘 ※各国内拠点の拠点長より、地域色あふれるご挨拶を頂いております。   
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http://www.jica.go.jp/chubu/index.html

開発教育・国際理解教育実践報告フォーラム2015開催

http://www.jica.go.jp/sapporo/topics/2014/ku57pq00000dtl5o.html

http://www.jica.go.jp/tokyo/topics/2014/ku57pq00000dwxwb.html

★横浜のことをもっと知りたい方は

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

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

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

JICA北海道のロビーでは「女性の輝きを世界の力に」企画展を開催中。
青年海外協力隊の撮影した写真や国際NGO プランによる「Because I am
a girl」などの展示を通じて、性別に関係なく個人の意思や能力で力を発揮
できる社会を作るにはどうしたらよいか、考えるきっかけになってほしいと
企画しました。同展は4月上旬まで開催予定。

JICAHP

「開発教育・国際理解教育実践報告フォーラム2015」を2月8日に開催し、
これまで最も多い140名が参加。JICA中部が実施する「開発教育指導者
研修」「教師海外研修」のプログラム受講生が、その後の実践内容を報告
しプログラムを共有。参加者からは、「フォーラムで得た学びを子どもたち
に還元したい」、「来年度の指導者研修や教師海外研修に参加したい」と
声が多数ありました。

★中部のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2014/150126_01.html

茨城大学『国際協力論』をJICA筑波職員が実施支援

★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

茨城大学で実施されている『国際協力論』講座の一部授業をJICA筑波の
職員が実施支援しました。30数名の受講生が参加型ワークショップの形
で、途上国の現場の問題を知り、課題解決に向けた方法を考える授業で
す。多くの大学生が途上国の課題に向き合う場となりました。

JICAHP：

◆中部

JICAHP http://www.jomm.jp/events/index.html#ikora

エジプト等中東の水資源分野の行政官/エンジニア9名を招き「中東地域
総合水資源管理」の3週間の課題別研修を実施。研修では、理論を学ん
だあと、四国を訪れ各県のダム視察や、吉野川開発の背景・目的・課題
解決等に関する講義を受け、吉野川流域でいかに総合水資源管理が実
践されているか理解を深めました。参加者は「吉野川開発事業の全体像
が学べた素晴らしい研修だった」と振り返りました。

★東京のことをもっと知りたい方は

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

◆横浜 移住資料館で和歌山移民の背景や移住先の暮らし、現在の活躍を伝える

◆東京 四国・吉野川の総合水資源管理の経験を中東の人々に

JICAHP：

JICA横浜海外移住資料館では3月8日より、「連れもて行こら紀州から！
－世界にひろがる和歌山移民－」展示を行います。ハワイやブラジル等に
全国で6番目に多くの海外移住者を送り出した和歌山県。バンクーバーへ
移民した多くの日系人漁業従事者は和歌山県の出身です。和歌山移民
の背景、移住先の暮らし、現在の活躍を伝えます。5月10日まで開催。

◆北海道 「女性の輝きを世界の力に」企画展を開催中

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chubu/topics/2014/150223_01.html
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◆関西 関西公立医科大学・医学部連合（4大学）とベトナム保健省が協力協定を締結

http://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2014/20150224_01.html

◆中国

ベトナムで20年間伝統建築文化財を保全、ユネスコ文化財保存賞受賞江島氏が講演◆九州

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tohoku/press/ku57pq00000d6qpl-att/ku57pq00000dw9ph.pdf

★東北のことをもっと知りたい方は

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

国連防災世界会議前に「途上国に広がる東北の経験・教訓」記者説明会実施

南城市でアグリビジネス/エコツーリズム草の根案件ビジネスセミナーに100名超参加

2月10日、広島市でJICA中国主催の「アフリカビジネスセミナー」を開催。
第一部はジェトロとJICAアフリカ部部長による基調講演、第二部はJICA産
業開発・公共政策部の講演に加え、中小企業海外展開支援に採択された
広島の業2社よりタンザニアと南アフリカの事例報告を実施。企業、自治
体、金融機関などから60名が参加しました。

