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暑中お見舞い申し上げます
ボランティアが活動する常夏の国では日本の様な季節感を味わうことができませんが、四季
の存在する日本の季節の移ろいと景色の変化の早さにはいつも驚かされます。今年もカレ
ンダーが半分消化して、また暑い夏がやってまいりした。スタッフ一同、夏バテしないように体
力つくりに努め、後半戦の事業運営に全力投球できるよう心がけたいと思います。会員の皆
様もこの夏はエコライフで暑さを味方にして乗り切られますよう祈念いたします。また、後半
戦の事業運営につきましても引き続きご支援とご協力をお願い申し上げます。

第5回通常総会が終了いたしました

7月の花：百合

去る 5月23日（土）福岡商工会議所にて、 九州海外協力協会 第5回通常総会 を開催致
しました。会員の皆様には九州全県からお集まりいただき、ありがとうございました。総会で
は、昨年度の事業報告、決算報告、今年度の事業計画、予算案などについて審議され、全
ての議案が承認されました。今年度も、会員の皆様のご意見を頂戴しつつ、活動の場を広

花言葉：
注目を浴びる、
子としての愛
（透かし百合）

先月の6月3日(水)から6月7日(日)までアクロス福岡3階こくさいひろばにて、「アフリカの風」というイベントを開
催しました。アフリカについてもっと皆さんに知って頂こうということで、様々なアフリカの民族衣装の試着やアフ
リカのお母さんの一日や料理レシピの展示、ボードゲーム「アワレ」を体験するコーナーや、水汲み体験コー
ナー （意外に難しい！）等を準備しました。さらに会場に訪れた方々にはガーナ共和国よりガーナチョコレートを、
タンザニア連合共和国よりキリマンジャロコーヒーを、実際に試食・試飲して頂きました！週末に行なわれたケ
ニア出身のフレディさんによる、“家族の絆と心の豊かさについて”の講演や、ウガンダ出身のるティムさんによ
る“ジャンベ演奏”なども、参加者の皆様に新しいアフリカを感じて頂けたのではないでしょうか。 （武井）

ジャンベってどんな音がするのかな？

ボードゲーム「アワレ」に夢中の参加者

アフリカの風＠こくさいひろば
アフリカをもっと知ろう！

げていく所存ですので、より一層のご支援、ご協力をお願いいたします。

青年海外協力隊活動写真の展示
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帰国隊員！早速頑張ってくれてます！！
これから海外

行こうか？と

ガーナ

考える学生への

ジャマイカ

ファシリテート

中国

発展途上国の

生まれ育った

町での

帰国報告会

料理講座

現在、平成18年度3次隊（平成19年3月に出発し二年間の活動を終えた隊員）までが帰国をしています。その中で
九州出身者の帰国隊員数は207名！この帰国したばかりの熱い隊員は、当協会の事業を通じて至るところで活躍
してもらっています。 （田中）

コスタリカ

皆様の地域や団
体で、是非彼らの
熱い若い力を活用
したい！と思って
いらっしゃる方、ご
連絡お待ちしてい
ます。様々な人材
を揃えてお待ちし
ています＾＾

特定非営利活動法人九州海外協力協会
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目28-4 陣内ﾋﾞﾙ2F
TEL：092-415-6536
E-mail：ngoqshuint@joca-kyushu.or.jp

会員募集のお知らせ！
当会の活動に、ご賛同頂ける団体・個人を、募集致し
ております。会員の方には「JOCA Kyushuだより」を送
付する他、当会主催、共催のイベント情報をご案内致
します。
正会員

賛助会員

個

人

¥3,000

¥2,000

団

人

¥10,000

¥10,000

法

人

¥30,000

¥10,000

ご関心のある方は、当会までお問い合わせください。

～情報・ご意見お寄せ下さい～
「JOCA Kyushuだより」では、皆さまからのご意見、各種情報
をお待ちしております。国際交流や国際協力に関する有益な情
報であれば何でもOKです！！お気軽にお寄せください！

発行 特定非営利活動法人九州海外協力協会
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目28-4 陣内ビル2F
TEL：092-415-6536
FAX：092-415-6518
HP：http://www.joca-kyushu.or.jp/
E-mail：ngoqshuint@joca-kyushu.or.jp
Japan Overseas Cooperative Association of Kyushu
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＜青年海外協力隊 体験談＆説明会＞

平成21年度春 青年海外協力隊

開催県 開催地

シニア海外ボランティア

福岡市

九州7県で、33回の体験談＆説明会を開催致しました。参集
者数の結果は表の通りでした。このJICAボランティア体験談＆
説明会は、春と秋の年2回開催しています。例年この春募集期
は、秋に比べ就職活動中の若者が多く、今期も会場内は、若い
エネルギーに溢れていました。次回は、平成21年度秋募集10
月上旬から約1ヶ月間で実施予定です。今後ともご支援・御協
力よろしくお願い申し上げます。 (齊藤)
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佐世保市 4月11日 アルカスSASEBO
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北九州市 4月18日 JICA九州

