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 秋の気配がただよう今日この頃ですが、思い返せば今年の夏は大変な猛暑でした。そして、6月

は大阪北部地震、7月には西日本豪雨、関西空港の機能が停止した9月の台風21号、北海道で大

地震があり、さらに台風24号の上陸と災害列島であることを改めて思い知らされました。また、OV会

員の心を痛めたインドネシアのロンボク島とスラウェシ島の地震、津波もありました。KOCA会員の皆

様は、大丈夫だったでしょうか。そういう我が家は台風21号でブルーシートが屋根にあり、業者も忙

しさと資材不足でなかなか来てもらえない状況です。 

 さて、今年の総会は5月27日に長岡京市のバンビオ一番館にて開催しました。理事会より提案し

ました昨年度の事業報告及び収支報告、今年度の事業計画及び収支予算の4つの案件をすべて

承認いただきました。この方針に基づいてこれからの一年、活動をしていくわけですが、会員の皆

様のご支援とご協力をよろしくお願いします。 

 この5月の総会以降の取り組みを、このKOCA NEWSですべて記載している訳ではありませんが、

これまでと形態や参加対象に工夫した月例会を7月、8月、10月にウィングス京都で開催し、パネル

ディスカッションやボランティア希望者を対象とした内容で実施したりして、多くの参加をいただきま

した。また、伏見でのトーキングカフェの開催、昨年までの福知山市での収穫祭に代わり、今年は

南部で精華町のグローバルネットと共催した「地球っこ講座～外国の料理と世界の地図で国際理

解～」を9月1日に開催しました。 

 さて、今月はJICAボランティアの秋募集が行われていますが、これまでと変更があります。詳細は

募集要項等をご覧いただきたいですが、青年海外協力隊の派遣年齢が45歳まで引き上げられまし

た。呼び方もこれまでの総称：JICAボランティアから「JICA海外協力隊」に、シニア海外ボランティア

が「シニア海外協力隊」となります。シニアの家族随伴制度の廃止や手当の支給等の変更、健康診

断の自己負担等もあり、今後、応募を考えておられる方はご検討ください。 

 これから年末にかけて、今月28日の親睦を図る大文字山ハイキング、来月3日のオープンデイ、

23日の地域創生フェスタへの出店、12月の月例会、3次隊の壮行会と取り組んでいきます。多くの

方が参加くださいますようお願いします。 

 

    特定非営利活動法人 京都海外協力協会  副会長 笘 廣 啓 史  
 

特定非営利活動法人 京都海外協力協会 
〒600-8127 
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番

地の１ひと・まち交流館 京都	 PO.BOX No.27 

E-mail：office@koca.or.jp 

URL：http://www.koca.or. jp NEWS 
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（平成 30年 6月末現在） 

［KOCA 月例会開催報告］  

（毎月 1 日に開催。詳細は KOCANET または Facebook でもお知らせしています） 

● 平成 30 年 7 月 2 日（月）午後 6 時 30 分〜9 時（ウイングス京都） 

 出席者：青年海外協力隊 OB、シニア海外ボランティア OB 、派遣希望者、一般、役員、計 20 名 

 講 演：宮本 純子 氏（27 年度 8 次隊 タイ コミュニティ開発、現 奈良県 国際協力推進員） 

 宮本さんは当初バングラデシュへ派遣されていましたが、赴任後の現地語学研修中にダッカでテ

ロ事件が起き、帰国を余儀なくされ、任地変更でタイへ派遣されることになりました。お話の冒頭で

はバングラデシュでの様子も少し聞かせていただきました。 

タイでは、財務省 コミュニティ開発局 に所属し、現地の人達にとけ込み、そこの人達の親身に

なって、商品を開発されたり、観光 PR などを通した、住民の収入向上活動を行われていました。充

実した活動の様子が伝わる、素晴らしい発表でした。 

 

