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ࠏ২ٛΏΣͺδρϋΞͻͺȪήρΐσུ֊ྦྷຐාঃ༎̯ͭտ֥ȫ
ȁུ͈૧ȆΞτΫ̦̹͍̹͍༭ൽ̱̹ήρΐσུ
֊ྦྷຐාऱ̥ͣˍාဒ̦ࠐً̱̱̹͘ȃຐාऱ͉ਉസήρ
ΐςͺ́ĳııĹාĲĲĸȂ
ȶฌၠාȷྃٳΓτκΣȜ́
ই̱̹ͤ͘͘ȃσȜρఱൡႀ͉̲̳ͬ͛͂ͥڝၯ͞Ȃࠏ
౬ఘయນĲĳıྴ̦࣭̥ͣ४͈͕̳̓ͥحେఱ̯́Ȃུ
͂اࠏ૽ͅ۾͂ှ̵ͬͥܙఉ̩͈ঌྦྷ̦ࠏ૽
֚͂ఘ̤͚̱͂̈́ͤڢऱ̱̹ͤ͂̈́ͤ͘ȃ
̭͉ͦπȜυΛΩ
੨࣭̥͈ͣ֊ྦྷऱ͓͂̀͜අ։̈́ຐාऱ͈̱̹͂́ȃ
ȁུ֊ྦྷ͈༜͙͉ĲĺıĹාȪྶহĵĲාȫķĲĹȂĸĹĲྴ̦
̹͈̽܃ڦϋΠΑࢽൢͅই̳ͤ͘͘Ȫ̷ͦոஜ͈জ
എ̈́֊ྦྷ͜ంह̱̳̦͘ȫȃ֊ྦྷ۪͉ޏĲĹĺĳාུ͈૽֊
ྦྷ͈ͅخݺইͤ͘Ȃฌਘࢡૄ֣Ȃུঀٳ܁
୭̈́̓ͤ͢ͅ੭șͅା̢̧̱̹ͣͦ̀͘ȃ
ȁࡕུ̱̞ࠐफ͈ٳॐ̱͂̀ই̹̽͘֊ྦྷ͉ȂĲĹĹĶා
ȪྶহĲĹාȫ̥͈ͣΧχͼۗྦྷ֊ྦྷȂι΅Ώ͞βσȜ̈́̓
͈͒֊ྦྷͬࠐ̀Ȃήρΐσ֊ྦྷ́ȶ֊ྦྷ२ܢȷ͂͜࡞ͩͦͥ
শయ̢̱̹ͬࠞ͘ȃႻ൱ૄ͈՛̯ͬၑဇͅͼΗςͺ̦ή
ρΐσ͈͒֊ྦྷͬগ̱̹শͅܢਹ̈́ͤȂȜΪȜ͈
Ⴛ൱৪ږ༗̹ࣾ̽ͅήρΐσུ͂̽̀͜ͅ֊ྦྷ͉ࢡസ
ࣣ̺̹̠̳̽́͢ȃ
ȁ୍༓ͬকͅȂུ̜͈֚ͥ́̾͜اފழ͞
̥ͭ ̈́ͭ
ུ૽൳আ͈ࡽှ̭ͬͤ̓ͧ͢ͅᧅඳૹߎͅఛ̢Ȃήρ
ΐσ২͈ٛࠃآȪࣞ൝ྫ́֗͘ޗၳ̈́̓ȫ̞̥̱̹ͬࠫ͜
ضȂ֊ྦྷ֚ଲĳķྔ૽ͅဇြ̳࡛ͥࠏ૽ĲĶıྔ૽͉ȂĲؙĺ
୷ྔ૽͈ήρΐσ২͈ٛಎॲ଼͂͒ݭٴಿ̱Ȃ২̥ٛͣ

かず ひで

ࢨġზġġ֚ġ̯ͭםȪࢄయനȫ

ှ͂ఄࠉͬੳ̻ං̱̹͘ȃ̭͈ম͉ࠏ૽͂ήρΐσ૽
͈͂ࢵ̈́ͥှࢹ߸۾ಃ࣓ͅࡃ̳̺̫̩ͥ́̈́Ȃུ૽͒
͈ࢡփഎၑٜ͈੩ಿȂြ̭̜̠ܳͥ́ͧ֊ྦྷ͈͂ဏგȂ
̷̱̀გ࡛ͅະވ̈́ࠧخంם͈͒וވ̱̠͂̈́ͥ́͡ȃ
ȁ͓ͣͦͥশయ̦ြ̶̥ͥ͂̈́Ȃࡽ͞׳੩̫ࣣ̞̦
৻ͤ͘Ȃਬ౬͞২͈ٛΥσΆȜ̦ࠧශ̱̳͘ȃौ͈ࣽ
ࠏ২ུ͉ٛ́૽͈අͬ͞اி̱̹̥͈̠࡛̈́͢
ય͜८ࡉ̯ͦȂಿ̹ͤͩͅܢईྸུ̳࡛ͥ২ٛͅ߃̞̿
̞̥͈̠̜̳̀ͥ́ͤ͘͢͜ȃ
ȁ̷̭ࣽȂِ̦ͬ૦ͤ༐ͤȂήρΐσ֊ྦྷঃͅఉ̩ͬڠ
͍̹̞͂এ̞̳͘Ȋ

ɣήρΐσಿࡇ૽ٛĶıਔාܱැങ͈̹͛ြฌ̯̹ͦಿࡇ
ম̮࣐֚͂ཤాಿࡇ૽ٛಿ͕̥ۚ໐͂ȪĳııĺාĲĲȂ
ུܱැ
܁͈ฌਘࢡຐਔාܱැஜ̀ͅȫ
1

特集・日系社会ボランティア

ᎏቅϜᾠᾭᾷᾊὧὦἹὀƘ
ȁ٬͉ͅٸཤȆಎධༀ͈࣭șͬಎͅĳķıྔ૽ոષ͈ࠏ૽̦̞̱̀͘ڰ
̳ȃࠏ૽͉͂Ȃ̳́ͅ٬֊ͅٸਯ̷̱̭ͅआͬ֊̹̱ͧئਯ৪̷͈͂ঊః
͈ઠ̳́ȃ͉ͣȂུ͉͂։̈́ͥ໓ാ͞২͈ٛಎ́אș͂૧ږ͈ڰၛ
ͅ႗͙Ȃু͈ͣڰକͬಠ̧̱̩֨ષ̬̹̥̩͊ͤ́̈́Ȃਔ༏౷֖͈อജ
̠̞͂͂اڰఱ̧̈́෨̳̞̱̹̀ͣͬ͘͜ض࢘ݞȃུ͈ͼιȜΐͬࠁ଼
̵̳̜͉ͥͭͤ́͘࡞ً̞̞̱̹̀̽͂ͥ̀͜ضͬ͜ڬȃ
ȁࠏ২ٛδρϋΞͻͺ͉Ȃ̷ͭ̈́૽ș͂͂͜ͅȂڰȆފ൱̱̦̈́ͣȂಎධ
ༀςή౷֖২͈ٛอജȂུࢊུ͞ࠑ͈اઇͅފႁ̱̞̳̀͘ȃྀා
ਝͅ༡ਬ̦̜ͤȂ֗ޗاȂ༗࠲מȂছ໐̈́̓Ĳı͈ފႁ̦̜ͤ͘
̳̦Ȃ෩ࡍ̯ͦͥδρϋΞͻͺ͈ఱུ͉ࢊ۾֗ͅޗႲ̳ͥਅ̳́ȃ
ȁήρΐσུ͈ࢊ͉́ࢷڠȂਠল͞ఊࡻུ͈̈́̓اު͜େ࣐ͭͩͅ
̞̳ͦ̀͘ȃඅͅఊࡻ͉૽̜̦ͤܨ࣭ఱٛ͜ٳट̯ͦͥ̈́̓Ȃ̹̩̯͈ͭ
ঊ̹̻̦̓͜Ⴏਠͅ႗̞̳ͭ́͘ȃ

