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会長就任のご挨拶
亀村

佳都 さん

令和4年6⽉25⽇に、
NPO法⼈京都海外協⼒協会会⻑に就任しました
⻲村佳都（かめむら かづ）です。
平成16年度（2004年度）1次隊の環境教育隊員としてニカラグアで活動し、2007年に帰国して以来、
KOCAにちょこちょこ顔を出し、2018年から理事を務めるようになりました。会員のみなさんやJICA海外協⼒
隊隊員と出会う機会が増え、その出会いのおかげでKOCAはいいつながりが⽣まれる場所だと感じています。
ここ2年ほどは、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤により、KOCAの運営も変わってきました。オンラインミ
ーティングを⾏うようになりました。また、主にメールでのやり取りを通じて京都ゆかりの隊員に呼びかけて
TOGETHERという名の活動報告集を作るなど、⼯夫しながら活動を⾏いました。
⼀⼈ではなかなかできないことも、仲間とともに⾏動していけばできることはきっとたくさんあるはず。KOCAを通
じて、⾃分のやりたいこと、⾃分なりの京都への地域貢献、JICAとの国際貢献ができるような、⾃⼰実現の
場に変えていく。そんな場でありたいなと思います。
また、より良い社会を築くのに⼤切な多⽂化共⽣について、私たち⾃⾝理解を深め、府⺠に伝えていくこと。
そのために、KOCAメンバーで何ができるかを考えて、取り組んでいきたいと思います。
京都デスク、JOCA⼤阪、JICA関⻄と情報交換をしながら、何よりもKOCA会員同⼠意⾒を交わしながら、
充実した活動にしていけたら嬉しいです。ぜひみなさまのお⼒を貸してください。
どうぞよろしくお願いします。
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令和4年度

通常総会のご報告
2022年5月29日

令和４年度の通常総会は、久しぶりに対⾯での開催となりました。
総会には、正会員のほか、JOCA⼤阪からも出席していただきました。
午後２時定刻に開催され、坂根会⻑が議⻑に選任され、全ての議案について承認をいただきました。
今年度も、新型コロナウイルスによる感染拡⼤に配慮して、活動の充実に努めていきたいと思っておりますので、
会員皆様の益々のご⽀援とご協⼒をお願いします。
■⽇ 時︓令和4年5 ⽉29⽇(⽇) 午後2 時〜2時55 分
■場 所︓バンビオ⼀番館6 階 創作室１ （⻑岡京市神⾜2-3-1）
■出席者数︓出席 31名（内委任状 12名）／ 総会開催時の正会員 40名 (敬称略)
出席︓⿇⽣、荒⾕、⽯井、井幡、
岡本、⻲村、川村、⼩⻄、
坂根、髙橋、⽵内（肇）、
達脇、⾕⼝、笘廣、仲、畑中、
村⼭、⼭⼝、⼭崎
（以上 19名）
委任状出席︓天岡、磯邊、植⼭、近江、
鎌⽥、河合、澤⽥、杉浦、
⽵内(市)、⽥所、中野、⼈⾒
（以上12名）

■令和３年度活動総括
コロナ禍のもと、総会は、会場とオンラインによるハイブリッド開催となり、インターネットを使った⽉例会、交流会を
開催しました。
広報活動として、「KOCANEWS」の4回発⾏、ホームページ及びフェイスブックによる情報発信を⾏いました。
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■役員の選任
今年度は、役員改選の時期にあたり、以下のとおり新しい役員体制が発⾜しました。
坂根均会⻑、⽵内肇理事、鎌⽥美保理事、⻑原亮太理事、梶⽥煕監事、⽵内市佳監事が退任され、
植⼭明⽇⾹⽒、岡本恵理⽒、髙橋ちぐさ⽒、畑中遥⽒が理事に選任され、鎌⽥美保⽒と⼭崎孝治⽒が監
事に選任されました。
その他の理事は留任となりました。
そして、理事の互選により、会⻑、副会⻑を選任しました。
⻑年、理事並びに監事としてお世話になりました皆様、ありがとうございました。
今後とも、御指導いただきますよう
よろしくお願いします。
令和３年度収⽀報告、事業報告、
令和４年度事業計画、収⽀予算は、
紙⾯の都合で割愛します。

