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＜帯広＞

世界のともだち2021
五十嵐　龍夫（パラグアイOV）
古茂田　紫乃氏（ザンビアOV）
平林　明日香氏（ベナンOV）

7月11日

藤元明緒氏（映画監督）
林テンテンナイ氏（北海道在住ミャンマー出身者）

2月18日
26名

(トークイベン
ト23名）

インターナショナル・トーク　オンライン編×モンゴル人
技能実習生

7月30日 16名

31名

JICA海外協力隊秋募集説明会代替イベント
オンライン座談会　ボランティアが見てきた開発途上国 
「ところ変わればこんなに違う！アジア・中南米・アフリ
カ隊員経験者に聞くJICA海外協力隊！」 

尾石 明菜氏　（カンボジアOV）
小越　剛氏（グアテマラOV）
鈴木 未央氏（ザンビアOV）

12月18日 12名

北海道コンサドーレ札幌公式戦　ブース出展 8月28日 約200名

「ミャンマーをもっと身近に」ミャンマー写真展

2月19日～3月31日 704名

JICA北海道（帯広）主催オンラインイベント「みんなでお
菓子作り～JICA海外協力隊経験者が任国の料理を紹介～」

9月25日 3名

JICA北海道（帯広）主催オンラインイベント「パラオに
GO!!～エコツアーで知る南国の秘境とイルカ達」

Dolphins Pacific （ドルフィンズ・パシフィック） 10月24日 16名

12月5日
JICA海外協力隊オンライントークイベント
あきらめない　～スポーツの可能性を信じて～

JICA海外協力隊特別登録者・帰国隊員向けイベント
「北海道JICA海外協力隊オンライン懇親会」

田中 玖実氏 （2019年度1次隊/モンゴル/特別登録
者）
橋野 友香理氏 （2021年度7次隊/タイ/現在派遣中）

3月12日

3月5日「教室から多文化共生社会を考えよう」
及川まや氏（旭川市教育委員会学校教育部学務課）
塚田初美氏（旭川市立緑が丘小学校）

28名

230名

JICA北海道（帯広）25周年記念イベント第2弾JICA研修員1
日体験プログラム

新庄　久志氏（釧路国際ウェットランドセンター技術
委員長）

10月16日 16名

JICA海外協力隊オンラインイベント
「ボランティアが見てきた開発途上国　アフリカと日本を
繋ぐヒト！～エチオピア・ルワンダ編～」

鮫島 弘子氏（ガーナ、エチオピアOV）
鹿毛 謙作氏（ルワンダOV）

11月3日 50名

JICA海外協力隊オンライントークイベント
JICA海外協力隊トーク「聞いてみよう！日本語教師のシゴ
ト、帰国後のキャリア」

沢井 孝介氏（ウズベキスタンOV）
清水 孝氏（中国OV）
中村 佳子氏（インドネシアOV）

11月13日 41名

ミャンマーをもっと身近に
～ミャンマー映画「僕の帰る場所」上映会～

JICA海外協力隊春募集　オンライントークイベント
 「道産子ボランティアが見てきた開発途上国 in 道南」

西川 正一氏（バヌアツ、タイOV）
伊藤正枝氏（ソロモンOV）

6月20日 28名

SDGSマルシェ vol.3  協力隊ブース出展/トークイベント
「道産子ボランティアが見てきた開発途上国＠函館～教育
と海の豊かさ～」

西川 正一氏（バヌアツ、タイOV）
尾石 明菜氏（カンボジアOV）

9月19日 31名

JICA海外協力隊オンライントークライブ

「道北から世界へ！スポーツのチカラで国際協力」

斉藤 徹氏（モンゴルOV）
中村 俊文氏（インドネシアOV）

6月12日 28名

セミナー・イベント等

道民の方々に開発途上国の問題や日本との関係等について理解を深めてもらえるよう、各種セミナー、イベント等を実施しました。また,
地方自治体や大学、道内NGOの方々の国際協力に対するお手伝いを様々な形で実施しました。

●　市民向けイベント

開発途上国について道民の方々に関心を持っていただくことを目的としたイベントを開催しました。

イベント名 講演者 実施日 参加人数

＜札幌＞

オンラインセミナー「見つめ直そう私たちの足元　～外国
人材が支える私たちの食卓～」

ホアン ティ ザタオ氏、グエン ティ タオ氏（生活協
同組合コープさっぽろ石狩工場総菜加工部門勤務）
チャン ヴァン フィン氏、チャン ヴァン ドック氏
(有限会社余湖農園勤務)
他２名

