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第5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5回通常総会を5月23日（土）に開催いたします。総会では、平成21年

度の事業計画や予算などについて議事予定です。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。

Ｎｏ．13

2月7日から21日まで11日間、インターンシップで九州海外協力協会にお世話になりま

した。タイミングよく、「ＪＩＣＡ青年研修事業」や「ＪＩＣＡ中高生エッセイコンテスト」、「ちきゅ

うを知る講座」など大きな仕事に携わらせていただきました。国際交流に興味があってこ

の研修先を希望していたのですが、特に「ＪＩＣＡ青年研修事業」でアフリカの青年たちと

交流できたこと、発表会にも参加させていただけたことは大変貴重な体験でした。この研

修で、国際協力や国際交流に関するお仕事の内容を学んだだけでなく、働くとはどういう

ことか、自分なりにつかむことができました。自分の大学生活を見直すきっかけにもなり

ました。そして何より、明るくアットホームな雰囲気の事務所で、優しいスタッフの方々に

囲まれて研修できてとても楽しかったです。これからも進路で悩むことはあると思います

が、そういう時はこの11日間を思い出してがんばります。 山科 可珠子

今回のインターンシップでは、海外協力隊という仕事は外からではなかなか理解しにく

い仕事だと思っていましたが、今回の3月2日から7日の期間で少しは理解できたと思いま

す。そして日頃学校ではなかなか体験できないことを多く体験させてもらいました。初日は

緊張しましたが、皆さんが優しかったので早く慣れることができました。また、出前授業で

は現地に行った方の話を聞くことができ、とても参考になりました。そして最終日のスプリ

ングキャンプではスタッフの一員として一日参加できたことはとてもいい経験になったと思

います。また短い期間でしたが、多くの人と知り合い話を聞かせてもらったことは、これか

らの進路の参考にもなったと思います。 笹倉 康宏

インターンシップ

研修日記

主な業務内容

2月7日～2月21日

・ＪＩＣＡ青年研修事業

（写真左）

・中高生エッセイコン

テスト表彰式準備

・ちきゅうを知る講座補助

3月2日～3月7日

・インターナショナルスプリ

ングキャンプ（写真右）

・開発教育・出前授業見学

・ちきゅうを知る講座

データ打ち込み
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～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！

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

“ちきゅう”を知る講座

第7回「多分化共生」

昨年の6月から、財団法人福岡県国際交流センターと協同で開講してきたちきゅうめぐりと“ちきゅう” を知る講座は2

月の講座「国際交流」で最終回を迎えました。講師そして受講者としてご参加くださったみなさま、ありがとうございました。

今年も趣向を変えて愉しいプログラムを準備中です。みなさまのご参加をお待ちしています！！

第8回「国際交流」グループワークの様子



Japan Overseas  Cooperative Association of  Kyushu

JOCA KyushuJOCA Kyushuだよりだより 2009.42009.4

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18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の体験談＆説明会（予約不要、参加