理事（会長）
理事（副会長）
〃
理事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
監事
〃

ミニ
交流会

亀村 佳都
笘廣 啓史
仲 友治
麻生 ひろみ
河合 憲太
杉浦 秀隆
植山 明日香
岡本 恵理
高橋 ちぐさ
畑中 遥
鎌田 美保
山崎 孝治

JOCV H16/1 ニカラグア・環境教育
SV H21/2 タイ・特別支援教育
京都青少年ゆめネットワーク統轄
JOCV Ｓ56/2 ネパール・理数科教師
JOCV H9/1 インドネシア・水球
JOCV H21/1 バングラデシュ・小学校教諭
JOCV H27/3 マレーシア・障害児・者支援
JOCV S63/2 ニジェール・土壌肥料
JOCV H19/1 モロッコ・建築
JOCV H30/1 パラグアイ・青少年活動
JOCV Ｈ16/1 中国・日本語教師
JOCV H12/3 モロッコ・電子機器

留任
〃
〃
〃
〃
〃
新任
〃
〃
〃
〃
〃

総会後、ミニ交流会を開きました。
参加した20⼈が輪になるように座って⾃⼰紹介。
今回は、趣味や好きな⾊、学⽣時代の部活動やアルバイトなど個⼈的なエピ
ソードを尋ねる質問、京都の魅⼒、おすすめの場所やレストランなど京都にまつ
わる質問、協⼒隊経験で思い出に残るエピソードや任国の名所・ソウルフードを
訊くものなど「40の質問リスト」を予め準備しました。
参加者が別の参加者から投げかけられる質問に答える形で⼀⼈２分ずつ話し
ました。「中学では新聞部でした」「ストレス発散は寝ること、⾷べることです」など
個々のエピソードがたくさん聞かれ、互いに親交を深めました。（⻲村）

3

退任理事・監事からのご挨拶
坂根 均

さん

前会⻑／副会⻑／理事）
JOCV S59/3 スリランカ・⾃動⾞整備

KOCA理事職退任にあたって

私が任国スリランカから帰国したのは1987年8⽉の末。
当時は私の地元舞鶴にはOVはだれも居なくて（知らないだけだったが）、友⼈と話をしてもまったくかみ合わ
ず、しまいには喧嘩になりかけたこともあったりして、理解されない事に孤独感を深めていました。そんな頃京
都市内でOV会が開かれると聞き出かけてみることに。
そこはちょっと異様な雰囲気︕︖いや、派遣前訓練を受けた駒ケ根訓練所とも⾔える様な︖懐かしいような
感じもありで。
そこで知り合ったのが、私の前任会⻑である塩⾒⽇出勝さんを始めとする⼤先輩のお歴々でありました。初
対⾯であるにも関わらず、話が通じる通じる︕︕。私の居場所がここにあったと思えた瞬間でした。以来35
年余り、北部にも塩⾒さんはじめOVがいる事やその後帰国した隊員とも知り合えて、北部独⾃での活動に
結びついたりと⾊々な活動を⾏ってきました。代表的なのが、福知⼭の「国際ふれあい農園収穫祭」です。
JICA関⻄の協⼒もあり、各国からの研修員や地元のおっちゃんおばちゃん、⼦供たちとの交流はそれはそれ
は楽しい思い出です。そのような中、ちょうど20年前に京都のOV会はNPO法⼈として再出発する事となり、
その折に私も北部担当役員として理事に就任しました。この間、設⽴当初の法⼈としての⽬的は残念なが
ら達成できませんでしたが、次代の皆さんに託したいと思います。皆さんには⼤変お世話になり本当にありがと
うございました。今後ともKOCAに対しご理解ご協⼒賜りますようよろしくお願いいたします。
最後に⼀⾔ 『⼈⽣楽しくなければ意味がない』 塩⾒さんの受け売りです。

⽵内（佐野） 市佳

さん

（元副会⻑／理事／監事）
JOCV H12/1 ボリビア・⻘少年活動
2000年、協⼒隊員としてボリビアに派遣されてから22年間、京都のOV会には⻑らくお世話になりまし
た。ボリビアの孤児院で活動中には⽂具の物資⽀援をいただき、⼦どもたちの作品展を開催することが
できました。その時の御恩返しと思い、帰国後にKOCAの理事としてOV会活動に参加させていただくこ
ととなりました。
多くの京都OVの皆様にご⽀援ご指導をいただき、京都駅前の1室をKOCAの事務所として構えること
ができた時は、協⼒隊活動と同じくらい⼼が弾みました。国内での国際協⼒の可能性を⼤いに感じた
ものです。何より、世代も職種も全く異なる先輩⽅に続き、春夏秋冬、野外屋内にかかわらずたくさん
のイベントや企画に参加させていただき、⾃分⾃⾝の⼈⽣が⾊鮮やかになったように思います。また、協
⼒隊参加事前研修会、世界の映画を⾒る会、サルサ倶楽部、震災後は東北⽀援など、楽しいやり
がいのある企画にもたくさん関わらせていただきました。そのような機会を与えてくださいました先輩OVの
皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
新しい理事を迎え、ますますKOCAの活動が発展することを願っております。

