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NEWS

今年もあとわずかとなりましたが、皆様、元気に新年のご準備、来年の計画を考えたりなされていることと
思います。今年は台風 15 号、19 号、そして集中豪雨、その影響で千葉県での長引いた停電など、全国
各地で災害に悩まされた一年でした。一方、「令和」への改元に見られるように、新しい時代に期待と希望
を持たれた方も多かったのではないでしょうか。
さて、今年の KOCA の活動では、JICA に応募することを考えている方や、OV など多くの方に参加いた
だき、最後は参加を締め切らざるを得なかった新年会から始まりました。また、一面では参加者が少なく、
講師の方にご迷惑をかけた月例会もありました。しかし、全体として、皆様のご協力等で無事にこの一年
の活動を締めくくることができました。
先月 11 月に今年度 2 次隊の壮行会と帰国歓迎会を実施しました。昨年に提起された JICA の新しい制
度の参加者による壮行会となりました。京都からは 12 名の方が任地に向けて出発されました。また、
KOCA では出発隊員、帰国隊員の市町の表敬訪問の際に事情の許す限り、当該自治体に出前授業の案
内をさせてもらっています。母校や市町等からの依頼がありましたら、是非、積極的に引き受けていただ
きたいと思います。
昨年度の総会で会長から今後の NPO 法人についての提起を行いました。皆さんの意見、理事会の討
議を踏まえて、次回の総会で方向を示す予定です。新しい年での KOCA の活動への参加をよろしくお
願いします。
来月の新年会は 1 月 19 日(日)にいつもの長岡京市バンビオで行います。(会場の都合で講演会のみ
4F 学習室 1 です。) 今回は、講師の JIPPO と N yura konko から東テイモールのコーヒーやスリランカの
紅茶、ガーナのシアバターがあたる抽選会を行います。また、希望される方への販売も行います。その
他、楽しい企画も予定しています。昨年の新年会同様、多くの方の参加をお願いします。
新しい一年も会員の皆さんのご協力で豊かな活動ができますことをよろしくお願いします。
特定非営利活動法人 京都海外協力協会

副会長 笘 廣 啓 史
（2019 年 9 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 45,294名（女性 21,227名）

総累積人数

現在派遣者数 69か国 1,732名（女性 998名）

現在派遣者数 52か国

京都府

総累積人数

78か国 6,514名（女性 1,248名）
235名（女性 69名）

京都府

80か国 954名（女性 459名）

総累積人数

現在派遣者数 27か国 43名（女性 27名）

現在派遣者数
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51か国 153名（女性 46名）
7か国

9名（女性 2名）
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日系社会青年ボランテイア派遣状況
総累積人数

日系社会シニア・ボランティア派遣状況

9か国 1,503名（女性 928名）

現在派遣者数 5か国

総累積人数

89名（女性 56名）

現在派遣者数 5か国 30名（女性 19名）

京都府

総累積人数

10か国 546名（女性 294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）

●KOKOKA オープンデーに参加しました
2019 年 11 月３日（日）に「KOKOKA オープンデー」が行われ、今年も JICA 関西との共催でブース出店しました。
昨年は各国料理屋台のあるメイン会場の一角にありましたが、今年は会場の外れに、私たちのブースを含む啓発
コーナーは移動。また、昨年は啓発ブース
を回ってスタンプを集めると花の苗がもら
えるスタンプラリーがありましたが、今年は
その企画もありませんでした。
若干の不安を抱えながら 10 時にイベント
が始まりました。案の定、目の前を通り過ぎ
るお客さんは屋台かフリーマーケットなど
目的地へまっしぐら。勇気を出して「髪ゴム
を作りませんか」と声をかけるも「あとで」と
返事があればマシですが、多くは素通り。
「ああ、閑古鳥が鳴いている…」と呟く状況
でした。
ここは無理せず、昨年の活況を忘れるこ
とにして、「あとで」と言ってくれたお客さん
を待つこと 1 時間。お客さんはちゃんと帰ってきてくれました！なぜなら、駐輪場のそばだから。自転車で来たお客
さんはもう一度、必ずブースの前を通ってくれます。徐々に協力隊活動 PR に耳を傾けてくれたり、髪ゴムづくりを親
子で楽しむ人たちに出会えました。
同時に、メイン会場で屋台に並ぶ高校生や
親子連れに声をかけて活動冊子を手にとっ
てもらいました。PR 活動の最中にお客さん
から「ありがとう」と言われたり、協力隊につい
て質問があったりしました。一人ひとりとの会
話の時間は短いものの、そのようなコミュニケ
ーションはとても嬉しいものでした。出店中、
KOCA メンバーも 5 人ほどブースの様子を
見に立ち寄ってくれました。途中小雨が降り
ましたが、全体的には青空が広がる中、今年
も無事に出店できたことに感謝です。
（報告：亀村理事）
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●府民交流フェスタに参加しました
１１月３日（日・祝）に京都府植物園で行われた「府民交流フェスタ」に，ＫＯＣＡブースを出展しました！
このフェスタは、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、以前京都駅で毎回開催されていた「国際協力ステーション」から、ずっと参加しています。
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。
今回は、私が協力隊時代
に支援した、ハーベストタイ
ムさん（現在はHATという名
前になっています）のルワ
ンダ産バナナペーパーと
ルワンダコーヒーを景品と
して出品しました。景品とし
て当たらなくても、「これ
何？」と手に取ったり、香り
を嗅いでみたりして小さい子どもも興味を持って見てくれていました。

