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2021年も早 5か月が過ぎようとし、例年よりかなり早く梅雨入りしうっとおしい毎日が続いておりますが、

皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

昨年に引き続き、今年もコロナ禍の中でままならないことが多くストレスのたまる日々かとお察し致しま

す。 

さて、このＫＯＣＡニュースが発行されているころには、今年度春募集が始まっていることでしょう。 

2019年度 3次隊で、訓練終了したにもかかわらず出発できなかった新隊員も近じか派遣されることが

決まったようですし、昨年度 1次隊として訓練に入る予定だった候補生も 4月末から訓練が始まっていま

す。現在の派遣先は 17か国に拡大しており、さらに 14カ国が追加される見通しのようです。 

少しづつではありますが、着実に本来の姿に戻りつつあるようで嬉しい限りではあります。 

そんな中でＫＯＣＡの新年度もスタートしておりますが、先の見通しづらい日々で暗中模索状態が続い

ております。ただ、自由に動けない状況ではありますが、事業の進め方の新しい形として、ネット環境を利

用して、在宅でもやれる、参加できるイベントが増えてきました。ＫＯＣＡでもＺＯＯＭのアカウントを取得

し、昨年度の理事会はほとんど ZOOMでの会議でした。また、今年度 4月には「協力隊まつり」に初めて

ZOOMで参加しました。これには 3人のOVが協力隊での経験や現在の状況などを発表していただい

たのですが、お一人はパラグアイ現地からの発表でしたし、参加いただいた方の中にはボリビア在住の

OBもいて、ひと昔前からは考えられないことが簡単にできるようになってきたことに、改めて気づかされ

た思いです。 

KOCAの今年度事業についても、コロナの状況次第ではありますが、ＺＯＯＭを活用したものが中心に

なるのかなと思っております。その際には皆様のご参加のほどよろ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  会長  坂 根  均 
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KOCAの皆さま、初めまして。林ひさ子と申します。この度、KOCAの会員に加えていただきました。 
もっと早く会員になりたかったのですが、入会を先延ばしにしていました。というのは、もう一度 JICAで

海外に出たいという思いがあったからです。要請案件を調べ、新しい語学の勉強を始めました。そんな

中、語学試験がコロナで２回連続中止、モタモタしているうちに、応募の年齢制限が過ぎ、社会情勢など

の変化も加わり、とても海外は無理だと悟りました。 

こんな時、KOCAの入会にお声かけ

いただき、急いで、入会した次第です。 

今までに、エッセイコンテストの審査に

何度か参加させていただきました。年に

一度だけですが、KOCAとしての連帯感

を十分感じることが出来ました。エッセイ

の審査は、集中して読み、選考には責任

を伴いますが、今年も審査を行えたとい

う達成感があり、とてもうれしい経験をさ

せてもらいました。 

 

＜夜の砂漠＞ 

 

   

現在の活動としては、昨年度は、京都市

の小学校へ出向き、日本語が充分ではな

い外国人生徒に日本語を教えるというボラ

ンティアを行いました。小学生を教えるの

は、初めてで、びっくり、驚きの連続でした

が、貴重な体験でした。 

ほかには、「日本語倶楽部」を友人と立

ち上げたのですが、コロナの影響で開店

休業状態です。早く平常の生活に戻って

ほしいものです。よろしくお願いいたしま

す。 

                                                        

＜昼の砂漠＞ 

★WELCOME★ KOCA新会員 

林 ひさ子 さん （SV H26-1／日本語教育／モロッコ） 
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「発送作業を、私の事務所でやらせてください！」 

 

日頃、就労移行支援事業所で、発達障害のある方への就職サポートをしている編集メンバーがにっこり

笑顔で提案してくれました。 

 

「残りの発送作業に、よかったら、うちの会社のゲストハウスを使ってください」 

続いて、もう一人の編集メンバーからありがたい申し出が。 

 

報告集 1,000冊を１カ所に保管する場所がなく、冊子が届いたらなるべく早く発送するために、送付先

をリストアップしたところ、なんと 400件(!)もありました。 

「いつ、どこで、たくさんある報告集の発送作業をしたら良いのか……」と悩んでいたので、「心強いな

あ！」 と、隊員つながりの温かさを感じました。 

 

こうして決まった、２カ所での発送作業についてお伝えします。 

 

3月 26日（金）  

前日に報告集「TOGETHER」が届いた就労移行支援事務所

では、3人の利用者さんが作業にあたりました。 「よーし」と、

１人はジャケットを脱いで腕まくりをしてやる気満々。 

 

発送作業は、作業の段取りや、作業しやすい机の配置を考

えたり、話し合いや協力しあって、正確に業務にあたるスキル

を身につけたりするのに打ってつけの訓練になります。 

 