4

梶⽥ 煕

さん

（元理事／監事)
JICA専⾨家 H13 ウルグアイ・林産品試験
「お世話になりました」
私は2001年4⽉から2年半JICAプロジェクトの専⾨家としてウルグアイで活動した後、
さらに2007年4⽉から2年間、家内がSV(栄養改善)の随伴家族として（その間プロジェクトのアフターケア）、
合計4年半滞在、帰国後KOCAに⼊会、したがって、15年間お世話になったことになります。
その間、ウルグアイ、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイの⽇系⼈会を中⼼とした「ラプラタ地区再開発研究会」の
⽇本⽀部⻑をして、現地とのパイプ役としてJICAとの交渉にあたり、プロジェクトが⽴ち上がればNPOのKOCA
に⽇本での事務管理をお願いしようと計画しておりました。
現地の先頭に⽴って活動されていた⽅が亡くなったこともあり、いずれも計画倒れになり残念です。
KOCAでは、⽉例会、泊りがけの勉強会、農園活動、夏季の京都府⽴⼤学演習林宿舎での
炭焼き合宿など、思い出がたくさんできました。
新しいメンバーでの運営で、KOCAがますます発展することを祈念しております。

竹内 肇

さん

（元会⻑／副会⻑／理事／監事）
JOCV S63/1 マレーシア・電⼦計算機
協⼒隊帰国後の翌々年1992年、京都に引っ越して初めて顔を出した「京都府⻘年海外協⼒隊OB会」の
総会で、唐突に副会⻑を任命され、それ以降の約30年間、KOCAの役員として活動して参りました。
1998年には「京都⻘年海外協⼒協会（略称）」と改名した会⻑に就任、2002年は
「⾮営利活動法⼈ 京都海外協⼒協会」として法⼈化し、2008年までの約10年間、会⻑を務めさせて頂き
ました。
その後も、理事や監事として組織運営に関わってきましたが、昨年65歳になったのを契機に⾃⾝の会社を整
理すると共に、その他のしがらみも⼀旦整理して余⽣の糧を思案することとし、KOCAの役員継続も辞退する
こととしました。
NPO法⼈⽴ち上げ後は、⾃⽴した組織運営を⽬指して京都駅前に⼩さなKOCA事務所を構え、JOCAや
先輩OBなどのご⽀援で幾つかの事業にチャレンジしましたが、私の⾮⼒ゆえに何⼀つ定着させることができなか
ったことが残念です。
今後、新たな体制によって、より確かな組織の定着化と発展に期待し、⼀会員として出来る範囲で関わって
いきたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

Thank you for all your help.
¡Muchas gracias por su cooperación!
Terima kasih di atas kerjasama anda semua.
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新任理事・監事のご紹介
岡本 恵理

さん
JOCV S63/2 ニジェール・⼟壌肥料
はじめまして、岡本 恵理と申します。今回、理事に就任させて頂き光栄に思っております。
何ぶん⾄らない事ばかりかと思いますが、よろしくお願い致します。
私は、昭和最後の63年度2次隊で、⻄アフリカのニジェールに派遣されていました。昭和天皇崩御の連絡を
コートジボワールで受け、⼤使館で平成を迎えたのが、昨⽇の事のように思い出されます。
ニジェールでは、⼟壌肥料という職種で、国⽴の農業研究所の、主に⾃国で⽣産可能な効率の良い有機
肥料について、カウンターパートと共に研究予定でしたが、年上で⼦供もいる⼥性だったので、相⼿にされなか
った事もあり、帰国後結婚、出産し、はれて3⼈⽬が就職したので復帰を決意しました。
ただ、現在浦島太郎です。また、仕事や地域の活動もしており、右も左もわからず、ご迷惑おかけする事があ
るかもしれませんが、よろしくお願い致します。

