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新年度に向けて
昨年はコロナに始まりコロナに終わった感のある 1 年で、生活が様変わりした方も多かったのではと
推察します。皆様はいかがでしたでしょうか。
私は田舎で農業を営んでいますから、人に接することはあまりなく、ほとんど変化はありませんでした。
ただ思うように移動できないことでストレスのたまる 1 年だったと思います。ＫＯＣＡの用事で年間数十回
は京都市や大阪へ行っていたことから解放された面もあり、私にはいい意味で気分転換になっていたよ
うです。
私のことはさておき、コロナの影響を最も大きく受けたのは現役隊員、訓練を終えて出発間際の新隊
員、そして今まさに派遣前訓練に入ろうとしていた協力隊候補生の皆さんでした。中には協力隊をあき
らめた方もいた事でしょう。緊急帰国した隊員もその約半数はすでに日本で任期満了を迎えています。
再派遣が始まった国も数カ国ありますが、再派遣の見込みはいまだ立っていないのが現状です。
その様な中ですが、新年度の募集再開が決まりました。我々も、昨年ほとんどできなかった協力隊啓
発活動ですが、気分を新たにして推し進めるべく計画準備していこうと思っています。その節には皆様
のご支援ご協力のほどよろしくお願い致します。
さて、5 月 30 日に総会を予定しています。その準備にすでに入りました。昨年は会員の皆様に集まっ
ていただくことができず、やむなく書面による決議となってしまいましたが、新年度総会については今の
ところ皆様にご参集いただいての総会を考えております。ただこのご時世でもあり、当会でもＺＯＯＭの
アカウントを取得しました。人が集まる場所へ行くことに抵抗のある方や、諸般の事情のある方にもご参
加いただけるよう、ＺＯＯＭでの参加が可能となるよう準備を進めてまいります。4 月中には総会資料と共
にご案内いたしますのでよろしくお願いします。
ようやく関西 3 府県の緊急事態宣言が解除され、ワクチン接種も始まりましたが、まだまだ気の許せな
い日々が続きます。皆様におかれましてはお体をご自愛いただき、また直接お話しできる日が来ること
を切に願っております
京都海外協力協会 会長 坂根 均
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KOCA 会員からの投稿！！
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「地元を紹介！あなたのとっておきスポット」
です。

谷口英明
職場近くのだいご学園のカフェ「ふらっと」（京都市伏見区）で一押し、
ランチの中で一番人気の「牛すじカレ―」650 円です。玉ねぎがたっぷ
り、一度食べたら“病みつき”になる絶品の一品です！

牛すじカレー＠ふらっと

亀村 佳都 /H16-1 /ニカラグア /環境教育
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。

河合 憲太 /H9-1 /水球 /インドネシア
JOCA 大阪

文化住宅をリノベした誰でも OK・持込み OK のセルフカフェ
大阪府摂津市（最寄駅：阪急「正雀」3 分）の
商店街裏手筋にある JOCA 大阪のカフェ＆オ
フィス。子ども、若者、高齢者と誰それ構わず好
きに過ごせるコミュニティスペースです。JOCA
自家焙煎コーヒー50 円、ガーナのハーブティー
100 円(ガーナ OG 起業の商品)。昭和の下町
と、任国の路地裏コミュニティの姿が重なるオモ
シロイ場所です。商店街には朝引きかしわの焼
き鳥、コロッケ、寿司、洋菓子など、持込み自由
です。フリーWifi, フリー電源、ワークスペースと
しても OK。協力隊の応募相談会も行われま
す。
JOCA 大阪 アクセス ： http://www.joca.or.jp/kinki/about/access.html
店舗紹介 阪急 Web ： https://www.hankyu.co.jp/area_info/hankyu_biyori/vol76.html
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竹内 肇 /S63-1 /マレーシア /電子計算機
最近は、コロナ禍の中、喧騒を避けて近隣のパワースポット巡りに興じていますが、その一つ、福知山にある【天
岩戸神社】を紹介します。https://www.jalan.net/kankou/spt_26441ag2130015708/?screenId=OUW3701
山道から谷間に下った清流の傍らに、天照大神が降
臨したという御座石とその脇の岩壁に小さな社殿が、静
寂につつまれて佇んでおり、何とも神秘的でパワースポッ
トに相応しい場所でした。
また、そのすぐ近くには、天照大御神が、現在の伊勢
神宮に鎮座する前に、同地に４年間祀られたという【元伊
勢内宮皇大神社】http://motoise-naiku.com/もあります。
急な坂道や長い石段があり、両方を巡ると相当な道の
りになります。ハイキングとして訪れてはいかがでしょう。

