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副会長よりご挨拶

今年の夏も大変な猛暑でした。大勢の熱中症そして台風や洪水の被害を各地にもたらせました。また、コロナ禍

も第7波となり、国民の6人に一人が感染するという事態となり、入院したくてもできない等の報道がなされました。

また、参議院選挙の街頭演説で安倍元首相が銃弾に倒れ、国葬の可否、旧統一教会との関係が連日マスコミ

をにぎわしている今日この頃です。

さて、京都海外協力協会は5月に総会を終え、坂根前会長の退任とともに亀村新会長のもと、新たに4名の女

性理事を迎え、新監事2名とともに役員12名の体制で活動を始めました。この間、学生も多数参加した初めての

居酒屋での協力隊ナビや恒例のエッセイコンテスト審査会、また、再開されたJICA海外協力隊22年度1次隊、2
次隊の知事表敬訪問の後、烏丸丸太町のホテルで3年ぶりに壮行会を行い出発隊員を激励しました。

この後も、10月21日、11月11日の新大宮コミュニティカフェでの協力隊ナビや、11月3日の植物園での府民交流

フェスタ、蹴上の京都市国際交流会館でのオープンデイではブースを出展します。また、12月11日には相楽郡精華
町で日本語による外国人のメッセージコンテストを共催します。会員の皆さんの参加をお待ちしています。

今年度になって京都から1次隊5名、2次隊5名が派遣されました。比較的コロナ禍の影響の少ないところから派
遣が再開されていると聞いています。この間、派遣が少なかったこともあり帰国隊員はまだですが、以前のように出
発、帰国隊員そろっての表敬訪問や集まれる日が早く実現できるようになって欲しいと思っています。

ロシアによるウクライナ侵略をはじめ、物価高、極端な円安の為替レート等、海外、国内とも課題が山積していま

すが、地道に国際協力、支援の活動を続けていきたいと思います。

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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7⽉23⽇（⼟）19:30-21:00 、KOCA会員、JICA関⻄、JOCA⼤阪スタッフ合計13名が集まり、
情報共有をしました。

第4回理事会兼KOCAオンラインミーティング

JICA海外協⼒隊は、コロナ対策で医療アクセ
スの良い⾸都に近い場所から順次渡航再開し、
報告時点で51か国426名（うち京都府19
名）派遣されているとのことでした。

会合を通じて
「学びにしたい」 「顔⾒知りになりたい」
「会員それぞれの元気な顔を⾒たい」 「情報共有で今後有意義な活動に活かしたい」
「OBと会うと元気になるので、笑顔で楽しめたらいいなと思います」などの期待を胸に、
京都デスク、JOCA⼤阪、JICA関⻄の取組を聞きました。

今年度の派遣前訓練は、密を避けるため5回に分けて実施予定だとか、協⼒隊春募集の説明会を無事
に終えたことの報告や、OB会が企画する個別応募相談会や募集説明会などの「協⼒隊ナビ」事業について
聞くなど、時間の許す限り情報をアップデートしました。（⻲村）



2022年度１次隊と２次隊の壮行会
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2022年度１次隊表敬訪問

7月11日(月) 10:20-10:35＠京都府庁 5名

7月12日(火) 13:15-13:45＠宇治市 （パラオ 小学校教育）
7月13日(水) 14:00-14:30＠京都市 （モザンビーク 理科教育/セルビア マーケティング）
7月19日(火) 13:00-13:30＠八幡市 (セルビア 障害児・者支援)
7月20日(水) 9:00- 9:30＠長岡京市（SV パラオ 数学教育）

京都府庁での表敬訪問後、烏丸丸太町にある
カフェキッチンバー ツナグ にて7月と９月に、それぞれ
派遣される隊員と壮行会を開きました。
京都府庁で簡単な自己紹介をした後でお店へ

向かいました。ランチの注文を済ませて料理が運ば
れるまでの間は、趣向を変えて訓練所で学んだ言

語で自己紹介。英語のほか、ポルトガル語、セルビ
ア語、タイ語、スペイン語、ベンガル語、フランス語、
インドネシア語とインターナショナルでした！

ランチを取りながら、訓練の様子や任地での活動
内容、抱負などを聞きました。訓練に入る前、２週

間ホテルで隔離生活をしたことや、朝のジョギングは
無いとか、食事は黙食だったよ、など訓練所の今を
知りました。

7月の壮行会では、2017-4次隊でシニア海外協力隊としてジャマイカへコンピューター技術で派遣されたOVが
「僕も出発前に壮行会を開いてもらってたくさん励ましてもらいました。コロナのため任期１日前に帰国しまして、い
つか壮行会が開かれたら、今度は僕が応援したいと思っていたんです」と参加しました。
壮行会を通じてKOCAのことも知ってもらう良い機会になりました。今は便利なSNSがある時代。派遣中の隊
員の活動をオンタイムで知ることができるのでは、と期待しています。（亀村）



2022年度２次隊表敬訪問

9月13日（火）10:30-10:50＠京都府庁 5名
9月20日（火）13:00-13:30＠京丹後市役所峰山庁舎 （ガボン 小学校教育）

9月22日（木）16:00-16:30＠京都市役所（SVブータン 農林統計/ ドミニカ共和国 作業療法士/
ガーナ PCインストラクター/ インドネシア 環境教育）
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2022年度２次隊の
みなさん

いってらっしゃい!!