6月24日 173名

「やさしい日本語落語で一緒に笑おう」
式部絢子氏（北海道高等教育推進機構教育研究部研究
員）

1月16日 36名

SDGsオンライントークイベント「考えてみよう！SDGsゴー
ル10 ～目に見えない人や国の不平等～」

アッバス・ヤスダニ氏（イラン出身、難民認定申請
中）
ビスカルド篤子氏（カトリック大阪大司教区　社会活
動センター　シナピス）

6月27日 41名

北海道国際協力フェスタ2021内ワークショップ・イベント
「はじめての年賀状～あなたの想いをのせた一枚でつなが
る

12月5日 36名
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主催

主催

主催

主催

主催

28名 主催

●　民間連携

40名

JICA北海道（帯広）主催オンラインイベント「お茶を片手
に世界旅行～インド＆ウズベキスタンの旅～」

沢井 孝介氏（ウズベキスタンOV） 12月19日 20名

しほろ×キルギスDays2021 11月27日～28日 2,328名

＜札幌＞

UNHCR WILL2LIVE パートナーズ難民映画上映会2021 10月29日

イベント名 概要

JICA北海道（帯広）主催オンラインイベント「コーヒー片
手に世界旅行～コロンビア＆パナマの旅」

＜札幌＞

国際農畜産開発論 4月8日～7月29日 約80名

JICA北海道（帯広）主催オンラインイベント「知って見て
考えよう！～南米ペルーの世界へご案内～」

大河原 沙織氏（ペルーOV) 3月13日

3月3日
インターナショナルオンライントーク～モンゴル編 vol.2
～

210名

●　後援イベント

イベント名 実施日

＜帯広＞

世界のともだち2021
地域住民が気軽に参加し、体験することで、在住外国人やJICA研修員と楽
しく交流しながら、国際交流・国際協力について認識してもらう。

7月11日 230名

しほろ×キルギスDays2021
士幌町とキルギス共和国の交流を紹介し、新たに開始するJICAの草の根技
術協力の対象国であるキルギス共和国を地域住民や来場者に身近に感じて
もらう 。

11月27日～28日 2,328名

国際フェスタinとかち2022
十勝地域の国際化を進め、国際感覚優れた住民の育成を図るとともに、十
勝管内で活動する国際協力等の団体の活動の取組などを広く地域住民に紹
介する。

2月11日

JICA北海道では、道内の民間企業（主に中小企業）の開発途上国へのビジネス展開を支援しています。海外展開に関心を持っている民間企
業向けに、他の支援機関と連携し、各種セミナーを開催（主催、共催）しました。

37

31

多様な人材とのネットワーク形成（DX分野を中心に） 2022年2月3日

2022年2月4日海外課題解決に挑む先進事例に学ぶ（環境・インフラ整備等）

イベント名 実施日 参加人数

＜札幌＞

外国人材を巻き込んだ課題解決事例（建設・農業分野） 2022年2月2日 34

16名

国際フェスタinとかち2022 2月11日 210名

宮下 紀江氏（パナマOV)
柴　恵氏（コロンビアOV) 1月31日

●　共催イベント

＜帯広＞　

帯広畜産大学

実施日 参加人数

＜札幌＞

国際協力フェスタ2021

第31回「私たちの身のまわりの環境地図作品展」 10月30日-31日

第1回青年海外協力隊道南OB会プレゼンテーションコンテスト 11月21日

令和3年度　中・高校生ボランティア活動助成事業 9月

海外展開を進める道内起業家等の活躍に学ぶ（サービス産業等） 2022年2月4日 33

●　JICA/大学連携講座

大学名 講座名 実施日 受講人数

人権の尊厳と多様性を認め合う社会を守り、誰一人取り残さない平和な世
界を実現するためには、一人一人の市民の理解と連携が最も重要です。北
海道NGOネットワークの各団体が協力し、その活動をより広い年代、立場
の市民に知ってもらい、活動のすそ野を広げるための取り組みの一つ。

