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●「人生ポレポレ」第 4 号を発行
平成 22 年 10 月から KOCA 月例会において、国際協力活動の
発表報告会を続け、平成 28 年 2 月で 63 回になりました。当月例
会を今後とも継続し、参加者のみならず多くの人たちに対しても国
際協力の意義を伝える会合としていきたいと考えています。
各人の国際協力の貴重な経験が、日本社会において、また国
際社会においても一層の貢献を果たすことを念じて、発表してい
ただいた報告をその場限りとせず報告集（抄録）とし、発表者の
方々にもキャリアとして還元させていただくとともに、KOCA として
の活動を継続、発展していく機会にしたいと考えています。
このような趣旨で、今回第 4 号を発刊しました。正会員の方には、
すでに送付済みですが、もし、届いていない場合には事務局まで
ご連絡下さい。執筆いただいた方々には、この場をお借りして御
礼申し上げます。

JICAボランティア派遣状況（平成27年12月末現在）
青年海外協力隊
総累積人数

●新年会を開催

88ヵ国40,987名（女性18,899名）

現在派遣者数 69ヵ国 2,085名（女性 1,196名）

1 月 17 日（日）長岡京市のバンビオ 1 番館で、

京都府

KOCA 新年会が開催されました。
参加者は顔なじみのOB、これから協力隊として
任地へ出発する隊員、他県のOB、そして、ラオス

総累積人数

79ヵ国

852名（女性402名）

現在派遣者数

34ヵ国

52名（女性 31名）

シニア海外ボランティア

の学校支援について講演していただいた菊岡さん
を含めて、総勢33名が集いました。今年は、東北

総累積人数

73ヵ国 5,834名（女性1,064名）

支援の一環で「ふくしま美味しい祭」を開催いた

現在派遣者数

59ヵ国

435名（女性 108名）

京都府

しました。KOCAでは、これまで東北支援として
震災直後から様々な支援を行ってきました。京都

総累積人数

府北部国際交流協会で収穫された農作物の物資支

現在派遣者数
京都府
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49ヵ国 139名（女性 42名）
9ヵ国

11名（女性

4名）
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援、福島県での芋煮会、東北の子供たちの
受け入れなど細々とではありますが被害に
あわれた皆さんのお声を聴きながら寄り添
ってまいりました。
震災後 5 年を迎え「これまでとは異なった
支援を」と考えて東北の食材を美味しく食べ
て応援しようということになりました。その
趣旨に賛同し“お料理隊”に立候補していた
だきました 8 名の皆さんには、美味しく楽し
く調理をしていただき本当にありがとうご
ざいました。
当日は皆さんのご協力もあり、20 種を越える福島食材を使ってのお料理がテーブルに並びました。ア
フリカ・チリ・ドイツ・韓国と世界の味や東北
の味「芋煮」、リンゴを使ってのパンやパイ、
福島野菜を使ったサラダや漬物、届いた食材を
臨機応変に使って様々なお料理を作っていただ
きました。お互いに試食をし合いながら、和気
あいあいと過ごし、どんどんメニューが増えて
いきました。その他にも喜多方ラーメン、ずん
だ餅、わらびの漬物、ドライトマトのパスタな
どなどを含め、普段味わえないお料理を堪能す
ることができました。
この度は「ふくしま青年海外協力隊の会」の
小熊則子さんのご厚意で、福島の美味しい食材をたくさん送っていただくことが出来ました。この場を
借りて改めてお礼申し上げます。年末年始のお忙しい時期に何度もメールや電話でのやり取りにお付き
合いいただきありがとうございました。そして、当会の一方的な応援を快く受け入れて頂き、食材を提
供していただいた生産者・販売者の皆様、本
当にありがとうございました。
福島から届いた食材を使っての料理作りは、
ただの調理ではなく仲間を繋ぐ作業になった
ように思います。そして、そのお料理をワイワ
イと賑やかに美味しくいただくことで、福島と
京都、OB と OB、食材と私たち、様々な人や物
を繋げてくれたように思います。
“お料理隊”に参加された方からは「一緒に料
理を作るのは楽しい」「食材を手に取ると創作
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意欲がわく」
「また作りたい」
「味見でおなかが
いっぱい」
「楽しい」などなどご負担が大きかっ
たにもかかわらず、好評の声をおただきまし
た。新年会の後も、KOCA 新年会に参加してい
ただいた皆様から、食材を提供していただいた
福島の皆様へのメッセージをいただきました。
当会では今後も細々とではありますが、東北支
援を続けていきたいと思っております。
最後に「ふくしま青年海外協力隊の会」小熊
則子さんからのメッセージを紹介したいと思
います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
仕事柄、知り合いが多いので、今回の食材の準備については、それぞれの分野の知人に、KOCA の新
年会の趣旨をお話しした上で、アドバイスやセレクトをお願いしました。
みんな、京都 OB 会の皆さまのアイデアと温かいお気持ちに感謝して大喜びで協力してくれました。
リストをご覧いただくとわかるように、サービスもしていただきました。
間もなく震災から 5 年になります。福島の農業や産業は、震災で大きなダメージを受けました。でも、
現在まで、それぞれの分野でみんなが真摯な努力を続けています。当初は、いわゆる「応援消費」もあり
ましたが、当然のことながら長くは続きませんでした。
福島には、豊かな自然があり、おいしいものや美しいものがたくさんあり、誠実に生きている人がたく
さんいます。被災地だから、という理由
ではなく、おいしいから、良いものだか
らという理由で福島県産品を選んでも
らいたい、と私達は思っています。その
ために安全性の検査や、品質の向上に県
を挙げて取り組んでいます。今回、京都
の皆さんに喜んでいただけるといいな
ぁ、と祈るような思いで荷物を準備しま
した。今回をきっかけに、福島を身近に
感じてくださる方が、1 人でも増えれば
いいな、と。今も、ネット上に福島につ
いての様々な情報が流れていますが、傍観者としてではなく、このような形で、福島をご自身のところに
引き寄せて応援しようという KOCA の皆さんのお気持ちには、本当に感謝しています。
楽しい新年会になるよう、福島の空の下からお祈りしています。今回は、貴重な機会をいただき、本当
にありがとうございました。貴会の皆様に、どうぞよろしくお伝えください。
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追伸：第 5 回ふくしま応援ツアーを 3 月 12～13 日に開催することになりました。昨日から JOCA の下
記サイトにて、広報と受付を行っています。
http://www.joca.or.jp/event/fukushima_05.html
貴会の皆さまにも広報していただけると助かります。
ふくしま青年海外協力隊の会
小熊