②応募したきっかけ
学生の頃から協力隊には興味がありましたが、なか

なか踏み切れずにいました。コロナ禍で、やりたいことは
やりたいと思った時に実行しないとできなくなってしまうと
いうことを思い知り、応募に至りました。

③訓練所での思い出
コロナ禍での訓練生活で、色々と厳しい制限があっ
た中でしたが、それも今では良い思い出です。

④派遣にむけての今の気持ちをひとことどうぞ！
楽しみと不安が入り交じり、毎日ワクワクドキドキし

ています。後は頑張るしかないので、できることを精一
杯頑張ります！

①自己紹介
小島彩加
ドミニカ共和国
作業療法士

②応募したきっかけ
いろいろな価値観に触れてみたかったから。

③訓練所での思い出

色んな人と出会うことができました。

④派遣にむけての今の気持ちをひとことどうぞ！
どんな生活になるかワクワクしています。

①自己紹介
岡田利統
ガボン
小学校教育



①自己紹介
鍋田肇
ブータン
農林統計

②応募したきっかけ
具体的なきっかけは無いが、アフリカで教育に関わ
りたかった。

③訓練所での思い出
友人の二本松イリュージョンを横からニヤニヤしな
がら冷やかしたこと。

④派遣にむけて今の気持ちをひとことどうぞ！

楽しんできます！

②応募したきっかけ
世界の教育に貢献したいと思ったことと国際協力に
関心があったため。

③訓練所での思い出
外出が出来なかったらこともあってひたすら語学に
励んでいました。

④派遣にむけて今の気持ちをひとことどうぞ！

インドネシア人に間違えられるくらい語学を上達し
ます。

①自己紹介
松井聖悟
ガーナ
PCインストラクター

①自己紹介
和田壮平
インドネシア
環境教育
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②応募したきっかけ
大学で働いていました。学生たちの影響を受け、アジ

アやアフリカの条件の厳しいところで、相手国の普通の人
たちと働いてみたくなりました。

③訓練所での思い出
訓練所では、若い候補生たちから、毎日刺激を受け
ていました。

④派遣にむけて今の気持ちをひとことどうぞ！
ちゃんとやって行けるか心配ですが、頑張ります。



★⼤⼈の夏休み★夜通し語ろう会
KOCA有志による企画で、8⽉26⽇（⾦）〜27⽇（⼟）＠ゲストハウス京都インに協⼒隊OBOG12名が

集まり、⾷べて遊んで、互いの近況やKOCAでやってみたいことなど語らいました。その様⼦を写真で紹介します。
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4 すいかを割ろう︕
5 ケーキでKOCA50周年をお祝い
6 ⽢くてジューシーなスイカ
7/8 夏を彩る花⽕︕

1 モロッコ隊員⼿作りの鶏⾁のタジン鍋（美味♪）
2 数々の料理にワインや奄美⿊糖焼酎、採れたて万願寺野菜等の差⼊れ
3 みんな揃って“カンパーイ!”

1 2
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9月16日（金）19:00-21:00に、京都市北区で大学生が
運営する喫茶「デカい穴」を会場に協力隊ナビを開きまし
た。
大学生による運営で、お客さんも２０代が多いと聞いてい

たため「イベントの参加者は少なくても、お客さんに協力隊の
ことを知ってもらえればいいなあ」と思いながら、店のドアを開

けると、店主が「イベント参加者がお待ちですよ」とのこと。に
こにこと笑顔の大学生2名が「大学の掲示板で見ました。よ
ろしくお願いします」と挨拶し、そのまま会場設営を手伝ってく
れました。

協力隊ナビレポート〜9月〜
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さらに、2019年の新年会でお会いして以来KOCAの活
動を折に触れて協力していただいている田中利宏さんが腕
によりをかけて作るチキンカレーの差し入れが！(10月から
12月にかけては、田中さんがカレーを提供するお店で協力
隊ナビを行います。みなさん、どうぞいらしてください)

開始時間までにはイベントに参加するためにお店に来た人が12名、応援に駆けつけてくれた協力隊OBOGが
7名、店主やお客さんがさらに10名ほど集まり、大賑わい！足を運んでくれたみんなに感謝しつつ、私からニカラグ
ア での活動やホームステイをした家族との時間について語り、協力隊仲間が合いの手を入れつつ、協力隊の応
募から派遣までを紹介しました。

