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特定非営利活動法人
九州海外協力協会

今年の夏は、長雨、酷暑、台風、竜巻と、異常気象が続きましたが皆様如何お
過ごしでしょうか？
NPO九州海外協力協会は発足して10年、順調に事業実績を積み上げ、財政的に
も一人歩きが出来るレベルに達し、次の10年の飛躍に向け事業を始めた矢先、
8月26日、突然ルース台風（戦後最大の台風）の襲来を受け甚大な被害を受けま
した。それは、JICA九州発注の「開発教育」の１本の入札に敗れ、本会の年間収
入の半分を失う事態に陥った事です。
早速理事会において今後の対策を検討しましたが、事の重大さに妙案が出ませ
ん。これまで収入の大部分をJICA九州に頼り、自分達にしか出来ない、の慢心を
反省し、収支のバランスを図りながら新規事業の開拓を事務局一丸となって進め
る、との結論に至りました。
この事態を招いたことを会員の皆様に深くお詫びいたしますと共に皆様からの
新規事業のご提案、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。【会長 弓場秋信】

Ｈ27秋募集説明会開催中！！
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・日系社会シニアボランティア
10月1日より平成27年度ＪＩＣＡボランティア秋募集が始まります。
昨今は応募者が減少傾向にありますが、募集説明会への参加者を増やそうと、当協会も奮闘しております！
「開催時間が2時間もあるのか～忙しい毎日の中では行けないな」という方にはコチラ！
～下記表の黄色罫線回は“二部構成”！～
一部のみ、二部のみor両方参加OK！知りたいこと、聞きたいことをピンポイントで！ご都合が合う時
間にご来場ください♪ ～【第一部】概要説明&体験談発表、【第二部】個別相談・概要説明も有！～
「以前も説明は聞いたしな・・・今回は説明会に行くのはやめておこうかな」という方にはコチラ！
～下記表に☆がついている回はスペシャル版！～
10/18の博多バスターミナルではなんと6時間開催！
10/3の宮崎市民プラザと10/18の長崎市立図書館は協力隊50周年イベントとあわせてお越し下さい！
→こちらのイベントについては最後のページもご確認ください。
もちろんどの回でもご来場は大歓迎です！どなた様もお誘い合わせの上、是非お近くの会場にお越し下さい♪
開催地

開催日

福岡

9月30日

(水) 18:30 20:30

天神ビル 11階 9号室

福岡

10月3日

(土) 15:00 17:00

アクロス福岡 6階

北九州

10月4日

(日) 14:00 16:00

JICA九州国際センター

☆長崎 10月18日 (日) 16:00 17:30 長崎市立図書館

久留米

10月7日

(水) 19:00 21:00

ハイネスホテル久留米 雅・楓の間

熊本

天神ビル 11階 9号室

熊本

福岡

曜日

開会時間 閉会時間

10月15日 (木) 18:30 20:30

説明会場

開催地

開催日

長崎

10月2日

(金) 19:00 21:00

長崎ブリックホール ３階 会議室2・3

佐世保

10月9日

(金) 19:00 21:00

アルカスSASEBO 3階 大会議室C

10月4日

曜日

開会時間 閉会時間

説明会場

(日) 14:00 16:00

熊本市国際交流会館 4階

10月14日 (水) 19:00 21:00

熊本市国際交流会館 4階

☆福岡 10月18日 (日) 10:00 16:00 博多バスターミナル9階 大ホール

大分

9月27日

(日) 14:00 16:00

ホルトホール大分 4階 409会議室

北九州 10月21日

大分

10月8日

(木) 18:30 20:30

コンパルホール 3階 会議室305

佐賀
佐賀

(水) 19:00 21:00

ステーションホテル小倉 吉祥

(日) 14:00 16:00

国際交流プラザ １階 研修室AB

☆宮崎

10月3日 (土) 16:00 18:00

宮崎市民プラザ 4階 ギャラリー2

10月16日 (金) 18:30 20:30

国際交流プラザ １階 研修室AB

宮崎

10月16日 (金) 18:30 20:30

宮崎市民プラザ 4階 ギャラリー2

10月4日

9月26日

(土) 14:00 16:00

詳しい情報はJICAボランティアのＨＰをご確認下さい。

鹿児島

http://www.jica.go.jp/volunteer/seminar/kyushu/

鹿児島 10月14日 (水) 18:30

20:30

かごしま県民交流センター東棟4階 大研修室第4
勤労者センター（よかセンター）7階 第1会議室
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9月3日より16日まで、「初中等理数科教育」コースにて、アフガニスタンからの研修員の青年研修を
行いました。今回も会員の皆様にはホームビジットの受入等で大変お世話になり、ありがとうございま
した。今回の研修は男性12名、女性6名で行われましたが、そのうち、6名からこの研修の感想や日本
へのメッセージをいただきましたのでご覧ください。（なお、このニュースレターは当協会のホームペー
ジにもアップされるため、メッセージは全て男性研修員からいただいております。）