ਠল͈ު͈֚ζȃ
ུࠑ͈اઇ͜ࠏ২ٛδρϋ
Ξͻͺ͈ਹါ̈́ΞȜζ̳́ȁ

̵̜̞ͣ̈́Ʀ̜̞ͩ̀̈́Ʀ̧̜̞ͣ͛̈́ġġȡࠏ২ٛාδρϋΞͻͺͅ४̱̀حȡ
かつ

ࠏ২ٛාδρϋΞͻͺĳĴٝ

また

ひろ

み

ੳġྌġġဢġ̯ͭ

ȪΩρΈͺͼȟΕȜΏλσχȜȜȟ๑നঌȫ

ĳා͈͐ͤୱࠊͬࡉ̀ȶ̜ȡȃུ̧̹ͭ̀̽ͅܦ
̺ȷ̱̱̹͂ۜ͘ȃ
জ̦ࠏ২ٛාδρϋΞͻͺ̱͂̀෩ࡍ̯̞̹ͦ̀
ΩρΈͺͼވგ࣭͉ධༀ͈̻̠̓͡ಎȃུ͈చ௰
ͅպ౾̱Ȃ໐ήρΐσ࣭ͼ̜̩ͥͅ߃ޏΈͺΑ֊ਯ౷
͉ĲĹıଲఝȂĸııྴ͕͈̓ࠏ૽̦ਯ̞̳ͭ́͘ȃ
ĸıාஜུͅ૽͈֊ਯ̦ই̹̽͘ΩρΈͺͼ͉́Ȃ
֚ଲ͈༷ș̦ࣞႢ̢ࠞͬܢȂছ͈ຈါ̧̦̞̀̀͘
̳ȃ̷ͭ̈́ಎȂছͅచ̳ͥ౷֖͈փে࢜ષ͞ΏΑΞθै
ͤȂδρϋΞͻͺΈσȜί͈ၛ̻ષ̬൝̦৽̈́ڰ൲ඤယ
̱̹́ȃ
හ൚͉౷֖ਯྦྷ͈ેޙ՜͈ș́Ȃ֚༜ૺͭ́
ඵ༜̠̞̦͂ͥئນ࡛̦άΛΗςȪȉȫ̈́ે̹̱́ޙȃ༞
ੲ͞༗ࡏଷഽ͈̞࣭̈́́ȂࣞႢ৪ছ͉ઁ͚ૺͅ௸ݢঊ

ɣĶıා͈͐ͤຊȃΟͼȜΫΆ
ൽȪऒ̥ͣĳ૽࿒̦ੳྌ̯ͭȫ
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ࣞႢ̨̓̈́ؾ͞اȂ౷֖̩ͬ৾ͤےအș̈́هఴ͂͜૬
̩͍̞̞̱̹ࠫ̾̀͘ȃ߸۾৪͂დ̱ࣣ̞ͬਹ͇̦̈́ͣȂ
౷֖́ຈါ̈́ࠁͬ࿅̳॑ͥຈါ̦̜̱̹ͤ͘ȃ
̷͈ಎ́ȂΟͼȜΫΑͬই̱̹͛͘ȃ൚͉Ȃ࡛౷Ω
ȜΠȜ͈੫ˍྴ͂Ȃ४ح৪ˑྴ͂ܰ࿅̱̹̦́Ȃ
੭șͅ४ح৪͜௩حȃ࡛ह͉৽ິ͞ڠͥ͢ͅδρϋΞ
ͻͺΈσȜί̦ĲٝȂࣞႢ৪͈༷șͬਬ͛ু৽എͅڰ൲
̱̞̳̀͘ȃࡠ̹ͣͦऺၳ͈́ΊȜθْܑ͈Ȃ̤༕൚ͬ
̽̀౷֖͈૽ș͈͂ၠȂུ̳ͬͥރমٛ̈́̓
̈́̓Ȃٚࢌထཡ̺̫̩́̈́Ȃུͅاͦͥܥ̦ٛઁ̈́
̩̞̈́̽̀ͥ౷֖͈ಎུ́ͅاͦͥၻ̞ܥٛ͂̈́
̱̹ͤ͘ȃ
̹͘Ȃ
۷࡙͞ࢂ̹ͦͣࡠ͜ڢാ౷́ȂΩρΈͺͼΘ
ϋΑ͞გఊࡻΈσȜίȂ౷֖࣐ম̈́̓͜ͅ४̵̯̀حೀ
̧Ȃ૽ș͈͂͏̜̞͈ͦಎ
́Ȃਰ̱̹ș̵ͬͣ
ɥŋŊńłΩρΈͺͼĴıਔාܱැങ́Ȃ
̀ೀ̧̱̹͘ȃ̞͂̈́͜ة
ȁ࡛౷͈ĳଲȂĴଲ͈༷ș͂გఊࡻ͈ு
̭̥ͧͣै̭͈ͥ͂ఱ་̯Ȃ
̧̦̭̠́͂ͩྙ̯̱ͬڢ
̹̭͉͂Ȃজ̥̫͂̽̀ͅ
̢̦͈̞̈́ࠐࡑ̱͂̈́ͤ͘
̹ȃșઢ̞Ȃ̧ݧȂࣉ̢Ȃ૽
͂ࡔ͈̭͂ͥͩ۾തͥͅܦ
̧̭͈̹͂́ĳා̹̺̽ۼ
̲̞̳͂ۜ̀͘ȃ
ධༀ̜ͥͅȂ̠͜ˍ͈̾
ޡȂ̶͌ಿࡇ͈̯ͭٯ
̽̀͜ͅೀ̫̹̞̱ͣܘ
̳́ȃ
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̦̲̾̈́ͤͬۜ̀ȁȡฌၠĲııਔා͈ාͅȡ
の ぐち

ಎঌၛཅനಎࢷڠȁޗ

く

み

こ

࢛ġݛঊ̯ͭ

Ȫ଼ĳıාഽŋ Ŋńłޗ٬ࡄٸਘ४حȫ

ȁ͈̩̞͈̓ͣ૽̦ু͈زً͈ͬݲ̞̱̽̀ͥ́
̠̥͡ȉȁু͈୶ர̦ոஜ̭̓ͅਯ̞ͭ́̀Ȃ̓ͭ̈́
̭̱̥͈̹̞̱͂ͬ̀̀ͬڰȂজ̷ً̹̻͉ͭ̈́͂ݲ
͈̦̾̈́ͤͬş̦̲̦̞̱̠̥ۜ̈́ͣ̀ͥ́͡ȉ
ȁུ૽ήρΐσ֊ਯĲııਔා͈୯࿒଼͈ĳıාȂŋŊńł
ޗ٬ࡄٸਘ̲ͬ̀ήρΐσ࣐̩ͅܥٛͬං̱̹͘ȃ
ΣνȜΑ͈ȶฌၠĲııਔාȷ̞̠͂࡞ဩ͞Ⴄঃ͈شޗ
̥ͣȂఉུ̩͈૽̦ήρΐσ࣐̹̭͉̽͂ͅ൮͉́
̥̞̱̹̽̀͘ȃ̱̥̱Ȃ૽ș͈এུ̞͞൚͈̦̾̈́ͤ
̵͉̥̞̱̹̽̀ͭ́͘ȃ
ȁକ͈̜̭ͥ͂ͧͬ̀͛ݥ૩͈؈૬̩́͘ૺ͙Ȃྵ̦̫
́କനͬࢩ̬̹ྦྷ౷ȃ̷ུ̭͉̺́͘૽͈η

