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コロナ禍の中で 

 2020 年も終わりに近づいてきました。今年は日本だけでなく世界中の人たちが新型コロナの感染に苦しみまし

た。このコロナ禍は終わったわけではなく来年もまだまだ続きそうです。一日も早い終息を願ってやみません。そし

て、日々、冬の寒さが身に染みてきたこの頃ですが、思い返せば今年の夏は大変な猛暑でした。そして、九州の

球磨川流域をはじめとして、多くの地域で洪水の被害がありました。来るべき新年はコロナ禍や災害のない年であ

ってほしいと思います。同時に来年は東日本大震災から 10 年の節目の年でもあります。私たち KOCA もわずか

ながらですが、支援に取り組んできましたがこちらも原発をはじめまだまだ課題が終わったわけではなく早い復興

を願うものです。 

さて、今年の総会は 5 月に長岡京市のバンビオ一番館で開催の予定でした。コロナ禍で緊急事態宣言が発出

され、感染拡大防止のため、会場が使えなくなり、はじめて郵送による総会としました。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、理事の選出、今年度の事業計画及び収支予算の 5 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の一年、活動を進めているわけですが、例年開催している月例会等さまざま

な活動を中止せざるを得なくなりました。そうした中で、8月に ZOOM による「報告会」の開催、帰国隊員の首長へ

の表敬訪問、エッセイコンテスト審査会等を実施しました。 

また、この KOCA ニュースで会員の投稿、OV、関係団体の取材等これまでにない企画も行っています。年度

内に活動報告集を発行し、新たな海外協力隊員の発掘の一翼を担えたらとも願っています。 

感染が広がりはじめたこの春に、世界中の海外協力隊員が任期途中で帰国しました。国内待機が続く中で、先月

末からベトナム隊員の復帰、そしてカンボジア、ラオス、タイ等と東南アジア諸国から任地への復帰が始まりまし

た。新隊員の募集も 5～6月頃には再開されるということも聞いています。少し光が見えてきた感じもしています。 

そうした中、KOCA も少しずつですが、感染拡大防止に留意しながら対面による活動を再開する予定です。来

年 1 月 31 日(日)、例年なら新年会として、講演等の後、飲食を伴う懇談を行ってきましたが、今回は飲食は取り

やめ、活動報告と講演を実施します。会場の規定で、参加者の人数は大きく制約されますが、皆さんのご参加を

お待ちしています。申し込みが必要ですので、併せて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 
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みなさま、はじめまして。この度、KOCA の会員になりました植山明日香と申します。 

ここ最近、協力隊 OGの方へのインタビューに同行させて頂いたり、エッセイコンテストの審査に参加させて頂

いたりと、貴重な経験をさせて頂きました。これらの参加をきっかけに、KOCA に入会させて頂くこととなりました。 

私は、人の経験や考え、価値観などの話を聴くことがとても好きです。なので、協力隊 OGの方へのインタビュ

ーでは、その方の活動での考えや気持ち、取り組む姿勢をお聞きすることができ、とてもありがたいことでした。人

の話を聴くことで、自分の知らないことを知ることができ、様々な生き方や選択肢があって素敵だなぁと世界観が広

がります。 

こうして全く知らなかった人と、協力隊

という共通点を通じて知り合うことができ

るのは、協力隊の最大のメリットだと思い

ます。協力隊という共通点があるだけで、

話に困らないです。（笑）今後も協力隊の

方が増えるとすると、本当に様々な方と

知り合える一生の武器になると思ってい

ます。今後も人と人との繋がりやご縁を

大切にしていきたいと思っております。私

はフットワークがとても軽いので、色々と

お誘い頂けると何事にも興味を持って参

加いたします！ 

みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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「これまでに旅した場所とその良さ」です。 
  

井幡 和幸 / SV H20-2/ ラオス/ 一村一品開発 
 シニア海外ボランティアで派遣3回目のラオスは、国民性はタイに劣らず「微笑みと温和」の素晴らしい人達で