アットホームな雰囲気の中で協力隊ナビを終えた後、参加

者から「今まで漠然とした知識しか知らなかった青年海外協
力隊について、詳しく知ることができてとても良かったです！来
て良かったと心から思いました！」「とても楽しかったです。JICA
は遠いイメージでしたが、自分にも行けると思えました」「実際
に行かれた方の話を聞くことができ、募集要項やYouTubeで
は聞くことができない話をたくさん聞くことができて本当によかっ
たです。またこういう機会があれば来たいなと思いました」「協力
隊はレベルの高そうなもの、私には無理だと思っていたのが「や
りたい！」と強く思えるようになりました」「実際の経験談を聞け
て、イメージがつかめました」などの感想をいただきました。
（亀村）



さて、前号では…
コロンビア共和国にて、野球を広めていくことの難しさを書かせていただきました。
野球普及活動といっても、野球をやる場所、道具を確保しないことにはどうしようもありません。
そして、驚いたことにコロンビア共和国では、硬式ボールという⾰を使ったボールのみが使⽤されていました。
むしろ多くのラテンアメリカでは⼩さい頃から硬式ボールを使うことが⼀般的だということにも驚きました。
多分、その他の国でもそうなのだと推測します。

活動での悩みと転機
⽇本では⼩さい頃はゴムボール、いわゆる軟式ボールというものを使⽤します。
ボールの重さは軽く、肩や肘に負担がかかりにくい。
という理由があります。
軟式ボールは硬式ボールに⽐べて軽く、硬さが違うためボールが当たっても痛くない。
野球の体験をするため、硬式のボールに触れ、キャッチボールをしてみる。
⾃分の⾝体に当たり、
"痛いからもうしたくない。"
ということがコロンビア共和国で何回も起こりました。
野球を楽しむと⾔う前にまず、痛みを感じ野球から離れる。。。
このような状況が続きました、
ある時、悩んでいると
全⽇本軟式野球連盟で働く⼤学の先輩にアドバイスを頂き、"うちで使⽤する軟式ボールを送ってあげるから、
それを使えばいいよ。"
と⾔って頂いたことが活動の転機になりました。

JICAのプロジェクトの⼀つである「世界の笑顔のために」を活⽤させていただき、コロンビア共和国に軟式ボー
ルが届きました。
これで痛みを感じずに野球を楽しんでもらえるかな。
と嬉しさと、また新たに頑張る活⼒を先輩から頂きました。
その先輩もまた、かつてエクアドルにて⻘年海外協⼒隊 野球隊員として活躍した⼀⼈でした。
軟式ボールを使⽤し、活動の幅を広げていきましたが、軟式ボールは"痛み"への対策だけではなくて、他にも恩
恵を受けることができました。
それは、ボールが傷みづらい。
そして、ゴムなので⽔が弾く。
ということです。
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VIVA COLOMBIA連載
橘佳祐さんによる
H23-1 (2011-1) コロンビア 野球
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コロンビア共和国と⽇本の軟式ボール
コロンビア共和国では野球のグラウンドというものが少なく、公園を使ってやることが多く、そばに川があったり、
草むらでボールを⾒失ってしまったりすることが多々ありました。
硬式ボールは⾰でできているので、⽔に浸かってしまうと、ボールが重くなり使⽤できなくなります。
その反⾯、軟式ボールは濡れていてもタオルで拭けば問題なく使⽤できます。
草むらにボールを⾒失い、探しても⾒つからず、再度公園に⾏った際に⾒つかったけれど、前⽇の⾬でボールが
重くなり使えないことも。

しかし、軟式ボールなら次に⾏った時には汚れてはいるけれど、拭けば元通りに。

道具も⼗分にないコロンビアでは、⽇本の軟式ボールがとても重宝しました。

道具を寄附したり、海外で活動する時には、⻑続きする道具はなにか。
すぐに傷んでしまったり、なくなってしまったりするものではなく、⻑く使⽤できるもの。
を基準に寄附を考えたり、活動するようにしていきたいし、これから活躍される⻘年海外協⼒隊の⽅にも強くお
勧めします。

さて、⽇本の軟式ボールを使ってどう野球を広めていくか。

"痛いから野球はやらない。"
とは⾔わせない。

けど、次は
"野球を楽しんでもらう"
にはどうしたらいいのか考えて活動していかないと。

次号では、
"⽇本とコロンビアでの楽しみ⽅の違い"
について話をしたいと思います。



「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。

送り先︓office@koca.or.jp (担当︓⻲村) 
⽂字数︓100-250字
締切 12⽉31⽇(⼟）

KOCA HAPPY 50th ANNIVERSARY プロジェクト
〜メッセージを送ってください〜

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）2002年、表敬訪問で初めて出会ったボリビアのOB隊員から荷物を預かり、任地へ運びました（笑）
派遣中、KOCAから不要な⽂房具を送っていただいたおかげで、お絵かき教室や展⽰会を開きました。そ