● 平成 30 年 8 月 2 日（木）午後 6 時 30 分〜9 時（ウイングス京都） 

 出席者：青年海外協力隊 OB、シニア海外ボランティア OB 、派遣希望者、一般、役員、計 20 名 

 講 演：上野 優歌 氏（27 年度 4 次隊 ガーナ コミュニティ開発） 

 今年 3 月に、アフリカ・ガーナから帰国されたばかりの上野優歌さんに講演していただきました。 

青年海外協力隊員派遣状況	  

	  総累積人数	  91か国43,864名（女性20,427名） 

	  現在派遣者数 70か国 1,798名（女性 1,014名）	 	

 京都府 

	  総累積人数	   80か国 921名（女性 441名） 

	  現在派遣者数	 28か国	 47名（女性  31名） 

シニア海外ボランティア	  

	  総累積人数	  75か国 6,382名（女性 1,204名） 

	  現在派遣者数 59か国   346名（女性   94名） 

 京都府 

	  総累積人数	   51か国	 149名（女性 45名） 

	  現在派遣者数	  8か国	   8名（女性  2名） 
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 上野さんは、立命館大学 産業社会学部 在学中に青年海外協力隊に応募され、見事一発合

格。卒業後、すぐにガーナへコミュニティ開発職種で派遣され、村の障害者支援活動に従事されて

いました。現地へ行ってみたら要請内容と全く違う・・活動がうまくいかず、悩み苦しむ日々… 

ただでさえ過酷なアフリカでの生活・・周辺国は、危険地域ばかりで全てふさがっている… 

まさに「協力隊あるある」を実体験されてこられました。そんな過酷な状況を、どうやって乗り越えて

こられたのかをお話されました。 

 上野さんは、大学在学中に協力隊に合格されており、協力隊に参加したい学生向けに広報した

ところ、数人の大学生の参加がありました。 

 今後も、国際協力に関心のある学生、社会人に広く広報したいと思います。 

 

●2018 年２次隊表敬訪問、壮行会 

  恒例となっている新隊員、帰国隊員の表敬訪問が、９月１８日の府庁を皮切りに始まり、京都

市、長岡京市、亀岡市、精華町の表敬に同行しました。今回の２次隊は、１２名の新隊員が１０月よ

り順次派遣されました。 

 府庁表敬には、大谷府民生活部長、

山田国際課長ならびに小鍛治府議会議

員に対応いただき、武井七海（ベナン、

稲作）隊員が代表して決意表明を行いま

した。また、２名の帰国隊員も同席しまし

た。 

 同日夜には、ＫＯＣＡ主催による壮行

会を木屋町の居酒屋にて行い、出席し

たＯＶと共に大いに盛り上がりました。 

  

	 	 	 	 府庁表敬	 大谷部長の激励 

 

 

 

 

 

 

 壮行会 
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［共同企画事業「国際協力トーキングカフェ」を開催しました］ 

