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（平成 30年９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 10 月 1 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 35 名 

 講 演：西田周平氏（ブータン 体育）、長谷川恵子氏（ガーナ 小学校教育） 

パネスディスカッション：松山新之介氏（ペルー 卓球）、山下祐太郎氏（ブラジル 野球） 

西川智子氏（モルディブ 卓球）、佐々布祐介氏（モンゴル 柔道） 

 

 これまでの月例会とはやり方を変え、「スポーツで国際協力を行いたい方のための JICA ボランテ

ィアセミナー」と銘打ち、スポーツ関係の職種で JICA ボランティアに参加された方々を講師として

招き、講演会、パネスディスカッションと個別相談の 2 部構成で行いました。 

 講演会では、小学校で体育教員として活動をされた西田さん、長谷川さんがそれぞれ学校で行

ってきた活動についてお話してくださいました。西田さんは学校教育の中で体育が取り上げられた

ばかりのブータンで、授業カリキュラムを体系化されていくお話や器具等が豊富にない中でいかに

あるものを利用し授業を行っていくか、その工夫点などのお話をしてくださいました。 

 パネルディスカッションでは、上記 2 名に加え、4 名の OB に加わっていただき、それぞれの活動

体験や事前に参加申し込み者からいただいていた質問に答えていただきました。 

 セミナーという名目で事前申込制にしましたが、20 名以上の方から申し込みがありました。特に大

学生からの申し込みが多かったです。これを機に協力隊の参加を決意したという参加者もいまし

た。 

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 
青年海外協力隊員派遣状況	  

	  総累積人数	  91か国44,233名（女性20,634名） 

	  現在派遣者数 71か国 1,861名（女性 1,048名）	 	

 京都府 

	  総累積人数	   80か国 931名（女性 444名） 

	  現在派遣者数	 28か国	 45名（女性  28名） 

シニア海外ボランティア	  
	  総累積人数	  75か国 6,411名（女性 1,213名） 

	  現在派遣者数 59か国   318名（女性   84名） 

 京都府 

	  総累積人数	   51か国	 149名（女性 45名） 

	  現在派遣者数	  7か国	   7名（女性  2名） 
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●KOCA 親睦会「大文字山ハイキング」を開催 
 （平成 30 年１０月 28 日（日）午前 11 時〜午後 3 時 大文字山） 

 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 10 名 

 

 10 月 28 日(日)は、朝から青空が晴れ

渡る、絶好の登山日和。午前 11 時に待ち

合わせ場所の市バス「銀閣寺前」付近で

「青年海外協力隊」と記した青いのぼりを

目印に掲げました。観光客や登山客でな

かなかの人混みだったものの、のぼりよりも

雰囲気（？）で参加者が集まってきたような

…。参加者は京都、大阪在住の男女１０

名。簡単に自己紹介をして、早速登山口

へ向かいました。 

 今回は協力隊 OB/OG を始め、国際協

力に興味があって KOCA ネットに登録して

いる人たちとの親睦を目的として開催した

ので、「KOCA 主催の行事に初めて参加し

ます」と言った２名の参加があってとても嬉

しかったです。KOCA ネットに登録してい

た１人が、もう 1 人の同期隊員を誘って「2

人揃って山歩きが好きだから」と参加した

のだそうです。いやあ、KOCA として初めてハイキングを企画して良かった。「KOCA は日頃どのよ

うな活動をしているんですか？」と尋ねてくれたり、2 人とも KOCA の facebook をフォローしてくれ

たりして、つながる喜びを感じました。 

 そのほか、久しぶりに集った仲間たちと近況を伝え合いつつ、各自のペースで山道を登ります。

森林浴を楽しみながらも、登山ビギナーなので息切れも…。途中で休憩をしながら、４０分ほどかけ

て展望所へ着きました。  

 ここからの眺めは最高！吉田神社、御所、家々が連なる街並みに、はるか西山まで京都市内が

見渡せます。そんな景色を見ながらお弁当を広げて、腰を下ろしてゆっくりとおしゃべりをしたり、写

真を撮ったり。この日は京都で学ぶ留学生もハイキングに来ていたので、アフリカからの留学生と

元アフリカ隊員のふれあいもありました。 

 昼食後、展望所から頂上まで歩きました。頂上には、9 月の台風で倒れた木々があり、台風の大

きさを物語っていました。今回の企画にあたり、近くに住むメンバーが安全確認のために下見に行

き「登山口から展望所までは大丈夫」と太鼓判を押してくれました。 
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 展望所でのひと時にすっかりリフレッシュしてから下山し、銀閣寺道を歩く中で見つけたカフェ「花

うさぎ」でひと休み。クリームあんみつ、アイスクリームぜんざい、抹茶フロートなど和のスイーツをい

ただきながらみんなでさらなるおしゃべりに花を咲かせました。「次は新年会で会おうね！」と言い

ながら午後３時過ぎに解散。参加した Y さんから「久し振りに登りあーしんどかった！ でもめっちゃ

楽しかったのでまたの企画を頼みます。お疲れ様でした。」と感想をいただきました。 
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● 平成 30 年 12 月 1 日（土）午後 1 時 30 分〜17 時（ひと・まち交流館京都） 

