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 秋の気配も深まってまいりましたが、みなさまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 
 新型コロナウイルス感染拡大により、年度初頭からこれまでのような活動ができずにおりました

が、8月にZoom を使い、緊急帰国した隊員や派遣待機をしている隊員の様子を聞く交流会を開催

しました。対面とは違う不便さもありますが、オンラインだからこそ、日ごろ顔を合わせることが

できない人たちとも交流する機会が持てるというメリットもあり、これまでは距離的、時間的に制

約があり活動への参加が難しかった方々も気軽に集える機会になるかと思いましたので、今後もこ

のような場を作っていければと思いました。また、今号では新会員の方の紹介や「会員からの投

稿」ページも設けました。紙面上で少しでもみなさんと関われればという思いや、KOCANEWS を

楽しく読んでもらいたいという思いで始めてみました。今後も継続していきたいと思いますので、

ぜひ投稿をお願いいたします。 
 11 月には京都市国際交流会館でKOKOCA オープンデーが開催され、KOCAもブース出展する

予定です。お手伝いくださる方いたらぜひご協力ください。その他のイベントは今のところ未定で

すが、アイディア等ありましたらお気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。 
 

  

                     特定非営利活動法人 京都海外協力協会  副会長  鎌田 美保 
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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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2020 年 4 月に KOCA に入会していただいた方を紹介します。 

 

今年度、会員になりました谷口英明です。ＫＯＣＡのことは長年

の友人である亀村佳都さんから紹介を受けたことがきっかけで、

ＫＯＣＡの活動に関心を持ちました。 

 私の人生において初めての海外経験は、大学 3 年生の夏休み

のアメリカ旅行です。3 週間ミシガン州立大学に滞在し、その後 2

週間アメリカの各地を観光で巡りました。 

 卒業後は京都の金融機関に定年（60 歳）まで勤務し、現在は

醍醐いきいき市民活動センターで働いています。 

  

大学時代は日本国際学生協会（ＩＳＡ）という団体に所属し、主に東南アジアの学生との交流活動を

行っていました。ＫＯＣＡにおいては、青年海外協力隊として、若者たちが積極的に海外で活動する環

境づくりやそのためのお手伝いをさせていただきたいと思っています。 

私は歴史が大好きです。そして、６０歳を過ぎ、英語を勉強し直しているところです。近い将来、京都に

おいてインバウンド観光ガイドを行いたいと思っており、現在、毎週 1 回「京都英語ガイド教室」（ＫＥＧ

Ｓ）という集まりでそのための勉強を行っています。 

会員の皆様で、インバウンド観光ガイドに興味のある方、またすでに実践している方がおられましたら、

お声かけいただければ嬉しく思います。会員の皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★WELCOME★ KOCA新会員 

KOCAへようこそ！  
谷口さん、会員登録ありがとうございます。 
当会の主な活動は、ＪＩＣＡ海外協力隊への応募促進のための各種イベントの開催や、啓

蒙活動としてのイベント参加、帰国報告会開催、会員相互の懇親会等を行っております。今

年に関しては新型コロナの影響でほとんど活動できておりませんが、終息後は谷口さんの人

生経験を生かせる場面も多々あるのではと思っております。その節にはご協力のほどよろし

くお願い致します。 京都海外協力協会 会長 坂根 均 
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いまだ収まらないコロナ禍。今年度の KOCAの事業計画は、ほとんど未実施となっていますが、

月例会の新しい形を模索する中で、ZOOMを使ってのオンライン交流会を 8月19日に開催しまし

た。 

今回は初めてのオンラインでの交流会ということで、人数を絞った形での開催としました。 

参加者は、コロナ禍で緊急帰国となった隊員 2名と 19年度3次隊で派遣延期となった新隊員 1

名が参加しました。その他 OVと合わせ17名の参加者がありました。主に緊急帰国した隊員の活動

の様子や帰国となった状況などの報告がありました。また派遣延期となった新隊員は、待機をあき

らめ 3年間の特別登録（派遣再開始時には優先派遣）を選択し、就職活動するとのことでした。 

人生を大きく捻じ曲げられたように感じる報告でした。 

 第2回目の開催については未定ですが、実施できるよう努力してまいります。 

                                  （文責 坂根 均） 

 

 

 

 

 

 