職員から説明を聞いて 3人で話し合った結果、2人は送り状と報告集を封筒に入れる役割を、1人は宛

名と差出人のラベルを封筒に貼る役割を担いました。一度コツをつかめば、繰り返し作業を続けることは

利用者さんの得意とするところ。強みを活かして、2時間で 166通の封入作業を終えました！当初、2日

かかるかな〜と予想していたので、とてもスムーズでした。 

作業中に、シールが他のシールとくっついてしまった時には、自己判断をせずに、職員に報告して

「報・連・相」もばっちり。 また、作業後に、確認のための数合わせをすると数が合わないというハプニン

グもありましたが、数え直したら大丈夫でした。確認する大切さを学ぶ場にもなりました。 

 

みんなでやったら楽しいね！報告集 TOGETHER発送作業 
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3月 28日（日）  

雨の中、13名の協力隊OVが集まったおかげで、１時間ほどで

残る２３０通の発送作業は終了。   

モロッコ隊員からミントティーの差し入れがあり、一息つきました。

すると、申し合わせた訳でもなく、いつの間にか報告集に寄稿した

戸田さんの実家が作る「すぐき」やパン、クッキーがテーブルに並ん

だ他、ゲストハウスの管理人の故郷の味「ファラフェル」を庭で作るこ

とに！参加者は、束の間の人との触れ合いを喜んでいました。 6

月から始まった報告集の発送作業が無事に終わりました。多く 

の人に読んでもらえますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久々に、集まれて楽しかっ

た！ 

就労支援として、次号の作業もさせて頂けると、利用者さんの

学びの機会となって大変ありがたいです。 

その他の事務作業や実習にも行かせていただけたら嬉しい

です！ 

ファラフェル、モロッコミントティー。 

楽しい、おいしい、新しい出会いの場でした。 

隊員の集まりは多い時もあれば、少ない時もある。どんな

時も途切れずにつないでいけたらいいな。できるだけ顔を

出します。 

京都にいる隊員の魅力を伝えていきたいな。 
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JICAボランティア経験者による協力隊まつり 2021オンライン「いろんな未来が見えてくる」に、KOCA

月例会を兼ねて、参加しました。このまつりでは、JICAボランティアＯＢ会などの約４０団体が集まり、各団

体の Zoomイベントを、協力隊まつりオンラインホームぺージリンクでつないで行いました。 

日 時 令和 3年 4月 25日（日） 12:00〜14:45 

参加者 最大 21名、延べ 30名弱、全国から参加（ボリビアから岡野真幸さんも） 

 

ゲスト１人目は、麻生賢太郎さん(2014-

4/ パラグアイ/ バドミントン）で、テー

マは、現地パラグアイから中継！コロナ禍

の一年。麻生さんは、中学から大学までバ

ドミントン部在籍で、大学院在学時に協力

隊に参加。帰国後、大学院を卒業し、ヨネ

ックス（株）に入社。2020年 1月に退社

し、同年 2月よりパラグアイバドミントン

連盟に勤務し、代表選手の指導にあたって

おられます。 

コロナ禍の１年間、当初はロックダウン

により、外出が規制され、厳しい生活が続

いていました。ようやくブラジルとの国境

が開いて、ブラジルとの練習試合ができる

ようになったそうです。 

お話の途中で、Zoomのチャット機能を

使って、参加者には質問を書き込んでもらい、お話の後で、司会者から質問をして、麻生さんに答

えていただきました。どうやってバドミ

ントンに興味を持ってもらうのかという

質問には、道具を用意して体験する機会

を設けたそうです。麻生さんから、日本

では、コロナ禍のもとでモチベーション

維持をどうしているかを質問され、参加

者から、日本の生徒はモチベーションが

高く、リモートでトレーニングをさせて

いるなどの答えをいただきました。 

Zoom開催しました！ 協力隊まつり２０２１ （兼 KOCA月例会）   

パラグアイ・マレーシア・モロッコで活動した京都出身隊員による国際協力の
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２人目は、植山明日香さん(2015-3 / マレーシア/ 障害児・者支援)で、テーマは、人とのつな

がりで生まれる可能性。植山さんは、大学卒業後、児童発達支援センターで３年間勤務した後、青

年海外協力隊に応募。マレーシアで、施設でのアクティビティ実施や教材の紹介等を職員に行いま

した。帰国後、大学院に進学し、障害と開発という視点から、経験したことを理論的に学ばれ、

2020年 5月より、就労移行支援事業所で、発達障害のある方への就職サポートをされています。 

植山さんは、小学校で協力隊の体験談を聞い

て、そのときに見た写真にインパクトがあって、

高校になってから、協力隊のことを調べるように

なったそうです。６月からマレーシアへ高齢者介

護で、協力隊に行く参加者がおられて、施設利用

者の顔と名前を覚えられるかという質問をされ、

植山さんは、イスラム教の女性はヒジャブで顔を

かくされていて、判断するのが難しかったという

話をされました。 

 