天岩戸神社
＠福知山

山崎 孝治 /H12-3 /モロッコ /電子機器
皆さんにご紹介したいのは加茂川上流にあるパン屋さん「AGEHA CLASSIC」。
あんこやチョコ、クリームを使ったベーグルの他に、ソーセージやチーズが美味しい、お惣菜パンもあります。こ
のお店、フードバンクにも食材を提供して頂いていて、月に１度ですが僕も支援先にお配りしています。数の関係
で「取り合いにならなきゃいいな。」と思うくらい。
これから暖かくなって桜が楽しみな季節になりますし、ぜひ自転車で訪れてみてください。お腹も空いてより美
味しく頂けること間違いなしです。

KOCA 会員からのお知らせ

山口 廣文 /SV H 22-4 /冷凍機、空調機器 / グアテマラ
私は海外各地の子供達の絵画を日本に紹介されている“The PASS”という児童画の国際交流団体とお付き
合いが有り、展示の案内をいたします。
今回の展示には、JICA で任地と繋がりある、グアテマラの「青い空の会」白石光代さんがお世話ください
ました。任地との子供達との繋がりがある方は、ぜひご覧ください。
【名称】児童画国際交流展
【期間】3 月 30 日（火）から 4 月 4 日（日）10:00-18:00（初日のみ 14:00〜）
【会場】京都市美術館別館
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河合 憲太 / H9-1 / 水球 / インドネシア
OB/OG 66 ヵ国の料理レシピ本 （電子書籍）〜青年海外協力隊大阪府 OB・OG 会
任国で暮らし任国の人々と「同じ釜のめし」の食べた、そして食べるはずだった JICA 海外協力隊達。コ
ロナ禍で一時帰国した・派遣が延期になった彼らと、任期の終えた後も活動を続けている OB・OG と共に料
理を紹介します。世界 66 カ国、1 ヵ国につき 1 つの料理を日本でできるだけ再現できるような作り方と、料
理に関連したコラムと共に紹介しています。隊員の人々への愛が詰まった 1 冊です。
Google または Amzon の検索キーワード： くらして初めて知ったどローカルごはん

昭和時代の青年海外協力隊〜体験談〜
私は昭和 52 年 2 次隊後期組みで、派遣国はシリア、職種は獣医師です。
当初の出国予定は成田空港でしたが、過激派が成田空港の管制塔を一時占拠したために、
急遽、1978 年（昭和 53 年）4 月 8 日に羽田空港から出発しました。
この日は後楽園球場で、キャンディーズの解散コンサートが行われていましたが、我々７人は、キャンデ
ィーズの『春一番』に送られて出国していきました。
テヘランでトランジットしたときの送迎のバスの中に、ハエが１匹いて『日本と同じや』と心が落ち着き
ました。
1971 年（昭和 46 年）に大規模なパレスチナ紛争があったので、混乱しているのかなと思っていました
が、表面的には落ち着いた感じの首都ダマスカスでした。
我々のころは畜産関係の隊員や、漁業、自動車エンジニヤ、看護婦さん等実務関係の技術者が多かったで
す。
もうシリアでお亡くなりになりましたが、面倒見の良い折田さんというシリアの酪農公団の技術指導者お
られ、この方を囲んで年に 2〜3 回みんなで集まって歓談したものですが、話を聞くと、みんなものすごく
よく働いていることが判りました。私も影響されて２年間で 20kg 痩せました。
やぶ獣医やのに、偉そうに技術移転をするつもりでいたのですが、よく働いたおかげで、
日本に戻っても負けないくらいの技術がつきました。シリアの人々に感謝しています。
一度だけ、ダマスカスのホテルにいるときに日本人の団体客と遭遇し、「もう日本に帰るから」と言っ
て、持っていた日本食を大量にいただき感動しました。
あの頃は 1 ドル＝200 円前後でしたが、ハンガリー、ポーランド、東西ドイツ、オーストリア、ユーゴスラ
ビア、ギリシャを廻って帰国しました。
あれから 40 年、あの頃のエネルギーが今もまだ燃える時があります。

