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第6回通常総会を開催します
特定非営利活動法人九州海外協力協会の第6回通常総会を5月15日（土）
に開催いたします。総会では、平成22年度の事業計画や予算・決算などの報
告を行なう予定です。会員の皆様方におかれましては、万障繰り合わせの上、
ご出席くださいますようお願い申し上げます。なお、開催場所や時間などの詳
細は改めてご案内申し上げます。
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【花言葉】
純潔 ・ 精神美
あなたにほほえむ

インターンシップ研修日記
2月9日～2月22日

2月24日～3月4日

＊JICA青年研修事業

＊福岡県ボランティア家族連絡会

＊JICA中学生・高校生国際協力
エッセイコンテスト

＊JICA研修員との交流プログラム

本日までの10日間、大変お世話になりました。初日から
アフリカ研修員の方々と触れ合う機会を与えて下さり、緊
張したと同時にとても嬉しく思いました。研修員が日本で
学ばれたことや自国で必要とされている物事、また日本
への見方など、生の声が聞けたのは貴重な体験でした。
また、エッセイコンテストの準備など責任の大きいお仕事
を任せていただき、注意力を養うことができました。日頃
から職員の方々との会話や電話応対などを行なう上でコ
ミュニケーションの大切さを改めて感じました。国際協力
には、海外で行うものだけでなく地域で発信できるものも
あり、それらを伝えていく姿勢が印象に残っています。皆
さんが役割を持ってお仕事に挑む姿を見て、自分自身を
改めることも出来ました。いつも明るく楽しい職場でした。
ご丁寧にご指導くださり、優しく接していただきありがとう
ございました。これからも感謝の気持ちを忘れず、大学生
活を送っていきたいです。
西南学院大学 1学年 田中 真希

私はインターンシップを通して、様々な人と出会い、他で
は味わうことのない九州海外協力協会ならではの貴重な体
験をさせていただきました。元々国際協力や青年海外協力
隊に興味のあった私にとって、ボランティア家族連絡会や
JICA九州の研修員プログラムに参加できたこと、本当に感
謝しています。ボランティア家族連絡会では協力隊のOB・
OGや現在活動中の協力隊の家族からお話を聞くことがで
き、国際協力への関心が深まるとともに、どうにか私も国際
協力に関与したいと強く望むようになりました。JICA九州の
研修員プログラムでは、私の知らなかった国の方や保育所
の方ともお話をすることができ、とても面白かったです。仕
事は面白いことだけではないとは思いますが、ここで働い
ている皆さんはとても活き活きと仕事に打ち込んでいる姿
がとても魅力的でした。ここでの経験をこれから１年の留学
とそれ以降の大学生活にしっかりと繋げていき、私も青年
海外協力隊として国際協力できるような人になりたいです。
筑紫女学園大学 2学年 岡松 尚子
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朝倉市が中古消防車２台を南米のエクアドル国に寄贈
当協会が実施している研修員受け入れ事業と深い係わり合いのある、朝倉市
の消防防災局の都合課長から、消防自動車を更新するので現在使用中の消防車２台
を有効活用してくれる国に寄贈したいと相談がありましたので、以前勤務していたエクア
ドル国への寄贈を思い立ち仲人役を努めました。中古とはいえ走行距離が１万キロ（消
防自動車があまり走り回っても困るのですが）程度で新品同様の手入れに、２月２６日
の寄贈式に同市を訪れたエクアドル大使は大変満足された様子でした。今後も機会が
あれば、このような事業を通じて協力隊員が活動している国々との架け橋になれればと
思っています。
花田

特定非営利活動法人九州海外協力協会
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目28-4 陣内ﾋﾞﾙ2F
TEL：092-415-6536
E-mail：ngoqshuint@joca-kyushu.or.jp

会員募集のお知らせ！
当会の活動に、ご賛同頂ける団体・個人を、募集致し
ております。会員の方には「JOCA Kyushuだより」を送
付する他、当会主催、共催のイベント情報をご案内致
します。
正会員

賛助会員

個

人

¥3,000

¥2,000

団

人

¥10,000

¥10,000

法

人

¥30,000

¥10,000

ご関心のある方は、当会までお問い合わせください。

～情報・ご意見お寄せ下さい～
「JOCA Kyushuだより」では、皆さまからのご意見、各種情報
をお待ちしております。国際交流や国際協力に関する有益な情
報であれば何でもOKです！！お気軽にお寄せください！

発行 特定非営利活動法人九州海外協力協会
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目28-4 陣内ビル2F
TEL：092-415-6536
FAX：092-415-6518
HP：http://www.joca-kyushu.or.jp/
E-mail：ngoqshuint@joca-kyushu.or.jp
Japan Overseas Cooperative Association of Kyushu
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青年海外協力隊＆シニア海外ボランティア 体験談＆説明会開催
4月1日から5月1７日まで、青年会外協力隊＆シニア海
【青年海外協力隊体験談＆説明会】

外ボランティアの受付期間となります。
この間、九州各地で体験談＆説明会（予約不要、参加
費無料、途中入退出可）を行います。
説明会では、ビデオ上映、元隊員の体験談、個別相談
コーナーなどインターネットだけでは得られない情報が
満載です。海外でのボランティア活動に興味がある方、
お誘い合わせの上ぜひご来場ください！！

