
創刊のご挨拶

会員の皆様には発会の時からご理解とご支援を賜り有難くお礼申し上げます。

発会から１年余りになりましたがお陰さまで順調な滑り出しができました。会の活動や事業の紹介を皆様

にお知らせしながらご意見を寄せて頂くために、この度、九州海外協力協会ではニュースレター「ＪＯＣＡ

Ｋｙｕｓｈｕだより」を創刊し、年４回発行することになりました。

皆さんの活動へのご参加をお待ちいたします。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

会長 山部 征三
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来年度のテーマは「風･林･火･山」

皆様 こんにちは！

これまで、会長はじめ役員の方々、（社）青年海

外協力協会、前任者や職場の同僚全員の念願が

叶ってこの法人の発足に繋がったことを受けて、

助走期が過ぎ直に2年になろうとする現在、私自

身もいよいよ本格的な活動期(ステップ)に向けて、

微力ながらも全力で組織の充実と拡大に取り組ん

でおります。

当面は着実に目の前の課題を一つ一つ片付け

て参ります。また来年は「風林火山」をスローガン

に邁進して参ります。

今後とも何卒よろしくご協力お願い申し上げます。

事務局長 三苫 英太郎

熊本の事務所開きからこれまで、右も左も分からず進んで

きたというのが率直な気持ちです。事務所の開設から運営

に至るまで熊本のOB会・関係者の皆さんの暖かいご協力を

頂き、ありがとうございました。

これからも青年海外協力隊について、多くの方に知ってい

ただける様、幅広い活動を続けてまいりますので、どうぞ宜

しくお願い致します。

熊本事務所 小林 円

今年度は応募促進員活動を通じて、たくさんの方と知り

合うことが出来ました。多くの県民に青年海外協力隊を知っ

てもらい、興味を持ってもらえたのではないかと思っていま

す。人と人との関わりは難しいと感じることもありますが、そ

れ以上にやりがいを感じることが多かったように思います。

初めてのことばかりで失敗も多かったのですが、今年度の

反省をもとに、来年度は更に活動の幅を広げられるように、

頑張って行きたいと思っています。

鹿児島事務所 サナブリア 智子

鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター(KAPIC)の運営開始

平成18年4月1日から3年間の契約で鹿児島県より鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター(鹿屋市)の運営管理を受託する

ことになりました。(社)青年海外協力協会、青年海外協力隊鹿児島県OB会、JOCA Kyushuの３者で、共同体≪鹿児島国際交

流協力センター(KIECA) ≫ を発足し、業務にあたります。

詳しい活動については、次号にてお知らせします！！
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平成18年度春青年海外協力隊＆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10日まで、九州各地にて青年海外協力隊とシニア海外ボランティア体験談＆説明会（予約不要、参加費無料、入退出可）を
実施致します。説明会では、ﾋﾞﾃﾞｵ上映、元隊員の体験談、個別相談ｺｰﾅｰなどｲﾝﾀｰﾈｯﾄでは発信できない情報が満載ですよ。協力隊やシ
ニアのボランティアに興味のある方は是非ご来場ください。

青年海外協力隊体験談＆説明会 ｼﾆｱ海外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験談＆説明会

市町村名 期日 時 間 会 場 市町村名 期日 時 間 会 場

久留米市 4月 3日(月)    18:30～20:45     えーるﾋﾟｱ久留米 福岡市 4月 3日(日)     18:30～20:45  ｱｸﾛｽ福岡

北九州市 4月 9日(日) 14:30～18:00 JICA九州 福岡市 4月18日(火)    18:30～20:45  ｱｸﾛｽ福岡

福岡市 4月11日(火) 18:30～20:45 アクロス福岡 北九州市 4月24日(月) 18:30～20:45  小倉興産KMMﾋﾞﾙ

福岡市 4月21日(金) 18:30～20:45     アクロス福岡 佐賀市 4月19日(水)    18:30～20:45 ｱﾊﾞﾝｾ

北九州市 4月24日(月) 18:30～20:45     小倉興産KMMﾋﾞﾙ 長崎市 4月20日(木) 18:30～20:45 長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ

福岡市 4月28日(金)   18:30～20:45     アクロス福岡 熊本市 4月12日(水) 18:30～20:45 くまもと県民交流館

佐賀市 4月12日(水)   18:30～20:45     アバンセ 大分市 4月5日(水) 18:30～20:45 大分ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ

佐賀市 4月19日(水)   18:30～20:45     アバンセ 宮崎市 4月6日(木) 18:30～20:45 宮崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ

長崎市 4月13日(木)   18:30～20:45     長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ 鹿児島市 4月13日(木)    18:30～20:45     鹿児島市勤労者交流ｾﾝﾀｰ

佐世保市 4月14日(金)   18:30～20:45     ｱﾙｶｽSASEBO

長崎市 4月20日(木)   18:30～20:45     長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ 個別応募相談会

熊本市 4月 6日(木)    18:30～20:45     くまもと県民交流館 市町村名 期 日 時 間 会 場

熊本市 4月22日(土)   13:00～15:15 熊本市国際交流会館 飯塚市 4月13日（木） 18:30～20:45       飯塚市市民交流ﾌﾟﾗｻﾞ

大分市 4月 5日(水)    18:30～20:45 大分ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ 福岡市 4月15日(土)  18:30～20:45       ｱｸﾛｽ福岡

大分市 4月27日(木) 18:30～20:45 大分ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ 福岡市 5月8日(月)        18:30～20:45       ｱｸﾛｽ福岡

宮崎市 4月 4日(火)    18:30～20:45 宮崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ

宮崎市 4月26日(水)   18:30～20:45 宮崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ

都城市 4月27日(木)   18:30～20:45 都城市民ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