畑中 遥

さん
JOCV H30/1 パラグアイ・⻘少年活動

鎌⽥ 美保

さん
JOCV Ｈ16/1 中国・⽇本語教師
KOCAの皆様

畑中遥と申します。
これからどうぞよろしくお願いします︕
協⼒隊としては南⽶パラグアイへ、⻘少年活動
の職種で⾏きました。
出⾝は兵庫県ですが、⼤学時代を京都で過ご
したので、京都は⼤切な思い出がいっぱい詰まっ
た街です。
現在JICA京都デスク（国際協⼒推進員）
として働いていますので、KOCAと協⼒して活動
ができればと思っています。

平成30年度より理事としてお世話になっていましたが、
今年度からは監事として関わらせていただきます。
派遣されてそろそろ20年、中国への隊員派遣も
今年帰国した⽅で終了となり、時代の変化を感じており
ますが、さまざまな職種、国での経験をお持ちの
⽅々とお会いするのは、変わらずとても刺激になりますの
で、みなさまと共に活動できるのを楽しみに
しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

⼭崎 孝治

さん
JOCV H12/3 モロッコ・電⼦機器

皆さん、こんにちは。協⼒隊時代は”持っているカードで勝負する”を⾃分なりのテーマにして活動していまし
たが、未だに”あの時、どうすればよかったのかなー”と思い返すこともしばしば。
KOCAでは⾊々な”カード”をお持ちの⽅が在籍されているのが魅⼒です。カードの組み合わせによっては、
もっともっと⾯⽩いことができるかな︖という期待感をもって活動をしたいと思っています。
仕事の電気⼯事とKOCA以外ではフードバンクにも在籍していて活動しています。
最近のJOCAは”ごちゃまぜ”が主なキャッチフレーズ︖なようですが、
⾃分の経験も⾊々”ごちゃまぜ”にして、アウトプット多めで⼈⽣の後半を⽣きていきたいです。

6

⾼橋 ちぐさ

さん
JOCV H19/1 モロッコ・建築
今年度より理事を仰せつかりました、⾼橋ちぐさです。
建築隊員として派遣されていた任地モロッコから帰国して、早13年。
京都の造園業者さんの協会事務局をしており「どっぷりディープ京都」の世界に⾝をおいています。
KOCAのみなさまとご⼀緒できて、広い世界とのつながりを持てることに喜びをかみしめております。
⼊会からあまり時をおかずの⼤役で不安は⼤きいですが、どうぞよろしくお願いいたします。

植⼭ 明⽇⾹ さん
JOCV H27/3 マレーシア・障害児・者⽀援
みなさま、こんにちは。この度、理事に就任させていただきました、植⼭明⽇⾹と申します。
ポジティブさとフットワークの軽さとワクワクすることへの体⼒が底なしなのが私の特徴です︕
私は協⼒隊の活動を通じて、⼈との繋がりの⼤切さやいかに⾃分が⽀えられているのかを実感しました。
帰国後も、⽇本で「協⼒隊」という共通点や⾔葉だけですぐに仲良くなれたり、⼀緒に何かできないかと
可能性を考えたりすることが多くあり、⼈との出会いや繋がりを⼤切にしたいと思っていました。
そしてこれまでKOCAでの⼈との繋がりを通じて、今の仕事とのコラボをさせていただき、⼤変感謝しています。
今回、このように理事として関わらせていただくことで、みなさんのやりたいことのお⼿伝いをしたり、私ができるこ
とをしたりする中で、新しい可能性や楽しいことにどんどん挑戦していきたいと思っています。
私ひとりではできることはほんのわずかしかないですが、みなさんのお⼒を借りながら⼀緒に成⻑していきたいと
思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします︕

2022年 春募集説明会 in京都
5/20（⾦）〜6/30 (⽊)までの春募集期間に合わせ、5/21（⼟）午後2時から
京都駅近くにあるメルパルク京都で募集説明会がありました。
個別相談やグループトークを通じて、参加者の「協⼒隊に参加しよう」という気持ちが⾼まる
⼀⽇になったらいいな〜と願いつつ、会場に⾜を運びました。
30名弱の参加者がいる中で⾏われていたアフリカベナンでの活動報告はとても⾯⽩かったです︕
中南⽶隊員の私にとってはアフリカに疎く、
「⾊んな国があって、世界は広いなあ」と感じる中、協⼒隊を終えて
「ベナンでごみ収集をするNGOを⽴ち上げました︕」と聞き、その⾏動⼒に感⼼しました。
フィジー、タンザニア、ブラジルの元隊員が集まり、それぞれ4-5名のグループで話していました。
会場には、近畿の国際協⼒推進員、JOCA⼤阪、JICA関⻄のスタッフのほか、
「たまたま近くに来たので寄りました」と話す⼤阪OBに出会い、互いにあいさつする機会にもなりました。
秋募集もあるそうなので、KOCAのみなさん、OBとして応援しにいきませんか♪（⻲村）
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H23-1 (2011-1) コロンビア 野球

