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JOCA Kyushu
だより

特定非営利活動法人
九州海外協力協会

桜前線がニュースになる国は日本の他にはありません。私たち日本人
は齢を重ねる毎にこの花に魅せられます。 それは、毎年毎年桜にまつ
わる素晴らしい思い出やエピソードを、一つ一つ心の中に増やしていくか
らではないでしょうか。厳しい冬の寒さを小さな花芽で耐え、3月に素晴ら
しい花を樹木全体に咲かせます。毎年見事に蘇るこの花に何人の人が
希望を感じ、慰められ、癒されているでしょう。福岡には“大和心”を体現し
た桧原（ひばる）桜という感動ストーリーもあり、多くの海外研修生が、この
ような日本の桜を見ることを夢見ながら、来日しています。戦争当時桜に
自分をたとえ、戦地に散って逝った若者達は、この花を通して幸せな世界へのメッセージを発信し続けている
ように思います。日本の春には桜がある。それだけで幸せです。
事務局長 丸田隆弘

JICAボランティア春募集説明会始まってます！
青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア

シニア海外ボランティア

春です！平成27年度ＪＩＣＡボランティア春募集が始まっております！今回は、春としては異例ですが日系社会青年
ボランティアの募集もあります。
説明会ですが、いずれの回も特色を出そうとしております。特に4月19日（日）の福岡・天神での説明会は、午前10時
と午後2時半からの制度説明に加えて、その間の時間には「グローバルカフェ」と銘打って、世界のお茶を用意し、元
ボランティアの活動写真を展示しつつ、個別相談に応じます。
OVの皆様のご協力に感謝いたしますとともに、皆様のご来場を各会場にてお待ちしております！
各県日程（4月開催分）
開催地
日
開始 会場
4/8 (水) 18:30 アクロス福岡
福岡
4/9 (木) 19:00 天神ビル
福岡
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鹿児島
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(土)
(土)
(土)
(土)
(日)
(日)
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(木)
(土)
(木)

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
18:30
18:00
18:00

長崎ブリックホール
アルカスSASEBO
長崎ブリックホール
熊本市国際交流会館
コンパルホール
ホルトホール大分
宮崎市民プラザ
勤労者交流センター
勤労者交流センター
勤労者交流センター

＊今回はいずれの日時もJV・SV合同開催または同日時の同会場開催です。

日時･会場･内容等の詳細はJICA
ボランティアのウェブサイトで
ご確認ください。
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2015年は協力隊派遣から50年の節目の年となります。そこ
で、今年のJICA九州ロビー展示は、まるっと一年間、ＪＩＣＡボ
ランティア特集を行うこととなりました！
まず第一弾として、2月から“九州出身！アジアのＪＩＣＡボラ
ンティア”と題し、アジア地域に派遣された・派遣されているＪＩ
ＣＡボランティアの特集を行っています。当協会の山部会長を
はじめとする九州各県からアジア地域に派遣されたＪＩＣＡボ
ランティアのコメントや派遣国カウンターパートからの感謝の
コメント、また任国で実際に使用していた生活用具などを展
示しています。
併せて、ワークシート“チャレンジ！グローバルクイズ！！”
を作成。センター訪問として来館された方々が、クイズを通し
ながら分かりやすく展示内容を理解してもらう試みも行ってい
ます。
次回はアフリカ地域で活躍した・活躍する九州出身ボランテ
ィアの特集を予定しています。是非、JICA九州へ遊びに来て
ください！また、皆様の元へ協力依頼があった際には、ご協
力よろしくお願いいたします。（橋口）

