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皆様初めまして。 この度、KOCAに入会させていただきました橘佳祐と申します。  

私は、23年度 1次隊で野球隊員としてコロンビア共和国に派遣されておりました。  

出身が京都府ということもあり、KOCAの活動には興味を持っていました。なかなかKOCAの皆さんと

お会いする機会がありませんでしたが、この度お話しできる機会を頂き、入会させていただく運びとなりま

した。  

今はコロンビア共和国時代に学んだ"スペイン語"と今までやってきた"野球"を繋げ、阪神タイガースと

いうプロ野球チームでスペイン語通訳をしています。  

コロンビア共和国時代はボランティアに行った自分が現地の彼らにたくさん助けてもらったことを思い

出します。なので、日本では、私が彼らに異国の地でサポートしてもらったように阪神タイガースの外国人

選手をサポートができればいいなと日々精進しています！！  

新たな出会いを通してたくさ

ん成長する機会を与えてくれる

と思っています。また皆様に会

うのを楽しみにしています。  

次回号より、コロンビア共和

国での活動の記録を少しずつ

書かせて頂きたいと思っていま

す。  

今後とも宜しくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 京都海外協力協会 〒600-8127 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番地の１
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10月 15日（金）、6月、8月に続く３回目の『「協力隊OVのつながり作り」と「協力隊の経験を地元で生

かすためのアイデアだし」』を Zoomで開きました。 

参加者は、京都 9名（うちKOCA会員 8名）と大阪、和歌山から 1名ずつの計 11名。 

まずは自己紹介をして「つながる」タイム。「私の好きな秋の食べ物」について伝え合いました。 

梨、新米、サンマ、栗、干し柿、さつま芋…と旬の食べ物がずらりと並びました。それぞれの好物を挙げ

ながら「ブータンに暮らしていた頃、松茸は１kg1,000円とリーズナブルで椎茸のように食べていました」

「モンブランとか栗を使ったお菓子が好きです」と会話を挟んで交流しました。  

 

続いて、「JOCA共同事業費」の紹介をしました。参加者の半分が知っていて、半分は知らなかったの

で、情報を共有する良い機会になりました。 

2021オンライン月例会  （10月 15日） 

「誰も取り残さない雇用」バリアフリーで誰もが参画する社会へ 

もくじ 

WELCOME KOCA新会員 １ 日本語による外国人のメッセージコンテスト                   11 

オンライン月例会（10月） ２ KOCA HAPPY 50th ANNIVERSARY プロジェクト 12 

Kokokaオープンデーに参加しました ５ 「タイの田舎で」長岡京市民大学での話 13 

世界のティータイム  ５ 久方ぶりの表敬訪問 オンラインで 14 

大阪・京都協力隊 OBOGオンラインミーティング ８ JICA国際協力エッセイコンテスト結果報告 15 

オンライン忘年会 （12月） ９ 行事予定のお知らせ 16 
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JOCA共同事業費は、OB会として何かを制作する他、イベントやセミナーを企画する事業を JOCAが

審査して、必要な事業費を支給するものです。JOCAと共同で行うので、OB会に対する一方的な助成金

とは異なりますが、何か活動をするときの資金面での支援になります。  

大阪では『くらして初めて知った-ど-ローカルごはん-日本で作れる世界のレシピとお話-』という料理本

を作った他、和歌山では、多文化共生セミナーや写真展を企画し、兵庫県はOBOG活動報告会を行っ

ているなど他府県の活用事例についても聞きました。この月例会の場もアイデアを出し合う場なので、こ

の場から JOCAと一緒に行うKOCA企画も生まれたらいいなと期待しています。 

 