連載

橘佳祐さんによる

VIVA COLOMBIA

今回は私が教えていた"野球"についてのお話です。
私は、2年間コロンビア共和国で野球の指導に携わっていました。
主に野球の普及活動をメインに⾏なっていました。
コロンビアでは、以前お話ししたようにワールドカップ本⼤会に出場するほどサッカーは有名です。
野球をする場所といえば、海の近くの街が多かったです。
海が近くにある場所はコロンビアの中でも⽐較的暑く、そこでサッカーをするのは難しい︖
だから、野球をする⼦どもたちが多かったです。
アメリカ⼤リーグで活躍する選⼿も何⼈かいますし、今は⽇本のプロ野球チーム、千葉ロッテマリーンズにもコロンビア
の選⼿がいます。
私がいた2つの県はサッカーの⼈⼝が多い場所ではありました。
が、野球のグラウンドもあり、野球をする⼦どもたちもたくさんいました。
⽇本のように学校にクラブ活動がないために、平⽇は学校が終わってからグラウンドに集まり、週末は朝から晩まで
野球をする。
⼩さな⼦どもから⼤⼈まで。
⼀度にみんなができる⼤きさではないので、時間を分けて練習します。
野球を普及させるために︕
が⽬的でしたが、野球をどうしてもやってもらいたい︕
という気持ちより、⼀つのスポーツを新しく学び、スポーツを通して友達との関わりを増やしたり、余暇を充実した時
間にしてほしいな。
という思いでした。
平⽇は学校が終わってから、野球少年たちはグラウンドに現れます。
なので、私は野球普及活動のため予定が空いている平⽇の朝は⼩学校に出向き、体育の時間をもらって野球の
体験をしてもらったり、野球とはこんなスポーツだよ。
ということを伝える活動をしていました。
ちなみに"野球"はスペイン語で"Beisbol"「ベイスボル」と⾔います。
英語のBaseball に近いですね。
スペイン語は、英語と似ている単語がたくさんあります。
野球普及活動をしていて驚いたことは、"野球って何︖（グローブを⾒て）これって何︖"と全く野球を知らない⼦
供たちがたくさんいたことです。
⽇本では、野球は有名なスポーツです。
⼤体の⼈がルールを詳しく知らなくても、野球というスポーツ。
そしてグローブを⾒て、これは野球で使われるもの。
と理解できるかと思います。
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私⾃⾝が思う、私⾃⾝が考える
コロンビア共和国で野球が広まっていかない理由は
2つありました。
1. 「野球を始めるために、道具がたくさん必要」
グローブにバット、スパイクにヘルメット、バッティング⼿袋、、、
等たくさん必要です。
サッカーは靴とボールがあればできます。
まだまだ発展途上国であるコロンビア共和国では
野球を始めるには少しハードルが⾼く、少なくともお⾦に少しは
余裕がある⼈たちがやはり対象になってきます。
2.「ルールが複雑」
野球はルールが複雑です。
ストライクにボール、セーフにアウト。
野球のルールを理解していくにはとても時間がかかります。
サッカーにももちろんルールはたくさんありますが、
シンプルにいうと"⾜だけを使い、ゴールネットに⼊れば1点︕"
しかし野球のルールを伝える時に、シンプルに⾔うと"これ︕"という⾔葉が⾒つかりません。
野球のルールを説明するのはとても難しく、しかもスペイン語で。となるととても難しかったことを思い出します。
その他、広いグラウンドが必要。
等他にも理由はありますが、
サッカーと⽐べても野球を始めるにあたりたくさんのハードルがあることは否めません。
サッカーが世界中で⾏われていて、ワールドカップという⼤会がありアフリカを始め、世界中でサッカーが楽しまれている理由
をコロンビア共和国に⾏き、始めて理解ができました。
さて、どうやって野球を広めていこうか。。。
次号に続く。。。