ɣఱྔڠĴා͈ު́୬ͤঞͬޗ
̢࢛̯ͥͭȪֲȫ

νΣΞͻȜ̦ॼͤȂུ͈໓ਠȂഥൡ̦ྤș̫͂ࠑ̦ͦ
̞̱̹̀͘ȃ̦֗ޗఱ୨Ȃ̷ུ̱̀ࢊͬॼ̷̠͂ၛ̹̀
ఱྔ֭ڠȃঊĴଲయȂήρΐσ͈২ٛͅဣ̫ࣺ͙̦̈́
ུͣͬ͜এ̞Ȃུ૽͈σȜΜͬ̾ুͬఱ୨̱ͅȂ
̹̥͈ٛ̽͊ͤজ̹̻̱̩̹ͬ̀̈́̀ͦ͜ධز̯ͭȃ
ȁུ૽͈ήρΐσ֊ྦྷ͈Ⴄঃً͉̫̺͈͈̈́́͜ݲ
̩Ȃ࡛ह͈ήρΐσࠏ২ٛͅ૬̩̹̱̞̱̀͘ޣגȃ
ȁȶུ̦ၺඳ̹̈́̽ͣͅήρΐσ̥̭͈ͣॲͬ
̥ͥͣȂ̞̠̽̀ܨ̻̞͈́ͥ͢ȷ̜͂ͥ૽̦࡞̞͘
̱̹ȃ࡛ह͈ήρΐσࠏ২͉ٛ́ĳଲĴଲ́Ȃͩͦ̀
ུ̞̩ࢊĄ̑ؾ࿚ఴȂ̯̰̈́͘͘࿚ఴȆهఴͬ༴̢̀
̞͈͉ͥম̳́ȃ̱̥̱ࡄਘ̱ͬ̀Ȃఉ̩͈ࠏ͈
૽ș̦Ȃু͈ز̦ήρΐσͅ֊ਯ̱
ߎႻ̱̀ैͤષ̬̹ͤͅࡶͬڰএ̞Ȃ
ήρΐσ͈ಎུ͈ͬఱ୨ͅএ̞̽̀ͥ
ܨ̻̦ഥ̧̱̹ͩ̽̀͘ȃ
ȁً͈ݲႤঃ͈̦̲͂̾̈́ͤͬۜͥȂ
ུ૽͈ୡͬࡶ̲ͤۜͥͅȽȃ͈ࣽٝή
ρΐσࠏ২̭ٛͬ́͂ͥࡉͅ߃ۼȂু
̦དྷ̞̹ͦ̀ȶ૽ș഼͈ႁȂߎႻ̦ैͤ
ɣධ̀ͅু͈̯ͭȃ̢̩̩̥̀ࠞأ
ષ̬̹࡛हȷͬ٨̲͛̀ۜͥࡄਘ̱̹́ȃ
̺̯ͤတͬ૦ໍ̩̺̯̞̱̹̽̀͘

ུ૽͉̩́̈́ࠏ૽̜̞̠̭́ͥ͂͂
こ

ષനঌঌྦྷهڰ

ばや し

よ し ひろ

ġႅġġ݅ġฎ̯ͭ

Ȫࡓා٬ފٸႁబ֥ȟσσΨΡσȟڢإȫ

ȁފႁబਞၭࢃȂজ͉౷ࡓ͈ષനঌਫ਼ͅਖ̱̱̹͘ȃ
ௗ࢛ުྩ̠ͬ໐ͅ௺͂̈́ͤȂ౷༷ྩ֥̱͂̀൱
̧̦̈́ͣȂ
ȶু̷̧̭̭͉̠̺́ͥ͂ͧͅةȷ͂ࣉ̢ͥ
̠̱̹̈́ͤ͘͢ͅȃ
ȁષനঌͅਯ͚࣭ٸୠਯྦྷ͉ࡇඤ֚́Ȃఱ͉ࠏήρ
ΐσ૽ȃ
ȶ̷̠̺ȂεσΠ΄σࢊ̺Ȋȷ͂এ̞ၛ̻Ȃފႁబ
̫̹́̾ͅΑβͼϋࢊ͂൳̲σȜΜ͈εσΠ΄σࢊ͈
༓ͬޑই̱̹͛͘ȃ̻ͧͭ͜ඊڠȂக͉ௗ࢛́΄Ιϋ
̳́ȃࢊ࣭ٸఱ୶͈ڠ̦̞̹ͣઢ̷̱̞̠ͩͦ̀͘
̈́εσΠ΄σࢊ̳̦́Ȃ̷ͦͬߐঀ̱̀؊చ̱̹ௗ࢛
άΕȜΡ֚ͬ̾Ȃત̱̹̞ٚ͂এ̞̳͘ȃ
ȁ̜ͥࠏ૽̥ͣඑ̧̫̹͈̭̳ͬ͂͂́ȃ
႒͉ͅॲ̹̤ͦ͘ঊ̯͈ͭྴஜ̦ȂͺσέαΛΠ͂
͂ۧ͜ͅল̥̞̱̹́ͦ̀͘ȃ
ȶۧল͉ͅփྙ̦̜ͥȃ
ྲ͉̭ͭ̈́ͅঊ͕̱̞̺֗̽̀ͭͅȷ͉͂ષࢊͅ࠹ܥ
̳ͤ͘ȃ
ȁ࡛हȂ̦૽࣭ٸུ́ୠඑ࣐̠ͬાࣣȂಎ࣭͈̠͢
̈́ۧলဥࢊ࠷ո͈࣭͈ٸ৪͉ȂΉඑ̱̫̈́
̞ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃ̞̳͂͛ͣͦ̀͘ȃ̷͈কͬഥ̢ͥ͂Ȃ
͈ఱ̧̈́൹̥ͣܜၥ͈͜႐̦̜͏̱̹ͦ͘ȃ
ȁ̭͈ြম͉ࠏ૽͈̾ΐτϋζȂ̷ུ̱̀૽̦

ྫփেͅ༴̢ͥۘယ࣭̈́ྦྷͬયಭ̱̞̠̀ͥۜ͢ͅ
̲̱̹ͣͦ͘ȃজুȂబ֥̱͂̀හ̱̹࣭͈੫͂ࠫ
ँ̱Ȃ࡛हȶࠏ͈ȷྲ͈Ĵ૽́༥̱̞̳̦ͣ̀͘Ȃز́
̳͂ͥٸȶඣ̯̻͈༷ͭ̓ͣȉಎ࣭ȉ࣭܀ȉ̜̽Ȋ
ήρΐσ̥Ȋȷ̈́̓͂Ȃ࿂ฒ̞ৗ࿚̧̠̦̜ٛ͂ͤ͘ͅ
̳ȃत͂ઢ̞̦̈́ͣȂ
ȶུ૽̠̞̠̽̀̓փྙ̺̠ͧ
͇ȉȷ͂დ̳̭̱̱̳͂͊͊́͜ȃ
ȁଲٮ൳শະ̥ޣג͈ޙȂު͈̓̈́͞ݫࣾڰ́
জ͈ાͬངͦͥࠏ૽̦௩̢̞̳̀͘ȃ෩ࡍ୨̯ͤͦȂ
ު༗ࡏ̞̈́͜ȃ࣭ͅॽ̭̹́ͧ͂̽ܦম̞̈́͜͜زȃু
͈̹࣭ͦ́͘͜ȶ૽ٸȷࡤ͊ͩͤȂ୶ர͈͂ޡএ̽
ུ̞̹̀́͜
͞ ͉ ͤȶ΄ ͼ ΐ
ϋȷ̺̹̽ȃࠏ
૽ ̹ ̻ ͉Ȃ ུ
૽Ȃ̷ ̱ ̀  ུ
২̦ٛౝ̧̳͓
ྶ̢̩ͬ̀ޗ
̞̱̦ͦ̀ͥܨ
̳͘ȃ
ɣεσΠ΄σࢊͬߐঀ̱Ȃௗ࢛́ࠏ૽Ȫஜȫ
͈ͥͅႅ̯ͭ
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໐ڠشఱ႗રર