（文：人見 十郎 / S52-2 後期 / シリア / 獣医師）

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。次号に掲載できればと思います。
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国際理解講座『第 24 回地球っこ講座』オンライン開催

KOCA と精華町と精華町の民間の国際交流団体せいかグローバルネットと共催で、国際理解講座「第 24 回
地球っこ講座」が 2 月 21（日）10 時から 12 時まで、精華町役場を本部としてオンラインと合わせた態勢で開
催致されました。参加者は 18 名でした。
テーマは、『世界に学ぼう 新型コロナ乗り越え大作戦』
最初は、精華町国際交流員ギギ・ギャヴィンさんからハワイの歌「アロハ カカヒアカ」を教えていただ
いてスタートしました。高校生が過去
の感染症について発表し、青年海外協
力隊 OB から世界の新型コロナウイル
ス感染症の対策について学びました。
精華町という決して都会ではない場所
にいながら、12 時間時差のあるパラグ
アイから、ブラジルとアルゼンチンの
国境では国によって対策が違うこと
や、違反したと時の罰金、学校そろそ
ろ始まることなど、現地の生の声や悩
みを聞くことができました。
マレーシアでは『3C を避け、３W を心がける』そうです。３Ｃとは『混雑した場所・狭い空間・近距離
での会話』、３Ｗとは『頻繁なる手洗い・マスクの着用・握手など他の人との接触を避ける』の英語の頭文
字だそうです。分かりやすい標語が広まることによって、皆が感染に気を付けて生活を送ることができま
す。日本でいう『３密』ですね。モロッコの様子もモロッコの前日の写真等を交えて聞くことができまし
た。モロッコといえば、昨年 12 月のメッセージコンテストの優秀賞を獲得された方はモロッコから参加さ
れ、今日お話を伺ったＯＢの方の生徒さんだそうです。メッセージコンテストの様子は SGN の HP に載って
いますので是非ご覧ください。
ギャヴィンさんは『米国に
おける感染状況』についてデ
ータを基に、アメリカ・ハワ
イ・日本を比較しながらユニ
ークな視点で説明していまし
た。やはり、報道されている
通り、前大統領が新型コロナ
ウイルス感染症を甘く見たの
が、感染拡大の原因となった
というお話でした。ギャヴィ
ンさんの出身地ハワイ州では、本土に比べて感染者が少ないのは、アジア人観光客が多く、マスクに対して
5
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抵抗がないこと、そして感染拡大が起きると助けてもらいにくいという短所もあるが、島国で他国とは距離
があることが原因だろうというお話でした。最後は、参加者がそれぞれ、コロナ乗り越え応援メッセージを
発表しました。
＜アンケートより＞
○ 参加を決められた理由は何ですか？
・グローバルに関心のある方とお話したかった。 ・zoom で参加できて手軽だから。
・国際交流に興味があった為

・面白そうだと思ったから。 ・知識が増えると思ったから。

○ 参加してみて気づいたことや、感じたことがありましたらご自由にお書きください。
・色々な世界の実情が知れて勉強になった。・家から参加できてよかった。
・オンラインではありましたがとても和やかな雰囲気だったので、対面での開催だった時とても暖かいイ
ベントだったのだろうなと思いました。中学生や高校生が参加されているのをみて、若い頃から国際交
流に触れる機会があるのは幸せな事だなと思いました。
・アフリカはコロナ以上に恐ろしい病気がたくさんあることにびっくりしました。
・発表して下さったそれぞれの方の思いをより身近に聞くことが出来たように思う。
・ここまで準備された部会の皆さまに感謝している。
・ギャヴィンさんのお話は、コロナのことをいろいろな視点で比較していてはっとされることが多くあり
ました。とても分かりやすかったです。
・モロッコとマレーシア、パラグアイの今現在の状況を知ることができて良かったです。
・リモートなので、聞くことが多いかなと思いましたが、歌あり、クイズあり、自分の意見を発表したり
と工夫されていて、良かったです。