JICA海外協力隊の「いま」展

in Kyoto

JICA京都デスクの企画で、5⽉20⽇〜6⽉2⽇に伏⾒⻘少年活動センターにて 、また、6⽉4⽇〜6⽉18
⽇に下京⻘少年活動センターにて、京都府出⾝5名の元隊員と現役隊員の活動が紹介されました。QRコー
ドでさらなる情報を得ることができるポスター展⽰に時代を感じつつ、マレーシアやブータン、ブラジル、ドミニカ共
和国、マラウィでの活動展⽰を通じて、世界の広さや協⼒隊の幅広い活動を知ることができました。
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KOCA50周年記念
青年海外協力隊京都ＯＢ会

香月

第４代会長

柳太郎
さん
2022年7⽉号

（昭和60年2次隊 パプアニューギニア 漁具・漁法）
京都に転居したのをきっかけに、OB会に顔を出すようになりました。
当時のOB会は⼩野⽥会⻑のもと、協⼒隊の募集説明会、
各都道府県で開催されていた1次試験実施への協⼒をはじめ、
こどもフェスティバル、京都市の成⼈式、祇園祭などの
地域イベントへの参加協⼒も積極的に⾏っていました。
その後4代⽬の会⻑として⼩野⽥さんからバトンを受けた私は、これまでのOB会⻑が取り組んできた活動を継
承しながら、京都府とのさらなる連携も推し進めました。
年2回の協⼒隊募集期には、応募希望者のために近畿2府4県のOB会が合同で実施してきた協⼒隊参加
事前研修会（春は京都、秋は⼤阪）を開催し、今も楽しい記憶として残っています。特に京都での開催は、
地元のお寺に泊まり、朝まで⽣トーク、早朝の座禅、OBによる2次試験対策など100名以上の参加者とともに
過ごした時間は懐かしいです。この研修会に参加後協⼒隊に合格したOB・OGの何⼈かとはいまでも交流があ
ります。
また、京都府北部に住むOB・OGが設⽴した北部国際交流協会の「国際ふれあい農園収穫祭」には第1回⽬
から参加しました。
また、京都にOB・OGがいつでも集まれるサロンをつくろうと、銀閣寺・哲学の道の近くに開店した「ジョック・ボブ・
倶楽部」では、OB会のメンバーが交代でバーテンを務めるなど、和気あいあいの雰囲気がありました。
このような活動を評価され、平成5年には、京都新聞社主催の「第4回市⺠国際交流賞」を頂きました。
京都府からは、⻘年海外緑と⽂化の⼤使（京都府出⾝の協⼒隊員に委嘱）の通信レポートの編集、地球
市⺠ふれあいセミナーの実施を受託しました。また、京都府内の多くの⻘少年団体が参画した「京都⻘少年ゆ
めネットワーク（愛称︓ゆめっと京都）」の創設に参加、初代幹事⻑として活動に参加するとともに、⻘少年育
成のための「ゆめっと⻘年塾」の塾⻑として多くの若者との出会いがありました。この出会いは私の⼈⽣の中でも
忘れられない時間の⼀つです。そして協⼒隊、ゆめっと京都の担当課であった京都府⻘少年課の⽅々との思い
出も懐かしい限りです。お互い熱かったです。
当時は、NGOやNPO等がまったく無い時代、「国際」・「異⽂化」と名の付くものは何でもOB会に話が持ち込ま
れることが多かったです。地元のラジオにもOB会の代表として何回か出演を依頼されました。OB会活動はボラン
ティア活動ですが、私にとっては、とても意味深く⽣き⽣きとした⼈⽣の時間として今も記憶に残っています。
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レポート
JOCA評議員会＆定時社員総会
6⽉18⽇（⼟）JOCA東北にて
公益社団法⼈⻘年海外協⼒協会の
令和4年度評議員会と第11回定時社員総会があり、
出席しました。
主に各都道府県の協⼒隊OB会会⻑が集まり、
会議と懇親会で半⽇⼀緒に過ごしたら、
まるで全国に友⼈ができたようなつながりができました。
会議では、近畿ブロック
（京都、⼤阪、奈良、和歌⼭、滋賀、兵庫）
として滋賀県の⼤塚さんからオンライン⽉例会や
KOCA50周年記念のメッセージ募集について報告していただきました。
そのほか、北海道、東北、関東、中部、四国、九州・沖縄ブロック等からも報告がありました。
今回、JOCAの活動についてじっくり聞くのも、私にとっては初めてのことでした。
ざっくりとお伝えすると、経済停滞、少⼦⾼齢化、孤独孤⽴を含む⼈間関係の希薄化、地域コミュニティの弱体化
など⽇本が抱える問題に対して、JOCAは「政府とJICAをつなぐ⽴場」として、地⽅創⽣、多⽂化共⽣、⽣涯活
躍のまちに向けて「JOCAモデル」として進めていく意思表⽰をして、
具体的には昨年オープンしたJOCA東北、
今年6⽉オープンした⿃取県のJOCA南部
での取組が紹介されました。
さらには「JOCA VISION 2030」という
ビジョンが伝えられ、「全国OB会の協⼒が必要です」
とのメッセージも送られました。
懇親会の場では、私は約30名の会⻑や
JOCA職員に挨拶し、近畿ブロックメンバーでの
ミーティングに参加しました。⼈好きで、ひとりひとりを
受け⼊れて打ち解けあうという協⼒隊の
良い⾯を感じる時間でした。（⻲村）