  6月の月例会で「協力隊や仕事の経験を生かして、障害者の就労支援に取り組みたい」との声を聞い

たことがきっかけで、今回の月例会では『「誰も取り残さない雇用」バリアフリーで誰もが参画する社会へ」

とテーマを設けました。15分ほど話者の思いを聞いた後、約 20分間、意見交換をしました。 

今回の参加者に、障害者とどんなつながりがあるかについて尋ねました。「障害のある家族や親戚、友

人がいる」「仕事やボランティアを通じてのつながりがある」「作業所で作られた商品を買うというつながりが

ある」などの声が聞かれました。 

話の中で、障害は大きく身体的障害、知的障害、精神障害の 3つに分けられることや、一定規模以上

の企業には、法律で障害者雇用を義務付けられていることを聞き、とりわけ精神障害の雇用が遅れている

ことが伝えられました。  

意見交換では、「障害者雇用に対するイメージ」を話し合いました。「目に見える障害は分かりやすい

が、目に見えないのはプライバシーもあり、分かりづらい」と感じるものの、障害者雇用枠で働いている人

にとっては、職場が障害について理解している方が働きやすく「互いの理解のために障害について把握

するといい」という意見が交わされました。また、「障害者が働く環境整備が必要」「雇用の敷居が低くなれ

ば」という意見に対しては、「すぐに採用ではなく、その手前の実習制度が増えれば」というやり取りがあり

ました。  
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今回は、質疑応答に話が弾み、「どうすれば障害のある無しに関わらず、社会に参画できるか」という問

いに対するアイデア出しまで至らなかったので、次回に持ち越すことになりました。 

最後に「精神障害者の就労についての話が分かりやすかった」「自分の会社の障害者雇用状況を知ら

なくては！」「精神障害は分かりづらいということに気づいた」という感想を伝えてお開きにしました。  

 

さて、今年はアイデア出しの会を３回しました。企画者として振り返ってみると、お茶のイベントや、ワー

ルドマスターズゲームズへのボランティア参加など「はじめの一歩」として、アイデアが形になったものが

生まれました。広報では、kocanetの他に、facebookを通じて全国のOBOGにも呼びかけましたが、それ

を通じての参加は 2名のみで、ほぼ京都からの参加、KOCAメンバーの参加だったため、認知度は上が

らなかった反面、例えば、お茶のイベントでは「行きます」という反応がすぐ返ってきました。同じ地域から

の参加が多く、テンポの良さを感じました。もう一つ良かったなあと思ったのは、毎回新しい出会いがあっ

たことです。8-13名くらいの小さな会の中に、誰かと知り合うきっかけが生まれ、自分一人では思いつか

ないようなアイデアや意見が出てきました。今回が最終回のつもりでしたが、次回も障害者雇用について

考えます。みなさん、ぜひ知恵を貸してください。 （亀村）  

 

＊報告＊ KOCA News10月号や kocanet等を通じて呼びかけたワールドマスターズゲームズのボラン

ティア参加には、14名の申込がありましたが、10月末に大会再延期が決まりました。残念です。楽しく、

協力隊ネットワークで地域貢献できる機会をまた探します。  
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毎年 11月 3日に、京都市国際交流会館で開催される「kokokaオープンデー」に、今年もブース出展し

ました。昨年に引き続き、ＪＩＣＡ京都デスクと共催での参加となりました。 

コロナ禍でもあり、通年とは少し規模縮小での開催でしたが、来場者はほぼ変わらない人出で多くの人

でにぎわいました。 

我々のブースは昨年に引き続きＳＤＧＳ缶バッチ作りとＪＩＣＡ事業の資料配布、写真展示を行い、協力隊

事業の紹介と勧誘に努めたところ、多くの方に関心を持って話を聞いてもらう事ができました。 

（坂根会長） 

 

 

KOCA、京都推進員、JOCA大阪の共催で、世界のティータイムを開催しました。 

      日時：2021年 11月 20日（土） 【午前】10：30～12：00【午後】14：00～15：30 

      場所：コミュニティカフェ新大宮 （京都市北区紫野上門前町 21） 

      講師：澤田智子さん（モンゴル・理学療法士）、高山れいこさん（スリランカ・環境教育） 

高橋ちぐささん（モロッコ・建築）、達脇幹夫さん（バングラデシュ・農業機械） 

      出席者数：午前 8名・午後 12名 

世界のティータイム 

～お茶が介する人々の繋がり～ を開催しました （11月 20日） 

Kokokaオープンデー参加 （11月 3日） 
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様々な国のお茶を嗜みながら協力隊OVの方の体験談を聞きました。国によって習慣や文化が異

なれば、お茶の味付けや見た目、さらにはお茶の場の位置づけも、国によって全く異なります。参

加者の皆さんには、「お茶」という身近なものを通して、そのような違いを感じてもらえる機会に

なったのでは、と思っています。 

またお茶のパワーはすごいもので、「美味しいー！」「むむ、これは甘すぎるのでは？」「あん

まり好きな味じゃないかも…。」など、参加者の皆さんの率直な感想が飛び交ったことでその場の

雰囲気が和らぎ、和気あいあいとしていました。 

地域の方や大学生、協力隊OVの方々まで様々な方にご参加いただきましたが、所属などの垣根

を超えて交流されていた様子を見て、とても嬉しかったです。 
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最終的にはピクニックのような雰囲気で、協力隊の体験談や国の文化だけにとどまらず、互いの