この取組を通して、少し
でも多くの方が途上国やＪ
ＩＣＡボランティアに参加
してほしいな、と思ってい
ます。

（報告：長原理事）
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（景品のバナナペーパー）

●2019 年 2 次隊表敬訪問、派遣隊員壮行会・帰国隊員歓迎会
恒例となっている新隊員、帰国隊員の表敬訪問が 11 月 25 日から 28 日にかけて行われ、京都市、綾部市、八幡
市、宇治市、精華町の表敬に同行しました。
11 月 25 日、府庁表敬には、１２名の 2019 年 2 次隊員、９名の帰国隊員などが出席し、府からは西脇知事に対応
いただきました。
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表敬訪問前には、京都府
JICA ボランティア応援団による
壮行お茶会が開催されました。
また、京都府 JICA ボランティ
ア応援団から、派遣隊員に、現
地での日本文化交流に便利な
グッズが詰まった「京都セット」
が贈呈されました。

同日夜には、ＫＯＣ
Ａ主催による、派遣
隊員壮行会・帰国
隊員歓迎会を木屋
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。

［KOCA 月例会開催報告］
● 令和元年１２月２日（月）午後 6 時 50 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 31 名
12 月の月例会は 2 日、ウィングス京都のビデオシアターで実施しました。久しぶりに 2 名の講師の活動
報告を行いました。そのため通常は 7 時開会ですが、今回は 10 分早めて 6 時 50 分からとしました。
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最初の報告は、JF(国際交流基
金)の日本語パートナーズで昨
年度タイに派遣された中野佐紀
さんに「タイ：マハサラカムでの
日本語教育」としてマハサラカム
で 4500 名の生徒が在籍する中・
高等学校での活動について、話
していただきました。

2 人目は 2016 年度 1 次隊で青
少年活動としてキルギスに派遣さ
れた竹内詠子さんに「日本の魅
力って何だろう? ～外も内もわ
かる私たちが伝えられること～」と
題して話していただきました。
今回の月例会は 31 名の方が
参加しました。活発な質問や、例
会後の懇親会も多くの方が参加
された月例会となりました。

●第 18 回日本語による外国人のメッセージコンテスト（参加者：発表者 10 人+聴衆 67 人）
12 月 8 日(日) 精華町役場交流ホールで、せいかグローバルネットと精華町が共催で「第 18 回日本語によ
る外国人のメッセージコンテスト」が開催されました。審査員として、京都海外協力協会の杉浦秀隆理事が参
加し、審査の講評も行いました。
マリ共和国、ベトナム、インド、インドネシア、フィリピン 中国、台湾 の 7 か国 10 名の日本に住む外
国人のみなさん日本で生活していて感じたことを独自の視点でまとめて、上手な日本語で発表されていまし
た。
発表の後には、精華町海外体験受給者の信田真梨子さんが、アメリカでの留学生活で感じたことを発表され
ました。
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さらに、精華西中学校国際交流部による「日本の中の外国文化と外国の中の日本文化」と題した活動発表と、
木津南中学校チャレンジ部による英語劇「浦島太郎」がありました。 （報告：麻生理事）
【メッセージコンテストの結果】
最優秀賞：インドネシアのアデェ・ロリヤーさん、
テーマ「私が尊敬している日本人の仕事のやり方」
優秀賞 ：中国の黄 暢さん、
テーマ「オリンピック精神と私」
マリ共和国のクゥリバリ・スレイマンさん、

【最優秀賞アデェ・ロリヤーさん】
(インドネシア)

テーマ「マリ共和国から来日した夢」

【講評 杉浦秀隆 KOCA 理事】
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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）
●1 月 19 日(日) "異職種・異国・異しごと” 新春 大交流会 ~ふくしま応援企画アリ
場所 長岡京市 バンビオ 1 番館
第１部 講演会 15:00〜17:30 4 階学習室 1 （参加無料・申込不要=当日申込可）
① 相川香奈さん (ガーナ・コミュニティ開発隊員 OV／N yura konko 代表取締役)
「シアバターで日本とガーナを繋ぐ〜世界の女性が輝ける世界に〜」
② 高木美智代さん (パキスタン OV／JIPPO 事務局長)
「スリランカ 手づくり紅茶の大きな夢」
第２部 新春大交流会 17:30 受付、18:00〜20:30 6 階創作室（参加費 2,000 円：申込要）
初の‼ お楽しみ抽選会♫ 今年も‼ 福島応援リンゴ届きます♫ごはんと飲みもの準備します♫
申込方法 ① E メール office@koca.or.jp へメールを送る。
② facebook「参加予定」ボタンを押す、またはメッセージやコメントで返信する。
上記いずれかの方法で、2020 年１月 15 日（水）までにお申し込みください。
お名前のほか、第 1 部・第 2 部参加 、 第 2 部のみ参加と教えて頂けたら助かります。
子どもから大人まで楽しみながら学ぶ体験型国際理解

●2 月 4 日（火） 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
●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：せいかグローバル
ネット・京都海外協力協会・精華町）
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」

2 月１6 日(日)

むくのきセンター

▼定
員
▼参 加 費
▼申込期間
込

先着４０人 ※小学校４年生以下の方には保護者が同伴してください。
５００円（昼食代）
1月1０日(金)から2月14日(金)まで

せいかグローバルネットホームページ
http://seikaglobalnet.wix.com/japanese

の申込フォームからお申込みください。

祝園駅東口から 9 時 30 分に送迎バスが出ます。希望者は申込フォームのバス利用の項目にチェックをしてください

▼主催
▼後援

せいかグローバルネット・特定非営利活動法人京都海外協力協会・精華町
精華町教育委員会 京都府

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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( 調理室 研修室 )

近鉄新祝園駅・JR 祝園駅から東へ徒歩１５分

▼申

●3 月 7 日（土） 午後 JICA 海外協力隊セミナー
in 京都
場所 KYOCA 京果会館 3F HACOBA

１０時～１5 時