ȁȶ࣐൲ȡ౷͂ݩজ̧͈̹̭͛́ͥ͂ͅȡȷ
̧ͥ
̧
̭ͥ͂ȡ
̭͂ȡȷ
͂ȡȷͬΞȜζͅैͬ༡̹̽ĳııĺාഽŋŊńł࣭षފႁΛ
ͬΞȜζ
ͬΞ
ͬ
ζͅै
ͅैͬ༡̽
ͅैͬ༡
ैͬ
ै
ͬ༡̽
༡̹̽ĳı
̹ĳııĺාഽŋŊń
̹
ııĺාഽ
ාഽ
ഽŋ ńł࣭षފႁ
ഽ
࣭षފႁΛ
࣭ष
षފႁ
ႁΛ
ΓͼϋΞΑΠȃ̷͈ࣞࢷ͈໐́Ȃ࣭̥ͣ؊༡͈̜̹̽ĳĵĭĵĶĲത͈ಎ̥ͣȂಿࡇಿࣞࢷˍ
ාȂۼဇܮঊ̯͈ͭै̦ȂΠΛίˏͅවͥडਜર໐ڠشఱ႗ર̧̱̹ܵ͘ͅȃ١ݷ
ͬో଼̱̹͈̯ͭۼளͅท̳ͤ͘ȃ
ڠ͈̭̥۪ͧͣޏજ͈·
ρή͈ڰ൲ͅ४حȂ
ķා́Ŗ ŏ ņ ő
Ȫ࣭
Ⴒْ۪ࠗޏȫ
͈Ք݈ٛͅ४͈̹̱ح
ͬ୨ͤͅȂ
۪࣭ͥͩ۾ͅޏष݈ٛͬ
ఉ̩ࠐࡑ̧̱̱̹̀͘ȃ
̞͘͞ΈυȜ
Ψσͅڰ̳ͥ৹͈γȜίȂ
̷͈ள
͉༓ݡ͂ޑൽ͈Ⴏਠͅ႗͚ࣞࢷ
̳́ȃ
࣐͈̯ͭۼ൲ႁ͈ܖய̹͂̈́̽
͈͉Ȃ
๑ࣇ५
Ȫಿঌȫ
͈έ·υ;͈
औ̱̹́ȃ
༛̯̹ͦΥΒη͈ਅ႒͈
ଢ଼Ȃ
Ϊ͈औȂ
ภैͤȤȃ
̭
͈̠̈́͢ैުͬڠশయ̥̫ͣ
̭ͥ͂́Ȃ
ȶ౷ࡓ͈५͈ఠࠏ͈་ا
ͬಿܢഎͅࡉ̧̞̹̞̀Ȃ
̦ܥܓြ̀
̥͉͈̩ͣ́ັܨಁ̱ͦ̈́̽̀ͅ
̠͘ȷ
͂ࢊ̯ͥͭۼȃ
̞́͜ذȂ
ൃ
͈ୱ५́͜Ȃ
ಏ͂ۼ౷ൽ̈́औ̫ͬ
̞̳̀͘ȃ
࣭ष݈ٛͬࠐ̀Ȃ͉̯ͭۼ૧̱
̞ণതͬං̱̹͘ȃ
ȶଲ͉ͅٮȂ
ུ́
ࣉ̢̞̹͈̹֑̹̀͂̽͘͜ఱ̧̈́
࿚ఴ̦५ୟ͙̜̭̹̞́ͥ͂ͅັܨȃ
ུ́ڰ൲̞̠͂͂୯କ͈τα
σ̺̫ͦ̓Ȃ
႕̢͊ͼϋΡ͉́מഎ
̈́କ͈ږ༗̞̈́ͣ̈́͘͘͜ȃ
ণͬࢩ

̩̽̀͜هఴͬ௴̢̹̞ȷ
ȃ
̹͘٬ٸ
́Ȃ
ু͈փࡉͬ৽ಫ̱͈փࡉͬ
̩̞̠͂Ȃ
݈ა̳ͥႁ̦౫̢̹ͣͦ
͈̭͂͂ȃ
۪ڰޏ൲̞̞ͧͧ̈́ͅ૽ͬ
̧͙ࣺےȂ
๊͈֚૽ͅอ̱̞̩̭̀
̦͂ࣽࢃ͈ڰ൲উସ̷̧̞͂̈́̽̀
̠̳́ȃ
࣭षഎ̈́ા͈́૧̱̞૽̹̻͈͂
̞ٛȆอࡉ̦Ȃ
̯ͬͭۼষ͈ΑΞ
Ȝΐ̧̬̞̳͒͂̾̈́̀͘ȃ

ɣু̹̻͈ڰ൲ͬત̱̹ٚ
ȁεΑΗȜ̳̯ͬͥͭͅۼ

Ṵṳṭṫۋᬢ֠Նͳࠓᄀ᾿᱔ഁᄀὬᾇὨίᾷᾊώᾌṜṚṚṣɰ᫅᧹ᇁדᢂᒊẩדᢂഁ
ࡢ૽રġࣞࢷ໐

ࡢ૽રġಎڠ໐

಄ҜቲᢂᦼቶࠓݸᔨޙՒᢂ

ۋӈෛ᫅ᢂ

ȁۼġဇܮঊȪಿࡇಿࣞࢷĲාȫ
ȁȁȶகȼࠑɁɇȪྫࡠఱȫȷġ

ȁ۾ോġ૯ঊȪऎݛಿಎࢷڠĳාȫ
ȁȁ͈֚̾ز̧̈́ͥ͂ͅ

ۋӈෛ᫅ᢂ

ϽϷ

ȁཪġྶȪಿࡇئչඣުࣞࢷĴාȫ
ȁȁࡎͬ՜̞͈͉̽̀ͥȆȆȆȃȁ

ȁଫాġၖ߽Ȫఱঌၛ૾شరಎࢷڠĴාȫ
ȁչġ্ିȪঌၛࢩၿಎࢷڠĳාȫ
ȁ܃५ġࠫȪհචঌၛ२ޡಎࢷڠĴාȫȁ
ȁ ᚧġୄجȪչඣঌၛչඣಎࢷڠĲාȫ
ȁࡔڦġဎఊȪؖঌၛؖୌ໐ಎࢷڠĲාȫ
ȁୄକġضȪࢄయനၛࢄయനಎࢷڠĴාȫ

ϽϷ
ȁཤࡔġႝঊȪಿࡇ༠ࣞࢷĲාȫ
ȁઐ࿐ġ౺दȪಿࡇಿୌࣞࢷĲාȫ
ࡢ૽રġා٬ފٸႁފٛર

ݠ५ͺϋΐͿςȜȪਗఱڠ֗ޗڠ໐້௺ಿಎࢷڠĲාȫ
ݠോȁٳȪਗఱڠ֗ޗڠ໐້௺ಿಎࢷڠĴාȫ
ᚧġ֏ජȪधڠޗಎࢷڠĲාȫ
ࢬଲġ࣎ఊȪਗఱڠ֗ޗڠ໐້௺ઐུಎࢷڠĴාȫ