活動内容やプライベート…についても語っていました。 

ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました！ 
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11月 21日（日）20:00-21:30 オンラインで、青年海外協力隊大阪府OB・OG会の役員とKOCAで、活

動について、組織体制について紹介し、意見交換をしました。大阪府OBOG4名とKOCA5名、JOCA大

阪 1名の 10名集まりました。 

 

 

プログラム 

20:00-20:05   今日の流れ 

20:05-20:25  自己紹介  

20:30-21:00  活動・組織について    

21:00-21:25   運営に関する意見交換  

21:25-21:30   振り返り 

 

出された意見をお伝えします。 

 

１）協力隊OB会の良いところ、こんなにたくさんありました！ 

＜仲良し＞ OBという共通項ですぐ仲良くなれる。すぐに話が始まる（ものおじしない）。 

大人になってからの友達ができる。 

＜交流＞OBとのつながりができる。多様な方と交流できる。色んな人との出会いがある。 

＜見聞を広げる＞ 様々な経験を積んだ方々から話を聞ける。世界の話が聞ける。 

＜人財、活動＞ 個人じゃできないOBの社会還元活動ができる。様々なバックグラウンドの方が集まる

ので何でもできる。色んな分野のエキスパートの集まり！アットホーム♪ 

 

２）広報の工夫では、大阪メンバーから「JOCAドミは集客の効果があるよ」と教えてもらいました。

https://www.jocadomi.jp/ 

 

３）派遣中の隊員との連絡は、互いにあまりしていませんが、かつて「グリーティングカード」を JICA事務

所に郵送していたとのこと。派遣前の表敬訪問や壮行会、派遣中の便り、帰国後の活動報告会や KOCA

活動への声かけなど、一つひとつ、つながる機会を丁寧にしていくのも良いかもしれません。  

 

最後に、OB会同士の交流はこれまでしていなかったので、「2022年のどこかで、JOCA大阪で、気楽

に、対面で集まる企画をしましょう！」と、新たな出会いの場となりました。（亀村） 

 

近畿のつながりをつくっていこう 

大阪・京都協力隊OBOGオンラインミーティング （11月 21日） 
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12月 19日（日）19:30-22:00、KOCAで初めて、オンライン忘年会を開催しました。集まったのは、

KOCAメンバーとその友人知人の 12名。Zoomでは、一度に 12名の顔がパソコンで見られることもあり、

一体感が感じられました。  

  

梅酒、ビール、お茶、中には鍋も準備して「かんぱーい！」をしてから、まずは、2020年と 2021年に会

員になった 4名の方々の歓迎タイム。協力隊としての活動や、今の仕事や趣味、任国でのクリスマスや新

年の様子について話しました。 

 

コロナ禍においても、協

力隊のつながりや国際協

力・交流経験を活かして、

京都で何かしたいという前

向きな気持ちで集う

KOCA。楽しく活動してい

きましょう♪  

  

続いて、今日の忘年会

のために、参加者からアル

トリコーダーを披露してもら

いました。が、音が出ない…！こんな時のために、練習風景の動画まで用意していただいたのに、その

動画も映像はばっちり流れるのですが、肝心の音が途切れてしまう…！（笑）イントロがしっかり聴こえたの

で、即席イントロクイズになったり（「ピタゴラスイッチ！」と見事に曲を当てていました）、実はリコーダーだ

けでなくピアノにも挑戦すると聞き、

「次はピアノ連弾を！」というリクエスト

が飛び出したりと、盛り上がりました。こ

ういう感じで、誰かに楽しみを提供でき

るって素敵ですね〜。 

  

 さらに、クイズ大会をしました。あら

かじめ 6人の参加者に世界各国にま

つわるクイズを準備してもらいました。 

例えば、 

2021オンライン月例会  （12月 19日）  

歓迎会あり！余興、クイズ、交流あり！！のオンライン忘年会 
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＜問ア＞ ミャンマー難民キャン

プで、女の子が塗っている日焼

け止め。なんと言うでしょう？ 

１ ヤマダ ２ タナカ ３ サトウ 

 

