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みなさま、こんにちは。

JICA 駒ヶ根 メルマガ編集部です。

本日より、JICA ボランティアの秋募集が始まりました。

TV やラジオ、新聞等々で接する機会も増えるかと思います。

昨年度は震災の影響もあり、応募者は減少しましたが、

今年はそれをきっかけに「海外ボランティア」という分野へのアクセスも

増加傾向にあるようです。

「私には縁がない」と思われている方々、暫く疎遠になっている皆様も、

是非、募集説明会へ足を運んでみては如何でしょうか。

━ さて、今月は 3つの お知らせと、5つのイベント情報等をお届けします。

◆ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□■お知らせ■□

● 平成 24 年度 JICA ボランティア「秋募集説明会」

● 平成 24 年度第 3次隊「公開講座」

● JICA 駒ヶ根 Web サイトの更新について

◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□■各地のイベント情報■□

● 協力隊ナビ in 塩尻 +長野

● 2012 中野市「国際交流の集い」

● 第 19回「みなこいワールドフェスタ」 in 駒ヶ根

● アフガニスタン映画「子供の情景」上映会＆トークイベント

● 平成 24 年度「ボランティア家族連絡会」
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□■講演、セミナー情報■□

● PCM 研修 2012

● JOCA オープンカレッジ

● 国際理解教育（開発教育）指導者研修

● 信州グローバルセミナー2012

◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□■募集情報■□

● 第 19回「みなこい」ワールドフェスタ

●「世界の笑顔のために」プログラム 募集開始

□■お知らせ■□
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●平成 24年度 JICA ボランティア 秋募集説明会●

秋募集の説明会日程は以下のとおりです（前回から、若干時間帯が変更になっています）。

今回、次年度の訓練期間変更、職種名の変更等がございますので、



最近帰国された JICA ボランティアの活動報告も併せ、

以前お越し頂いた皆様も、是非会場へ足をお運びください。

【青年海外協力隊】

10 月 6 日（土）13：00～15：00 松本市中央公民館（Mウイング）4-4 会議室

10 月 19 日（金）19：00～21：00 上田市中央公民館 第一会議室

10 月 20 日（土）13：30～15：30 長野市もんぜんぷら座 302 会議室

【シニア海外ボランティア】

10 月 6 日（土）13：00～15：00 松本市中央公民館（Mウイング）4-3 会議室

10 月 20 日（土）10：30～12：30 長野市もんぜんぷら座 302 会議室

【一日体験入隊】

10 月 13 日（土）11：00～17：00 JICA 駒ヶ根

～訓練中のボランティア候補者と直に話してみませんか～

＊詳細は JICA 駒ヶ根担当者 jicakjv@jica.go.jp までご連絡下さい。

http://www.jica.go.jp/komagane/event/index.html#a1013-01

＊一般的な JICA ボランティアについての情報はこちらからどうぞ。↓

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

●平成 24年度第 3次隊【公開講座】●

【日程及び内容】

10 月 17 日（水） 13：00～14：50 「JICA ボランティア事業の理念と目標」

10 月 18 日（木） 14：10～17：00 「世界の宗教理解」

10 月 19 日（金） 13：00～14：50 「JICA 事業概要」

10 月 27 日（土） 19：00～21：00 「地球のステージ（コンサート）」

11 月 3 日（土） 15：10～17：00 「異文化適応概論」

11 月（日程調整中）15：10～17：00 「国際関係と日本の国際協力」

11 月 30 日（金） 15：10～17：00 「ニッポンの知恵から学ぶ～日本の開発経験～」

＊講師の都合等で実施日が変更になる場合があります。

詳細はこちらをご覧ください。↓

http://www.jica.go.jp/komagane/event/index.html#a1017-01

●JICA 駒ヶ根 Web サイトの更新について●

9 月末、JICA 全体の Web サイト更新の際には、皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしました。