あり、衣は絹織物と藍染め、食は日本人の味覚にあう薄味で、食材も熱帯果物も豊富、住は平野部では猛暑の２

ヶ月でも高床式で過ごすという昔からのスタイルが理にかなっています（都市部ではエアコンが普及し洋風建築に

なっていますが）。   

 収入の面では貧困のはずですが、社会主義国なので公務員が多く、残業無しが当たり前のため夕方は家族揃

っての団欒に招待されることも珍しくありません。 

KOCA会員からの投稿！！ 

★WELCOME★ KOCA新会員 
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 しかし今、中国が返済不可能な金額を貸与済みで、政治・経済共々中国支配が強まり、大好きな国が悪い方へ

変貌することの無いように願うばかりです。 

 

亀村 佳都 / H16-1 / ニカラグア / 環境教育 
 昨年 11 月長野県松本市に行きました。勝手気ままな一人旅と称して３泊。目的は松本市美術館にある草間彌

生の作品を観に行くこと。鏡を上手に使って無限、永遠の世界を表現する彼女の作品は素晴らしかったです！！

開智学校校舎が国宝に指定されたばかりで、特別展示をしていたので入ってみると、京都にある開智小学校の

写真を始め京都市学校歴史博物館がたくさんの資料を提供していました。京都と松本の意外な共通点、協力が

垣間見られました。民藝のまち松本にはレトロ喫茶がたくさんあり、朝食やカフェでお店を巡り、居心地の良い時

間を過ごしました。 

 
坂根 均 / S59-3 (1984-3)/ スリランカ / 自動車整備 「私の最近出かけたところ」 
 今年に入りコロナ自粛もあって、出かけることがほんとに無い年になりましたが、昨年の 4月にお伊勢参りに日帰

りで行ったくらいかなぁ。 

でっ、何故お伊勢さんかというと、昨年平成から令和に時代が変わることになって、平成の内に一度お礼参りに行

こうと思ったのがきっかけでした。 

 協力隊から帰ってきてすぐに平成になり、その後の 30 年余りが私にとっての人生の半分を占めるわけで、その

間色々あったけど何とか平穏無事に乗り切れたことのお礼というか、自分への区切りの意味合いもあって行くこと

にしました。 

朝4時に車で出発、高速を乗り継ぎ夫婦岩で有名な二見興玉神社に着いたのが 8 時、それから外宮、内宮、

猿田彦神社まで回って全行程約 500キロ。令和になった 12 月にも行きましたが、今年は無理かな～・・・。 

           

谷口 英明 「スイス『グリンデルワルト』の思い出」 
 1988 年（昭和63年）6月、新婚旅行でスイスに行きました。私がスイスでおすすめする一番の場所は、ベルナ

ーオーバランド三山（アイガー、メンヒ、ユングフラウ）山麓の山岳リゾート「グリンデルワルト」です。緑豊かな季節に

この街を訪れたのですが、静かで明るくそしてあかぬけた街という印象が今でも強く残っています。 

連れ合いと山岳鉄道（ユングフラウ鉄道）に乗ってアイガー北壁を望みながら、ヨーロッパ最高地点の「ユングフ

ラウヨッホ」駅（標高3,454ｍ）に向かい、そこからヨーロッパ最長のアレッチ氷河の先端部に数分間立ちました。ホ

テルでその日の夕食に食べた「チーズフォンデュ」の味は忘れられません。 

 

仲 友治 「山と旅行」 
 今年はコロナ禍で旅行がしづらくなりましたが、ソーシャルディスタンスに気をつけて山登りを楽しんでいます。 

 7月下旬に北アルプス燕岳から常念岳まで登りました。夜行バスはコロナ対策に配慮して席が離れていました。

天気がよく、槍ヶ岳から穂高連峰までの北アルプスの山々を見ながらの縦走歩きは最高です。山小屋では宿泊

定員は例年の半分以下で、マスク着用、手指の消毒も徹底していました。下山中にツキノワグマ 2頭を少し遠目

に見ました。8 月下旬には、秋田県と山形県の境にある鳥海山に登りました。空港に着くと、掲示板には「欠航」の

文字が並び、乗客の少なさがわかりました。夕方に登山口に到着。翌日は再びよいお天気の中、気持ちがいい

稜線歩きができました。下山後は男鹿半島の温泉旅館に泊まって「ナマハゲ」のショーを見たり、「ナマハゲ」資料
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館を見学して観光しました。山を絡めての観光は楽しいものです。山行きのメンバーは 7月、8 月とも同じ府庁の

