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新年度を迎えて
令和 4 年、早くも１/３が過ぎ去り、桜もすっかり葉桜になりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
一昨年からの新型コロナ禍、2 年以上が経過してもいまだ収束に至らず、皆様の生活はいかほどかと
思っております。
この 2 年間は、現役隊員や新隊員、これから応募しようと思っていた人たちにとって人生を左右すると
言っても過言ではない災難でありました。
幸い、徐々にではありますが、新隊員の派遣が再開されております。が、元に戻るのはまだまだ先にな
りそうです。また、2 月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻。日々伝えられるニュースに心を
痛める方も多いと思います。このことが世界に及ぼす影響は計り知れず、私たちの生活にも変化をもたら
しつつあるように感じております。さらに協力隊事業にどのような影響を及ぼすのか心配されるところでは
あります。
この 2 年間のＫＯＣＡの活動も、新型コロナに翻弄されて対面での事業はほとんど実施できず、ＺＯＯＭ
といったネット環境でのイベントが主となっています。新しい手法を確立できたのは良かったと思います
が、やっぱり対面で話すことによる意思疎通に勝ることはない、と私などは思うのですがいかがでしょう
か。これはもう古い考え方なのでしょうか。だとしたら・・・。
今年度から新隊員の募集に係る業務をＪＯＣＡが担う事となり、対面での募集説明会もこれまでより増え
ていくことになりそうです。又、ＪＩＣＡのＯＶ会に対する資金面での支援体制が一新される予定で、補助率
80％、内容によっては１００％認められるようになります。我々の日本国内での社会還元活動に対する期
待が一層高まっております。企画の提案から実行まで、役員のみならず皆様の一層のご協力のほどよろ
しくお願いいたします。
さて、今月には総会を控えております。
今年は久々対面での総会を予定しており、皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。
多くの方のご出席のほどよろしくお願いいたします。
京都海外協力協会 会長 坂根 均
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連載スタート！ VIVA COLOMBIA
Hola,
平成 23 年度 1 次隊 コロンビア共和国 野球隊員の橘です。
先ずは、コロンビア共和国の紹介をさせてください。
コロンビア共和国は、人口約 5.000 万人 、公用語はスペイン語となります。
元々はスペイン領だったのです。
コロンビア共和国のスペイン語は発音がとてもキレイだと言われています。
スペイン語を習う上で最高の環境にいたということを後で気づくことができました。
皆さんは、コロンビア共和国と言えば、何を思い浮かべるでしょう？
サッカーワールドカップで 2014 年ブラジル大会、2018 年ロシア大会と 2 年連続日本と対戦し、名前を
聞いたことがある人もいるかと思います。
でも、コロンビアと言えば、やっぱりコーヒーですよね。"エメラルドマウンテン"というコロンビア共和国
最高級豆を中心に美味しい豆がたくさんあります。日本でもジョージアをはじめ、沢山のところでコロンビ
アコーヒーを味わうことができます。
コロンビア共和国では、どこに行っても出てくるのはブラックコーヒー。
挨拶に行くとブラックコーヒー。
家に招待されるとブラックコーヒー。
余りにもブラックコーヒ
ーを提供いただいたこと
もあり、一時期ブラックコ
ーヒーが嫌いになったほ
どです。笑
もちろん今は大好き
で、日本でも毎日コロンビ
アコーヒーを飲むほどで
すが。

（コロンビアで一番有名な
コーヒー屋さん）
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そんなコロンビア共和国の人たちはとても温かい。人が優しく、陽気。
そんな彼らをみると"未来じゃない！今この瞬間を楽しもうぜ！"
と教えてもらっているような気がしました。なんだか、毎日悩んだり、未来を考えるのが少し馬鹿馬鹿しくな
るような…。
未来より大切な"今"を楽しむこと。
それが 1 番大事。
そんな彼らと野球を通して過ごした 2 年間。次回からは野球の話を通して、コロンビア共和国をもっと深
く紹介していきます！