＜問イ＞ ニカラグア にあるバ

ナナの葉に包まれたこの料理（と

言って模型を見せて）、なんとい

う名前でしょう？ 

１ サナダマル ２ ナカタマル      

３ ケリコマル 

 

＜問ウ＞ マレーシア語で「チャ

ワン」の意味は？ 

１ コップ ２ お皿 ３ おわん 

 

とか。いやはや、どれもどこか

日本語っぽくて、親しみが沸きま

すね。そのほか、見聞が広がるク

イズが出され、楽しみました。出

題者の皆さん、準備をどうもありが

とうございました。 

 

「年末年始、どう過ごす？」など話しながら、親睦を深めました。もしかしたら 2022年はKOCA登山部

がスタートするかもしれません！?  

参加者それぞれの豊かな人生経験と発想に触れながら、アハハと笑い、くつろいだ感じで過ごしたオ

ンライン忘年会でした。 

2022年が、みなさんにとって明るい一年でありますように！ （亀村） 

 

 

 

＊クイズの答えは最後のページ

を見てください。 

 

 

 

 

 



KOCANEWS 2022 年 1 月号 

 

 11 

 

12 月 12 日(日)午後 2 時から、精華町役場の交流ホールで、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共催で、『第20回日本語による外国人のメッセージコンテスト』の表彰式

が行われました。今年度も新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、動画でメッセージを募集し、5人

の審査員で審査しました。 テーマは「あなたにとって日本とは？～これまでとこれから～」   

 

審査結果： 

最優秀賞              優秀賞              優秀賞 

 

 

 

 

 

 

みなさん、日本や日本人に対して良い印象を持たれていました。そして、

その日本に対して感じたことを自分の生活に活かしておられるということが伝

わってくるメッセージコンテストでした。 

講評は京都海外協力協会理事の杉浦秀隆さんが、参加者一人一人にコメ

ントをしてくださいました。 

表彰式の後、3 人のメッセージ動画を会場で上映した後、会場の人々から

の質問や感想などが、和やかな雰囲気の中で交わされました。 

タイのマイカさんは、2年連続の最優秀賞

受賞です。日本での就職が決まったと知ら

せてくださいました。 

ルーマニアのジャニナさんは、仕事の都合で、表彰式に出られなか

ったのですが、代わりに同じ教室の日本語の支援者が賞を受け取って

下さいました。 

スミヤさんは、モロッコから時差のため早朝にもかかわらず、オンライ

ンで参加してくださり、賞はスミヤさんの日本語の先生で、JICA 海外協

力隊のOVの北井万貴さんが代わりに受け取ってくださいました。 

日本語による外国人のメッセージコンテストの表彰式を開催しました 

ペット・ヌー・マイカさん  

(タイ) 

「人が繋がる 笑顔が開く」 

山城ライオンズクラブ賞 1万円 

ガウレアヌ・ジャニナさん 

(ルーマニア) 

「日本の生活」 

山城ライオンズクラブ賞 5千円 

 

スミヤさん 

(モロッコ) 

「好きな言語」 

山城ライオンズクラブ賞 5千円 
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昨年も北井さんのモロッコでの生徒さんが応募し

てくださり、優秀賞を受賞しました。 

２年連続教え子が受賞した北井さんには、「モロッ

コで日本語教師として思うこと」と題して、モロッコで

の日本語指導や協力隊員としての活動などを通して

思うことをお話ししていただきました。 

表彰式には、木津南中学校チャレンジ部の生徒も

参加していました。その生徒さんからは、モロッコで

のお薦めの観光地を尋ねたり、モロッコと日本の違

いを知りたいなど、意欲的な質問が出ました。 

会場には、JICA 海外協力隊 OV の活動のパネルを

掲示し、JICAの資料や教材を展示したら、多くの資料を

持ちかえっていました。このように若い人達が大いに刺

激を受けて、国際交流や外国人支援などに関すること

を、将来の目標の１つに挙げてくれたらいいなあと思い

ました。 

なお、今回応募された動画は、せいかグローバルネ

ットのホームページから見ることができます。 

 

 

地域の中学生が「世界の国獣と国章」という普段は私達が、気付かないことをテーマに、動画で発表し

ています。 

2020年  https://seikaglobalnet.wixsite.com/japanese/message20 

2021年  https://seikaglobalnet.wixsite.com/japanese/message21 

 