元職員の面々で、来年は北海道の大雪山に行く約束をしました。 

 

林 ひさ子 / SV H26-2/ モロッコ/ 日本語教育 
 昨年（2019）の夏、ギリシャに行きました。 

 各地で、フクロウの小物に、お目にかかりました。何故って、昔、アテナイ（現アテネ）では、知性や学問の女神ア

テネが守護神で、その従者が、知恵の象徴とされるフクロウだったのです。驚いたことに 1ユーロコインにもフクロ

ウがデザインしてありました。（全部のコインではありません。）滞在中にフクロウ模様のコインを発見！もちろん、日

本まで大切に持ち帰り、今も、財布の中に百円、十円玉と仲良く入っています。ギリシャに行かれたら、フクロウの

ことを思い出してください。今年は、世界的にコロナ禍、女神アテネと従者のフクロウの助けが必要ですね。早くコ

ロナ禍が終息してほしいものです。 

 

人見 十郎 / S52-2後期/ シリア/ 獣医師 「私の一番新しい旅」 
 コロナ禍で京都を訪れる修学旅行生が激減した今年、私は京都市のボランティアガイドにデビューする予定で

した。春の修学旅行は軒並み延期や中止となり、デビューできるか不安でしたが、夏休み中の 8 月 29、30 日の猛

暑日に川崎の中学校がやってきました。 

 １日目は奈良の興福寺と東大寺に、2 日目は京都の二条城、清水寺、東福寺、伏見稲荷、錦市場商店街、京

極筋と寺町筋を巡ったのですが、中学生は暑さでバテバテになり、京都では昼飯も食べられず、水やアイスばか

り食べていました。私も体中汗だくでグチュグチュになり、2 日間ともトイレで服を着替えました。 

 しかし、中学 3年生男子 3人女子 3人との旅は、日常を超えて新鮮な気持ちになれ、とても楽しかったです。彼

等に、私は 40 年前に協力隊として 2 年間シリアでパレスチナ難民と働いたことや、異文化の中では毎日が大発

見の連続で中身の濃い生活だったことを伝え、「貴方達が成人になった時、発展途上国での生活も選択肢の一

つに入れてみて下さい」と言って別れました。 

 

山崎 孝治 / H12-3 / モロッコ / 電子機器 「ビワイチ」 
 ビワイチ、って何かご存知ですか？琵琶湖一周サイクリングを指した言葉なのですが、何年かに一度ぐるりと

琵琶湖を回っています。単純に自転車が好き！というのはあるのですが、琵琶湖沿いはメタセコイア並木、白鬚

神社の大鳥居等の名所の他、クラブハリエのバームクーヘン、鯖寿司等、胃袋も満たせます。 

 思うに「お腹すいた～。」っていうこと、子供の頃より随分と少なくなって来ました。モロッコではラマダン期間中、

夕食のアザーンが待ち遠しかった。一口目のハリラ、記憶の中ではすごく美化されています。 

最近はレンタサイクルもあって気軽に楽しめるようですし、コロナで海外も難しい今日この頃。水や草の匂いを

感じながらサイクリング、ご一緒にいかがですか？ 

 

次回（3月号）投稿募集 テーマ：地元を紹介！あなたのとっておきスポット 
 地元の好きな場所、美味しいお店、知られざる歴史、有名人など「お国自慢」しちゃいましょう。

誰もが知ってる有名どころから「私しかまだ知らない」ものまで、ご紹介ください。関西各地に暮ら

すみなさまからの投稿をお待ちしています。おすすめの写真と写真の説明・紹介というスタイルも

OK! 
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協力隊に参加したい人たちに届くように、来年 2 月に向けて協力隊活動報告集を作っています。 

９月下旬から、過去 5 年以内に帰国された協力隊 OBOGの方々に、活動報告集への寄稿をお願いしておりま

す。活動報告集は、冊子として印刷し、府内の自治体、公共施設、府内の学校、青少年施設、図書館などへ配布

するとともに、KOCAホームページに掲載する予定ですので、お楽しみに。 

 