2022 年 1 月例会 Zoom 開催

2022 年 1 月 23 日（日）、Zoom で第４回協力隊 OV のつながりづくりと「協力隊の経験を地元で活かす
ためのアイデア出し」を開催しました。第３回に引き続き、「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〜」をテーマに掲げました。
今回の参加は 9 名。KOCA 会員のほか、東京、徳島から参加がありました。オンラインだと、距離を全く
感じませんね。
「アイデアや元気をいた
だきたい」「話を聞いて、自
分にできることはあるかな、
と考えたい」「つながりを作り
たい」「顔を見せて、みんな
の声を聞けて嬉しい」「介護
職につく家族がいるので参
考にしたい」「特別支援教育
の刺激が欲しい」「テーマを
見て、障害児の道筋だけで
なく、50 代、老年期といつでも障害や病気を抱えることがあるため他人事ではないと思って参加しました」
など、様々な期待が寄せられました。
続いて、会員の植山明日香さんから、主に精神障害がある人々の就労支援について話を聞き、意見を
交わしました。
障害者を雇用したことがない企業では「障害者に対する専門知識がないので不安」と言う声が聞かれる
そうです。知識よりも、障害者と接する経験が大事かもしれません。もし、接し方に不安があるなら、参加
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者から「個性をアピールする機会を持つのはどうでしょう？」と提案がありました。植山さんが勤める就労支
援事務所では、「職場でのコミュニケーションが捗る一助になれば」と、就労する人の趣味などを職場に伝
えることがあるとのことでした。
「障害者」と言葉では一括りにできても、誰一人同じ人はいません。「個々の障害の内容について理解
するためには、コミュニケーションをとって地道にやっていくのが良いのではないか」「生きがいが持てれ
ば良いのではないか」「個々の個性を伸ばせるようなサポートができればいいのではないか」という声が
聞かれました。
そうなると、職場での働きづらさという状況は、障害の有る無しにかかわらず、誰もが経験することかもし
れず、「働きづらさを抱えた時に、相談しやすい場所や環境はありますか」と植山さんから投げかけられた
問いに対して、それぞれが自分の状況と照らし合わせて語りました。同僚のほか、身内や友人に相談す
るという声が多かったです。
一方、「そういう輪に入るのが苦手な人もいるねぇ」と案じる場面もありました。「違う世界をたくさん作って
おくと、悩みが小さいうちに潰せるかも。やり過ごすこともできるし、移ることもできるのでは」という悩み解
消法も提案されました。
「多様性」がこれからの社会のキーワードとなり、障害のある当事者とその家族や関係者だけでなく、社
会全体でどう接点を持てるようにするかが大事となる。子供からシニアまで、障害や病気の有る無しに関
わらず、まさに誰もが参加できる社会にしないとね。など、感想を伝えあいました。このような意見交換や
情報交換を通じて、隊員同士のつながりが生まれ、広がったように思いました。 （亀村）
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理事会で 1 年を振り返り、新たな 1 年を見通しました

第６回理事会を 1 月 30 日(日）に、第７回理事会を 2 月 11 日（金）に、第 8 回理事会を 2 月 22 日（火）
に、いずれも Zoom で開催しました。年が明けると、今年度事業の振り返りと次年度事業案を練る時期に
なります。ここから、JICA や JOCA の助成金申請書類や総会の準備へとつながっていきます。
会員の皆さま、いつもご支援ご協力をありがとうございます！2022 年度も楽しくやっていきましょう。
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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～