 

ＺＯＯＭでの隊員交流会開催 
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京都隊員の益井博史（ひろふみ）さんが本を出版しました！！ 

  

「ソロモン諸島でビブリオバトル〜ぼくが届けた本と

の出会い」（2020/益井博史著/子供の未来社） 

 

 益井さんは 2016 年 2 月から２年間、青少年活動の一環で、子ども

たちの読書習慣向上のためにソロモンにあるサンタイザベル島へ派

遣されました。 

 

ソロモン諸島では島や集落ごとに異なる言語が使われるほか、共通語となるピジン語、国の公用語と

しての英語が暮らしに入り混じっています。ソロモンにある本はオーストラリアなどから贈られた英語の本

が多く、子どもたちにしてみれば外国語の本が並べられているようなもの。現地語やピジン語で書かれ

た本はごくごく限られる上に、カビや虫など本の保存状態も良くないなど、ソロモンでの読書活動はなか

なかハードル高い様子。 

 

 そのような環境の中、益井さんが読書普及に取り入れたのが「ビブリオバトル」。日本の図書館などで開

催されている本の紹介ゲームです。ゲームを通じて、子どもたちに本に触れる機会や本の面白さを伝え

ていくのですが、益井さんは協力隊になるよりずっと前から「ビブリオバトル」を愛してやまない青年だっ

たので、「自分が好きで、得意なことを活動に活かす」を見事に体現しました。益井さん、すごい！！ 

 

 この本は、著者曰く“ピジン語もできないけど英語だってろくにできない”益井さんが２年間ビブリオバト

ルを軸とした読書普及活動に邁進し、ソロモンの教育関係者に「ビブリオバトルがあるから子どもたちの

識字教育は大丈夫！」と言わせるまでに至る活動奮闘記です。 

 

 日頃本に接しない子どもたちが、本を紹介する生徒の話を聞き、絵本を食い入るように見つめ、ゲーム

に夢中になる様子が伝えられる場面は涙を誘いますし、活動が任地以外にも広がり、ソロモンを越えた

バヌアツでも実践されるエピソードなどを読み進めるうちに、みなさんもソロモンでの読書推進の広がりを

応援したくなるでしょう。 

 

 また、益井さんがボートで８時間、波に揺られながら活動場所へと移動する時、屋根のないボートでは

日差しがきつくて、雨に打たれて、腰も痛くなりそうで…でもきっと、みなさんなら一筋縄ではいかない現

地の移動や活動を思い出して、懐かしく思うのではないでしょうか。 

NEWS!! 京都隊員による書籍出版！！ 
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 さすが大学時代に 500冊以上の本を読んだ益井さんの文章力は素晴らしく、本の世界に浸ってしま

います。KOCA の皆さんなら 120%、のめり込んで楽しめる！！こと、間違いなしの一冊です。ぜひこの

本を手にとって読んでみてください。私は大垣書店で買い求めましたが、amazonから注文もできます。 

本の感想もお待ちしています！ （亀村佳都）  

 

 

会員のみなさまからの投稿を紹介します。今回のテーマは「今携わっている仕事 （職業を始め、ボラ

ンティア活動、おうち仕事などの近況）」です。 

 

山崎 孝治 /H12-3 /モロッコ /電子機器 

 このメールを書いているのはまだ梅雨の最中ですが皆様いかがお過ごしでしょうか？普段は電気屋を

やっていて漏電の調査や照明取り付けなどをしています。このご時世ですが割に電話がかかってきて

忙しくさせてもらっています。 

 月に一度ですがフードバンク京都 https://www.foodbankkyoto.com/ 

にて配達のお手伝いをしています。八幡市にあるコストコさんからパンを提供頂き、途中フードバンクが

運営する農園で収穫された野菜の他、提供のあった食料を積んだ後、京都市内の母子家庭支援施設

などを回ります。僕の他にも２名OVが参加しています。ご興味のある方はぜひご連絡ください。 

 

山口 廣文 /SV H 22-4  /冷凍機、空調機器 /グアテマラ  

 シニアボランティアとして言葉の不完全のまま２年過ごして、帰国してからは、何かと海外と繋がりを持

ちたいとの気分で、Facebookで任地の方々と交流。又「スペース ローカヤ」という会で、近くの外国人と

周りの人々が仲良く付き合える会作りに参加。他、世界の児童画交流の会(The  PASS)の応援。地元で

は、伏見区役所主催の「伏見をさかなにざっくばらん」で亀村さんの応援で「歩いて探そう伏見かい」チ

ームとして伏見の良いところを探す会をしています。 

 