オンライン説明会 2022年6月16日
私はOBとして、オンライン説明会で体験談のお伝えと参加者の⽅との座談会に参加させていただきました。
個⼈的な感想ですが、体験談の発表の際には他の隊員の⽅の体験やスライドの作成、話の内容や構成を
拝聴することができ、とても勉強になりました。そして、応募を検討されている⽅が聞きたいこと、⾃分は何が
伝えられるのかと考えるきっかけになりました。
帰国後に、このようにして経験を伝えられるのはありがたく、⾃分の活動を振り返るきっかけにもなりました。
座談会では、活動以外の⽣活⾯や余暇の過ごし⽅について、みなさんとフランクにお話しをすることができま
した。質問をいただく中で、やはり⼤変なことや⾟いこと、⾦銭⾯、安全⾯について聞きたい⽅が多いのだと
感じました。⽇頃、⽬にする情報は良いイメージを抱く内容のことが多いので、ぶっちゃけの話ができる場所だ
と思いました。それも含めて協⼒隊だと思っています。
みなさんも機会があれば、OBとして参加を検討されている⽅に経験の共有をして、⼈⽣の選択肢のきっか
けを創っていきませんか︖
（植⼭）
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行事予定のお知らせ
KOCAオンラインミーティング
協⼒隊にまつわる活動について最新情報をZoomオンラインにてお届けします♪
Zoomの⼊り⽅などの質問がありましたら、メール(office@koca.or.jp)等でご連絡ください。
KOCA会員の皆さんとお顔を合わせる機会にもなれば嬉しいです。
申込不要です。奮ってご参加ください。
＊最新情報をキャッチ＊KOCAオンラインミーティング
■⽇時
2022年7⽉23⽇（⼟）
19:30開始（19:15オープン）
21:00終了
■内容
・参加者⾃⼰紹介
・JICA海外協⼒隊の現状説明と質疑応答 (JICA関⻄ 江川雅美さまより）
・JICA京都デスクの事業紹介 （畑中遥さまより）
・KOCAからのお知らせ （理事より）
■アクセス
ZoomURL
https://us06web.zoom.us/j/89038352307?pwd=YURtb2ZRYlhQUkdtSHV6aFlvcE9rdz09
ZoomミーティングID: 890 3835 2307
パスコード: 895211

JICAエッセイコンテスト審査員の募集
KOCAでは毎年、JICAエッセイコンテストに応募された京都府の中学⽣の⼀次審査を受け持っています。
下記のとおり開催しますので、ご応募をお待ちしています。
■⽇ 時
■場 所
■定 員
■締 切
■謝 礼
■申込先

2022年9⽉25⽇(⽇) 午後1時30分〜5時頃
⻑岡京市バンビオ⼀番館(JR⻑岡京駅前)
20名
9⽉11⽇(⽇) 但し、定員に達した場合はその時点で締め切ります。
交通費等を含めて、福知⼭・綾部以北の⽅ 5000円
その他の地域 3000円
office@koca.or.jp

KOCA News7⽉号、いかがでしたか。より分かりやすく、より多くの⼈に⼿にとってもらいたいと、今号から誌
⾯をリニューアルしてお届けします。
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

HP Facebook も⾒てね︕
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