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僕の協力隊後輩で、世界中の中で一番住みやすくやすらかに死ねる場所はどこなのかを捜しに行って
くると言い残し旅立った。数か月たったある日帰国した彼に何処か良い場所見つかったかと尋ねたとこ
ろタンザニアのキリマンジャロの麓の「モシ」に決めたとの事。僕は成る程彼らしい決めかたに賛同と
感心した。彼は現在そこで生活している。彼は日本よりタンザニアを選んだ。それはそれで良い。
僕はその時幸せとは何か考えさせられた。「人間としての幸せとは一体何のか」自分が幸せだと感じ
られる処が一番いいのではないかと思う。市販されている雑誌に市町村生活ランキングがある。つまり
生活するのにどの市町村が良いのか記されてある。それによると病院の数、交通の便利さ、経済指標、
教育水準つまり人間が生活するうえで「安心安全」なことがランク付けされてある。
数年前、日本に来賓としてお立ち寄りになられたブータンの国王夫妻のスピーチで、わが国民のほと
んどは幸せだと感じていると言われたのが印象に残っている。貧しいと感じない国でおなかいっぱいの
食が満たされ、国民が幸せだと感じられる国。そんな国が一番なのかもしれない。そんな国で活動して
見たい。いろんな国で活動する海外生活体験者の皆がいろんなことを学び、その生活の真髄を持ち帰っ
て日本の国づくりに活かしてくれたら嬉しい。貧しくても幸せだと感じられる日本の国づくりに活用し
てほしい。
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平成 28 年度通常総会と講演会・懇親会開催のご案内
日時：平成 28 年 5 月 15 日（日）午後 2 時～3 時 30 分
場所：バンビオ一番館 6 階 創作室 1（長岡京市神足 2-3-1）
JR 京都線 長岡京駅前
議題：第１号議案 平成 27 年度事業報告の承認の件
第２号議案 平成 27 年度収支報告の承認の件
第３号議案 役員の選任の件
第４号議案 平成 28 年度事業計画の承認の件
第５号議案 平成 28 年度収支予算の承認の件
［講演会］
（午後 3 時 30 分～5 時 00 分）同所 6 階 創作室

［通常総会］

『地球の裏から探る広い世界 ～2015 年度教師海外研修に参加して～』
藤原 なつみ氏（宇治市立西小倉中学校）
橋本 花織

氏

森 泰紀

氏（京都市立新町小学校）

（京都市立岩倉南小学校）

［懇親会］
（午後 5 時 30 分～8 時）会場は同じ（懇親会費 2,000 円は当日会場で徴収します）
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青年海外協力隊員派遣状況（平成28年2月末現在）

KOCA 定例会は、任地での活動・生活の報告を
中心にした交流会として、原則毎月頭に開催して
います。また、この報告会は、
「協力隊ナビ」と協

総累積人数

88か国41,277名（女性19,037名）

現在派遣者数

71か国 2,178名（女性 1,229名）

京都府

調して、JICA ボランティアに関心を持つ方にも広

総累積人数

79か国 862名（女性 406名）

く参加を呼びかけています。

現在派遣者数

36か国

58名（女性

33名）

シニア海外ボランティア

○平成 27 年度第 9 回月例会報告

日

時：平成 28 年 2 月 1 日（月）
午後 6 時 30 分～9 時

場

総累積人数

73か国 5,895名（女性 1,076名）

現在派遣者数

60か国

432名（女性

103名）

京都府

所：ウイングス京都（京都市中京区）

総累積人数

出席者：15 名

現在派遣者数

49か国
7か国

139名（女性 42名）
8名（女性

1名）

小野貴志さん （25-2／セネガル／PC インスト
ラクター）は、カフリン州ビルキラン県にある公立職業訓練校、ビルキラン職業訓練センターに配属さ
れ、パソコンの基本操作に関する授業を行った。日本の団体からパソコンを寄付してもらうため尽力し、
また独自の文字入力訓練を導入して生徒の能力強化に努めた。日本とは全く違った生活環境の中、現地
の人々に寄り添い、常に共に生活を楽しんでいる姿が印象的であった。

○平成 27 年度第 10 回月例会報告

日時：平成 28 年 3 月 1 日（月）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：14 名

大藪 瑞穂さん（JOCV25-1 キルギス 青少年活動）は、村にあるリハビリセンターでの活動であった
が、人・モノ・金、また利用者が実質いないような施設に配属し、苦難と試行錯誤の末、障害がある児
童や親などのサポート活動を行った。誘拐婚の実情、ホームステイ先での人間関係、配属先の不準備等、
非常に苛酷な生活・活動であり、要請背景調査や隊員派遣の是非について考えさせられるものであった。
安藤 増実さん（ＳＶ H24-4 ブータン 建築）は、ブータン地方部の橋梁設計の活動とともに配属先若
手職員への指導等について報告があった。

○平成 28 年度第 1 回月例会報告

日時：平成 28 年４月 1 日（金）午後 6 時 30 分～9 時
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場所：ウイングス京都（京都市中京区）