TOGETHER 飛び出そう、世界へ（JICA 海外協力隊活動
報告集）Vol.1 を発行します
前回の１２月号で報告しましたが、協力隊
に参加したい人たちに届けようと、協力隊活
動報告集を作っています。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したが、
まもなく発行できる運びとなりました。
冊子は、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、会員の皆様にもお届けしますの
で、お楽しみにしてください。
最後の編集会議。会議中はもちろんマスク着用しています。
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JICA 国際協力エッセイコンテスト結果報告
全国応募数は、中学生の部 16,956 点、高校生の部 22,762 点、合計 39,718 点となりました。厳正な
審査を経て受賞者・受賞校が決定し、今年度の京都府関係の受賞作品は下記のとおりです。
中学生の部：（京都府）

氏 名
国際協力特別 久保田 美
賞
優

学校名

学年

タイトル

南丹市立園部中学校

１

遠い「ふるさと」を離れても

JICA 関西所
長賞

池田 優衣 京都市立下鴨中学校

１

つながりに気づくことの難し
さ

佳作

駒田 亜寿 京都市立藤森中学校

３

まだ一度も会ったことのない

美

君へ

特別学校賞 学校法人京都光楠学園 京都学園中学校
学校賞
長岡京市立長岡第四中学校、南丹市立園部中学校
高校生の部：（京都府）

氏 名

学校名

学年

国際協力特別 中村 健人 京都市立堀川高等学
賞
校

タイトル

１

「積極的第三者」になろう

小山 春陽 大谷高等学校

２

理解すること、気づくこと、そ
して伝えること

JICA 関西所
長賞

中田 香織 京都暁星高等学校

３

世界とつながる

佳作

高浦 純萌 京都府立京都すばる高
等学校

２

自分から動く

小池 悠加 京都府立鳥羽高等学
校

１

“○○人”ではなく、一人一
人を大切に

佐藤 さく
ら

３

小さな力を集める重み

特別学校賞
学校賞

京都府立北稜高等学
校

立命館高等学校、京都学園高等学校、京都府立東宇治高等学校、
京都府立北稜高等学校
平安女学院高等学校、京都府立鳥羽高等学校、京都府立京都すばる高等学校、
京都府立綾部高等学校 東分校（由良川キャンパス
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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）

● 協力隊まつり 2021 への参加
これまで、毎年 4 月 20 日の協力隊の日前後に、帰国隊員のネットワーク強化と、協力隊事業の啓
発・広報を目的とした「協力隊まつり」が開催されてきました。
今年の協力隊まつりは、初の試みとして ZOOM を活用したオンライン形式で開催されます。
KOCA も、当該イベントに参加する予定です。興味のある方は、ぜひ御参加ください。
参加方法は、KOCA ネットでお知らせします。
名称：JICA ボランティア経験者による協力隊まつり 2021 オンライン 「いろんな未来が見えてくる」
日程：2021 年 4 月 24 日（土）、25 日（日)
会場：Net 上 (Zoom 利用)
内容：協力隊まつりのホームページと、各出展団体や実行委員会の Zoom イベントをつなぐ形式。
協力隊活動報告、任国に関するお話会、帰国後の進路話、協力隊応募相談、
協力隊経験者と話そう等、セミナー、ワークショップ、動画、歌、音楽、物品販売等
目的：JICA 海外協力隊を一般の方に身近に感じてもらい、また国際協力に興味を持ってもらう。
主催：協力隊まつり 2021 実行委員会
共催予定：JICA 青年海外協力隊事務局
後援予定：青年海外協力協会(JOCA)、協力隊を育てる会
参加予定団体：40 団体ほど
入場料：無料 (入退場自由。インターネットで参加します)

● 令和３年度通常総会
5 月 30 日（日） （長岡京市中央生涯学習センター（バンビオ一番館））
午後から開始の予定です。開会時刻、総会の内容等は、4 月にお知らせします。

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
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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