石井 満 /S53-3 /ネパール /体育 

 帰国後 40 年が経ちました。今年はコロナと 7月の大雨、8月の猛暑ととても厳しい年が続いています

が、何とか辛いタイカレーやネパールカレーで生きています。 

 8月 15・16 日はコロナに負けず、タイの留学生達と京都の北の久美浜海岸に泳ぎに行きました。生暖

かい海の水でしたが、タイ料理や、ＢＢＱや花火で夜も賑やかに過ごしました。翌日は初めてカヤックに

挑戦したり、天橋立に行ったりしました。9月 1 日に長女に赤ん坊が生まれ、蒼大（そうた）と名付けまし

た。いよいよおれもジイジイか？気持ちはまだまだ青年ですが…。 

 仕事のほうは、おかげさまで塾の教室も休むことなく、今も毎日英語や数学、たまにネパール語、韓国

語、中国語を冗談で教えています。 

 

KOCA会員からの投稿！！ 
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亀村 佳都 /H16-1 /ニカラグア /環境教育 

 協力隊を終えて、2007年から京都市で「まちづくりアドバイザー」をしています。主に伏見区の地域活

動支援や区民対象の交流会・講座企画をしています。伏見区役所が twitterを始めたのをきっかけに、

私も 7月に twitterデビューしました。@kame_chan243 で伏見のまちづくり情報をつぶやいています。伏

見に縁のある方、ぜひつながりましょう♪ 

 ニカラグアにはなかなか行く機会がないこともあり、「プラン・ジャパン」を通じて現地の女の子と手紙を

やり取りしています。 

 

鎌田 美保 /H16-1 /中国 /日本語教師 

 協力隊出発前も帰国後もずっと日本語教育の仕事に携わり、気がついたら今年で 20 年目になってい

ました。今はいくつかの大学で非常勤講師として主に交換留学生の日本語教育と専門学校での日本

人の学生向けの異文化理解に関する授業などを担当しています。今年はコロナの影響でオンライン授

業になり、新たな挑戦をしていました。家で過ごすことが多くなり、お菓子作りや料理に凝りいろいろ楽し

んでいました。最近はアロマオイルにはまり、オイルを使ってスプレーやクリームなどを作ったり、日々香

りに癒されています。 

 

笘廣 啓史 /SV H21-2 /タイ /特別支援教育 

 今年の 3 月に突発性難聴のため入院しました。めまいやふらつきもようやく治まり、気持ちは元気なの

ですが、身体のあちこちが筋肉痛となり、週に 3～4 日整骨院や病院に通っています。 

 平成 15年に母校である大阪府立登美丘高等学校の同窓会役員を引き受け、帰国後、嘱託の仕事を

終えた 5年前から会長をしています。母校のダンス部は全国大会での優勝や世界大会準優勝、2017

年の紅白歌合戦やレコード大賞出演と、自分の高校生時代では考えられない活動をしています。それ

でも大阪の南河内にある学校は以前とかわらず、静かで落ち着いた雰囲気です。この間コロナで一時

同窓会活動を休止せざるを得ませんでしたが、活動を再開し、3 年後の創立 100周年記念事業に向け

て準備しています。 

 

次回（12月号）投稿募集 テーマ：これまでに旅した場所とその良さ 
 任国を始め、国内旅行や海外旅行などこれまで旅した場所と、その思い出をお聞かせく

ださい。協力隊エピソード、人生初の一人旅、ハネムーンに銀/金婚式、最近出かけたとこ

ろなど、会員のみなさまからの投稿をお待ちしています。 
なかなか旅に出かけづらかった 2020 年だからこそ、旅気分を味わって、次はどこに行こう

かな？と思いを巡らしませんか。 
文字数：100-300字 締切日：11月15日(日) 

送り先：①メール： office@koca.or.jp  

    ②郵送: 〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83-1 

    ひと・まち交流館京都 ２階 京都市市民活動総合センター 

    メールボックス 27  京都海外協力協会 宛 