 ࢷ ڠર
။ԗࠓഁᢂ
ȁಿࡇષչඣުࣞࢷ
ȁಿࡇئչඣުࣞࢷ
ࠓഁᢂ
ȁࣞȁࢷȤĳࢷȁಎࢷڠȤĲĶࢷ

ŏŰįĳĲġȡΗȜΊΛΠȆρϋΊȜΐȆ;ͼȜ·ȡ
駒ヶ根訓練所では英語、
スペイン語、
フランス語、
ロ

中の言語だけでコミュニケーションを行っています。

シア語、
ネパール語、
シンハラ語（スリランカ）、ベンガ

伝えられないもどかしさや、伝わったときの感動を味

ル語
（バングラデシュ）
、
キルギス語など、
ボランティア

わい、
これから出発する派遣国での生活を想像しなが

が途上国で使用する言語の学習に取り組んでいます。

ら、
訓練生は日々の語学学習に取り組んでいます。

65日に及ぶ派遣前訓練では、公立中学校3年間の外
国語授業の約3分の2に当たる210時間の語学授業
が組み込まれています。訓練修了後はすぐ、外国語一
色の生活が待っています。
そこで訓練終盤には日本語を使わず、
極力学習中の
言語で生活する
「Target Language Week
（ターゲ
ット・ランゲージ・ウイーク）
」があります。期間中は「ブエ
ノスディアス」
「ボンジュール」
「ナマステ」
「アッサラー
ムアライクム」など、様々な言語のあいさつが飛び交
います。授業中はもちろん、休み時間や食事中も学習
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ɣۼܢಎ͉߱Ⴏਫ਼ΑΗΛέȪऒȫ͜δρϋΞͻͺͅ
ȁచ̱́ࢊ࣭ٸచ؊̱̳͘

ṫṬ ṭ

ȁŋŊńłδρϋΞͻͺࠐࡑ৪֥࣒̱ͣͬ͂̀͞
෩ࡍ̱Ȃഷષ࣭͈დ͞ڰ൲ఘࡑ࣐̠࣭̈́̓ͬषފ
ႁஜ࣒जͅ૧̹̈́ιΣνȜ̦̹̱ͤͩ͘حȃ
ȶ։
ͬࢊ࣭ٸ͂ا൳শ̠̤̲ͭ͝ͅڠȷ̞̠͈͂́͜
̳ȃ̭͈ު౪̧͈̥̫̹̽͂̈́̽ߒώआঌၛ
༠ޗ͈ࢷڠ͈༷ۜͅே̵̧̱̺̹̞ͬ̀͘ܙ
̹ȃ༷̜͈ͥྙޟȂ̤ͅࠚܨŋ Ŋ ńłߒώआ̤́͘࿚̞
̵ࣣ̩̺̯̞ͩȊ

ᖊ៓ἿංὣᥨἨἷṴṳṭṫἿᆌἦὤἜࠓὤἱἤἹ
うち しろ

༠ࢷڠġķාහ

まさ

と

ඤġઽġġୃġഴ̯ͭ

ȁུࢷ͉́ࣽාഽȂ
ͬ֗ޗࢊ࣭ٸΑΗȜΠ̱̹͈͈͜Ȃ
͘
̱̞ȷ
͈̈́̓ۜே̦̹̩̯̥̞̱̹ͭͦ̀͘ȃ
̺̺͘ࡄݪະ௷̜́ͤȂ
ٸ໐࣒ͬઉ̭̠͜ͅȂ
̹̓̈́ͅ
ȁު͉́؎ༀ੨࣭̺̫̩́̈́Ȃ
ͺΐͺ͞ͺές́͜ఉ
̤̥̞̳̞͊ͦ͢ܐఱ་ේ̞̱̹ͭ́͘ȃ
̷̧ͭ̈́͂Ȃ
࣭
̩͈࣭̦̭̠ͬ͂ঀͬࢊם̧̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃ
̭ͦͅ
षၠ͈࿂̦͈̜̹́̾̈́ͤ̽ා٬ފٸႁబ͈༷࣒ͅ
̭̽̀́͂͐͢ڠͬࢊםଲٮಎ͈૽̦̭̦͂̾̈́ͥ͂́
̱͂̀ြ̞̹̺̫̭̀ͥ͂͂̈́ͤȂ
ൺ͉̻ͧͭ͜Ȃ
ޗ
̧̱̹̠̳ͥ͂ۜ́͢ȃ
̹͘েলၚ̦೩̞࣭ș͉́ল
͜ఱ̞ͅܥ̧͈̭ͥ́͂͐ڠ̧̞̹̺̱̹ٛͬ͘ȃ
ͬඋ̞̭͉͛̈́͂ະ༒̜̺̫̩́ͥ́̈́Ȃ
ྵ͈ͬࡏܓઉ̩
ȁĳ͈ٝު͉́Ȃ
ུܖഎ̜̞̯̈́̾͞ুࡨતٚȂ
̞̾ͅ
̭̜͂ͥ͜
Ȫ႕̢͊౷ဿ౷ఝ͈࠙࣬̈́̓ȫ
̞̠͂დ̧ͬȂ
̧̢̹̱̺̹̞̀̀͘ޗȃ
͈ࢊםުͅಫ̱̞̀ͥঊ̓
࡞ဩ͞লͬ͐ڠఱ୨̯̜̦̹̯̦͂ͤঊ͈̓͜͜ͅඑ̞
̦ဥփ̱̹ޗ
̹̠̳́͢ȃ
͜ోȃ
̵̵̥̥̦̈́̈́ͭ͘ȃ
̱̥̱࣒̦ဥփ̱̹ޗ
ऺ
Ȫͬࢊםდ̳࣭ș͈ȜΡ͈͞ౙࢊ
ȜΡ̈́̓ȫ
ͬࡉ̱͈̹̞̦ͥ͂́ͩ͡ྙޟ
̠Ȃ
ৢ૯ͬͅࡉ̹ͤȂ
ో͂ේ͙̦̈́
ͣΑβσ͍ͬఢ̢̹̱̞̱̹ͤ̀͘ȃ
ȁ൳̲࣭͈ȜΡͬ̾૽̜̞̯̱ͬ̾
̦̈́ͣౝ̳ΊȜθ̲ͬȂ
ȶ ŉŪįġŎźġůŢŮŦġ
ŪŴġſįġŏŪŤŦġŵŰġŮŦŦŵġźŰŶįȷͬুடͅდ̵
̠̹̱ͥ̈́̽͢ͅȂ
૧̱̩̹͈̽ౙࢊ
̦ΑρΑρ̠̱̹ͥ̈́ͤ͘͢͜ͅȃ
ঊ̓
͈ܱ͜͜ͅȂ
ȶ͈࡞ဩ͈͓ఢ̢̦ඳ
̱̥̹̽ȃ
ఈ͈࡞ဩ̹̞ͤ͜ȷ
ȶ̜̞̯̾
ৢ૯ऒȇ֏͈࣭ٸ̹ͬ͂̽߱͘ͅႯਫ਼ΑΗΛέ͈ͥ͢ͅࢊםު
̹߱Ⴏਫ਼
ਫ਼ΑΗ έ͈ͥ͢ͅࢊםު
͉̻̽͂͡౹̴̥̱̥̹̽ȃ
̢̹͕̀͘ޗ
ȁȁֲȇςΐσ̞ঀͬऺޗȂ
ȶȷͬນ̳ౙࢊ͈Αβσͬ༓ޑಎ

「エーデルこまがね」では認知症高齢者の方々が2つのアルプスに抱かれた豊か
な自然環境の中、ゆったりと生活しています。訓練で訪れるJICAボランティアは
職員の補助や利用者との会話を楽しみながら1日を過ごします。

