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NEWS

秋も深まりつつありますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
この秋は台風や大雨などが続き、被害の出た地域も多くありましたが、みなさまのご家族やお知り合い
の方などご無事でしたでしょうか。
10 月初旬に、JICA 主催のエッセイコンテスト（中学生の部）の一次審査会を行いました。審査にご協力
くださったみなさまどうもありがとうございました。今年度のテーマは「よりよい世界の未来を目指して－私
たちから始まる一歩－」で、学校で習ったことや日々の生活で体験したことを通し、自分に何ができるのか
という視点でさまざまな考えが述べられていました。たくさんのエッセイを読むのは大変な面もあります
が、楽しい時間でもありました。
また、JICA 海外協力隊の秋募集に合わせ、JICA 関西と JOCA 大阪との共催で「JICA 海外協力隊セミ
ナーIN KYOTO」を開催しました。こちらもご協力してくださったみなさまどうもありがとうございました。
KOCA としては、JICA 海外協力隊に関心のある方、参加したいと考えている方への支援や帰国された
OB の方たちの活躍の場などを広く作れたらと考えていますので、今後もこのような機会を持ちたいと考え
ています。
これから年末に向けて、11 月に京都市国際交流会館のオープンデーと府民交流フェスティバル in 京
都府立植物園へのブース出展、2019 年度 2 次隊壮行会、12 月に月例会、年明けには新年会やせいか
グローバルネットとの共催イベント、春募集に向けてのセミナー等イベントがありますので、みなさまご参
加・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
KOCA 副会長 鎌田 美保
（2019 年 6 月末現在）
青年海外協力隊員派遣状況
総累積人数

シニア海外ボランティア

92か国 44,913名（女性 20,994名）

総累積人数

現在派遣者数 73か国 1,673名（女性 938名）

現在派遣者数 52か国

京都府

総累積人数

80か国 946名（女性 453名）

日系社会青年ボランテイア派遣状況

総累積人数
現在派遣者数

51か国 153名（女性 46名）
7か国

9名（女性 2名）

日系社会シニア・ボランティア派遣状況

9か国 1,476名（女性 913名）

現在派遣者数 5か国

総累積人数

83名（女性 5名）

10か国 542名（女性 290名）

現在派遣者数 4か国 29名（女性 18名）

京都府

総累積人数

256名（女性 72名）

京都府

現在派遣者数 27か国 40名（女性 24名）

総累積人数

77か国 6,4797名（女性 1,241名）

京都府

7か国 36名（女性 20名）

総累積人数

2か国

5名（女性 4名）

現在派遣者数 0 か国 0 名（女性 0 名）

現在派遣者数 0か国 0名（女性 0名）
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［KOCA月例会開催報告］
● 令和元年８月 1 日（木）午後 7 時〜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１０名
講 演：佐藤山斗さん（日系社会青年ボランティア 2017 年度１次隊 ブラジル 野球）
今回のスピーカーを務めていただいたのは、熊本県出身で、帰国したばかり、佐藤山斗さんです。
KOCA 月例会で、日系社会青年ボランティアのお話を聞くのは久しぶりです。
要請内容は、日系人の子どもたち
への野球の指導を通じて、健全育成
を図る活動でした。
日本式の野球を紹介し、道具を大
切にすること、礼儀正しい基本動作
を伝えることができたそうです。
帰国後、任地でのボランティア活
動を報告することで、ブラジルのこ
と、日系社会のことを多くの人に知っ
てほしいと語ってくれました。

●令和元年９月７日（土） ＪＩＣＡ海外協力隊セミナーＩＮ京都（ＫＹＯＣＡ京果会館）
秋募集に合わせ、ＫＯＣＡ、ＪＯＣＡ大阪、ＪＩＣＡ関西共催による、ＪＩＣＡ海外協力隊セミナーを開催しまし
た。昨年の制度改正、又派遣隊次が３次に変更されて募集時期も前倒しとなる中、募集期間中となる９月
７日に京果会館にて開催し、ほぼ定員の６３名の参加者に対して協力隊事業の説明に始まり、３名の体験
談、職種ごとに分かれての個別相談を実施しました。
ＪＩＣＡの説明会が各
都道府県年１回となっ
て直接ＯＶの話を聞く
機会が少なくなってい
るためか、下は高校生
から現役の学生、社会
人あるいはシニア層ま
で広い年代の方々が
集まり、関心の高さを感
じる半日となりました。
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来年の春募集の時期にも同様のセミナーを企画実施していく予定ですので、皆様のご協力よろしくお願
いします。