 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 40 名 

 講 演：北垣健太氏（スリランカ コミュニティ開発）、尾島純子氏（モザンビーク コミュニティ開発）、糸賀ち

あき氏（セネガル コミュニティ開発）、篠原由依氏（ニカラグア コミュニティ開発） 

  

 10 月同様、テーマを絞り、

講演会とパネルディスカッシ

ョン形式のセミナーとして実

施しました。12 月のテーマ

は「コミュニティ開発」で、活

動地域や活動内容の異なる

4 名の方に講師として登壇し

ていただきました。4 名の方

は活動の様子や活動中に感

じたことなどだけでなく、青

年海外協力隊に応募しようと

したきっかけ、数ある職種の

中からコミュニティ開発を選

んだ理由、試験合格のために努力したこと、帰国後の進路などについても詳細に語ってくださり、

JICA ボランティアに参加してみたいと考えている参加者にとっては参考になるものが多かったもの

と思われます。 

  

 今回も参加を事前申し込

み制にしましたが、一般の

方から 26 名の申し込みが

あり、高校生や京都府外の

方からの申し込みもありまし

た。土曜日の午後開催とい

うことで平日の夜には来られ

ない層の方々の参加も多か

ったのではないかと思いま

す。 
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●ｋｏｋｏｋａオープンデイ 2018 に参加 

	 11	月	3	日(土・祝)、	京都市国際交流会館で行われた京都市国際交流協会主催の

「kokoka オープンデイ

2018」にて、JICA 関西と

共同でブース出展し、

KOCA の活動紹介をしまし

た。協力隊の活動を伝え

るポスターや写真を貼っ

て見てもらい、アフリカ

布を使って、髪ゴムやバ

ッジを作るワークショッ

プを開きました。	

	 10 時の始まりととも

に、女性中心にワークシ

ョップは大人気。子ど

も、留学生、社会人の

色々な人たちが１人で、友達と、家族とともに立ち寄ってくれました。色鮮やかなアフリ

カ布を手に取り、髪ゴムを作り終えると「かわいい」「きれい」と言いながらニコッと笑

う、その笑顔に私たちもパワーをもらえました。	

	

	 団体活動紹介コーナーに

出展している８つのブース

をめぐるスタンプラリーを

主催者に企画していただい

たおかげで、２００名以上

の人がスタンプを求めて私

たちのブースを訪ねまし

た。スタンプを押しなが

ら、短い時間ではあります

が協力隊や KOCA の活動を紹

介できました。「協力隊を

知っていますか」と尋ねる

と、多くは「知っている」とのことでしたが、「いえ、知りません」「名前だけ…」と言

われるとチラシや冊子の紹介に力が入ります。海外に興味がある人たちが多く、真剣に聞

いていただき、活動を知ってもらえる良い機会になりました。	
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	 また、ブース前を通りがかった学校の先

生は配布していた、子ども向けの「砂漠

化」「水」「食糧」などの本を教材に目が

留まり、授業に役立てたいと喜んで持ち帰

っていましたし、家族に連れられてやって

きた子どもたちはこれらの本だけでなく、

国の名前と現地語でのあいさつが書かれた

地図も嬉しそうに手にとっていました。	

	 10 時から 16 時までノンストップで約

300 人の方たちにワークショップを通じて

アフリカのこと、協力隊のことを知っても

らいました。会場全体が国際色豊かな雰囲

気に包まれていたので、スタッフも交代し

ながら各国の料理やダンスなどお祭りを楽

しみました。	

	

	

	

●あすの kyoto・地域創生フェスタに参加 

	 １１月２３日（金・祝）に行われた「あすの KYOTO・地域創生フェスタｉｎ京都府立植

物園」に，ＫＯＣＡブースを出展しました！	

	 「あすの Kyoto・地域創生フェスタ」は，京都府内の各種団体やＮＰＯが日頃の活動内

容を発表・交流する場として，毎年開催されているものです。	

	 ＫＯＣＡは，同じく京都駅で毎回開催されていた「国際協力ステーション」の代わりと

して，２０１７年から参加しています。	

	 当日は，ＪＩＣＡ京都デスクとともに，ＪＩＣＡボランティアに興味を持ってもらえそ

うな学生を中心に捕まえて，その魅力をたっぷりとアピールしました。	

	 さらに，今回は初めてルワンダコーヒーのテイスティングも行い，「ルワンダでコーヒ

ーが獲れるの？」や「いつも飲んでいるのとは全然違う！」などの声も聞かれて，ルワン

ダという国や途上国のビジネスに関心を持ってもらえたように感じます。	

	 この取組を通して，少しでも多くの方がＪＩＣＡボランティアに参加してほしいな，と

願っています。			
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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） 

●12 月 20 日（木） 2018 年度 3 次隊 壮行会     

● 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)                                   

● ３月（未定）   協力隊ナビと KOCA 月例会  (場所:未定)  

                                    

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。 