★中国のことをもっと知りたい方は

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

医学部を持つ関西４つの公立大学（京都府立医科大、大阪市立大医学
部、奈良県立医科大、和歌山県立医科大）でつくる「関西公立医科大学・
医学部連合」とベトナム保健省が2月12日、医療や健康の分野での協力
強化をうたった協力協定を締結しました。JICAが仲介する形となった同協
定により、医療関係者の人材育成や熱帯地域に多い病気対策のノウハウ
共有が期待されます。時事通信や共同通信等でも報道されました。

★関西のことをもっと知りたい方は

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

広島でアフリカビジネスセミナーを開催、中小企業事業2社の事例報告も

JICAHP：

JICAHP：

約20年間ベトナムで伝統建築文化財保全に携わり、2014年にユネスコ文
化財保存賞を受賞した佐賀市出身の江島明義氏の講演会を2月10日に
開催しました。講演の中で江島氏は、建築技術ではなく日本の技術を伝
えることが大切と話され、現地の人々との信頼関係を築くための工夫や知
恵を共有してくれました。

★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

JICAHP： http://www.jica.go.jp/kyushu/topics/2014/ku57pq00000dwjaf.html

JICAHP： http://www.jica.go.jp/okinawa/press/ku57pq00000a0qh9-att/ku57pq00000duusf.pdf

沖縄県南城市がNPOレキオウイングスと、フィリピン・ビクトリアス市で実
施中のJICA草の根技術協力「アグリビジネス/アグリエコツーリズム強化
プロジェクト」の本邦研修中に、ビジネスセミナーを開催。南城市内の農業
法人や観光協会等100名超が参加し、「ビクトリアス市との持続的なWin-
Win関係」への強い意欲や抱負が表明されました。

第三回国連防災世界会議の仙台開催（3月14日～18日）に先立ち、2月18
日に記者説明会を開催し、東北の震災復興経験がどのように世界に伝え
られてきたか説明しました。説明会には5社6名が参加。同説明会で紹介
した2月24日実施の海外メディア本邦招へいプログラムによる途上国記者
の被災地訪問について、NHKや共同通信、朝日新聞等で大きく報道され
ました。

★沖縄のことをもっと知りたい方は

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

◆東北

写真提供：今村健志朗
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◆地球ひろば ３月はモンゴル月間、パネルや民芸品の展示・関連イベントも

歌手MISIA さんのラジオ番組「アフリカの風」（NHKFM）に愛媛県出身でセ
ネガルの日本語協力隊員・大石紗己さんが出演しました。2月17日、3月3
日に出演。セネガルの現地での活動の様子等を伝えました。

◆二本松

◆駒ヶ根 SBCラジオに、中学生海外派遣国際交流事業でネパールを訪れた中学生が出演

駒ヶ根市の中学生海外派遣国際交流事業で１月初旬にネパールを訪れ
た赤穂中学校2年生らが、同月27日、SBCラジオ「伊那谷めぐりあい」に出
演。生徒からは、「みんな本当に親切にしてくれた。」「絶対また行きた
い。」また、「私の夢は協力隊員になることです！」とうれしい言葉も。多感
な時期に、発展途上国を訪れることは貴重な経験だと再認識させられまし
た。

★駒ヶ根のことをもっと知りたい方は

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

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

◆北陸 廃棄物処理技術でベトナム市場へ挑戦　～普及・実証事業～

大学連携イベント「国際協力ボランティアを知ろう」プログラムを開催

石川県白山市の産業廃棄物処理プラントの分野でトップシェアの（株）アク
トリーが「中小企業海外展開支援～普及・実証事業～」に採択されまし
た。ベトナムではごみの衛生的な処理方法が十分に整備されていない状
況。同社の混合焼却処理技術の普及で環境負荷の低減、衛生環境改善
の寄与を目指します。また本事業を通じて北陸地域経済の活性、雇用創
出、両国の関係構築が期待されます。