●伏見の町をそぞろ歩き、ミステリーツアー
（令和元年１０月１４日（月・祝）午前１０時〜午後２時 京都市東山区〜伏見区）
出席者：青年海外協力隊 OB、シニア海外ボランティア OB 、役員、計４名
案内人：山口 廣文 （シニア海外ボランティア 平成 22 年度１次隊 グアテマラ 冷凍機・空調機器）
台風が過ぎ去って、まだ各地で大きな被害の報道が
聞かれる、１０月１４日は、朝から小雨が降っていて、
ハイキング日和とは言いがたい日でした。
午前１０時、京阪電車東福寺駅東口に集まったの
は、顔なじみのメンバー４名。
今回は、いつもの月例会とは趣を変えて、昨年の大
文字登山に続き、地元伏見にお住いの OV、山口廣
文さんに案内してもらいながらの伏見のまち歩きを企
画していただきました。
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まずは、東福寺駅から、本町通りを南下し、臨済宗東福寺派の大本山 東福寺へ向かいました。
紅葉の時期は、最大の見どころとなるであろう、臥雲橋から、渓谷を眺め、本堂をお参りし、三門の周りを
ぐるりと回り、東司（トイレ）ものぞきました。
次の目的地、光明院は、東福寺の塔頭。著名な
作庭家、重森 三玲 氏による枯山水の庭を鑑賞し
ました。
さらに南へ進み、伏見稲荷大社に到着し、お参
り。ここから、千本鳥居を登る計画でしたが、今回は
山には登らずに、南方向へ進むことになりました。
次に行ったのは、黄檗宗の石峰寺。画家の伊藤
若冲が下絵を描いて彫らせたという、五百羅漢が
山に安置されて、回遊して見て回ることができま
す。境内には若冲のお墓もありました。
茅葺の本堂がある瑞光寺（元政庵）にも寄りまし
た。元政上人は、自分が死んだら、墓は、竹を三
本立てただけにするように遺言を残したとされて
おり、今もそのようにされていました。
京阪藤森駅近くの食堂で、昼食を取った後、最
後に、親鸞上人の奥さん、玉日姫の墓がある西岸
寺に寄って、解散しました。
今回は、参加者が少なかったのですが、山口さ
んは、伏見のまち歩きコースのガイドブックを作成
されており、またいつかガイドをしていただきたい
と思います。

●関西合同 OV 教員研究会
毎年開催されている関西O V 教員研究会の第10回が、兵庫県OV教員研究会の主催で、令和元年８
月31日（土）神戸市にあるJICA関西で
開催されました。教育に携わる人、ま
た、教員以外にも行政関係者など多く
の方が参加されて今年の大会が行われ
ました。
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講座１では「SDGs時代の教育協力サービスラーニ
ング」というテーマで、１９９０年３次隊 ブータ
ン卓球隊員であり、現在は関西大学国際部教授であ
る澤山 利広氏に講演をしてもらいました。
澤山氏は、地域国際化と国際協力に果たすパブリ
ック・プライベート・パートナーシップの理論化を
テーマに研究を進めておられます。その観点から講
演をしてもらいました。

講座２では、2007年１次隊カンボジア小学校教諭隊員であり、青年海外協力隊兵庫県OB会会長で
あり、神戸市立小学校の阪井園子先生の、「グリーティングカードの取り組み（１）」というテー
マで、これまでのグリーティングカードの取り組みを紹介されていました。
講座３では、1990年１次隊ガーナ理数科
教諭隊員であり、兵庫県OV教員研究会会長
であり、三田市立母子小学校の山崎丈先生
の「グリーティングカードの取り組み
（２）」を紹介されていました。
講座４では、現在アフリカのベナンで活
動されている 2018 年１次隊コミュニティ
開発隊員の福井沙織氏とスカイプをつな
ぎ、生中継でベナンの様子を紹介されてい
ました。
京都府 OV 教員研究会としては、この活動に参加し、国際理解教育への理解を深め、自分達ので
きることを増やすことができました。
（文責）杉浦秀隆
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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）
●11 月 3 日（日・祝）10:00〜16:00 京都市国際交流会館オープンデイにブース出展します。
●11 月 3 日（日・祝）10:00〜16:00 府民交流フェスタ in 京都府立植物園にブース出展します。
●11 月 (日時未定)

2019 年度 2 次隊 壮行会

●12 月 2 日（月） 協力隊ナビと月例会 （協力隊ナビ 18:00〜、月例会 18:50〜）
場所 ウィングス京都 2F
内容 ① 中野 佐紀 氏（元 国際交流基金 日本語パートナー）
「タイ：マハサラカムでの日本語教育」
② 竹内 詠子 氏（2016 年度 1 次隊 キルギス 青少年活動）
「日本の魅力って何だろう ? ～外も内も分かる私たちが伝えられること～」
●12 月 8 日(日) 14:00～16:30 精華町役場 2 階 交流ホール
「日本語による外国人のメッセージコンテスト」（主催：せいかグローバルネット）
ＫＯＣＡの杉浦 秀隆 理事が、審査員として参加します。
●1 月 19 日(日) 午後 (詳細未定) 新年会（長岡京市 バンビオ 1 番館）
場所 講演：4F 学習室 1、懇親会：6F 創作室 1
内容 ① 相川 香奈
氏（N yura konko 代表取締役 ガーナ OV/コミュニティ開発）
② 高木 美智代 氏（NPO 法人 JIPPO 事務局長 パキスタン OV）
懇親会 会費 2,000 円(予定)
●2 月 16 日（日）10:00～15:00（精華町 むくのきセンター）
「地球っこ講座冬」（共催：京都海外協力協会・せいかグローバルネット）
午前：外国人から料理を習う
午後：JICA 海外協力隊の説明
国際理解ワークショップ：テーマ「わたしんちの食事から」
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。
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