則子（H2－3、サモア、音楽）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
●その他、お世話になった皆様
福島県会津若松市在住の村山英司 OB（57-4、果樹、ネパール）

Ø

米・りんご：

Ø

餅・ドライトマト・柿ップス：福島県喜多方市在住の小川未明 OB（12-1、野菜、パラグアイ）

Ø

野菜類：木村貴華子（きむらたかこ）さん

Ø

お酒類：会津若松市の末廣酒造（すえひろしゅぞう）さん

Ø

餅・トマトジュース：「さんべ農園」さん
（副会長

佐野市佳

12-1

ボリビア

青少年活動）

●平成 27 年度第 3 次隊派遣前の表敬訪問と壮行会
第 3 次隊として、青年海外協力隊 10 名(パプアニューギニア、ソロモン、ブータン、エルサルバドル、 ペル
ー、セネガル、ザンビア、 モンゴル、マレーシア、バヌアツ)が表敬訪問を、また同時に青年海外 25 年 2 次隊
2 名（トンガ、セネガル）の帰国後の表敬訪問を行ないました。12 月 18 日(金)午前 11 時 30 分より京都
ガーデンパレスにて KOCA 主催の壮行会を開催しました。1 月初旬にそれぞれ赴任地に向け元気に出発
しました。

●青年海外協力隊５０周年記念写真展を開催
２７年度事業の集大成とも
いえる、協力隊５０周年記
念の写真展を、京都市左京
区蹴上の京都市国際交流
会館にて、11 月 11 日から
11 月 15 日まで開催しまし
た。
ＮＨＫならびに京都新聞
社の取材もあり、昨年度の
写真展の２倍にあたる約２０
０人の入場者を数え、ＪＩＣＡ
ボランティアならびにＫＯＣ
Ａの周知広報に努めました。
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最終日の各年代ＯＶ３人によるトーク＆ディスカ
ッションでは、協力隊参加希望者を交えて活発
な話で盛り上がりました。
開催にあたり、準備や受付等にご協力いただ
いたＯＶの皆様に御礼申し上げます。