命の水プロジェクトでは農民の生活向上のため、枝豆を
栽培しています。まだ実験栽培ですが、できた枝豆はサン
プルとして日本料理を出すカフェやバーに出荷しています。
枝豆の実は小さいのですが、完全無農薬で育てているので
安全で美味しいと評判です。管理組合の畑だけでは規模が
小さいので、今年の１月から「バイヨン中学校」でも実験栽
培をお願いしています。カンボジア政府は現在「自立できる
教育」を目指し、中等教育に農業や語学を取り入れようとし
ています。バイヨン中学校では教育にいち早く教育に農業
を取り入れ、収穫した野菜は中学校を支援しているJST（ア
ンコール遺跡 の保全と周辺地域 の持続的発展のための
人材養成 支援機構）が経営するカフェが買い取ってくれて
います。
カンボジアでは小・中学
校を卒業しても就職先
がないことや、家庭の
事情など様々な理由で
進学できない子どもが
大勢います。
中学校教育で、生きていくために必要な教育を受けることが
できれば、進学率や家庭の収入向上に繋がります。枝豆栽
培はまだまだ課題が山積みですが、収穫した枝豆を買い取る
ことで、少しでも中学校の生徒の皆さんや先生方の農業への
関心が高まるお手伝いができたらと思っています。（河野）
バイヨン中学校の活動に興味のある方は、下記ＨＰへアクセス☆
ＪＳＴホームページ http://jst-cambodia.net/about/04.html

今年も海外から研修員が来日することが決定いたし
ました！
6月に大洋州混成チームが、日本の行政について学
びに来ます。
9月には私が初めて担当する国アフガニスタンから学
校の先生達が来日いたします。13日間のプログラムの
中でホームビジットを1日行いますので、「是非交流した
い！」という方はご連絡ください！！
加えて、11月には同じ大洋州各国から学校の先生達
が来日し、北九州市の教育現場を視察する予定です。
福岡県の皆様と交流しながら、各訪問先で視察・討議
をさせて頂きながら、福岡県で得た知識・経験を各国で
活かせる様なプログラムを組んで行きたいと思います。
その際は皆様どうぞよろしくお願いいたします。（武井）

昨年9月に
来日したブータン人

Boa Tarde!!2/28～3/11まで、福岡県の「グローバルス
テージinブラジル」というプログラムで、ブラジル福岡県
人会を訪問させていただきました。
グローバルな人材を育成すること、さらに海外の福岡
県人会との繋がりを強化することが目的のこのプログラ
ム。ブラジル福岡県人会の方々はとにかく親切で、「よく
来たよく来た！」と、盛大なおもてなしを受けました。ま
た、日系人150万人のブラジルでは、日本人・日系人は
非常に高い評価を受けておりました。農場や企業、日系
の学校などを視察し、日系の方の家にホームステイもさ
せて頂きました。温かいもてなしを毎日のように受け、
お腹がすく暇がないほどの今回の旅では、ブラジル福
岡県人会はじめ様々な方々とも知り合うことができまし
た。今後は、個人レベルでもできることを探し、繋がりを
継続させていこうと思います。（米村）

昨年11月に
来日したカンボジア人
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3月29日（日）、桜とミモザの花が満開の中、北九州市到
津の森公園にて、ＪＩＣＡ国際協力出前講座の一環で
マダガスカルの鬼ごっこ“クバーラ”を実施しました。
2名の元マダガスカル隊員にもご協力頂き、総勢100名
を超える皆さんと、マダガスカルな一日を過ごしました。
まずは、クバーラ体験です。初対面同士でのチーム編成
でしたが、上級生が下級生の面倒を見たり、どのチーム
も抜群のチームワークで、ゲームが展開されました。

３月１４日（土）、JICA九州国際センターにて、「国際協
力中学生・高校生エッセイコンテスト2014」の表彰式が
行われました。
この日は学校賞を受賞した学校の教員１０名と、個人
賞を受賞した中学生･高校生２３名およびそのご家族が
来場されました。
授賞式に続いて交流会を行い、佃職員のマダガスカ
ルのお話に続いて、おなじみ「クバーラ」を、JICA長期研
修員の１６名と共に楽しみました。
最初はシャイな様子全開な中高生も・クバーラの試合
が進むにつれて、研修員たちともなじんでいました！記
憶に残る表彰式であったようにと願っています。（古泉）

その後は、元マダガスカル隊員によるマダガスカルの
お話です。主食がお米という日本との共通点や
マダガスカルの子どもたちの
学校生活に、驚きと関心を
もって、聞いていただきました。
「面白かった！」と、皆さん
大満足でご参加いただけた
ようです。（佃）