普段と違う毎日の中で 参加してくださ

ったみなさま、縁の下の力持ちとして手

伝ってくださったみなさまご協力どうもあ

りがとうございました。 

来年こそは精華町役場交流ホールで

対面でメッセージコンクールが開催でき

るようになってほしいです。 

（麻生） 

 

 

 

https://seikaglobalnet.wixsite.com/japanese/message20
https://seikaglobalnet.wixsite.com/japanese/message21
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「KOCAと縁のある 50人のメッセージ集」作成のため、 

（１）KOCAと最初に出会った年、  （２）KOCAの良いところ、  （３）KOCAでの楽しかった思い出  

について、みなさまどうぞメッセージをお寄せください。  

送り先：office@koca.or.jp (担当：亀村)   文字数：100-250字   締切 ２月 28日（月） 

 

みなさんからお伝えいただいたメッセージを紹介します。  

１） 壮行会か帰国祝か、記憶が定かではありませんが…KOCA会員として、今年(2021年)からどうぞよろ

しくお願いします。  

 

２） 2020年 1月 19日「バンビオ」で行われた KOCA講演会＆新春大交流会に参加したのが、KOCAと

の最初の出会いです。講演会が素晴らしく、すぐ正会員になりたい旨を、理事に伝えました。 

2020年の 11月に、海外協力隊活動報告集の作成のために、取材のお手伝いをしたのが、良い思い出

です。 

 

３） ネパールから帰国して早や 41年が経ちました。 

KOCA創立以前のOB会の時から顔を出しています。 

世界のあちこちから帰国したOV達とワイワイ、ガヤガヤ楽しくやっています。北部での炭焼き（竹炭）、収

穫祭も懐かしい思い出です。世界の料理をみんなで作ったり、大文字の山登りも楽しかったです。これか

らも、体力の続く限り参加させてもらいます。よろしく。 

 

４） 2010年 12月に帰国後に、KOCAの存在を知り、加入させていただきました。美山町での炭焼きイベ

ントや、京都駅近くの水族館＆鉄道博物館横の公園での「花見」などの催しが思い出に残ります。 

 

昨年の 6月 24日、長岡京市中央公民館で開催されている長岡京市民大学で JICAでの体験を話して

欲しいと依頼され、「タイの田舎で～異文化を楽しむ～」と題して、約 1時間半、話をさせていただきまし

た。 

日本もタイも仏教国だけど、異なる文化、生活を楽しんだこと、喧騒の首都クルンテープ(バンコク)から

500キロ離れたラオス国境の近くで、学校の様子を交えながら話しました。今日の日付、2564年と書かれ

たパワーポイントの画面から話を始めました。タイは仏歴を使っていること、「僧侶が結婚している日本の

KOCA HAPPY 50th ANNIVERSARY プロジェクト  

〜メッセージを送ってください〜 

「タイの田舎で」 長岡京市民大学での話 

mailto:office@koca.or.jp
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仏教はダメだ」と言われたこと、上座部仏教と日本の仏教の異なるところ、時間のとらえ方等々話をしてい

き、あっという間に所定の時間となりました。 

40人定員の部屋ですが、コロナ禍のため半分の 20人になりましたが、皆さん、しっかりと聞いていた

だき感謝しています。京都新聞からの取材も受けました。（笘廣副会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都新聞（洛西版） 

 ２０２1年 7月 6日 

に掲載されました 

 

 

コロナ禍で今年度は表敬訪問はしないということでしたが、隊員の皆さんの希望が実現し、今年度 3次

隊 4名の表敬訪問が ZOOMでしたが実施されました。 

南丹市から日本語教育でドミニカ共和国へ、市長が対応されました。京都市から PCインストラクターと

してガーナ、コミュニティ開発でルワンダへと 2名の隊員、副市長が対応されました。舞鶴市から理学療

法士としてチュニジア派遣の隊員、

皆さんそれぞれ抱負を語られました。

各市への訪問には、JICA京都デス

ク、JOCA大阪、KOCAが立ち会い

ました。       

京都府への表敬訪問は、知事、小

鍛治府会議員、JICA応援団の皆さん

が出席され、20分間という限られた

時間でしたが、JICA関西所長の進行

で知事からの激励など濃密な時間を

過ごしました。 

（笘廣副会長） 

久方ぶりの表敬訪問 オンラインで 
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本コンテストは、次の世代を担う中学生・高校生を対象に、開発途上国の現状や開発途上国と日本との