 10 月 10 日（土）、京都で活躍する協力隊経験者を取材するため 3人の取材チームを組んで京丹後市に行って

きました！インタビューを引き受けてい

ただいたのは、2009年〜2011 年にパ

ラオで環境教育隊員として派遣され、

2012 から株式会社西利に勤めている

森岡真耶さんです。森岡さんは漬物に

なる野菜の生育状況を把握し、必要な

量を確保するお仕事をしていまして、

お仕事の内容や協力隊経験で得たこ

となどを伺いました。京丹後での暮らし

を尋ねると、「ごはんがおいしい」と魚、

魚介類が豊富なのだと聞きました。い

いなあ！ 

（文：亀村） 

 

11 月 10 日（火）、西本願寺を間近に見ることのできる大きな窓のある明るく広い西利本店の応接室で、京都府

JICAボランティア応援団会長を務める平井会長の取材が行われました。まず、訪問した３人のそれぞれが平井会

  協力隊活動報告集をつくっています 

例）京都市北区にある「京都ライトハウス」。ここで売られている「キャンディコートピーカンナ

ッツチョコレート」（600円）がオススメです！売上の一部は京都ライトハウスの運営資金になって

います。美味しくて、誰かのためにもなるという心温まるチョコレートです。 
 

文字数：100-300字 締切日：2月21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 
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長の前で簡単な自己紹介を兼ねて名刺交

換を行いました。その時の平井会長のにこ

やかな笑顔により、３人の緊張が一気に和

らぎました。 

 取材時にはゆったりとした心地よい時間

が流れました。私たちの質問の一つ一つに

身振り手振りを交えながら丁寧に答えてい

ただいた平井会長の誠実なお人柄に魅了

された１時間だったと思います。協力隊のこ

と、そして協力隊隊員への期待を熱く語る

時の平井会長の嬉しそうな笑顔が印象的

でした。（文：谷口） 

 

11 月 17日（火）、ブータン食堂チャロチャロを営む釜野真理子さんからお話を伺いました。釜野さんは大学の

卒業旅行でインドを訪れた時から「ブータンで暮らしてみたいな」と思うようになり、学校で美術講師として働いた後

に念願かなって 2010 年〜2013年の３年間、ブータンで美術隊員として協力隊に参加しました。任国では、小学

校で導入される美術の教科書を作ったそ

うです。活動の話から、取材メンバー一同

興味津々だったブータン人のだんなさまと

の出会い、京都で食堂を始めるまでたっ

ぷりお話を伺って、メンバーはすっかりブ

ータンに、釜野さんに親近感が湧きまし

た。22 日に食堂を訪れて、「エマダツィ」と

呼ばれる“ブータンのソウルフード”、唐辛

子のチーズ煮をはじめ、レンズ豆のスープ

やサラダ、モモ（ブータンの蒸し餃子）など

をいただきました。ブータン料理は唐辛子

をよく使うそうです。しっかり辛く、その辛さ

にハマってしまいそうなエマダツィ、美味し

かったです。（文：亀村） 

11 月 3日（火・祝）、京都市国際交流会館で行われた「KOKOKA オープンデイ」にて、JICA 関西と共催でブー

ス出展し、協力隊の活動紹介をしました。団体活動紹介コーナーは、会場外れの駐車場に設けられましたが、昨

年はなかったスタンプラリーが復活したおかげで、200名以上の方がスタンプを押してもらいに、KOCAブースに

来ていただきました。 

KOKOKAオープンデーに参加しました 
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今年は、SDGsのアイコンを用いた缶バッジをつくるワークショップを行いました。「SDGs（エスディージーズ）」と

は、「2030 年までに達成すべき 17の目標（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））の略称であり、