出席者：12 名

福岡 孝一さん （25-1／ベリーズ／環境教育）は京都市立樫原中学校より現職教員として参加。ベリ
ーズ北部のオレンジ・ウォーク町役場に配属され、8 つの学校で環境教育の授業を担当した。各学校では
視覚教材を効果的に使い、生徒と保護者が町の環境について積極的に意識を変えられるよう工夫した。
さらに、隊員仲間、地元企業と協力してポイ捨て防止のステッカーを作成しバスの中に貼るなど、学校
外でも町の美化のために精力的に活動した。視野の広い環境教育の成功例が示された。

［平成 27 年度第 4 次隊出発と平成 25 年度第 3 次隊帰国表敬訪問］
平成 27 年度 4 次隊として派遣される上野優歌さん（JV ガーナ コミュニテイ開発）、田中あすかさん（JV グア
テマラ 水質検査）の 2 名が出身の市町村に派遣前の表敬訪問に、また 25 年度 3 次隊の長澤茜さん（スーダン
日本語教師）が任務を終えて帰国表敬訪問を行いました。3 月 18 日には府庁を訪問し、 西川定彦府民生活部
長、村上公伸国際課長、中川多鶴子青少年課長が対応され、新隊員には激励と励ましの、帰国隊員には慰労
の言葉をいただきました。その後、ザ・パレスサイドホテルで KOCA 主催の壮行会・帰国歓迎会を開催しました。

［平成 28 年度 JICA ボランティア春募集説明会について］
今季は、3 月 30 日（水）・19 日（日）／キャンパスプラザ京都、4 月 9 日（土）・23 日（土）／京都タワーホテル（Ｔ
ＫＰガーデンシティ京都）、4 月 14 日（水）／コープイン京都にて、青年 4 回、シニア 2 回の“体験会＆説明会”
が開催される予定です。

ラオス隊員から、プリンターを現地支援したお礼と活用についてお便りがありました。
［カラープリンター購入のご支援に寄せて］
今月（３月）末頃で現在、ラオス国首都の国立博物館でリニューアルに向けて、博物館スタッフと展
示づくりをしています。展示を皆で検討する上で欠かせないのが、
「カラープリンター複合機」の存在で
す。打合せ資料をプリントアウトしたり、参考資料や画像をコピーしてディスカッションの際に書き込
みをしたり、イメージ画をスキャンして展示計画書に添付したり…、と大活躍しています。KOCA の皆
さまから援助していただいたことを心よりお礼申し上げます。
JOCV26－3

渡邉淳子（ラオス国立博物館・学芸員）

［第５回福島応援ツアーに参加して］
今年３月１２，１３日に、ふくしま青年海外協力隊の会主催による、第５回福島応援ツアーが開催さ
れ、副会長坂根が参加しましたので報告させていただきます。
この応援ツアーは、５年前の東日本大震災を受けて、福島の現状を観てもらう、また福島を訪れるこ
とによって、復興の一助となすことを目的に震災の翌年から始まりました。私は第２回から参加し、今
回で計３回目となる応援ツアーですが、５年を経過し今回が最後となりました。
１２日の土曜日にＪＲ郡山駅に集合し、バス２台に分乗しまず向かったのが福島県農業総合センター。
ここは福島県の農業を支える試験場でもあるのですが、震災後は放射能に汚染された農作物の放射線量
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の測定が大きな柱となっています。測定室その他を見学し現在の福島の農産物の現状についての説明が
ありました。年々線量は下がっており現在では測定不可のものがほとんどであるとの事です。
その後は、今回の目玉である二本松訓練所に入り昼食、午後は福島大学の先生による講演、映画「ク
ロスロード」の視聴やテーマごとに分かれての分科会などが行われました。
夕方より４次隊の訓練生も参加しての懇親会が催され、お酒も入り大いに盛り上がりました。個人的
には１年ほど任期が重なるスリランカＯＢに２８年ぶりに出会えたことが大変うれしい出来事でした。
翌日は、訓練所玄関前での記念撮影の後バスにて出発、下郷町、大内宿、会津若松市とめぐり郡山駅
で解散となりました。
今回は直接被災地をめ
ぐることはありませんで
したが、素の福島を垣間
見ることができ、また元
気に頑張っている福島の
人々に出会えたのが嬉し
かったです。
応援ツアーとしては最
後となりましたが、今後
とも何らかの形で京都か
らの思いを届けていきた
いと思った次第です。
最後に、毎回のことではありますが、福島県のＯＢ会の皆さんには、準備からツアーの運営進行まで、
大変お世話になり感謝に堪えません。この紙面を借りて御礼申し上げます。 （KOCA 副会長

坂根

均）

［京都府・市教職員採用試験について］
平成 29 年度採用の京都府・市の教員採用試験は、例年より早く 5 月中旬に締め切られ、7 月 2 日に 1
次筆記試験が行われる予定です。希望されている方は時機を失しないように留意してください。なお、
京都府では昨年度から「国際貢献活動経験者特別選考」が実施されましたが、残念ながら昨年度の出願
者はいませんでした。教員を志望する OB の皆さんは、この制度を積極的に活用して欲しいと思います。

行事予定のお知らせ
●5 月は通常総会のため、KOCA 月例会は総会時の講演会としますので、是非ご出席下さい。
●5 月１５日（日）：平成２8 年度 KOCA 通常総会・講演会・懇親会 （場所：バンビオ１番館）
●6 月 1 日（水）：協力隊ナビと月例会 （場所：バンビオ１番館） （６月は、ウイングス京都ではないので注意）
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
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