 8 月 4 日（土）14：00～16：30 に京都市伏見青少年活動センター（京都市伏見区総合庁舎 4 階）

において、特定非営利活動法人テラ・ルネ

ッサンス、公益財団法人京都市ユースサ

ービス協会・伏見青少年活動センターと国

際協力理解に関する共同企画事業「国際

協力トーキングカフェ～青年海外協力隊と

NGO、それぞれの国際協力～世界で働く

ってどういうこと？」を開催しました。  

 世間では同じ国際協力の枠内であること

から、ODA の一環である青年海外協力隊

とテラ・ルネッサンスをはじめとする NGO

が混同されることもあり、一度異なる立場の

中で活動するテラ・ルネッサンス関係者と協力隊経験者の意見交換会をトークセッションという形で

実現してみたい、また、主に青少年を対象に国際協力を通して「働き方」を考える機会も提供した

い、ということになり 3 法人の間で実行委員会を組織しました。 

 当日のプログラムは、ユース協会

伏見の大下宗幸職員の開会挨拶

に始まり、テラ・ルネッサンスの栗田

佳典職員（アウェアネス・レイジング

チーム・マネーシャー）と協力隊

OB として個人的に協力して頂いた

長谷川広一国際協力推進員（JICA

京都デスク）により国際協力におけ

る協力隊と NGO のそれぞれの成り

立ちのイントロプレゼンが行われま

した。協力隊の宣伝ムービー（パラグアイ隊員）が流されると共に、日本の国際協力の簡単な歴

史、JICA 事業の中の協力隊、税金（国家予算）に頼る JICA と寄付金に頼る NGO、戦後補償から

出発した ODA とベトナム戦争が契機となった草の根 NGO 等の話題が紹介されました。 

そして、テラ・ルネッサンス提供のウガンダコーヒーによる休憩を挟んで、協力隊 OV とテラ・ルネッ

サンス職員、ユース協会伏見の海外活動経験者によるトークセッションへと移り、パネラーの意見

や体験談を自由に答えて頂きました。パネラーには、協力隊 OV として佐々布祐介さん、上野優歌

さん、鎌田美保さん、長原亮太さん、テラ・ルネッサンス職員として栗田佳典さん、鎌田久美子さん

（協力隊 OG でもある）、田畑勇樹さん（大学生インターン）、ユース協会伏見職員である國家佑太

さんに登壇して頂きました。 
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 本企画では、ソーシャル・インパクト

の事業評価を取り入れました。参加者

に「事前・事後アンケート」を配布し、

参加前と参加後における社会貢献意

識の変化（自分も社会の役に立てる

かもしれないという自尊心の変化）を

データとして収集しました。収集され

たデータは 3 法人で共有され、本事

業が果たすソーシャル・ビジネスとして

の社会貢献型投資効果を検討することになっています。 

 参加者は、一般の学生や KOCA 関係者を含め、20 代～70 代の幅広い世代の方々が集まりまし

た。学生の参加者はすでに学生団体や NGO を通じてインターンシップやスタディツアー、ボラン

ティアを経験しており、国際協力への意識が高い方々でした。 

 参加者アンケートには、「現状、半数の割合の方が専従で生活を営むことができていることに驚い

ています。NPO が日本で相当定着して、定積をあげられていること。また若い人をひきつける場で

あることを知りました。」、「生の声を聞けて、とても面白かったですし、同時に今の自分の考え方や

価値観を見直すきっかけになりました。」、「協力隊に参加してみたいと前から思っていたのです

が、本日またさらに強くなりました。」、「NGO でインターンをしてみたい。今回初めての協力隊のイ

ベントに参加しましたがトークセッションは特に面白くて、今後もっとこのようなイベントに参加して

様々な年代のいろんな経験をされた人のお話を聞きたいと強く思いました。今漠然と「世界各地の

課題解決」について考えているところですが、学

生団体での活動経験はあっても、圧倒的に知識も

足りないので、今回のイベントを機に今後一歩一

歩こういう機会を大切にしていきたいです。」という

ご意見・ご感想を頂きました。 

 その他ご参加・ご協力を頂きました OV の皆さま

には御礼申し上げます。  

 好評だったため、次回を 12 月に予定しておりま

す。詳細が決定しだい KOCANET にてご協力の

依頼を改めてさせて頂きたいと思います。 

 

［地球っこ講座 ～外国の料理と 世界の地図で国際理解～を開催しました］ 

	 9 月 1 日(土)10 時から 16 時まで、むくのきセンターで、 精華町、 特定非営利活動法人京都海

外協力協会、せいかグローバルネットの共催で開催しました。(参加者：63 人) 午前中は外国の料

理を一緒に作って味わうというプログラムです。 
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 アメリカの家族は「バナナチョコケーキ」を、マレーシアの方