費無料、途中入退出可）を実施致します。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

ティア活動に興味のある方は是非ご来場ください。

【ｼﾆｱ海外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験談＆説明会】

鹿児島市勤労者交流ｾﾝﾀｰ18:304/22鹿児島市

宮崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ18:304/21宮崎市

OASISひろば2114:004/12大分市

熊本市国際交流会館18:304/10熊本市

長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ18:304/15長崎市

ｱﾊﾞﾝｾ18:304/7佐賀市

小倉南生涯学習ｾﾝﾀｰ14:004/26北九州市

JICA九州14:004/18北九州市

ｱｸﾛｽ福岡18:304/16福岡市

ｱｸﾛｽ福岡18:304/8福岡市

ＡＩＭ（ｱｼﾞｱ太平洋ｲﾝﾎﾟｰﾄﾏｰﾄ）18:304/6北九州市

会場時間期日開催地

【青年海外協力隊体験談＆説明会】

鹿児島市勤労者交流ｾﾝﾀｰ18:304/28鹿児島市

かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ18:304/17鹿児島市

ﾘﾅｼﾃｨかのや14:004/11鹿屋市

かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ14:004/5鹿児島市

宮崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ18:304/21宮崎市

宮崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ14:004/5宮崎市

OASISひろば2114:004/19大分市

OASISひろば2118:304/14大分市

熊本市国際交流会館14:004/26熊本市

熊本市国際交流会館18:304/10熊本市

長崎市立図書館14:004/25長崎市

長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ18:304/15長崎市

ｱﾙｶｽSASEBO14:004/11佐世保市

ｱﾊﾞﾝｾ14:004/25佐賀市

ｱﾊﾞﾝｾ18:304/7佐賀市

ｱｸﾛｽ福岡18:304/26福岡市

小倉南生涯学習ｾﾝﾀｰ14:004/26北九州市

JICA九州14:004/18北九州市

ｱｸﾛｽ福岡18:304/16福岡市

久留米商工会議所18:304/14久留米市

ｱｸﾛｽ福岡18:304/8福岡市

AIM（ｱｼﾞｱ太平洋ｲﾝﾎﾟｰﾄﾏｰﾄ）18:304/6北九州市

会場時間期日開催地

平成21年度
春募集

人間いたる所に青山あり。筑紫野の里に

住んで早四回目の春を迎えました。近くに

は万葉と出湯の二日市温泉、散歩の先に

は太宰府政庁跡や観世音寺、山は宝満山

に天拝山、遠くに背振。事務所では、一昨

年秋、お陰さまで、還暦を迎えて皆様から真っ赤なランニングウ

エアを頂きました。

会の運営はスタッフの皆さんのエネルギーに支えられて徐々

に何とか格好がついてきたかなというのが率直な感想です。この

エネルギーの多くは帰国して間もない職員が現地での体験と日

本の現実との間に横たわる乖離をどうして埋めて行くかという悩

みを抱きつつ、自分の将来像を改めてリセットする中で生まれて

きます。

会員の皆様からもそのことを承知の上で応援いただいたことと

思います。今後とも至らない点にはご辛抱いただきながらも、日

本がアジア（非欧米）の中で健全であることが世界の為でもある、

との確信をもってこの事業を盛り立ててゆきましょう。

三苫 英太郎

三苫事務局長の後任として4月

1日に着任いたしました。JICA勤

務時代からJOCAと親しくお付き合

いさせて頂いたご縁から、この度、

故郷の福岡でJOCAの一員として、

地域の社会活動を通じた国際化、社会教育等々の事

業に参画できることを嬉しく思っております。

これまでに得た知見を個人の財産に留め置くことなく、

諸活動を通じて会員の皆様や次世代を担う人々に還

元できるよう努めますので宜しくお願いいたします。

桜の開花が気象観測記録を大幅に更新し、凌ぎ易

い気候に成りましたが、一方では世界中の課題になっ

ている地球温暖化の進行が懸念されています。

地球の環境、資源の消費を削減して次世代により良

い地球を継承できるような活動が望まれている現在、

私達にも出来る活動を共に考えていきましょう。

花田 眞人

退任のご挨拶 着任のご挨拶
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JICA青年研修

【主な研修先】

1月30日 福岡県教育委員会表敬・講義（福岡市）

1月31日 福岡県青少年科学館視察（久留米市）

2月02日 福岡県教育センター（篠栗町）

2月03日 純真高等学校（福岡市）

2月04日 飯塚市立庄内中学校視察（飯塚市）

2月05日 北九州市立門司中央小学校視察

2月06日 明治学園中高等学校（北九州市）

福岡県立福岡高等学校視察（福岡市）

2月07日 日本人青年との交流（福岡市）

2月09日 安川電機ロボット工場見学（北九州市）

いのちのたび博物館見学（北九州市）

福岡教育大学飯田教授講義（宗像市）

2月10日 研修内容発表準備

2月11日 研修内容（アクションプラン）発表

閉講式

2月12日 評価会、帰国準備

福岡に到着福岡
2/28
（土）

シェムリアップ市内
シェムリアップ発、ソウル経由で福岡へ

シェムリアップ
2/27
（金）

プレエンコーサ中学校（体育ＪＶ）
アプサラ機構（都市排水・都市計画・文化財保護）
活動視察
アンコールワット観光

シェムリアップ
2/26
（木）

プノンペン市内観光
タイ空港にてシアリムアップへ

プノンペン
シェムリアップ

2/25
（水）

コンポンチャムリファラル病院（臨床検査技師）
コンポンチャム小学校教員養成校
（小学校教諭）活動視察

プノンペン
2/24
（火）

ＪＩＣＡカンボジア事務所表敬訪問
王立経済大学（日本語教師）
プレアコソマ総合技術専門学院
（電子機器・土木工学）活動視察

プノンペン
2/23
（月）

福岡発、ソウル経由で
カンボジアの首都プノンペンへ

福岡
プノンペン

2/22
（日）

行程都市名

1月30日から2月12日まで、アフリカ諸国(英語圏)混成グループ20名（ボツ

ワナ、ケニア、レソト、ナミビア、南アフリカ共和国、スワジランド、タンザニ

ア、ザンビア、以上8カ国）を対象に理数科教育の研修を実施した。研修先

は、福岡県教育委員会や小・中・高等学校、教育施設などで、理科（物理、

化学、生物）や数学の授業を視察した。学校長や教員、生徒との意見交換

会を行い、福岡県における理数科教の取組み、また授業法や教材活用方

法について学んだ。2月11～12日には、本国に戻ってからの行動計画書

（アクションプラン）の作成・発表会を行い、この研修で得たことをどうやって

現場に活かすのかを考えていた。研修員は、具体的な行動計画を作成し

ており、帰国後、即実行することになっている。研修は終了したが、研修員

にとっては新たなスタートであり、今後の活躍を期待したい。

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。

カンボジアスタディツアー報告

カンボジアのスタディツアーに参加させてもらった。一般の観光

旅行とは一味違う充実した旅で大変満足している。

今回は、プノンペンなど３都市で、青年海外協力隊、シニア海

外ボランティアが活動している７事業所を訪問した。そのうち５箇

所が学校等の教育施設だったが、ボランティア諸氏や現地のス

タッフの話などから、国づくりのための人材育成がいかに喫緊の

課題であるかがひしひしと感じられた。施設や設備、教材等の不

備に加え、すぐれた指導者が不足している状況下での人材育成

は、想像以上に困難であるに違いない。唯一託せる望みは子供

たちだろう。王立経済大学でのことだ。「あなたは日本語話します

か」と話しかけると「いいえ、法律家を目指しているので、英語を

勉強しています」そう答えた女子学生は、いかにも利発そうだっ

た。彼女ばかりではない。まっすぐに見つめる目と屈託のない微

笑、学習意欲満々と思われる子供たちに訪ねる先々で出合った。

１０年後のカンボジアが楽しみである。 参加者 光吉 雅之 さん

写真：参加者 橋本 静子 さん