３人目は、北井万貴さん（2018-1/ モロッコ/ 日本語教育)で、テーマは、モロッコの日本語教育。

北井さんは、大学卒業後、会社員を経て、日本語教師としてタイの私立大学に３年間勤務し、帰国

後、会社員として働きながら日本語

教育に関わる中で、もう一度海外で

日本語を教えたいと思い、JICAボラ

ンティアに応募。2018年 7月よりモ

ロッコの首都ラバトにあるモハメッ

ド 5世大学日本語講座へ派遣。 

COVID-19の影響で 2020年 3月に

帰国され、現在は会社員。帰国後

も、プライベートで、オンライン授

業をされているそうです。2020年 12

月に精華町で開催された「日本語に

よる外国人のメッセージコンテスト」に、モロッコから生徒がオンライン参加されて、みごと優秀

賞を受賞されました。 

参加者から、生徒は何をきっかけに日本語を

学ぶのかという質問には、マンガやアニメをき

っかけに、日本語に興味を持ってくれるという

ことでした。また、ラマダンのことについての

質問は、断食は我慢するものではなく、夕方み

んなで食事をする楽しみがあり、断食は全く苦

しくなかったそうです。 
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参加者には、チャットに感想を書き込んでいただきました。 

 

・ 貴重なお話ありがとうございます。今度ベトナムの大学に日本語教育でいく者です。(まだ協力隊候補

生です。)とても参考になりました。ありがとうございました。 

・ 皆さんのがんばりが伝わりました。とても新鮮でした。ありがとうございました。 

・ ３つの異なる職種の方のお話が聞けて参考になりました。他の職種の方のお話（個人的には、理数科

教師の方）もお聞きしたいです。 

・ 本日はありがとうございました。いろいろな話しを聞くことができて、楽しかったです。 

・ 発表ありがとうございました。ウジダの日本語学校の情報があればぜひ教えてください。ウジダのスー

クには良く行っていました。スイカやバガリールよく買っていました。 

・ 日本語教師志望の大学４年生です。現場での様子がよくわかりました！楽しく日本語を学ぶ方法など

参考にさせていただきたいとおもいます。 

・ 活き活きとした皆さんのお話がとても印象的で、楽しかったです。励みになります！ 

・ 新しい方々と知り合うのが難しくなっている中で、色んな方々のお話ができてとても楽しく、リフレッシュ

になりました！ 

 

 昨年度の Zoom月例会は、対象を絞っての開催でしたが、今回は広く参加者を募っての初めてのオン

ライン月例会でした。亀村さんの進行のおかげで、皆さん和気あいあいとして、話しやすい雰囲気で進め

ることができました。反省すべき点はありましたが、次回に生かしたいと思います。 

 最後に、参加全員で記念撮影しました。 
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はじめまして。2021年 3月 12日より新しく京都府国際協力推進員に着任しました畑中遥（はたなか は

るか）と申します。大学時代は京都市伏見区で暮らしていました。私にとって京都は青春の思い出がいっ

ぱい詰まった特別な町です。 

日本で 7年間、小学校と中学校で教員として働いた後、昨年まで 2018年度 1次隊「青少年活動」で南

米パラグアイにて活動していました。NGOに配属され、地域の若者に英語や算数を教えたり、地域のダ

イエット教室でダンスの先生をしたりしていました。家から 1歩出れば豚や鶏が外を散歩し、採れたて野

菜や搾りたて牛乳がトラックで売られているような、のんびりライフでした。協力隊生活で学んだことの一つ

は、地域の人と協力し合って何かを成すことの素晴らしさです。 

国際協力推進員のお仕事は、いわば国内での協力隊のような一面を持っていると思います。京都で大

好きな協力隊にも関わりながら、少しでも多くの方の国際協力に対する理解が深まるよう活動していきた

いです。KOCAの皆様にはこれからお世話になることも多々あるかと思いますが、どうぞよろしくお願い

いたします。また京都デスクで何かお力になれるようなことがあれば、いつでもお声がけください！ 

ダンス教室の生徒さんと            英語講座の修了式にて生徒さんと 

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） 

● 6月 18日（金） 20:00〜21:30 オンライン月例会  協力隊OBOGつながりづくり＆経験を地元で 

活かすアイデア出し〜ゼロからイチを生み出そう〜  ＜申込不要＞ 

● 7月 16日（金） 20:00〜21:30 オンライン月例会  

    ゲスト ： JICA京都デスク 畑中 遥さん（2018-1／パラグアイ／青少年活動） 

    ＜事前申込要＞  

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 

新 京都府 JICA国際協力推進員 畑中 遥さん 着任あいさつ 


