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３月は季節が１ヶ月早まったり、逆戻りしたりして人も植物も気温変化への対応が大変な
月でしたが、やっと春らしい陽気が漂い始め、桜の花に続いて菜の花が黄色のジュータンを
広げて眼を楽しませてくれています。東日本の震災以来、元気がなかった日本も少し活気が
戻ってきそうな気配が感じられるようになりましたが、この気配が日本の若者を刺激して、
停滞気味の青年海外協力隊をはじめとするボランティア事業への応募者が増えることを期待
したいと思います。古来より若者が元気な国は発展すると言われています。ＪＯＣＡ九州ス
タッフ一同、将来を担う若者に元気を与えられるような雰囲気造りを心がけて、春のボラン
ティア募集説明会に取り組んでいるところです。今年度も昨年度の事業を継続しながら、マ
ダガスカル、カンボジアに続く海外協力案件の開拓を目指して頑張りますので、引き続きご
支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
事務局長 花田眞人

退職の挨拶
当協会には、５年間勤務いたしました。その間、業務についてはボランティア支援事業、
開発教育支援事業さらにマダガスカルの希少動物保護事業など多岐にわたり携わらせていた
だきました。また、隊員時代に取り組んだクバーラも、日田での大会をはじめとした九州各
県における学校や地域で普及する活動を行いました。その中で、本当にたくさんの人と出会
い、刺激を受け素晴らしい経験を積むことができ幸せ者でした。４月からは北九州市におい
て教員として新たな人生をスタートします。教育現場で、ここでの経験を生かしながら国際
協力人材の育成や国際理解教育の普及などに取り組んでいきたいと思います。これまでお世
話になったみなさん、この場をお借りし心より感謝申し上げます。今後とも当協会へのご理
解とご支援賜りますようよろしくお願いいたします。
田渕陽平

着任の挨拶
皆様、はじめまして。
３月より新しく着任いたしました、佃 麻実（つくだまみ）と申します。マダガスカル希少動物保護事
業を引き継ぎ、環境保護の大切さや命の尊さを広げてゆけるよう、プロジェクトの一員として頑張り
ます。今後とも宜しくお願い致します。
佃麻実
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BOPビジネス
３月１７日から約２週間カンボジアへ出張
いたしました。今回は前回の調査で候補地
に上がった農村を詳しく調査してきました。
家の敷地面積・家畜の有無・田畑の有無・
ろ過器の設置場所の有無などの外観調査
や村の人へのインタビューなどを通して、４
つの村を比較していきます。
都市部の目覚ましい発展に比べ、農村は
インフラ整備も進んでおらず、取り残されて
いるような印象を受けました。今回調査し
たシェムリアップはトンレサップ湖や大きな
川があるので、雨季になると村が水没して
しまうことがよくあります。調査中、雨季に
水没する道路を村の人々がお金を出し合
い整備しているところに遭遇しました。
一方、乾季には川の水や井戸水も枯れ
てしまう村もあります。雨季でも乾季でもカ
ンボジアの皆さんは水に悩んでいるように
思えますが、「雨季と乾季どっちが好き？」
とインタビューしたときは皆さん口をそろえ
て「雨季！」との答えでした。水はないより
もあったほうがいい。あたり前のことを今回
改めて感じました。この「命の水プロジェク
ト」を通して、カンボジアの皆さんが安全な
水にアクセスできるよう、引き続き頑張って
参ります。
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研修員と楽し大倉インディアカクラブ

エッセイコンテスト
２月１６日(土)にＪＩＣＡ九州国際センター内にて、「国
際協力中学生・高校生エッセイコンテスト表彰式」が行
われました。国際社会の中で日本、そして自分たち一
人ひとりがどのように行動すべきかを考えることを目的
として、多くの作品の応募がありました。審査を重ねた
結果、今年度の受賞者及び受賞校が決定し、ＪＩＣＡ九
州にて、九州の各受賞者への表彰式が行われました。
式後には学生・保護者・先生・ＪＩＣＡ関係者による交流
会が行われ、青年海外協力隊のミニ体験談が行われ
ました。未来の日本を担う学生たちにとってたいへん貴
重な経験となり、彼らの「今しか書けない言葉や文章」
から、大人たちもそれぞれの思いを感じる貴重な時間
となりました。

私達は「いつでも、どこでも、だれでもできる」インディアカ
というニュースポーツを愛好する団体です１４年程前よりＪＩ
ＣＡ九州体育館を月２回利用していますが、その大きな主
旨は、インディアカを通じてのＪＩＣＡ研修員との交流です。
研修員の滞在期間中、日本での楽しい思いで作りや運動
不足解消の一助になればと思って活動しています。一方で、
日ごろ外国人と接する機会の少ない私たちにとっては異文
化を体感し理解できる絶好の条件下で、インディアカをでき
る喜びを感じています。また、希望する研修員を募り近隣
の生涯学習センター調理室を利用し、研修員を同行しての
食材購入体験や日本料理の実習体験などしてもらい、時
には研修員のお国料理をごちそうになったり・・・。全員での
食事会では、自己紹介、お国自慢等を、覚えたての単語や、
身振り手振りを交えた会話で会場は和み、スポーツとはま
た一味違った交流も実践しています。
今後も研修員が「日本での楽しい思い出」をお土産として
持って帰れるような企画を計画したいと思います。
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H24年度インターンシップ生の言葉
輝く笑顔で職場に
若さと元気を持って
きてくれました
展示ブースの手伝いをさせていただく中で
一つのもの・行事を作るのにたくさんの細か
い準備や確認作業が必要であるということを
事務局長より新年のあいさつ
学ぶことができました。
短い期間でしたが、実習を通して仕事の大
変さとやりがいを感じることができましたこ
とを心より感謝いたしております。