2015 年 9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、国際社会共通の目標です。 

10 時の開会とともに、スタンプラリーを回るお客様が、ひっきりなしにブースへ来られます。「缶バッジを作りませ

んか」と声をかけると、子どもも大人も、「作りたい」「作ります」と嬉しい返事で、大盛況となり、ブーススタッフは休む

まもなく、次々と来られるお客様の対応で大忙しでした。缶バッジは、お客さんが付けたい SDGsのアイコンを選

び、そのアイコンをハサミで切り取り、缶バッジを作る機械にセットして、ガッチャンコ、ガッチャンコと押して作りま

す。 

ブースには、協力隊の活動を伝える写真を貼って、ブースから飛び出した場所には、JICA のパンフレットなどを

広げて並べていますと、協力隊活動に興味を持つ方が来られましたので、スタッフの説明にも熱が入ります。 

 今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、規模を縮小して開催されましたが、10 時から 16 
時まで、たくさんの方たちがお越しになられて、国際色豊かな楽しいイベントになりました。スタッフは、

交代しながら各国の料理や音楽、ダンス、パフォーマンスなどお祭りを楽しむことができました。 来年も

同じ日に開催されると思いますので、機会があり

ましたら、皆さん、ひぜお出かけください。 

 
1983年 10月協力隊の任期を終え、私は帰路変更に社会主義国を見たいという好奇心でミャンマーを選ん

だ。空港に降り立ったとたん機関銃をかついだ兵士が警備にあたっている緊張感にドキッ。そして入国 2日
目にあのラングーン爆破テロ事件が起こった。 
何も知らない私は予定通りバスで観光地へ向かった。すると田園地帯の広がる郊外を走っている時突然バ

スが停められ、警察か軍隊か分からないけど銃を持った人々が乗り込んできた。乗客は慣れた様子で、静か

に身分証明書を提示していた。 
これは私が狙いかと思ったら案の定、私一人バスから降ろされ、「ミャンマーに来た理由は？昨日の行動

は？泊まったホテルの名前は？何階に泊まり部屋番号は？これからどこに行く？」そしてパスポートが公用

と民間の 2冊あり、2年前に出国している理由等々。お互いにたどたどしい英語での会話。このまま拘束さ

れたらどうなる？日本に帰れるの？日本大使館は助けてくれる？など、何が何だか分からない恐怖感にから

昭和時代の青年海外協力隊〜体験談〜 
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れた。そして、駐在所のような所までバスを走らせ、最後は日本語をたどたどしく話す人を連れてきて、私

に日本語を喋らせて、日本人であることが分かると、やっとバスの発車を許可した。その間約1時間、満員

のバスの中で、ミャンマー人はお互いに会話することもなく静かに待っていた。 
緊張感で疲れ切ったまま、次の町でレストランに入ると韓国人？朝鮮人？と聞かれ、日本人だというと日

本語で入店していいと言ってくれた。オーナーはラングーンの爆破事件が起こって韓国人に多くの犠牲者が

でたことを教えてくれた。やっと事の次第が分かり、もうミャンマーはいい、早く帰国したいとも思った

が、信仰深いミャンマー人は大変柔和で素朴で生活様式や文化の表情は大変興味深かいものがあったので、

恐怖心より好奇心が勝り、その後は日本人オーラを出しながら、予定通り旅を続けた。温もりのあるミャン

マー人とミャンマーの自然と文化に癒されながら、そして有形無形で平和路線の日本国に守られていること

を感じながら帰国の途に就いた。           （文：麻生ひろみ/S56-2/ネパール/理数科教師） 
 
*ラングーン爆破テロ事件：1983年 10月 9日にミャンマーの首都ラングーン（現ヤンゴン）のアウンサン

廟で発生した北朝鮮による、韓国の全斗煥大統領一行の暗殺を狙った爆弾テロ事件。 
 
昭和の頃に派遣されたみなさま、もしよかったら当時の思い出・印象に残っていることをお聞かせくださ

い。3月号に掲載できればと思います。 

 
コロナ禍のため、任地に滞在中の全隊員が帰国し、同時に新隊員の募集も行われなかったため、任期途中

の方も含めての帰国表敬が年間を通して、1回のみとなりました。 
京都府への表敬訪問は 10月 15日府庁で行われ、6名の隊員の活動報告のあと、出席された西脇知事から