トーク＆ディスカッション参加者
麻生ひろみさん（56-2/ネパール/理数科教師）
清水康朗さん（8/ガーナ/農業機械）
浦井智司さん（25/中国/日本語教師）

●KOCA 月例会開催報告

（毎月 1 日に開催。 ご出席下さい。詳細は KOCANET でもお知らせしています）

１）KOCA 平成 27 年度第 7 回月例会活動報告
日

時：平成 27 年 12 月 2 日（木）午後 6 時 30 分～9 時

場

所：ウイングス京都（京都市中京区）

出席者：青年海外協力隊 OB・OG、シニア海外ボランティア OB、派遣希望者、一般、役員、計 14 名
① 浦井智司さん (25-1／中国／日本語教師)より、内モンゴル⾃治区⾚峰市の⾚峰学院(⼤学)の付属
中学で⽇本語教育指導を⾏い、その後配属先が⼤学に変更になったこと、中学での⽇本語を履修す
る⾼学年の⽣徒数が多かったが、低学年の履修⽣が少なくなっていること、⼤学での⽇本語を専攻
する学⽣の多くがモンゴル族であることなどの紹介がありました。⽇本語で学⽣と対応することを
⼼がけ、ボランティアとして派遣されたので、24 時間対応し、学⽣との交流が進んだとのことで
した。
② 久野佐智子さん(21-2／グアテマラ／看護師)より、下⽔道の設備もない 2400m の⾼地のシェカム
村に赴任し、妊産婦への教育指導を試み、現地のその現状について話題提供がありました。当地
はカトリック教徒の多い地域であり、国⽴病院の設備が整っているが、妊娠後は伝統的なコマド
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ーラという産婆さんの介助で分娩する習慣があること、コマドーラの役割、コマドーラの育成な
どについての興味あるお話がありました。

２）KOCA 平成 27 年度第 8 回月例会活動報告
日

時：平成 28 年 1 月 17 日（日）午後４時

30 分～５時 30 分
場

所：バンビオ一番館（長岡京市）

出席者：青年海外協力隊 OB・OG、シニア海外
ボランティア OB、派遣希望者、一般、
役員
菊岡信義さん（菊岡夫婦社

代表取締役）

京都市内で「三条パクチー」「四条パクチ
ー」「丸太町パクチー」のタイ料理店を経営されており、ラオス南部の少数民族の村で学校建設の支援
をされている菊岡さんから、「ラオスで の学校建設支援について」と題して、外国旅行の経験から、
アジアの子どもたちの就学支援を行うことになった経緯、資金捻出するための起業、学校建設の支援を
始めて、完成までの道のり、見えてきた課題に対する今後の予定、計画などをお話ししていただきまし
た

●青年海外協力隊を題材にした劇場映画「クロスロード」について
青年海外協力隊を描いた 50 周年記念映画「クロスロー
ド」が劇場公開され、ロードショー初日にいそいそと見に
行ってきました。上映直後から、一気に派遣時代に引き戻
された感覚がありました。どの隊員も、派遣中、一度は味
わうであろうあの感覚…悩みや葛藤・希望・無力感・期待・
悲しみ・高揚感・焦燥感・達成感…全てが表現された作品
でした。JICA 関係者でなくても理解しやすいように作ら
れていたと思います。
上映後には、当日それぞれの地で映画を見た、大阪・兵
庫・京都 OGOB が集まり、ささやかな会も執り行われ、
感想を語り合いました。皆それぞれ心に残ったシーンは少
しずつ違いましたが、自身の協力隊時代に重なる部分が多
かったようです。
JOCA のホームページ上に、現在上映中の劇場情報が掲
載されていますので、まだ見ていない方はぜひ一度ご覧く
ださい。
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●JICA 国際協力中学生、高校生エッセイコンテスト結果報告
2 月 11 日に JICA 関西において「JICA 国際協力中学生、高校生エッ
セイコンテスト 2015」の表彰式が行われました。
2015 年度のテーマは「世界を知ろう!考えよう!‐よりよい世界のため
私たちにできること‐」でした。

今年で 20 回目の中学生の部は 40,119 点、54 回の高校生の部は
29,636 点、合計 69,755 点の応募がありました。厳正な審査を経て受
賞者・受賞校が決定し、今年度の京都府関係の優秀作品は、下記のと
おりです。表彰式では京都海外協力協会塩見会長から表彰状と記念品が
授与されました。
高校生の部：
（京都府関係）
氏
関西国際センタ
ー