★北陸のことをもっと知りたい方は

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

◆四国 NHKFM「MISIA　アフリカの風」に愛媛県出身協力隊が出演

FACEBOOK： https://www.facebook.com/jicantc/posts/870902039633934

FACEBOOK：

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

https://www.facebook.com/jicakomagane#!/jicakomagane/photos/a.446228655453642.1073741827.446145148795326/771318142944690/?type=1&theater

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

JICAHP： http://www.jica.go.jp/hokuriku/press/ku57pq00000d2j5e-att/ku57pq00000duucv.pdf

FACEBOOK： https://www.facebook.com/jicashikoku#!/jicashikoku/photos/a.307433619359875.49844.301572893279281/592957047474196/?type=1&theater

★四国のことをもっと知りたい方は

国際協力ボランティアに関心のある女子大学の学生19名が、2/12から1
泊2日で「国際協力ボランティアを知ろう」プログラムに参加。センター内の
見学や訓練に加わり、協力隊経験者やこれから協力隊になる訓練生と活
発に意見交換を行いました。協力隊訓練生として二本松訓練センターに
戻ってくる日を期待しています。

★二本松のことをもっと知りたい方は

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

3月4日から4月3日まで、国別展示としてモンゴル国を取り上げます。1階
体験ゾーン内では、パネルや民芸品の展示などを行い、3月19日には関
連イベントを開催。カフェではモンゴル料理が味わえます。

★地球ひろばのことをもっと知りたい方は
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特殊切手「青年海外協力隊発足50周年」の発行

特殊切手「青年海外協力隊発足50周年」記念押印等

◆青年研修30周年記念事業を開催（2月5日～8日）
事業開始時の対象国であったASEAN帰国研修員を中心とした「青年研修３０周年記念事業」が開催され、ASEAN諸
国から自費参加者を含め約７０名の帰国研修員が来日しました。かつて本事業に関わったJICAOBの参加も得るとと
もに、同窓会幹部は事業開始を提唱した中曽根元総理との面会を果たしました。記念事業にあわせ「ASEAN帰国研
修員同窓会交流連絡会（AJAFA-21）」代表者会議が日本で開催され、ASEANと日本の強い連携関係を象徴するイ
ベントとなりました。本事業では、会議の他に、歓迎レセプション、記念シンポジウム、農水省協力による日本食普及
イベントが行われました。参加者は旧交を温めるとともに帰国研修員同窓会がASEAN地域及び日ASEANの関係強
化に向けて果たす役割について活発な議論を行いました。（※詳細については、以下JICA　HPをご覧ください。）

◆全国で、JICA草の根技術協力事業説明会及び意見交換会実施中(1月下旬～3月下旬）
JICAでは草の根技術協力事業を、より多くの団体が活用できるよう、制度の見直しを行っています。制度
の見直しにあたり、全国の団体(NGOのみなさま）の意見を伺い、反映していきます。

JICA　HP　4万人の親日家を育てて30年――30周年を迎えた青年研修
http://www.jica.go.jp/topics/news/2014/20150217_01.html

＜研修員受入事業＞

＜市民参加事業＞

◆2015年度中小企業海外展開支援事業の概要を公開。
http://www.jica.go.jp/sme_support/information/20150128.html

◆記念切手の発行について
　日本郵便が、青年海外協力隊発足50周年を記念して、特殊切手を発行することになりました。デザイ
ンは、青年海外協力隊が派遣されている地域の人々（左）と、現地での活動風景（右）のイメージの2種
類で1枚82円、2015年4月20日（月）から全国の郵便局等で発売されるほか、インターネットでの通信販
売も行われます。一部の郵便局では記念押印も受け付けるとのことです。
詳細は日本郵便のウェブサイトでご覧ください。

＜中小企業海外展開支援事業＞

青年海外協力隊発足50周年　　～事務局よりお知らせ～

（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

【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.html

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

http://www.jica.go.jp/volunteer/50th/

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

【青年海外協力隊50周年・特設ウェブサイト】

                                   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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