文字が読み
づらいので・・・

研修の合間に・・・
海への憧れ！！

古代日本を体感

次回は11月に大洋州より研修員を受け入れます。
引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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この夏も九州海外協力協会では計6名のインターンシップの学生の受入を行いました。
当協会での経験が、インターンをしてくれた学生さんたちの今後に役立つようにと願っております。

１０日間、あっという間でした。中学校
の教科書の翻訳など大学で勉強してき
たことを実践的に活かせるお仕事を頂
き、とてもありがたく思います。コーヒー
メーカーやラミネーターの使い方すら知
らなかった私を優しく指導してくださっ
た職員の皆様にも感謝の気持ちでいっ
ぱいです。どんな仕事に将来就くにし
ても、必ず今回の経験が生きると思い
ます。それを無駄にしないように残りの
大学生活も自分から学ぶ姿勢で頑張り
たいと思います！ありがとうございまし
た！
福岡女子大学 村上ひかる
お忙しい中、インターンシップを受け
入れてくださり、ありがとうございまし
た。９日間という短い期間でしたが、
事務的な業務から、実際の交流プロ
グラムの同行までさせて頂きました。
そのおかげで、一つの業務の流れを
見ることができ、「働く」とは「チームワ
ーク」なのだと感じました。それぞれ
の役割がありながらも、連携しながら
一つのものを作り上げていくことがど
れだけ素晴らしいことかを実感しまし
た。充実した時間を過ごさせて頂き、
本当にありがとうございました。
西南女学院大学 浪井美穂

今回の１０日間のインターンで本当に充
実した１０日間のを過ごさせて頂きまし
た。アフガン研修員の方々との交流や
事務作業などをし、たくさんの事が学べ
ました。また、事務局長や職員の方々に
は本当に優しく接してもらい色々なお話
を聞くことができ刺激をもらいました。こ
のインターンで学んだ事を無駄にせず
将来に活かしたいと思います。ありがと
うございました。
西南女学院三年 岡本佳保

インターンシップでは普段の生活
では出来ないような貴重な体験を
させていただきました。こちらで過
ごした１０日間は本当にあっという
間でした。こちらでの体験を基に、
更に自分自身成長出来ればと思
います。ありがとうございました。
九州大学二年 横尾春菜

２週間という短い期間でしたが、インターン
シップを受け入れてくださって大変感謝して
おります。自分自身たくさんのことを経験で
き、自分の未熟な部分がたくさんあることを
改めて知る事が出来たので、その点におい
てもとても有意義な研修となりました。
また、アフガニスタンの方と青年研修で関
わらせていただき、とても貴重な異文化交
流が出来てとても良かったです。今後はこ
の期間で経験した事や感じたことを今後の
生活に役立て、また国際協力についてより
理解を深めていきたいです。２週間本当に
ありがとうございました。
久留米大学三年 松崎浩平

９日間という短い期間でしたが、私にとって本
当に意味のある９日間となりました。事務的な
ことはもちろん、アフガン研修員の発表を聞い
たり今の高校生の国際協力の考え方を聞いた
りと、なかなか日常生活では経験できないよう
なことをたくさん経験させていただきました。ま
た八幡事務所にも何度か行かせていただき、
局長をはじめとする九州海外協力協会の職員
の方々にはたいへんお世話になりました。忙し
い時期にもかかわらずインターン生として受け
入れていただき本当に感謝しています。今後の
大学生活で、この貴重な経験を必ず活かして
いきたいと思います。ありがとうございました。
福岡工業大学二年 東内麻梨奈

Japan Overseas Cooperative Association of Kyushu

第39号
10/1現在、以下のイベントに出展を予定しています。こぞってご来場下さい！
10/18（日）もっと知りたい！世界の暮らし＠長崎市立図書館
11/14（土）15（日）地球市民どんたく＠アクロス福岡
11/15（日）福岡県広川町アフリカンフェスティバル
11/22（日）保健医療経営大学学園祭＠みやま市
右→は「地球市民どんたく2015」の
ポスター。今年は「つながりあう世
界と福岡」をテーマとし、福岡初の
試み「国際協力検定」などのワーク
ショップなども開催！
ぜひFacebookで｢地球市民どんたく｣
に「いいね！」していただき、アク
ロス福岡に足をお運びください。
お待ちしております♪

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

（特活）九州海外協力協会 ☆会員募集中☆
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。

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

《編集後記》
最近の日本は色々なことが変化してきている
ように感じます。そんな中で自分はどうある
べきか。人生について、世界について、考え
続けようと思います。（古泉）
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