のご縁で、帰国後挨拶したら、すぐに理事になり、12年間務めました。事務所での歓送迎会は、お好み焼き
や⼿作り料理でおもてなしができ、会費もリーズナブルで、和気藹々と楽しかったです。永観堂や宇多野ユー
スで、泊まり込みの事前研修会をしたのも良い思い出です。

２）東京都の中学校教員から1983年出⾝地京都府に戻って、KOCAは設⽴時から知っています。
KOCAの良いところはさまざまな世界観をもった仲間から刺激を頂けるところです。コロナ禍でも遠くからでも

ズームを使ってお話が聞けたりいい勉強になります。
楽しかった思い出は⼤⽂字⼭の遠⾜と「世界のティータイム」でお話ができたことです。体を動かすことや隊

員時代を思い出すことは楽しいです。

３）2000年頃、いつの間にかKOCAのメンバーになっていました。KOCAの良いところは、みんなと気軽に話
せるところかな、と思います。KOCAの思い出は、福知⼭の農園です。

4）隊員派遣から帰国後、前組織の隊員OB会に参加していましたが、その後は⻑く、京都から離れた⽣活
を送っていました。7年前に京都へUターンし、偶然知り合った隊員OGからKOCAにお誘いを受けました。京
都を離れている間は、jicaやJOCAの仕事をしていたこともあり、KOCAを通じて旧知の⽅々との再会の場を
多く与えて頂きました。隊員OBに限定せず窓⼝の広いKOCAだからこそと思います。ふれあい農園には⼀度
しか出向いていないのですが、留学⽣と地元の中⾼⽣の⽅々との交流にご⼀緒させていただいたのは楽しい
思い出です。
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■⽇時 令和5年1⽉15⽇（⽇） 10︓00 - 12︓00
■会場 精華町役場交流ホール

■内容
・JICA海外協⼒隊についての説明
JICA関⻄ 国際協⼒推進員（京都府）畑中 遥⽒

・JICA海外協⼒隊OVの活動報告
2008(平成20)年度 バングラデシュ派遣 感染症対策 徳⽥優⼦⽒
・JICA海外協⼒隊隊員の活動報告(ZOOM)
2022(令和4)年度パラオ派遣中 ⼩学校教育 ⽯⽥沙織⽒

セミナー

●お知らせ●
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2023
年1⽉

号の予
告❗❗

益井博史さん × ビブリオバトル

〜読書を通して、ヒーローになれる。〜

谷口英明さん ×小説

〜身近なことを言葉に、文章にして届ける〜

自分の活動を知ってもらいたい！

メッセージを届けたい！

伝えたいことがある！

など、想いをKOCA NEWSに載せて届けませんか？

記事の内容や連載などの掲載方法の相談にも乗ります"
気になる方はこちら#にご連絡ください！
植山（asuka1989.05@gmail.com）

mailto:asuka1989.05@gmail.com


■3⽇（⽊・祝）10:00-16:00
京都市国際交流会館オープンデイ2022 ブース出展 (京都市国際交流会館)

■3⽇（⽊・祝）10:00-16:00
京都府⺠交流フェスタ ブース出店（京都府⽴植物園）

■10⽇（⽊）19:00-2100
JICA海外協⼒隊募集説明会（キャンパスプラザ京都）

■11⽇(⾦)13:00-16:30
協⼒隊ナビ （コミュニティカフェ新⼤宮）

■22⽇(⽕) 19:00-21:00
JICA海外協⼒隊募集説明会（キャンパスプラザ京都）

■23⽇-27⽇
JICA京都デスク主催パネル展⽰（京都市国際交流会館）

■25⽇(⾦) 13:00-16:30 
協⼒隊ナビ （京都市国際交流会館）

■26⽇（⼟）第１部10:30-12:00 第２部14:00-15:30
世界のティータイム〜お茶を介した⼈のつながり〜（京都市国際交流会館）

12

行事予定のお知らせ

KOCA News10⽉号、いかがでしたか。今後もみなさんからの記事の投稿を募集しています。
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︕

■2⽇ (⾦)13:00-16:30
協⼒隊ナビ （コミュニティカフェ新⼤宮）

■4⽇（⽇）14:00-16:00
JICA海外協⼒隊募集説明会（舞鶴市商⼯観光センター）

■11⽇（⽇）13:30-16:00
第21回⽇本語による外国⼈のメッセージコンテスト(精華町役場交流ホール）

11月

12月 詳しいイベント情報はこちらから︕

詳しくは、KOCAのホームページ、Facebook
をご覧ください

mailto:office@koca.or.jp