無事に更新を終え、従前よりシンプルなサイトになりましたので、

他の JICA 関連サイトを含め、是非一度お立ち寄りください。

また、引き続きご意見・ご感想等、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

◇お勧めサイト：【ワールド・レポーター】

各国で活動中の JICA ボランティアの様子が窺えます。

http://worldreporter.jica.go.jp/
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□■各地のイベント情報（塩尻市、中野市、長野市、駒ヶ根市等）■□

● 協力隊ナビ in 塩尻

日時： 10 月 16 日（火） 18：00～20：00

場所： 塩尻市えんぱーく 203 会議室

主催： 青年海外協力隊長野県 OB 会

内容：



「協力隊は現地でどんな活動をしているの?」「求められる経験は?」

「帰国後、どんな活動をしているの?」といったことから、

「そもそも青年海外協力隊って?」「海外で重宝する日本のグッズには、

どんなものがあるの?」といったことまで、

ざっくばらんに皆様の疑問や相談にお答えする 「空間」を準備しています。

お気軽にお越しください。

詳細はこちらにアップ予定です↓ （外部リンク）

http://nagano-jocv.com/

＊今月は 10 月 20 日（土）長野市での募集説明会の後、

同会場にて同様に「協力隊ナビ」を開催致しますので、

そちらへも是非、ご参加ください。

● 2012 中野市「国際交流の集い」

日時： 10 月 14 日（日） 14：00～16：30

場所： 中野市中央公民館

内容：

外国出身の方々と日本人の国際交流パーティを開催します。

文化の紹介や歌や料理を楽しみながら楽しいひと時をすごしましょう。

友人、ご家族などみなさんお誘いあわせて、ぜひご参加ください。

お問合せは 中野市中央公民館 0269-22-2691 ↓

http://www.city.nakano.nagano.jp/kominkan/

＊今回初めて青年海外協力隊長野県 OB 会で募集広報・出展を予定。

若干名のボランティアスタッフを併せて募集中ですので、

当日参加可能な方は jicakjv-kouhou@jica.go.jp（担当：福永）へご連絡下さい。

● アフガニスタン映画上映会「子供の情景」＆トークイベント

～戦争が長く続くこの国で、子供たちは何を見てきたのだろう～

日時： 10 月 21 日（日）15：00～17：00

場所： JICA 駒ヶ根 講堂（予定）

内容：

「みなこい」協力隊週間イベントの一環として、映画上映会の後、

アフガニスタンへの協力・支援の現状について、現地で活動されていた

JICA 専門家によるトークイベントを併せて開催します。

＊入場無料、要事前予約

申込、お問合せ： JICA 駒ヶ根（担当：福永）

電話： 0265-82-6151（代）

E-mail: jicakjv@jica.go.jp 

（タイトルに「映画上映会」の文字を入れてください）

詳細はこちらをご覧ください。↓

http://www.jica.go.jp/komagane/event/index.html#a1021-01

● 第 19 回「みなこいワールドフェスタ in 駒ヶ根」

駒ヶ根市では今年も 10月 28 日（日）に

第 19 回「みなこいワールドフェスタ 国際ひろば」が開催されます。

「地球の料理教室」、「訓練所見学ツアー」、「国際理解ワークショップ」等の

プレイベント、メインイベントの「国際ひろば」に今年もご期待下さい。

詳細はこちらから↓（外部リンク）



http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=14250

◇◆【長野駅発着「見学バスツアー」】◆◇

今回、「信州国際塾」の一環として、長野市からの「見学バスツアー」を

予定しておりますので、特に東北信地域在住の皆様、

お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

＊参加費無料、要事前予約

バスツアーの申込み： JICA 長野デスク（担当：宮澤）

電話：  026-235-7186

e-mail: jicadpd-desk-naganoken@jica.go.jp

● 平成 24 年度「ボランティア家族連絡会」

日時： 11 月 4 日（日） 9：50～15：00

場所： 松本市浅間温泉「みやま荘」会議室

内容： 現在、活動中の JICA ボランティアのご家族を招き、

関係者やご家族同士の情報・意見交換を行います。

お問合せ： JICA 駒ヶ根

電話： 0265-82-6151（代）

E-mail: jicakjv@jica.go.jp 

（タイトルに「家族連絡会」の文字を入れてください）
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□■講演・セミナー情報■□