齊藤

【ｼﾆｱ海外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験談＆説明会】
開催地

期日

時間

福岡市

4/7

18:30 アクロス福岡

平成22年度
春募集

会場

北九州市

4/13

18:30 ステーションホテル小倉

福岡市

4/20

18:30 アクロス福岡

北九州市

4/25

14:00 JICA九州

福岡市

4/28

18:30 アクロス福岡

佐賀市

4/9

18:30 アバンセ

開催地

期日

時間

北九州市
福岡市

4/6
4/10

19:00 小倉ステーションホテル
14:00 アクロス福岡

会場

久留米市

4/14

19:00 ハイネスホテル久留米

福岡市

4/19

19:00 アクロス福岡

北九州市

4/25

14:00 JICA九州

福岡市
佐賀市
佐賀市

4/28
4/11
4/21

19:00 アクロス福岡
14:00 アバンセ
19:00 アバンセ

佐世保市

4/18

14:00 アルカスSASEBO

長崎市
長崎市

4/7
4/25

19:00 長崎ブリックホール
14:00 長崎ブリックホール

熊本市
熊本市
大分市

4/17
4/24
4/14

14:00 熊本市国際交流会館
14:00 熊本市国際交流会館
19:00 大分コンパルホール

別府市

4/24

14:00 別府市中央公民館

宮崎市

4/10

19:00 宮崎市民プラザ

長崎市

4/27

18:30 長崎ブリックホール

宮崎市

4/22

19:00 宮崎市民プラザ

熊本市

4/16

18:30 熊本市国際交流会館

鹿児島市

4/6

19:00 鹿児島市勤労者交流センター

大分市

4/15

18:30 大分コンパルホール

鹿屋市

4/11

14:00 リナシティかのや

宮崎市

4/22

18:30 宮崎市民プラザ

国分市

4/17

14:00 国分シビックセンター

鹿児島市

4/23

18:30 鹿児島市勤労者交流センター

鹿児島市

4/24

14:00 かごしま県民交流センター

青年研修事業「アフリカ混成9カ国・教員研修」
1月29日～2月10日までの13日間、アフリカ9カ国から小・中・高等学校の教
員が来福し研修を行った。今回の研修の目的は、理科や算数・数学の授業法
の習得であった。小・中・高等学校では、理科や数学の授業を参観しながら、
授業の進め方、生徒への指導法、黒板の使用法や理科実験方法など多くの
ことを学んだ。科学館や博物館では、セカンダリースクールとしての役割や教
育機関との連携事例などを学んだ。2月7日のホームビジットでは、1家族1～2
名の研修員を受入れてもらい心のこもった交流が行われました。研修員は、こ
の研修で学んだことを本国で活かしてくれると信じています。最後にこの研修
にご協力頂きました関係者の皆様、本当にありがとうございました。

飯塚市立庄内中学校
教員とのディスカッション

福浜小学校校門前

齊藤

スケジュール
1月29日

オリエンテーション

1月30日

九州エネルギー館視察

1月31日

自主研修日

2月 1日

福岡市教育委員会講義

2月 2日

純真高等学校視察
福岡教育大学飯田教授講義

2月 3日

飯塚市立庄内中学校視察

2月 4日

いのちのたび博物館視察

2月 5日

福岡県青少年科学館視察

2月 6日

自主研修日

2月 7日

ホームビジット

2月 8日

福岡市立福浜小学校視察

2月 9日

アクションプラン作成

2月10日

アクションプラン発表会、閉校式

閉校式での記念撮影
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1月29日から2月6までアフリカのマダガスカルへ北九州市公園管理課の職員2名と共に
調査に行ってきました。マダガスカルでは森林破壊がすすみ、絶滅の危機に瀕しているマ
ダガスカルの希少動物を保護するため、平成18年度より北九州市とマダガスカル共和国
の共同事業が始まりました。そしてこれまでにマダガスカルのチンバザザ動物園から１名、
環境治水森林省から１名研修員を受け入れてきました。事業は順調に進んでおりましたが、
平成21年1月に反政府暴動が起き事業を一時休止せざるをえない状況になりました。その
後も政治的に不安定な状況が続いておりましたが、森林破壊はどんどん進んでおり動物
を保護するためには止まっているわけにはいかないということで再び北九州市が活動を再
開することを決めました。しかし、政情不安で、しかも以前から言葉や文化の違いから連絡
調整が大変だったようです。このようなさまざまな理由もあり、途上国地域で経験が豊富で
あり、更にマダガスカルで活動した隊員もいるということで当会に声がかかり事業の進行
管理業務の委託を受けました。
現地では、建設予定地の視察、関係省庁や団体への訪問、更に横っ飛びで有名なシ
ファカのいるベレンティー保護区への視察を行いました。トラブルといえば、マダガスカルに
着いた初日にトイレの横の管が外れ水が噴水のように溢れ出し水浸しになったことです。
それ以外は、問題もなく順調に調査を行うことができました。保護区では、植林の苗を育て
ているセンターを訪問しました。貧困により住民が木をマキとして利用する為、過剰の伐採
が行われていました。その結果、木が減り動物の棲家が狭くなり数が減ってきているとの
ことでした。この事業の中には教育プログラムもあり、動物がいる保護区内や近くの小学
校に向け環境教育と調査を行います。その実績を日本に伝え日本の子供たちに動物を通
して環境について学習してもらう計画もあります。来年度は本格的に事業が動き出す予定
ですのでまた報告いたします。
田渕

平成22年度のボランティア春募集開始!!!

春募集にちなんで、JICA九州では下記のようなメニューで、こ
れからボランティアに参加してみようかな？という人に「安心」と
「勇気」と「ユーモア」をお届けするコーナーを、玄関右の展示
スペースにて開催しています。
田中
☆現在、九州から派遣されているJICAボランティアの派遣数★
★現在、JICA九州内で働いている(元)協力隊の履歴書☆
☆現在、派遣されている隊員からの現地リポート★
★(元)隊員が現地持参して役に立ったアイテム☆

お誘い合
わせの上、是
非出かけてみ
てはいかがで
すか？

☆(元)隊員が現地から持ち帰ったもの★
★隊員アルバム☆

などなど・・・
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