名

学校名

学年

タイトル

堀内ひなた

京都府立東宇治高等学校

1年

人任ではなく自分が動く

宮川

広平

京都府立乙訓高等学校

３年

希望への通学路

山本

葵沙

同志社女子高等学校

３年

今の私がすべきこと

上出

優

京都府立東稜高等学校

2年

世界の幸せ

清島

実希

京都インターナショナルユ

２年

小さな奉仕

所長賞

KOCA 会長賞

ニバーシティーアカデミー
特別学校賞

京都府立東宇治高等学校、京都府立東稜高等学校

学校賞

京都学園高等学校、京都外大西高等学校、京都橘高等学校、立命館高等学校、

中学生の部：
（京都府関係）
氏

名

学校名

学年

タイトル

国際協力特別賞

秋富

寧人

京都市立修学院中学校

１年

想像力は世界を結ぶ

関西国際センタ

植田

碧

京都市立洛西中学校

２年

知るをつなぐ「原産国ツアー」

大石

将照

京都学園中学校

２年

助けるために必要な二つのこと

島田あぐり

京都市立双ヶ丘中学校

３年

世界を知ろう！考えよう！

巴

陸斗

京都市立下京中学校

１年

私にできること

柳田

歩

京都市立下京中学校

２年

私にできること

KOCA 会長賞

仲谷

洸人

長岡京市立長岡第三中学校

３年

知らなければ始まらない

特別学校賞

学校法人京都光楠学園京都学園中学校、洛南高等学校附属中学校、

学校賞

同志社女子中学校、長岡京市立長岡第三中学校、京都市立向島東中学校、京都市立下京中

ー

所長賞

佳作

学校、南丹市立殿田中学校
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なお、問い合わせ先は、（公社）青年海外協力協会内「JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコンテ
スト」係です。
関西国際センター長賞を受賞された、東宇治高校、堀内ひなたさんの作品は、人に任せているばかりで
はなく、自分がどのような問題に取り組んでいきたいかが、しっかりと書かれていました。自分を突き動
かすきっかけとなったこと、そのために自分がどのような力（職業につくか）をつけていきたいかという
こと。そして、その力を活かしてどのように行動していきたいか、ということが、具体的にかかれていま
した。机上の空論ではなく、世界の置かれている実情や自分の現状などをしっかりと見つめて、自分の思
いを表現した素晴らしいエッセイでした。
これからも京都の応募が増えて、より良いエッセイが応募されることを期待したいと思います。
（杉浦）

●平成 28 年度春募集について
JICA ボランティアの平成 28 年度春募集期間は 4 月 1 日(金)～5 月 9 日(月)で、一次選考が５～６月、二次
選考６～7 月、二次選考の発表は 8 月となっています。京都での「体験談＆説明会」は下記の日程で開催されま
すが、皆さまにご協力をお願いするかと思いますので、よろしくお願いします。京都からたくさんの協力隊が生ま
れますよう、皆さまのお知り合い、ご家族、ご友人等々への広報ご協力を何卒お願いします。
なお、近畿各府県でも開催されますので、広報 URL としてご利用下さい。
JICA ボランティア HP ： http://www.jica.go.jp/volunteer/
開催日
3 月 30 日（水）

時 間
19:00-21:00

4 月 9 日（土）

19：00-21:00

4 月 14 日（水）
4 月 23 日(土)

19：00-21:00
10：30-12:30
14:30-16:30

場 所
キャンパスプラザ京都 2F
キャンパスプラザ京都 4F
京都タワーホテル 2 階
TKP ガーデンシティ京都
コープイン京都 2F
京都タワーホテル 2 階
TKP ガーデンシティ京都

対象
○JOCV
○SV
○JOCV ※１
○JOCV ※２
○ＳＶ
※３
○JOCV ※３

※１：「スポーツ、体育」職種の JICA 技術顧問の講演・説明あります
※２：「日本語教師」「日系日本語学校教師」の経験者による講演があります。
※３： 応募対策の個別相談コーナーを設けます。

行事予定のお知らせ

（開催日は変更することがありますが、KOCANET でお知らせします）

●３月 １日（火）18:30～21:00

協力隊ナビと KOCA 月例会（場所：ウイングス京都）

●４月 １日（金）18:30～21:00

協力隊ナビと KOCA 月例会（場所：ウイングス京都）

●５月の例会は、総会のためなし

●５月１５日（日）14:00～

平成２８年度

通常総会

（場所：バンビオ１番館

JR京都線

長岡京駅前）

KOCA ネットへの登録をお願いします。
各種行事の案内や、会員の関連する行事を紹介しています。申し込みは E-mail：office@koca.or.jp
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