12月4日～5日 約500名

第51回北海道作業療法学会学術大会
ライブ6月12日-13日

オンデマンド6月12日-7月31日

2021年度SDGs Questみらい甲子園北海道大会 2021年10月-2022年3月30日

北海道大学 国際協力論 4月8日～7月28日 約30名

JICAでは連携協定を結んでいる北海道大学及び帯広畜産大学と、国際協力に関する連携講座を実施しました。

日本国際教育学会第32回研究大会 10月9日-10月10日
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●　大学・NGO、地方自治体等の海外研修支援

●　国際協力パネル展・民族衣装・パネル貸し出し

＜札幌＞

12月1日～1月10日

12月10日～12月11日

2022年1月15日

2月16日～2月24日

2月14日～2月25日

2022年3月17日

札幌市スポーツ協会

高槻市人権まちづくり協会

児童発達支援デイサービス輝

豊浦町立豊浦小学校

JICA海外協力隊パネル展
　～旭川から世界へ！スポーツのチカラで国際協力～ フィール旭川 7月27日～8月1日

JICA海外協力隊パネル展
～パプアニューギニアってどんな国？　その魅力と日本と
の繋がり～

旭川市中央図書館 10月30日～11月27日

＜帯広＞

北海道教育大学 JICA北海道（札幌）・ラオス 2022年3月29日-31日

「存在のない子供たち」上映会 12月12日

＜帯広＞

多言語で開く世界の扉 8月26日、8月28日

●　協力イベント

北海道手稲養護学校

＜札幌＞

JICA海外協力隊パネル展～道産子ボランティアが見た開発
途上国～

北海道庁 5月16日～17日

「JICA海外協力隊展示2021＠函館」 函館市地域交流まちづくりセンター 5月18日～6月22日

10月15日～10月20日

豊浦町立豊浦小学校 11月4日～11月10日

イベント名 場所 実施日

イベント名 実施日

＜札幌＞

2022年冬休み小学生講座（国際協力出前講座） 中止

団体名 訪問・活動国 実施期間

Fureru Talk in the world 7月30日

民族衣装10着 こどもカンパニー大通園

星槎もみじ中学校 11月9日～11月15日

札幌市立白石小学校 11月11日～11月25日

北海道旭川西高等学校 10月4日～10月8日

民族衣装4着

民族衣装10着

SDGsパネル21枚

SDGsパネル4枚

民族衣装7着

民族衣装10着

SDGsパネル4枚

民族衣装10着

SDGsパネル24枚

SDGsパネル21枚

民族衣装10着

JICA海外協力隊パネル展　マラウイとブラジルの歩き方
（新型コロナウイルス感染症の影響でパネル展で開催）

帯広青年会議所 4月30日～5月14日

札幌市立平岡中学校 9月2日～9月29日

江別市立江別第二小学校
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JICA北海道（帯広）25周年記念イベント第１弾「釧路×湿
地×国際協力」展

9月14日～9月21日釧路市中央図書館

「世界を愛するお仕事」展 JICA北海道（帯広）									 3月4日～7月2日

協力隊パネル展～道産子ボランティアが見てきた途上国in
帯広～

帯広市図書館 11月25日～12月9日

6月1日～6月30日

「WORLD SPORTS ～スポーツを通じた国際協力～」展 JICA北海道（帯広）									 7月4日～8月31日

JICA海外協力隊パネル展 MEGAドン・キホーテ西帯広店

世界の路上から　小笹純弥写真展 JICA北海道（帯広） 11月6日～12月10日

世界の子どもたちのアート展 十勝総合振興局 12月9日～12月17日

10月1日～11月1日

協力隊パネル展～道産子ボランティアが見てきた途上国in
北見～

まちきた大通ビル（パラボ）、北見
工業大学

釧路×湿地×国際協力展 in イオンモール釧路昭和 イオンモール釧路昭和 2022年2月15日～5月

世界の民族衣装展 更別村老人保健福祉センター 2022年3月28日～4月7日

2022年2月12日～3月3日

「世界のファッションとデザイン」展 JICA北海道（帯広）

Fureru photo～アフリカで暮らしていた3人のJICA海外協力
隊がつくる”小さなアフリカ写真展”～

中一
（帯広市内ギャラリー）

2022年3月13日～20日

世界の動物写真展 更別村老人保健福祉センター 3月29日～4月4日

世界の子どもアート展 更別村老人保健福祉センター 7月20日～8月20日

世界の子どもアート展 更別村老人保健福祉センター 2021年12月20日～2022年1月5日
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