今回インターン生として九州海外協力協会博多事務所でお世話に
なりました。花田局長、田中さん、武井さん、河野さんとたくさんお話
させていただくことができ、とても楽しく、充実したインターンとなり
ました。大学生活では経験できないことばかりで毎日が新鮮でした。
皆さんは明るく、温かく、とても個性豊かな方々ばかりで、毎日
が新鮮でした！
移動中には協力隊のときのお話をしてくださったり、就職の
ことについて一緒に考えてくださったりと、勉強になることば
かりでとても楽しかったです！皆さんに感謝の気持ちでいっぱ
いです。
今回のインターンシップで学んだことを今後の大学生活で活
かせるように日々努力していきたいと思います！！

福岡大学 池田詩織

福岡女学院大学 平 友里恵

Ｉ ｈａｄ happy days in JOCA Kyushu!
Thank you for your kindness!
This 2weeks will be my best memory.
I want to see you again!
Ｔhank you so much!
9日間という短い間でしたが、本当にお世話に
なりました。特に武井さんには本当にいろいろな
話を聞いてもらいましたし、武井さんからもいろ
いろな話を聞かせて頂きました。ありがとうござ
いました！もともと海外に興味をもっていたので、
協力隊の方の様々なお話を聞けたこの9日間は
本当に楽しかったです。インターンを通して出
会った様々な人とのつながりを大切にして広い視
野を持って大学生活を送りたいと思います！本
当にありがとうございました。
九州大学

深町菜摘

10日間という短い期間でしたが、とても充実したインターンでした。
今まで聞く機会があまり無かったリアルな体験談を身近な方々からし
て頂いたりしてとても身になりました! この貴重な体験に見合うよう
な貢献は何も出来なかったのが心残りですが、これからは今回の経験
を活かして色んな事に積極的に参加していこうと思います。本当にお
世話になりました。ありがとうございました!
福岡女子大学 川内渉子
今、感謝の気持ちでいっぱいです。
温かい方々のもと、インターンシップをさせていただ
き今後残りの学生生活でやるべき課題や、自分が本当に
やりたいことの方向性が見え、自分の夢を再確認できたの
は皆さまのおかげで本当に感謝しております。
私は、今後UNICAの一員として滞在期間の短い研修員さんに、
私の大好きな日本を紹介し日本のファンを増やせられるような
イベント企画に携わらせていただきます。
そして、この素敵なインターンの経験を伝えていくため九州
インターンシップ協議会の学生スタッフとして活動していこう
と思っております。
貴重なお時間を割いて、私を受け入れて下さった方々に恩返
しができるよう、卒業して少しでも社会貢献できるよう残り
の学生生活を大切に過ごそうと思います。
九州女子大学

本当にお疲れ様でした！またいつでも遊び
に来てくださいね☆ スタッフ一同

平谷 光

私は７日間、九州海外協力協会の博多事務所にインターンさせて
いただき、大変お世話になりました。博多事務所の皆さんとご一緒さ
せていただいた７日間は、たくさんのお話を聞かせていただき、大変
充実した時間を過ごすことが出来ました。インターンシップ期間中、
毎日貴重な体験をさせていただき、感謝、感謝です。
今の自分の課題、これから自分のやりたいこと、将来の方向性を見
つけることができました。短い間でしたが、本当にありがとうご
ざいました!!
九州女子大学 渕上友菜
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世界も、自分も、変えるシゴト。

・青年海外協力隊

・シニア海外ボランティア

・募集期間 平成25年4月1～5月13日
・派遣期間 基本2年間
・派遣国 約80の開発途上国
・分野 計画・行政、公共・公益事業、
人的資源、保険・医療など

料金後納
郵便

ゆう メ ール

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3－10－34 Mビル3号館

２F AB号室

TEL：092-415-6536

E-mail：ngoqshuint@joca-kyushu.or.jp

NPO JOCA Kyushu 会員募集中

～JOCA Kyushuブログ～

当会の活動に御賛同いただける団体・個人の皆様を
募集しております。

ブログを開設しております。週に3度スタッフが協力隊時代の
話や活動の話しを記しております。お時間のあるときにぜひご覧
下さい。コメントもお待ちしております！
URL： http://www.joca-kyushu.or.jp/

会員の方には「JOCA Kyushuだより」を送付するほか、 発行 特定非営利活動法人九州海外協力協会
当会主催、共催のイベント情報をご案内させていた
〒812-0011
だきます。
福岡市博多区博多駅前3－10－34 Mビル3号館 ２F
個人 正会員 3,000円 賛助会員 2,000円
団体 正会員 10,000円 賛助会員 10.000円
法人 正会員 30,000円 賛助会員 10,000円
※ご関心のある方は、当会までお問い合わせ下さい。

AB号室
TEL：092-415-6536
FAX：092-415-6518
HP：http://www.joca-kyushu.or.jp/
E-mail：ngoqshuint@joca-kyushu.or.jp
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