ਫ਼ڰٸ൲୶ͤ͢
బ֥͈͒ιΛΓȜΐ
所外活動の受け入れを始めて3年が経ちました。利用
者の方々は協力隊員を孫のように思っていて、毎回訪れ

ɣ̞̾͜δρϋΞͻͺͬྶ̩̫ͥවͦ̀
ȁ̯ͥئȜΟσ̭̦͇͈֥͈̯ͭ͘ٯ

エーデルこまがね（駒ヶ根市）
りし始めます。職員ではない外部の方と関ることで、利用
者の方にもいい刺激になっているようです。

るのを楽しみにし

活動2日目はボランティアがゲームや踊りを披露して

ています。最初は

くれます。中でも出身地の民謡を歌って下さったことが

何 をして い い か

印象的でした。活動が終わるころには手を握り
「また来て

分からず、戸惑っ

ね」
と2年後の再会を楽しみにする利用者も多くいます。

ているボランティ

職員が 普段、手の届かないところの環境も整備して頂き

アも、時間をかけ

非常に感謝しております。

るうちに笑顔で利

実はここの職員の娘さんも協力隊に参加中です。
途上

用者と会話をした

国で活躍している皆さんには、
体には十分気をつけて精

り、折り紙 をした

一杯頑張って欲しいと思います。
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ま み こ
ウズベキスタン
青少年活動（飯田市） זനཻঊ̯ͭ
なが た

࿂ୟȇĵĵįĸĵྔġŬŮĳȪུ͈Ĳįĳȫġ
૽࢛ȇĳĭĸĶıྔ૽Ȫĳııĺාȇ࣭Ⴒ૽࢛߄ܖȫ
ਉസȇΗΏΉϋΠ
ਯྦྷȇ;Βα·૽ġĹıɓ
ȁȁȁυΏͺ૽ġĶįĶɓ
ȁȁȁΗΐ·૽ġĶįıɓ
ȁȁȁΎέ૽ġĴįıɓ
ȁȁȁȪĳııĺාġńŊłġŕũŦġŘŰųŭťġŇŢŤŵţŰŰŬȫ

ウズベキスタンの首都タシケントに赴任して早1年。首都といえども道はデ
コボコな上、マンホールのふたがないことがあり、
ここでは「上を向いて歩こ
う」
というのはちょっと危険です。
またゴミの分別が全くないのは、便利な反面、 ࡞ࢊȇဥࢊ͉;Βα·ࢊ
ȪΞνσ·੨ࢊͅ௺̳ͥȃొ̱ȂΗΏ
ΉϋΠȂζσϋΡȂήΧρ൝৽
ゴミ出しのたびに良心が傷みます。
̱͂̀സঌ͈੨༷࡞͉βσΏͺࢊ
私の配属先、
ウズベキスタン日本人材開発センターでは、
ビジネス人材の育
͈̩ޑͬޣג̫̞̀ͥȫȃ
̹͘υΏͺࢊ͜ࢩ̩ঀဥ̯ͦ̀
成と両国の理解促進を目的に、様々な活動を展開し、年間7万人近い来館者が
̞ͥȃ
あります。私が携わっている相互理解促進事業では、茶道や折り紙など日本文
ਕޗȇ৽̱͂̀ͼΑρθޗΑϋΣ෩
化の紹介や体験教室のほか、
ウズベキスタンの伝統楽器を在留邦人の方が習
Ȫྩٸજŉ őȇ࣭ڎȆ౷֖ૂସͤ͢ȫ
う機会も提供しています。学校や幼稚園を訪問しての出張折り紙教室も行って
おり、出来上がった作品を得意そうに見せる子どもたちの笑顔に癒されています。多種多様な参加者のニーズに応
えるため日々奮闘しているうち、
自分自身の引き出しが増やせたように思います。
こちらに来て、
日本人のもったいない精神を伝えられたらと、端切れを利用した布わらじ作りも教え始めました。
日
本のアニメブームを背景に
「マンガの描き方」講座を始めたところ、子どもを持つ主婦層までが参加してくれました。
今年5月には、盆踊り祭りを開催する予定です。
スタッフや支援者の
方々とともに、
日本の夕べをウズベキスタンの皆さんの心に届けた
いと思っています。
ウズベキスタン

ɣঊ̹̻̓͜ͅ୬ͤঞͬז̢ͥޗന̯ͭ
チリ

ųŦűŰųŵŠĶĴ

ΏΣͺ٬ٸδρϋΞͻͺ

チリ
経営管理（安曇野市）

ࢥġࡓ̯ͭ

く どう もと ひこ

Ιςވგ࣭
࿂ୟȇĸĶįķྔŬŮĳȪུ͈ĳȫ
૽࢛ȇĲĭķĶĺྔ૽Ȫĳııĸාȇଲ߆ȫ
ਉസȇϋΞͻͺΌ
ਯྦྷȇΑβͼϋࠏĸĶɓ
ȁȁȁ̷͈ఈ͈؎ਗࠏĳıɓ
ȁȁȁ୶ਯྦྷࠏĶɓ
࡞ࢊȇΑβͼϋࢊ
ਕޗȇΠςΛ·Ȫ૽࢛͈ĹĹɓȫ

私は南米チリの首都サンチャゴに2009年3月下旬に赴任しました。
チリの
国土は南北約4000ｋｍ、東西の幅平均175ｋｍでウナギの寝床のような国で
すが、面積は75万平方ｋｍで日本の２倍あります。
細長い領土の西側は太平洋、
東側は5000〜 6000ｍ級のアンデス山脈、北部は1000ｋｍに及ぶ砂漠、そ
して南部は南極に囲まれておりいわゆる陸の孤島と言えます。国土の80％が
山岳部であり火山も多く約50の活火山があり長野県とよく似てい
ます。
私は国際協力庁に派遣されチリの機械・金属工業の工場を毎日
訪問して、生産性向上の指導をしています。私が訪問・指導する企
業の管理者・作業者は私のアドバイスを素直に聞いてくれるので
大変うれしく思います。
まだいろいろな点で日本より管理レベルは
低いですが少しずつ向上していることがわかります
チリ人は一般に陽気で、
たいへん親切な国民です。例えば電車の
中で妊婦や赤ちゃんを抱いている人や老人が乗ってくると数人の人
が席を立ってどうぞと手招きします。私の残り任期中多くの企業を
ɣઉఞ̯̹ͦΩȜΞͻ͈́Ȃ͈̀ͭ͑ͣै༷ͤͬঐ
訪問して、
さらに指導改善していきたいと思います。
൵̱̞̭̀ͥ͂ͧȪདঊ̥̞͈̦͐̽̀ͥࢥ̯ͭȫ
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Ȋ
̞Ȋ
ಿࡇ
͝
̱
̽
ͣ
࣐̽̀
新ボランティアのみなさん
ȺΏΣͺ٬ٸδρϋΞͻͺȻ
いま い

今井

ひ ろし

寛 さん

（コスタリカ／マーケティング／千曲市）
大手食品製造会社で果実、野菜等の生原料の仕入れ調
達（品種改良、栽培技術指導を含む）
を38年間やってき
ました。定年を節目に長年の経験で得た知識、技術を開
発途上国の農業発展のために役立てたいと考え、志願
しました。
え さき