はココナツミルクで炊いたご飯にスパイスのきいたサンバル

ソースを添えた「ナシレマ」を、中国の方はエビと卵とニラを

餡にして、皮に包んで焼いた「餡餅(シャーピン)」を、新しく

赴任した国際交流員さんは春雨を鶏肉のスープで食べる

「チキンロングライス」などの珍しくておいしいお料理を教え

て下さいました。スエーデンの高校生はお母さんと一緒に作

ってくれたチョコレートケーキを持参で、コーヒーを入れてく

れ、ベトナムの中学生はベトナムのドライライチや蓮の実の

デザート、キャンデ

ーなどを用意して参

加してくれました。 

言葉はお互いに

片言でも、みんなで一緒に作る食べ物はみんなの心を繋げ、

笑顔にしてくれました。 

小学生も一所懸命に切ったりこねたり丸めたりと珍しいお料

理に挑戦していました。 

	 その後、隣の研修室で青年海外協力隊 OB の方々から、

写真やビデオ、パンフレットを見ながら活動の内容や発展

途上国の話を聞きました。参加者からは「青年海外協力隊

として、その仕事に誇りを持っているのが素晴らしかった。ご

苦労とやりが

い を 知 る こ と

ができ興味がわきとても勉強になりました。」などの感

想がありました。 

 午後のプログラムは、国際理解研究会「みなみの

風」の進行で、いろいろな表現の地図を見比べるワー

クショップをしながら、方角や距離、面積等の表し方

に特長があることを知りました。そして、地球儀を実際

に作ってみて、方向や距離を正しく表示するには最

も適していることを体験しました。外国人を含むグル

ープ学習で進めましたが、言葉がなかなか通じなくて

もわきあいあいと意見交換していました。「地図には

特長があっておもしろい。」「地図と地球儀の使い分

けが分かった。」などの感想がありました。 
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 最後にある中学校の生徒たちが、外国人に自分たちで調べ作成し

た京都や奈良の世界遺産のパンフレットを、会場の参加者全員には

折り鶴のキーホルダーをプレゼントしてくださり、温かい雰囲気のうち

に講座を終えることができました。 

〇「地球っこ講座」終了後、参加者の中のお一人から次のようなメール

をいただきました。 

『国際理解教育に深く関わる生き方がしいたいと思い、大学でのフェアト レード

活動の後、大学院では国際理解教育の研究をしておりました。大学院でも、前任校でも、あまり国

際理解教育について学ぶ会を見つける事ができずにいたので、今回の巡り合わせに喜んでいま

す。是非、イベントについて教え

てください。また、できることが少

しでもあるなら、一緒に活動させ

ていただきたいです。どういった

形で関わらせていただくことが可

能でしょうか？』大変うれしいこと

です。お互いに国際理解教育に

ついての研究と実践が深められ

るように協力しながら活動してい

きたいと思いました。 

 

                               京都新聞２０１８（平成 30）年 9 月 2 日（日） 

 

［第 9 回関西 OV 教員合同研究会を開催しました］ 

 ８月２５日（土）長岡京市産業文化会館で、第 9 回関西 OV 教員合同研究会を開催しました。 

 京都府 OV 教員研究会会長の貝畑 

氏による挨拶に始まり、その後、滋賀県

国際協会の大森 容子氏による「在住外

国人の現状について〜次世代の人材育

成のために求められること〜」と題した講

演を行っていただきました。この講演で

は、増え続ける在住外国人や外国に関

わりのある人口の増加や、それに伴う問

題などを発表していただきました。 

 次に、グローカルネット滋賀会長の川

﨑 功氏によるワークショップでは「私ん
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家の食事から」では、食という身近なテーマか

ら色々な国の食事事情について知ることが出

来ました。 

 その後、大槻 一彦 ネパール隊員と元教え

子たちの元堀川高校ユネスコクラブ（池田 愉

歌氏・稲葉 和馬氏・福田 直起氏、池田 愉

歌氏は元スリランカ隊員）によるワークショップ

「リアル人生ゲーム」をしました。 

 このワークショップでは、日本や中国に

比べて、シエラレオネやカンボジアの子達

が長生きしにくい現状にあることを実感す

ることができました。 

 最後に、来年の開催県である兵庫県 OV

教員研究会代表の山崎丈 氏に閉会の挨

拶をしていただきました。講演も興味深い

ものでしたし、たくさんワークショップもあ

り、とても充実した研究会になりました。 

 

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） 

●10 月 28 日（日）11:00〜14:30 大文字山ハイキング（詳細は、KOCA ネットで案内します）  

●11 月 3 日（土・祝）10:00〜16:00 京都市国際交流会館オープンデイ 

●11 月 23 日（金・祝）10:00〜16:00 あすの Kyoto 地域創生フェスタ  (場所:京都府立植物園)  

●12 月１日（土）13：30〜 協力隊ナビと月例会      (詳細は、KOCA ネットで案内します)  

●12 月 (日時未定)  2018 年度 3 次隊 壮行会     (詳細は、KOCA ネットで案内します)  

●１ 月 19 日（土）  協力隊ナビと KOCA 月例会及び新年会 (場所:バンビオ一番館)  

                                    (詳細は、KOCA ネットで案内します)

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 

KOCAの情報は、ホームページやフェイスブックで随時発信しています。 
	 ホームページ	 URL：http://www.koca.or. jp 
	 Facebook 	 	 K O C A（一文字ずつ空白を入れる）で検索してください。 