鹿児島市 4月 7日(金)    18:30～20:45 鹿児島市勤労者交流ｾﾝﾀｰ

鹿児島市 4月18日(火)   18:30～20:45 鹿児島市勤労者交流ｾﾝﾀｰ

鹿屋市 4月27日(木)   18:30～20:45 鹿屋市役所

アクロス福岡会場(H17秋募集)にて

異文化を体験しよう！地球生活体験学習
～インターナショナルスプリングキャンプ～

3月4日(土)、北九州市立国際村交流センターにて、市内の中学生約30名を対象に国際交流イベ

ント「インターナショナルスプリングキャンプ」を開催しました。JOCA Kyushuは、このイベントの主催

団体の一員として「地球生活体験学習」を担当しています。JICA研修員、青年海外協力隊OV、

北九州在住の外国人（ウガンダ）の協力のもと、 「世界を知ろう」 「世界を着よう」「世界を聴こう」を

テーマに異文化を体験しました。



カリブ海に浮かぶ情熱の国、ﾄﾞﾐﾆｶ共和国

サントドミンゴよりこんにちは！！

「JOCA Kyushuだより」創刊おめでとうございます！

事務局長時代は皆様に本当にお世話になりました。私は今年1月5日にボランティア調整員としてJICAドミニカ共和国事務所に着任致しました。8年ぶり

のラテン・アメリカに戻り新鮮な気持ちです。当地でもトイレの１００Ｗ？で元気に仕事をさせていただいております。これまでお世話になった分も含めて、こ

のような機会が今後もありましたら、ドミニカ共和国から見た視点をお伝えしたいと思います。

今回は首都の朝の風景を紹介致します。私は車で通勤しています。信号待ちの風景は日本では見ることができない途上国の雰囲気があります。新聞売

りの女性、窓拭き少年、物乞いの年老いた女性、体が不自由な男性などが信号が赤に変わるたびに車道に出てきます。彼らの表情は、物乞いでしか生き

られないと訴えるような目をした人、お金をもらえなくとも素晴らしい笑みを返す人、自分の人生は失敗だったと空ろな目の人と様々です。

一方、運転手の反応も、無視する人、お金をあげる人、うるさそうに追い払う人

など色々で、実に多くの、対極にあるような人生どうしが赤信号で出会います。

そんな中、私は、エアコンの効いた快適な車内からこれらのドラマをただただ

じっと見ています、手にキャンディーを持って・・・今朝も彼らに渡せませんでした。

私には窓を開けて彼らの人生に関わるという勇気がないのかもしれませんね。

運転席から外を見ると 真っ赤なブーゲンビリア、豊かに実をつけたマンゴー

の木、そこに小鳥達が楽しそうにさえずっています。人は幸せになるために生まれ

てきたと思いますが・・なんとも深遠な気持ちにさせるシーンが混在しています。

物乞いが無い豊かな国日本、最貧国ながら物乞いが無い国ブータン、世界は

なんと多くの場面を私達に提供してくれているのかと、考えさせられます。

なぜ国際協力をするのかの核心の部分が首都の赤信号にあるような気が致します。

本日も皆様にとって良い一日になりますように。

そして、今後とも縁をつないで頂きます様に。

左：丸田隆弘 右：西山シニア海外ボランティア(久留米出身)

JICAドミニカ共和国 調整員 丸田 隆弘

海外長期研修生受入事業報告！！
～福岡県NPO等協働海外人材育成事業～

JOCA KyushuJOCA Kyushuだよりだより 2006.32006.3

ボルガーは向上心が高く、研修期間中、何事にも一生懸命取り

組んできました。そんな彼女が美容室ボルツェを去る前日、お客

さまが彼女のためにプレゼントを持って集まってくれました。その

様子を見て、彼女が短い期間に、ここまでお客さまとの人間関係

を築き上げてきたことを実感し、とても誇らしく思いました。美容師

は技術だけでなく、お客さんへの気配りが大切です。モンゴルで

もお客さんに愛される美容師を沢山育ててほしいと願ってます。

JOCA kyushuをはじめ、今回の研修にご協力くださった皆様、

本当にありがとうございました。私とボルガーの夢に大きく近づく

研修となりました。

平成11年度3次隊・ﾓﾝｺﾞﾙ・美容師・高橋 洋子

9月25日から2月26日までの約5ヶ月間、モンゴルの美容学校の教官であるボルガーさんを研修員としてお招きしました。ボルガーさんは、福岡美

容専門学校と美容室ボルツェ(大分県別府市)のご協力を得て、日本の美容技術やその指導法についての研修を受ける傍ら、小学校等でモンゴル

の話をし、地域の方々との交流を深めました。今回の研修の中心的役割を果たした美容室ボルツェは、高橋OG（平成１１年度3次隊・モンゴル・美

容師）が協力隊から帰国後、モンゴルの美容界の発展を願って、ボルガーさんとツェギーさんという2人の友人の名前をとって作った美容室です。

今回は、そんな彼女達の夢をJOCA Kyushuが後押ししました。

NPO等協働海外人材育成事業とは・・・？

福岡県が行う提案公募型事業で、NPOの企画・実施により、アジア・太平

洋地域を中心とした国から研修員を招へいし、約5ヶ月の研修・実習等で人

材育成を行うもの。

Japan Overseas  Cooperative Association of  Kyushu
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～「JOCA Kyushuだより」の愛称を募集します！～

この度、「JOCA Kyushuだより」創刊にあたり愛称を募集します。 この情報誌の呼び名として、明るく、親しみやすいものを、ご

応募ください。

★応募内容： 「愛称」「読み方」「愛称に込められた意味」をご明記ください。

★締切日：平成18年5月10日（水）必着

★申込み先：特定非営利活動法人九州海外協力協会 「JOCA Kyushu だより」愛称募集係りまで

TEL：０９２－４１５－６５３６ FAX：０９２－４１５－６５１８

Eｰmail：ngoqshuint@joca-kyushu.or.jp
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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。

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 陣内ﾋﾞﾙ2F
TEL：092-415-6536
FAX：092-415-6518
HP：ｗｗｗ.joca.or.jp/npokyushu
E-mail：ngoqshuint@joca-kyushu.or.jp

～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ですよ！！お気
軽にお寄せください！