関係について理解を深め、国際社会の中で日本、そして自分たち一人ひとりがどのように行動すべきか

を考えることを目的として実施されています。 

全国応募数は、中学生の部 23,170 点、高校生の部 25,215点、合計 48,385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 学校名 学年 タイトル 

国際協力特別

賞 

孫 宇佳 洛南高等学校附属中学

校  

３ 「カイラが教えてくれたこと」 

JICA関西セン

ター所長賞 

由利 光太

郎 

京都先端科学大学附属

中学校 

２ 本当の援助とは 

佳作 瀬野 木香 同志社女子中学校 ３ 世界を救う母子健康手帳 

名村 悠斗 長岡京市立長岡第四中

学校 

１ 僕がスイミングスクールに自

転車で行く理由 

和田 百音 同志社女子中学校 ３ ４６億歳の地球と私 

京都海外協力

協会会長賞 

車谷 ひな

た 

精華町立精華中学校 ２ 幸せの先に 

特別学校賞  京都先端科学大学附属中学校 

   学校賞     長岡京市立長岡第四中学校、洛南高等学校附属中学校、京都市立七条中学校、      

綾部市立綾部中学校、亀岡市立育親中学校、南丹市立八木中学校 

高校生の部：（京都府） 

 氏 名 学校名 学年 タイトル 

JICA関西セン

ター所長賞 

平野 加恋  

 

立命館高等学校 ２ 心を繋ぐMDR 

 

佳作 吉森 心咲  大谷高等学校 ２ 無知の知 

今西 茉央 京都府立北稜高等学校 ３ 未来を創る者のために 

政次 一輝  京都府立北稜高等学校  １ 水と命 

藤野 法花 京都府立京都すばる高

等学校 

２ 若者に託された想い 

中出 ちさ 同志社高等学校 １ 「知る」ことの先に 

丸岡 侑真 京都府立北稜高等学校 １ 誰でもできるフードロス削減 

京都海外協力

協会会長賞 

辰巳 碧 大谷高等学校 ２ フェアトレードが繋ぐ、みんな

のしあわせ 

小林 幸愛 京都府立綾部高等学校 

東分校 

２ 差別の偏見 

JICA国際協力エッセイコンテスト結果報告 
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特別学校賞  立命館高等学校、京都府立北稜高等学校、京都府立東宇治高等学校、 

             京都先端科学大学附属高等学校 

   学校賞     京都府立京都すばる高等学校、京都府立洛北高等学校、同志社女子高等学校、京

都外大西高等学校、平安女学院中学校・高等学校、 

京都府立綾部高等学校 東分校、京都府立鳥羽高等学校 

● せいかグローバルネットの 国際理解講座：「第 25回地球っこ講座」 

  「世界がもし 100人の村だったら」という題材を用いて、世界の約 78億もの人口を 100人に縮め、参加

者が、この世界のどこかに暮らす 100人村の一人になって、実際に身体を使いながら世界の格差や多

様性を体感するワークショップを通して世界の状況について理解を深めます。(チラシ参照) 

 ▼テー マ   「世界がもし 100人の村だったら」 

▼日   時   2022年 3月 27日(日)10時 00分～12時 00分 

▼定   員   先着 30人 ※小学 4年生以下は保護者同伴 

▼場   所   精華町役場２階 交流ホール 

▼参 加 費  無料 

▼申込期間  3月 4日(金)から 3月 24日(木)まで 

▼申込方法  せいかグローバルネットホームページの申込フォームからお申込みください。 

お申込み後、担当者より詳細をご連絡いたします。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日時や内容の変更、もしくは中止とさせていただく場合があ

ります。 

▼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  

▼問い合わせ先 せいかグローバルネットホームページの問い合わせフォームから 

http://seikaglobalnet.wixsite.com/japanese 

ワークショップをスムーズに流すためのボランティアスタッフ募集。お手伝いいただける方は、上記の問

い合わせフォームからお申込みください。よろしくお願いいたします。 

 

 

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 http://www.koca.or. jp  Facebook K O C A（一文字ずつ空白を入れる）で検索 

行事予定のお知らせ （Facebook／KOCAネットなどで、詳細を後日伝えます） 

「オンライン忘年会」 クイズの答え 

問 ア ＝ ２    問 イ ＝ ２   問 ウ ＝ １ 

http://seikaglobalnet.wixsite.com/japanese