● 国際協力担当者のための PCM を活用したプロジェクト運営基礎セミナー

【モニタリング・評価】

日時： 10 月 20 日（土）、21 日（日）

場所： 松本市「あがたの森文化会館」

詳細はこちらをご覧ください↓

http://www.jica.go.jp/komagane/event/index.html#a1020-01

●JOCA オープンカレッジ ～平和とは？～

- ウガンダの子ども兵問題を考える -

日時： 11 月 3 日（土） 15：30～17：30

場所： JICA 駒ヶ根 講堂

主催： 公益社団法人 青年海外協力協会（JOCA）

講師： 小川真吾 氏 NPO 法人テラ・ルネッサンス理事長、

    日本小型武器行動ネットワーク運営委員

内容： 世界にはびこる小型兵器とこども兵問題の現状、

ウガンダ北部での元子ども兵士社会復帰プロジェクトでの活動経験を踏まえ、

貧困、子ども兵、小型武器問題等についての講演会。

＊入場無料、要事前予約

申込、お問合せ： JICA 駒ヶ根（JOCA 訓練業務課 担当：加藤）

電話： 0265-82-6151（代）

E-mail: jicakjv-sokatsu@jica.go.jp 



●国際理解教育（開発教育）指導者研修

日時： 12 月 1 日（土）、2 月 2日（土） 10：00～16：30（予定）

場所： 長野市「トイーゴ」

内容：

国際理解教育（開発教育）は持続可能な未来を築くために、

貧困・環境・人権・平和といった人類共通の課題に目を向けつつ

「身近な人と、世界の人々と、地球のすべての生命と共に生きる」

ための価値観とスキルを学び、主体的に行動する力を育む教育です。

今回、2回にわたり長野市で「参加型」のセミナーを開催致しますので、

興味、関心のある方、お誘い合わせの上、ご参加ください。

講師： NIED（国際理解教育センター）↓

http://nied.love-hug.net/ （外部リンク）

日程等、詳細につきましては、後日 Web サイトに掲載致します。

＊入場無料、要事前予約

申込、お問合せ： JICA 駒ヶ根（担当：福永）

電話： 0265-82-6151（代）

E-mail: jicakjv@jica.go.jp 

●「信州グローバルセミナー2012」 ～チラシ配布中です!!～

日時： 12 月 9 日（日） 10：00～16：00

場所： JICA 駒ヶ根

日程：

【開会式＆オープニングセッション】

【セッション 1】： 国際協力・国際交流を知ろう

講座 A：「アフリカ開発と日本」 ～TICAD ?にむけて～

（JICA アフリカ部参事役 宍戸健一氏）

講座 B：「開発教育ワークショップ入門」

（かながわ開発教育センター事務局長 木下理仁氏）

講座 C：「フィリピン・ミンダナオ島での平和構築活動」

（NPO 法人アジア日本相互交流センター・ICAN 海外事業部 部長 吉田 文氏）

講座 D：「国際協力におけるソーシャルビジネスの可能性」

～グラミン銀行・NGO の取組みを事例に～（文京学院大学助教 日下部尚徳氏）

講座 E：「コーヒー村の未来物語」～生産者の視点からフェアトレードを考える～

（コーヒー物語プロジェクト/フェアトレードタウンジャパン 浜田祐子氏）

講座 F：「国際協力 NGO の東日本大震災支援」

（国際協力 NGO センターJANIC 震災タスクフォース チーフコーディネーター 田島 誠氏）

【 昼 食 】：「世界のカレー」（タイ・ネパール・スリランカ・日本を予定）

【セッション 2】： 長野県内の国際協力・国際交流を知ろう

講座 A：「ベトナム ダラット市における柿の生産と加工技術の普及」

（かぶちゃんファーム株式会社 プロジェクトマネージャー 北原厚徳氏）飯田市

講座 B：「タンザニア 孤児支援」



（ムワンガザ・ファンデーション理事長 小林フィディア氏）飯綱町

講座 C：「カンボジア活動報告」～1本の繊維が日本とカンボジアを結ぶ～

（須坂園芸高校教諭 中村泰久氏）須坂市