慰労のお言葉、OVである小鍛治府議会議員から自分の体験と今後への励ましをいただきました。京都市の

表敬訪問は 10月 23日にZOOMでの実施となり、当初は少し戸惑いましたが、村上副市長のこれからへの

期待のお言葉をいた

だきました。 
それぞれ 1名の帰

国隊員ですが、11月
12日、城陽市への表

敬では奥田市長が、

翌 13日に亀岡市で

は桂川市長、神先教

育長が出席され、帰

国隊員から現地の記

念品や、活動写真を

紹介しました。 

帰国隊員の表敬訪問に同行しました 
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なお、福知山市の表敬訪問は予定されていましたが、急遽、市長のご家族に不幸があり、中止となりまし

た。 

 
精華町の民間の国際交流団体せいかグローバルネットが主催し、KOCAが後援している「日本語による外

国人のメッセージコンテスト」は、毎年12月、精華町役場・交流ホールで開催されていました。今回は新

型コロナウィルス感染拡大防止対策としてWEB開催することにしたところ、精華町や近くの町だけでな

く、海外からも合わせて 9人の外国人が参加してくれました。 
その中に、モロッコの JICA海外協力隊員の生徒さんがいて、優秀賞を受賞し12月 13日の表彰式には、

オンラインでモロッコから参加してくださいまし

た。テーマは「佐賀のがばいばあちゃん」で、優

秀賞受賞の連絡をすると、「日本に住まない外国

人にもチャンスを与えてくれてありがとうござい

ました。せいかグローバルネットに感謝していま

す」という返信をいただきました。 
コロナ禍というピンチの中での、初めての試み

でしたが、世界に活動の場を広げるいいチャンス

をいただいたと思いました。講評は、KOCA理事

の杉浦秀隆さんがしてくださり、他に協力隊OV
数人もスタッフとして協力していただきました。 
また、毎年会場で活動発表をしている地域の中学生

も今回は動画で参加してくれました。9人のメッセージと木津南中学校チェレンジ部の英語劇「白雪姫」精

華西中学校国際交流部の「中学生の外国についての意識―アンケート調査より」の動画は 

https://seikaglobalnet.wixsite.com/japanese/messageでご覧になれます。 
 
（1981年 2次隊 ネパール理数科教師 
・せいかグローバルネット会長 麻生ひろみ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 19 回日本語による外国人のメッセージコンテスト 【WEB 開催】 
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●新春月例会 
  日時 2021(令和3)年 1月31日(日) 午後 1時30分～4時30分 

   場所  長岡京市バンビオ1番館 6F 創作室 1 (JR長岡京駅前(陸橋有) 

   内容 活動報告 

         ①「2019教師海外研修に参加して ルワンダ」 

京都市立向島秀蓮小学校 教諭 藪内 真帆 氏 

      ②「ミクロネシア 小学校教育」 

         2019年度 1次隊 坪井 大我 氏  

     講演「ラオスからやってきた象」－京都市とラオスのつながりー 

         在京都ラオス人民民主共和国 名誉領事 大野 嘉宏 氏 

  

 参加費  無料 

申込方法   office@koca.or.jp あて 氏名、隊次、任国をお知らせください。 

        コロナ対策で人数が制限されています。先着 20名とさせていただきます。 

        参加の有無について、必ず返信しますので、ご確認ください。 

 

 当日申し込みの参加はできませんので、よろしくお願いします。 

なお、当該施設バンビオは、長岡京市の施設で、コロナ感染の状況によっては、長岡京市 

の指示等により、中止する場合があることをご了承ください。 

 

●子どもから大人までオンラインで学ぶ国際理解「地球っこ講座」 
  テーマ  「世界に学ぼう 新型コロナ乗り越え大作戦」 

 内容   精華町国際交流員 ギギ・ギャヴィンさん（ハワイ出身）や 青年海外協力隊OBのみなさま

から世界のコロナ対策を学びこれからのWITHコロナについて一緒に考えます。 

  日時     2021(令和3)年 2月21日(日) 午前10時～12時 

   定員      先着 20人 

参加費   無料 

申込期間  1月1１日(月)から１月２９日(金)まで 

申込     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。 

◎事前に ZOOMアプリのダウンロードをお願いします。 

お申込み完了後担当者より詳細をご連絡いたします。 

主催   せいかグローバルネット  精華町  特定非営利活動法人京都海外協力協会    

後援   精華町教育委員会  

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） 