江崎

ಿࡇ͈δρϋΞͻͺࠗĲĴྴ̦Ĵئ̥ͣ
ͣ
ਜ਼ষȂ̷̸͈ͦͦහ࣭͒อ̱̱̹͘ȃ
Ȫ̥̭̽ඤ͉෩ࡍ࣭ྴȟਅȟঌఆȫ

れい こ

とみ た

けん た ろう

玲子 さん

冨田

健太郎 さん

（インドネシア／日本語教育／富士見町）

（パラグアイ／土壌分析／長野市）

インドネシア・バリ島に、
日本語教師として赴任します。
昨今、介護士を目指してインドネシアから来日される方
も多く、言語による意思疎通の問題もあるようです。多
くの方々のお役に立てる２年間でありたいと考えていま
す。

現職ですが、前回はパナマ、今回はパラグアイに赴任し
ます。今まで、協力隊時代からパナマ、
コロンビア、
ブラ
ジル等において海外経験を積んできました。
これらの経
験は将棋の駒として使えますが、任国では初心を忘れ
ず、取り組む所存です。

Ⱥා٬ފٸႁబȻ
いし ざか

石坂

お ざき

あゆみ さん

尾崎

ま

り

こ

真理子 さん

（セネガル／PCインストラクター／長野市）

（フィリピン／村落開発普及員／伊那市）

パリダカールラリーで知られているセネガル。HIV陽性
者へのケアを行っている病院で、情報管理などソフト面
から医療をサポートしてきます。まだまだ力不足は感じ
ますが、現地の人達と一緒に成長し、
ともに実りある2
年間にしたいです。

フィリピンのレイテ島州都、
タクロバンへ行きます。
マン
グローブの海に育つ蟹の生産のために働く予定です。
レイテは日本とも歴史的に関係が深く、民俗誌の宝庫
なので楽しみです。

こ ばやし

小林

たか ゆき

さか もと

貴之 さん

坂本

なつ き

夏希 さん

（モザンビーク／村落開発普及員／上田市）

（セネガル／看護師／御代田町）

アフリカ大陸にあるモザンビークに村落開発普及員と
して派遣され、農民の所得向上などに携わる予定です。
国際協力という幅広い活動の中で、自分に何ができる
かまだ分かりませんが、少しでも現地の人の役に立てれ
ばいいと思います。

首都ダカールから東に約500キロ。タンバクンダ州に
ある病院で整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5Ｓといわれ
る活動を行う予定です。応援してくれる人たちへの感謝
を忘れず、浅間山の麓での看護師経験をいかし、現地の
人と共に元気に2年間精一杯頑張ってきます。

たつ の

みず き

とみ い

龍野

瑞季 さん

富井

く

み

こ

久美子 さん

（キルギス／観光業／上田市）

（タイ／作業療法士／飯山市）

中央アジア・キルギスの西部タラスで観光振興を目指し
活動する予定です。人々との出会いを大切にし、現地の
人の心に残る活動がしたいです。支えてくれる周りの人
たちへの感謝の気持ちを胸に、健康第一で頑張ります。

障がい児ホームで作業療法士として活動します。現地
スタッフと共に考え、行動し、時には背中で語りかけ、障
がい児の生活をよりよくするお手伝いができればと思
います。笑顔を忘れずに、日常生活も楽しみタイです。

なかむら

あや こ

はら

中村

彩子 さん

原

のぼる

昇 さん

（ブルキナファソ／行政サービス／原村）

（セネガル／野菜栽培／川上村）

第三の都市・
トドゥク市の市役所で文書管理の仕事を担
当します。文化も価値観も違う国では、
自分の無力さを
実感するかもしれませんが、できることから着実にこな
そうと思います。何よりも、
ブルキナ人のありがとうと笑
顔のために。真摯に元気にがんばってきます！

私は野菜栽培を教えにセネガルのカオラックに行きま
す。任国の発展に少しでもつながるよう、
しっかりと役割
を果たしてきたいと思います。

やま だ

山田

さ おり

紗織 さん

（セネガル／村落開発普及員／長野市）
元協力隊員である兄の背中を見たことがきっかけで協力隊
を志して早10年。念願かなって、西アフリカのセネガルに
派遣されます。今日ここにいられることの幸せと感謝の気
持ちを忘れずに、寂しくなったら信濃の国を聞きながら、現
地の方と話し合い、悩みながら、
「共に生きる」
ことができた
らと思っています。

JICA駒ヶ根

メールマガジン
登場！
！

わたなべ

しん や

渡辺

信也 さん

（パナマ／野菜栽培／中野市）
「パナマ運河」
で有名なパナマで野菜栽培隊員として、貧困の格
差が顕著な農村で唯一の現金収入源であるコーヒーの栽培支
援、有機農業、稲作、販売ルートの確保などに携わる予定です。
不安もありますが、
やりたいことは沢山あります。念願の一歩を
応援してくれる家族やみな様方への感謝を忘れず、半人前です
が一 丁前の希望を持って、2年間精一杯頑張ってきます！

ȁŋ Ŋ ńłߒώआ͉૧ාഽͤ͢ȂιȜσζ΄ΐϋͬΑΗȜΠ̵̯̳͘ȃŋ Ŋ ńłߒώआ
̵̥͈̤͉̻ͣͣͧͭ͜Ȃࡇඤ͈࣭षފႁ̳ͥͅ۾൲̧͞ͼαϋΠ̈́̓Ȃী͢
ͤ̈́ૂ༭ͬςͺσΗͼθ̤́එ̫̱̳͘ȃͬܛབ̯༷͉ͦͥŋ Ŋ ńłߒώआι
Ȝσζ΄ΐϋ൚ȪūŪ ŤŢŬūŷŁūŪ ŤŢįŨŰ įūű ȫ́͘ȂιȜσ̮́Ⴒ၁̩̺̯̞ȃ
ȁ̤̈́Ȃࢩ༭ঞȶਗอȁ࣭षފႁȷ͉ࣽͬ̽̀͜ਞၭ̵̧̯̞̹̺̳͂̀͘ȃ
ಿ̞̮ۼՔඋȂ̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ
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*Information

ŋ Ŋ ń łߒώआͼ ϋ έ  ι Ȝ Ώ ο ϋ

青年海外協力隊＆シニア海外ボランティア
平成22年度 春募集開始！
募集期間：4月1日（木）〜5月17日（月）

ٳट

শȁۼ

୰ྶٛા

ಿ ĴĳĸĩാĪ ĲıĻĴıȡĲĳĻĴı ಿঌ̶ͭͭ͑ͣ͜जȁĹıĳ݈ٛ
๑ന ĵ ĴĩാĪ ĲıĻĴıȡĲĳĻĴı ๑നঌ̮ͤͭৡȁ݈ٛĲ

ȁ࣒ٳजȶ࣭ष͂߸۾ུ͈࣭षފႁȷ
Ȫ࣒ȇᎢၻঙȟ଼᮴ఱྴڠနޗȫ

ĲĴȪغȫĲĴȇııȽĲĵȇĶı
ȁ࣒ٳजȶŋŊńłδρϋΞͻͺমު͈ၑැ͂࿒ດȷ
ȁȪ࣒ȇչၦঙȟŋ Ŋ ńłා٬ފٸႁబমྩޫಿȫ
ĲĵȪକȫĲĴȇııȽĲĴȇĶı
Ȫ࣒ȇ۹გੇঙȟ ŋ Ŋ ńłා٬ފٸႁబমྩޫهಿȫ
ȁ࣒ٳजȶŋŊńłমުٽါȷ
ĲĶȪ࿐ȫĲĶȇĲıȽĲĸȇıı
ȁ࣒ٳजȶܿ͂ٳอ͈̥̹̻ȷ
Ȫ࣒ȇಎఆંংঙȟၨఱޗڠȫ