講座 D：「小学校外国語活動って何？」

（長野市立中条小学校教諭 西澤浩氏）長野市

講座 E：「フェアトレードの実践」

（集い繋がる暮らしの店ヒナタヤ 中村美紀氏）伊那市

講座 F：「ほんとは楽しい多文化共生」 ～あなたにとって今を生きるキーワード？～

（松本市子ども日本語支援センター 川澄利枝子氏）松本市

＊各セッションは選択制となります。

【クロージングセッション＆閉会式】

＊今回は長野、上田、松本からの送迎バスを運行予定です。

講座内容等、詳細につきましては、こちらをご覧下さい。↓

http://www.jica.go.jp/komagane/event/index.html#a1209-01
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□■募集情報■□

●「みなこいワールドフェスタ in 駒ヶ根」協力者募集！！

以下の実行委員会、各部会で協力者募集中です。

・「スタンプラリー・スタッフ」

・「レストラン部会」前日準備（タイカレー等）及び当日の運営

・その他「各国 OB 会ブース出展」への協力

以上、事前準備や当日の協力をしながら、

地域の皆さんや協力隊経験者との交流をしてみたい方は、

jicakjv-kouhou@jica.go.jp（担当：福永）へご連絡下さい。

●【世界の笑顔のために】プログラム平成 24 年度第 2 回 募集開始！！

使わないけど思い出のつまったもの

まだまだきれいで捨てきれないもの

例えば、子供のころ遊んだサッカーボールや野球のバット

授業で使った鍵盤ハーモニカやリコーダー・・・

派遣中の JICA ボランティアを通じ、世界のどこかで、

笑顔といっしょにそれらがまた活躍します。

世界のだれかの笑顔が、あなたの身近に感じられます。

Smile for All in the World  あなたのやさしさを世界へ

このプログラムは皆様の参加により支えられています。

個人参加はもとより、学校活動や地域活動、企業や各種団体など

多くの皆様にご協力いただいています。

募集期間：平成 24 年 10 月 1 日(月)～11 月 15 日(木)

詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。↓



http://www.jica.go.jp/partner/smile/index.html

最後までお読み頂きありがとうございました。

季節の変わり目、お身体にはくれぐれもご自愛ください。
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◆◇◆皆さまからの情報、募集中！！◆◇◆

JICA 駒ヶ根ではメールマガジン掲載のため、国際協力に関する疑問、質問、

耳寄り情報、活動報告、募集案内などを随時、受け付けています。

身近な内容、ローカル、グローバルを問わず、どしどしお寄せ下さい。

（掲載可否判断、校正等をさせて頂くことがあります。ご了承下さい）。
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【お問い合わせ先】

独立行政法人国際協力機構（JICA）

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 メールマガジン編集部

〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂 15

電話：0265-82-6151（代）E-mail : jicakjv@jica.go.jp

‐本メールマガジンは、配信を希望された方に配信しています。

いただきました個人情報（メールアドレス、氏名等）につきましては、

本メールマガジン送信以外の目的で使用することはありません。

‐配信の停止や、アドレスの変更を希望される方は編集部までお知らせください。

‐掲載記事の無断転載を禁じます。またイベント等の情報は変更となる場合があります。