表彰式記念撮影

クバーラ作戦会議中

学生さんが春休みを利用して行うインターンシップ。この春も九州海外協力協会では各事務所で2名ずつの学生の
受け入れました。計4名のインターンシップ学生よりコメントをいただいております。
今回JOCAの事務所にインターンをすることが
できて、本当に良かったです。職員の方だけで
なく、たくさんのOBOGの方とお会いし、協力隊
のお話など、貴重なお話をたくさんお聞きする
ことができました。人との出会いに感謝し、これ
からもさまざまなことに挑戦していきたいと思い
ました。慣れない作業も多い中、いつも優しく温
かく接してくださった職員の方々には、本当に
感謝しています。この経験を無駄にしないようこ
れからも頑張っていきます。10日間本当にあり
がとうございました。
西南学院大学人間科学部心理学科 江口麗
9日間という短い期間の中で、沢山の経験をさ
せて頂きました。常に緊張していて思うように
自分が行動できなかったので後悔もあります
が、普段出会えないような方々と出会えました
し、沢山のお話を聞かせていただいてとても
勉強になりましたし、刺激になりました。今後
は、インターンシップ期間で学んだ事や聞い
て得た事を自分の物に出来るようにしていき
たいと思います。ありがとうございました！！
福岡女学院大学短期大学部 中垣佐紀

年度末でお忙しい中、インターンシップを
受け入れて下さりありがとうございました。様
々な業務や交流プログラム・センター訪問に
参加させてもらう中で、事前準備や周囲の人
との連携が、仕事を責任もって進めていくた
めには重要だということを実感しました。また
昼食時には元隊員の方たちの武勇伝や、い
ろんな国の良いところ・見習うべきところを教
えていただき、知識や好奇心が深まるとても
充実した時間を過ごすことが出来ました。お
かげさまで、就職活動へのモチベーションだ
けでなく、自分の足りていないところ・努力す
べきことが見えてきました。笑顔で迎えてくだ
さったJOCA・JICAの皆様、貴重な時間を本
当にありがとうございました。
九州女子大学家政学部 中島慧都
１０日間という短い間でしたが、大変お世話になりました。このインターンシップを通
して、私の興味がある国際協力に関する職場を知ることができ、自分が将来何をし
たいかについて、以前より具体的に考えるようになりました。毎日、私の興味がある
「青年海外協力隊」の資料を見ることができたり、フレンドリーで、面白いJOCA九州
や、JICA九州の職員さんや、様々な国からのJICA研修員の方とお話できたので、と
ても楽しかったです。お忙しい中、私をインターンとして受け入れてくださり、ありが
とうございました。福岡女子大学 国際文理学部 国際教養学科１年 入江菜子
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研修終了後の交流会にも参加できます！

～あなたの家庭に外国人を迎えてみませんか～
当会では年間3回程度、外国人のホームビジット、ホームス
テイを実施しています。（近年の実績：ブータン、カンボジ
ア、ベトナム、セネガル、ニジェール、ガボン、ジブチ等）
今回は、1泊2日で1名～2名を受け入れてくださるご家庭を
募集中です。
・日時：6月13日（土）10am～6月14日（日）5pm
・対象：大洋州10カ国の方々（英語可） 計20名
関心のある方は当協会丸田（連絡先は下記参照）まで
お問い合わせください ！

当協会では、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。会員の方には四半期毎に発行しており
ます「JOCA kyushuだより」をお送りさせていただいているほ
か、当会主催、共催のイベント情報などをご案内しておりま
す。是非ともご入会下さい！
※ご関心のある方は、当会までお問い合わせ下さい。

JOCA Kyushu ぶろぐ
スタッフが日々の業務やそれぞれの日常を徒然なるまま
に綴っております。お時間のあるときにぜひご覧下さい。基
本的には毎週水曜日更新！コメントお待ちしております☆
http://blogs.yahoo.co.jp/jocakyushu/MYBLOG/yblog.html

料金後納
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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

（特活）九州海外協力協会 ☆会員募集中☆

特別なことをする必要はあり
ません。ごく普通の家庭生
活を体験させてください。言
葉は通じなくても、心と体で
異文化コミュニケーションを
楽しみましょう！

《編集後記》
4月です。新年度です。桜をはじめ、
色々な花が咲き乱れています。まさに百花
繚乱。日本の四季の移り変わりには未だに驚愕させ
られます。しかし季節の変わり目は体に変調が。
まさに木の芽時。日本語の表現の豊かさ
にも脱帽です。皆様、良い春を。（古泉）
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