5月

ષന ĵĲĵĩକĪ ĲĺĻııȡĳĲĻıı ષനঌಎ؇ྦྷ܁ȁĳٴȁ݈ٛ

MAY

ಿ ĵĲĸĩാĪ ĲıĻĴıȡĲĳĻĴı ಿঌ̶ͭͭ͑ͣ͜जȁĹıĲ݈ٛ

ĲȪാȫĲĶȇĲıȽĲĸȇıı

չඣ ĵĳĲĩକĪ ĲĺĻııȡĳĲĻıı չඣঌਫ਼ȁ݈ٛĶıĲ

ȁ࣒ٳजȶ։͈اၑٜ͂ഐ؊ȷ
Ȫ࣒ȇ࿐ఆਜဎঙȟނఱڠఱޗ֭ڠȫ
ġ

ઐུ ĵĲıĩാĪ ĲıĻĴıȡĲĳĻĴı ઐུঌಎ؇ྦྷ܁Ȫ˩;ͻϋΈȫĵĮĵ݈ٛ

ĲĲȪغȫĲĺȇııȽĳĲȇıı
ȁϋȜΠȶ౷͈ݩΑΞȜΐȷ
Ȫાਫ਼ȇߒώआ߱Ⴏਫ਼ȟ౷͈ݩΑΞȜΐমྩޫȫ

ȺΏΣͺ٬ٸδρϋΞͻͺȻ
ٳट౷

ٳट

শȁۼ

଼ĳĳාĴĴĲอ࣐

ٳट౷

ĸȪକȫġȁ଼ĳĳාഽలĲষబ෩ࡍஜ߱Ⴏٳই
ĲĳȪȫĲĶȇĲıȽĲĸȇıı

ŏŰįĳĺ

ࡇඤڎ౷́༡ਬ୰ྶ࣐̞̳ٛͬ͘ȃ
Ⱥා٬ފٸႁబȻ

4月

APRIL

ਗอ

̵̤ͣ Ȫ̤࿚̵̞ࣣ͉ͩߒώआ߱Ⴏਫ਼൚́͘ȫ

୰ྶٛા

ઐུ ĵĲıĩാĪ ĲıĻĴıȡĲĳĻĴı ઐུঌಎ؇ྦྷ܁Ȫ˩;ͻϋΈȫĵĮĴ݈ٛ
ષന ĵĲĵĩକĪ ĲĺĻııȡĳĲĻıı ષനঌಎ؇ྦྷ܁ȁĳٴȁ݈ٛ
ಿ ĵĲĸĩാĪ ĲıĻĴıȡĲĳĻĴı ಿঌ̶ͭͭ͑ͣ͜जȁĹıĳ݈ٛ
չඣ ĵĳĲĩକĪ ĲĺĻııȡĳĲĻıı չඣঌਫ਼ȁ݈ٛĶıĳ

ĳĹȪ߄ȫĲĶȇĲıȽĲĸȇıı
ȁ࣒ٳजȶΣΛεϋ͈ࠃ̥ͣ͐ڠȡུ͈ٳอࠐࡑȡȷ
ȁȪ࣒ȇോၮ֚ঙȟ˪ˬ˫༹૽ȶুடੂঊؚȷၑমಿȫ

6月

JUNE
ĲıȪ࿐ȫȁ଼ĳĳාഽలĲষబ෩ࡍஜ߱Ⴏਘၭ

駒ヶ根訓練所１日体験入隊
参加者大募集！

派遣中JICAボランティア（平成２２年１月31日現在）

ȁഷષ࣭́ڰ൲̳ͥŋŊńłδρϋΞͻͺ͈෩ࡍஜ߱Ⴏ̺̫֚ͬఘࡑ
̵̱͙̥̀ͭ͘ȉࢊڠު͞։اၑٜχȜ·ΏοΛί̈́̓Ȃେ̺ͤ
̩̯͈ͭιΣνȜ̮͈̯́ͭٯ४̤ͬحఞ̻̱̤̳̀ͤ͘ȃ
Ȫ֥Ĵı
ྴȂါထȂಓయķııȫ

ಿঌ
11ྴ
ฒ෯ఆ
1ྴ

ષനঌ
4ྴ

ฒ෯ఆ
ಿঌ

ȁȁȁশȇ଼ĳĳාːĳĵȪാȫȁĲĲĻıı ȡ ĲķĻĲĶ
ȁȁાȁਫ਼ȇߒώआා٬ފٸႁబ߱Ⴏਫ਼

ࢄঌ
1ྴ

հචঌ
4ྴ

̦ͭ͊ͦ ĢĢ ಿࡇŋŊńłδρϋΞͻͺ Ģ
JICAボランティア派遣実績

平成２２年１月31日現在

③日系社会青年ボランティア数
派遣中
0名 （内女性0名）
帰 国
17名 （内女性9名）
累 計
17名 （内女性9名）
④日系社会シニアボランティア数
派遣中
1名 （内女性0名）
帰 国
2名 （内女性0名）
累 計
3名 （内女性0名）

ઐུঌ
6ྴ

ࢄయന

ઐུঌ

ऎݛঌ

ئଋང
2ྴ

ئଋང
ଋངঌ ۅঌ
ౌ

ଋངঌ
2ྴ

ࡔఆ

ౌ
1ྴ
չඣঌ

ۅঌ
3ྴ

ࡔఆ
2ྴ

ݠനఆ
ߒώआঌ

編集後記
年が明けてからハイチ、
チリと大地震が相次ぎ、甚大な被害が出ました。
JICA関係者を含む日本人の無事は確認されましたが、多くの方の日常生
活が一瞬にして奪われてしまいました。国際協力に携わる者、そして地震国
に住む者として、
無関心ではいられない状況が続いています。
新年度からJICA駒ヶ根のメールマガジンが始まります。県内の国際協力
の輪をどんどん大きく広げたいと思っています。
ご期待ください。
（塩）

ऎݛঌ
2ྴ

ࢄঌ

հචঌ

չඣঌ
2ྴ
ࣞ૩

ݠനఆ
1ྴ

๑നঌ

ࣞ૩
1ྴ

ߒώआঌ
6ྴ

๑നঌ
4ྴ

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY KOMAGANE

①青年海外協力隊員数
派遣中
４５名 （内女性３２名）
帰 国 ６０６名 （内女性２６８名）
累 計 ６５１名 （内女性３００名）
②シニア海外ボランティア数
派遣中
１２名 （内女性４名）
帰 国
32名 （内女性6名）
累 計
４４名 （内女性１０名）

ષനঌ

ࢄయന
2ྴ

ߒώआා٬ފٸႁబ߱Ⴏਫ਼
ਗอ

ඊၛ࣐ଽ༹૽ġ࣭षފႁࢹܥ
ߒώआා٬ފٸႁబ߱Ⴏਫ਼

ɡ アルプス球場
␙名古屋

東京␘

中央自動車道

広域農道
協力隊通り

ɧĴĺĺĮĵĲĲĸ

ಿࡇߒώआঌ༠ĲĶ
ŕņōįıĳķĶĮĹĳĮķĲĶĲȪయȫİŇłřįıĳķĶĮĹĳĮĶĴĴķ
ņĮŮŢŪŭİūŪŤŢŬūŷŁūŪŤŢįŨŰįūű
ũŵŵűĻİİŸŸŸįūŪŤŢįŨŰįūűİŬŰŮŢŨŢůŦİŪůťŦŹįũŵŮŭ

ɡ

駒ヶ岳S.A.

昭和伊南
総合病院
ɡ

協力隊入口
駒ヶ根文化会館
ɡ

駒ヶ根インター

פஜΫσȆͺσΩĳŇ

ŋŊńłȜȜ
ŋŊńłȜȜ

R153

␙飯田

JR飯田線
駒ヶ根駅

伊那␘