3 月 27 日（日）KOCA と精華町とせいかグロ
ーバルネットと共催で、精華町役場交流ホール
で国際理解講座「第 25 回地球っこ講座」を開催
しました。
当初 2 月 6 日に開催予定でしたが、新型コロ
ナ感染拡大予防対策で京都府にまん延防止措
置が発令されたため、オンライン開催も考えまし
たが、このワークショップはぜひ対面でやりたい
というスタッフの熱い思いで年度末ギリギリ 3 月
27 日に延期することにしました。
申込まれていた方々には急遽 2 月 6 日の
中止を連絡し、3 月 27 日に参加を希望する
なら改めての申込をするようにお願いしました。
3 月 27 日にはまん延防止措置は解除されて、
予定通り対面で開催することができました。
テーマ：「世界がもし 100 人の村だったら」
参加者は 26 人
(乳幼児 3 人 小学生 4 人 中学生 5 人
高校生 2 人 大学院生 1 人 大人 11 人)
世界を 100 人の村にみたてて、世界の現状をわかりやすく描いている「世界がもし 100 人の村だったら
というメッセージは、2001 年 9 月 11 日のアメリカでの同時多発テロ事件と時を同じくしてインターネットを
通じて世界に広まり、絵本にもなりました。この「世界が 100 人の村だったら」に書かれているデータを、
2019 年に開発教育協会が改定して制作した教材を元に、簡単なゲームとクイズを交えたワークショップ
で、世界の人口、世界の挨拶、非識字体験、富の分配 年齢別割合等について、役割カードで 100 人村
の 1 員となって考えました。
幼児から高齢者までの幅広い年齢層の中で、全員
が協力的且つ積極的に参加してくださいました。
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このような世界の状況の中で、世界中の人々
の幸せのために、日本が行っている海外援助や
海外協力についてＪＩＣＡ関西 国際協力推進委
員の畑中遥氏にご自身のパラグアイでの青年海
外協力隊としての活動も交えながら講演をしてい
ただきました。
参加者は熱心に耳を傾けていました。
最後のふりかえりプログラムでは、『30 年後に
は、国連が世界の人口が 97 億人になるという推
計を出しているが、その頃の世界はどのようにな
ってほしいか。そのような世界になるために、自
分は何ができるか』という課題について、4 つのグ
ループに分かれて話し合い発表しました。幼児
から大人までの様々な人々が有意義な意見交換
を活発にしていました。
・異文化の人とコミュニケーションが取れるように
がんばりたい
・途上国や紛争に苦しむ国の支援をする
・日本に留学や仕事で来ている人に日本語を教
えながら文化を伝えたい
・野菜などの食べ物をできるだけ自分で作れるよ
うにしたい
・自分から率先して様々な地域を訪れて小さなことでも貢献できることをしていきたい
などの意見が出されました。
アンケートには、今回のワークショップを通して
「77 億人という規模で世界を見ると遠い国のことで
身近に感じられなかったが、今回、100 人という小
規模で考えた事によって世界の貧困の問題を身
近に感じたり、とても深刻な問題であり、見てみぬ
ふりはできない状況になってきているというのを改
めて考えさせられました。世界に目を向けることの
大切さを学んだ。また世界を知ることで、自分たち
の生活を振り返り、世界の困っている国に目を向
け、支援していくべきだ。最後のＪIＣA の活動にも
関心がわいた。もっと JICA のことについてやって
ほしい。他の国や他の人の経験談などもっと聞き
たい。」など、意欲的な意見が出ていました。
7

KOCANEWS 2022 年 5 月号

KOCA HAPPY 50th ANNIVERSARY プロジェクト特別寄稿
青年海外協力隊京都ＯＢ会 第２代会長 野田 兼義さん
日本青年海外協力隊（当時）「現・青年海外協力隊」
昭和 41 年２次隊 タンザニア農業 園芸隊員

「協力隊で培った精神と OB 会活動の社会的意義」
協力隊 OB から JICA 専門家になった第１号とし
て再びタンザニアに赴任し１０年、エキスパートとし
て「政府農業技官」、「タンザニア国家開発委員会
委員」、「ダルエスサラーム大学果樹園芸学教授」
「全国農業専門学校教官教育官」等を歴任して最
後の５年間は私が日本政府に開発援助としてプレ
ゼンした「キリマンジャロ総合開発計画」に従事し昭
和５３年に帰国。
初代 OB 会長を務めてきた山崎君から引継ぎ、
次の小野田君にバトンタッチするまでの間、JICA
関西支部の多大なご支援を受けて２府４県がまとま
り、活動を共にして交流を図っていました。帰国以
来１６年間関西代表として JOCA 理事を１６年間務
めました。
当時は、家庭３分の１、仕事３分の１、協力隊 OB 会活動等ヴォランティア活動３分の１と明確に言い切れる日
課をこなしていました。
協力隊で培った情熱、体力、気力、忍耐力、行動力情報収集力、提案力が後輩たちに伝わってリーダーに
して頂いていたと感謝しています。
英語は当然として、任国の言葉も出来る OB 会は、京都府・京都市の国際関係、青少年・婦人関連の部課か
らは毎週の様に色んな要請が来て、まるで職員の如く近しい関係を築き、知事と語る会なども創設されました。
特に 1985 年の「参加・開発・平和」をテーマに、国連が主催した「国際青年年」では、実行委員長を仰せつか
り、アジア諸国の青年たちを招いた「国際青年会議」の議長、全府下の青年団組織との「地域の未来創造会
議」、そして国際会議場全館を使った「大会」に成功を収めました。お陰で京都府、京都市の青少年課からは絶
大な信頼を受け、京都府国際センター開設準備委員、評議員、理事を拝命し、「知事と語る会の創設」など、本
業以外の全ての時間を投げ打って「ヴォランティア活動」を行ったことに後悔はありません。
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また、裏千家家元のご子息であった（故）伊住政和氏を中心に JOCVOB 会、青年会議所、淡交会青年部、
YMCA、YWCA、曹洞宗青年部など２４の青年団体で組織した「京都青少年活動推進会議」による、京都市成人
式の全面受託、車椅子駅伝競走大会、ヴォランティア５００名による「祇園祭り山鉾」曳手など、文化の継承に協
力しました。
JICA では、全国帰国専門家連絡会議議長を仰せつかる等の活動に明け暮れた楽しい時間の連続でした。
「未来から見れば今の自分は最低、新たな情報と努力で人は進化する」・「百姓は自分で耕した土地に種子を
選び育て、人の口に入るまで責任を持つ」・「一時一時を最高に保てば最高の人生となる」
この信念こそ私の支え、８２歳の今日、元気に仕事を続けられているのも「協力隊で培った精神と気力・体力」
のお陰であり、関西 OB 会の仲間との出会いのお陰と感謝しています。
「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。
現在 26 名の方にメッセージをいただいています。ありがとうございます♪
送り先:office@koca.or.jp (担当:亀村) 文字数:100-250 字 締切 6 月 30 日(木)