説明会場

久留米市 4月14日 久留米商工会議所

＜シニア海外ボランティア 体験談＆説明会＞
開催日

開催日

北九州市 4月 6日 ＡＩＭ

体験談＆説明会結果報告！

開催県 開催地
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宮崎

鹿児島市 4月 5日 かごしま県民交流センター
鹿屋市

4月11日 リナシティかのや

鹿児島
鹿児島市 4月17日 鹿児島県民交流センター
鹿児島市 4月28日 鹿児島市勤労者交流センター

Ｈ２１年度春募集総括会議＠竹橋（新ＪＩＣＡ）行ってきました！
6月8日に行われた全国の会議で、春募集の報告と次回秋募集に向けての意見交換が、ＪＩＣＡボランティア関係者総勢59名で
開催されました。青年海外協力隊事務局に対して今後の方針や改善点の意見を述べ、当協会としても声を荒げること・・・はま
だまだ雰囲気的に難しいですね＾＾；いえ！今後頑張ってみます。比較的九州は、ＪＩＣＡもＪＯＣＡも青年海外協力隊ＯＶも足並
み揃えて良い方向へ向かいたいとの姿勢があるので、それを再認識しただけでもとても有意義な会議となりました。 （田中）

全国の傾向
各地で例年、参集者や応募者が伸び悩む中、広報や募集説明会の進め方に工夫を凝らして募集の時期を乗り越えました。
その甲斐あってか？不況の影響か？？今回の参集・応募者数は増加の一途を辿りました。九州もお蔭様で増加に至り「参集
者数は減少したが応募者数は増加」というシニアボランティアの皆さんには、九州の底力の強さを、全国に知らしめた感じがい
たしました。それでも地域的には減少傾向のところもあり、全国的なことを考えれば喜んでばかりもいられません。地域性を活
かした重点職種への募集広報強化を図っている地域(例：新潟の稲作)もあるようで、「あ！おもしろいなぁ」と感じさせられまし
た。こんな全国の良いところを九州にも取り入れるべく動きも必要だと感化されました。 （田中）

九州の傾向

昨年度まで、応募の減少傾向が続いておりましたが、平成21年度春募集説明会には過去５年間でも二番
目に多い参集者が集まりました。青年海外協力隊に関しては前年度春比1.3倍、前年度秋比1.7倍の増加でした。協力隊は不
景気に強い？という社会的背景もありますが、募集前に写真パネル展を開催したりキャラバンでお世話になった関係団体に
直接ポスターを届けたり、会員の皆様が日頃より地道にＪＩＣＡボランティアを広報していただいたことが実を結んだと思います。
今後ともご協力の方よろしくお願いいたします。 （田渕）
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幸いなことに今年度も昨年度に引き続き、福岡県環境森林税の助成をいただく
ことができました。去る5月30日に今年度第一回目を実施しましたのでご報告い
たします。新緑が青々と茂る中、10代から70代の幅広い年齢層の参加者28名が

森と私たち
Forest ＆Our lives

太宰府市、大野城市、宇美町とまたがる福岡県民の森四王寺山に集いました。
在福留学生はインドネシアやベトナムから4名の参加がありました。
四王寺山に精通している講師を迎え「森林散策」を行い、触ったり、味わったり、
匂いを嗅いだりなど五感を使って森を楽しみました。またケニア人講師を迎え、ケ
ニアの子ども達が大好きな「海外の森遊び紹介」を行い、みな童心に帰って走り
回り、賑やかに楽しみました。講師から四王寺山についての説明を受け、古代か
ら続く森と人との繋がりや歴史に想いを馳せ、五感を使って和やかな時間を過ご
しました。
今年度の「森と私たち2009」は、四季の自然の変化を感じることができるよう、5
月、8月、11月と三回シリーズで福岡県民の森四王寺山にて実施予定です。8月
22・23日は「サマーキャンプ！」、11月7日は「森調査隊！」を行います。現在参加
者募集中！！です。みなさんの参加を心よりお待ちしております。 （山本）

フィールドビンゴに熱心に取り組む子供

海外の森遊び、次は誰が鬼かな？！

新しい発見がいっぱいの森林散策

★ ★事務局EXPRESS★★
平成21年 7・8・9月の予定

新職員紹介
こんにちは！武井 隆治（たけい たかはる）と申します。理数科
教師としてガーナとフィジーへ渡り、某貿易会社を経て、様々な
経験を積ませてもらい、今ここで働かせて頂いております。人生
何が起こるかわからない、だから人生は面白いと思いつつ今に
至ります。人生いろんな人たちと出会い、いろんな考えを吸収し
ていきながら、身も心もさらに大きくなっていければいいなと思っ
ています。ということで皆様、よろしくお願いいたします。

7月11日12日 教師海外研修派遣前研修
7月26日～8月4日 インドネシア海外研修
7月29日～31日 高校生実体験プログラム
8月5日～7日 高校生実体験プログラム
8月22・23日 森と私たち2009 サマーキャンプ
9月3日～13日 マダガスカル写真展
＠到津の森公園
9月上旬

世界をつなぐ写真展＠（予定）

「森と私たち2009」の企画や準備、当日の運営をお手伝いいただけるボランティア
スタッフを募集しています。一緒にアイディアを出し合いながら楽しいイベントを作り
ませんか？自然が好きな方、国際交流をしたい方など、どなたでもお待ちしていま
す。ご興味のある方はyamamoto@joca-kyushu.or.jpまでメールをください！！
Japan Overseas Cooperative Association of Kyushu