帰国隊員表敬訪問に同行しました （2 月 18 日）

2 月 18 日、対面での知事表敬訪問が実施されまし
た。
府、市町を含めてコロナ禍で久方ぶりの対面での
表敬訪問です。訪問者はドミニカ共和国で理学療法
士として活動された納庄 実菜さん。
現地の方に指導された様子や生活について報告
されました。同行者は JICA 関西所長、表敬訪問担当
者、京都デスクの畑中さん、KOCA からは笘廣副会
長が出席しました。ただ、コロナ禍で知事が多忙であ
り、15 分の表敬訪問となり、同行者の発言の機会は
ありませんでした。
全体写真はいつも通り撮りました。
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（京都新聞 2 月 19 日朝刊）

近畿 OB おしゃべり会＠JOCA 大阪

4 月 3 日（日）昼過ぎから、阪急正雀駅そばにある JOCA 大阪で、近畿 OB の交流会がありました。
JOCA 大阪の方々が、場所の提供とともに「おしゃべり会」の企画を提案してくれました。
JOCA 大阪職員の他、京都、滋賀、大阪、兵庫の OB が 14 名参加。一人一人自己紹介をした後は、自
由に、気の向くままにおしゃべりをして過ごしました。
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JOCA 大阪名物のコーヒー（その日はグアテマラコーヒーでした）はもちろん、お菓子やジュース、パ
ン、おかずなどの差し入れも、場の楽しさや和やかな雰囲気に一役買っていました。
近畿 OB の輪は、阪神淡路大震災に遡るのだそうです。できることを自分たちで考えて、行動し、助け
合う。その中で育まれた縁が、その後も各県持ち回りの交流会へとつながっているとのことでした。
「任地での暮らしが充実していた分、帰国後に日本の社会になかなか馴染めなかった時、OB 会の人た
ちが話を聞いてくれて救われた」「これまで OB 会を引っ張ってきた人の姿を見てきたので、自分も、他の
仲間と一緒に OB 会の役員を引き受けようと思った」など他府県 OB の OB 会への思いなどを聞き、温か
い気持ちになりました。（亀村）
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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）

● 令和４年度 KOCA 通常総会
日時 2022 年 5 月 29 日（日） 14 時 30 分〜16 時
場所 長岡京市中央生涯学習センター（バンビオ一番館）
総会の内容等は、開催のお知らせを御覧ください。
● ポスターパネル展：2022JICA 海外協力隊の「いま」展 in Kyoto
期間：2022 年 5 月 14 日（土）～6 月 18 日（土）
場所：伏見青少年活動センター （京都市伏見区鷹匠町 39-2 伏見区総合庁舎 4F）
主催：JICA 関西
● JICA 海外協力隊

春の募集説明会

近畿ブロックの開催日程の連絡がありました。京都府は、以下のとおり開催予定です。
日時 2022 年 5 月 21 日(土) 14 時〜16 時 （13 時 30 分開場）
場所 メルパルク京都 6 階 会議室 D （京都市下京区東洞院通七条下る

JR 京都駅前）

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
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