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【巻頭言】 「なじらね.jp」第9号の発行に寄せて 
～ 育てる会に寄せる想い ～ 

      にいがた青年海外協力隊を育てる会 理事 

廣川 正秋（株式会社アルファブライト 代表取締役） 

 
 当会の事務局を仰せ付かっております私ども㈱アルファブライトは，生涯学習をテーマ
に0歳児からシニアの方までを対象とした教育の仕事をしております． 
 「新潟にはまだ『育てる会』が無いから是非つくるべきだ．」と，同じ教育の仕事をしな
がら，愛媛県の育てる会の事務局として素晴らしい活動をされている大先輩から勧めら
れたのが，最初のきっかけです．その後すぐにご紹介頂いた東京のJICA本部に伺い，
本部より新潟のOB会を紹介して頂いたのですが，誰一人知り合いがいない中，ドキドキ
しながら初めて参加した新潟OB会での緊張感は，今では懐かしい思い出のひとつです． 

ちょうどその時は，新潟OB会でも『育てる会』設立への気運が高まりつつあった時でもあり，タイミング良く皆さまとの
ご縁を頂けたことは本当にありがたかったと思っています．「人間は一生のうち逢うべき人に必ず逢える．しかも一瞬
早すぎず，一瞬遅すぎない時に」これは国民教育の父とも言われた偉大な教育者，森信三先生の言葉ですが，まさ
にOB会の皆様との出会いは，私にとって素晴らしい最高の出会いとして今でも心から感謝しております． 
 国をつくるのは人，人をつくるのは教育．今後ますますグローバル化が進む現在，教育は常に世界という舞台を意
識することが大切になります．つまり，世界と戦い，世界と強調できる能力を身につける観点が必要だと考えます．そ
のためにも『育てる会』の事務局として，輝かしい貴重な経験や知識を持つOB・OGの皆様を，‘人財’育成のナビ
ゲーター，コーディネーターとして活躍できる場を少しでも大きく広げていくこと，さらに，将来を担う若者たちに，一
人でも多く協力隊の活動を知ってもらい，また参加してもらうこと．この二つを使命とし，微力ですが尽力していきた
いと思っています． 

なじらね 
 
 
 
 

どっとじぇーぴー 



 平成24年11月3日（土），16:40～17:20，新潟会館において「にいがた青年海外協力隊を育てる会」第4回理事・役
員会を開催致しました．新潟県における「JICAボランティア家族連絡会」を当会と新潟青年海外協力協会が運営す
るようになってから今年で4回目となります． 
 そして早いもので，当会が発足して丸4年が過ぎました．この間，満足のいく活動であったかと言うと必ずしもそうと
は言えないと思っています．昨年来ライオンズクラブやロータリークラブといった業界団体での講演会を通して感じ
たことは，青年海外協力隊事業がほとんど知られていないということでした．いくらOVを企業に採用してほしいと頼
んでも，2年間，開発途上国でどんなことをし，経験してきたのか分からない人を採用してもらえるはずがないのです．
これから，当会が新潟県内で青年海外協力隊を育てるためやるべきことを会員の皆様とともに考え，実施していきた
いと思いますので，アイデアをどしどしお寄せ頂きたいと思います． 
 （※参加者：会長・副会長・顧問・理事・監事 8人／運営委員 5人／委任状 10人） 
  

【壱】 平成24年度 （第4回）理事・役員会の開催報告 
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【弐】 会長講演と新年会の実施報告 

 平成25年2月20日（水）に柏ライオンズクラブの例会（長岡市）において，当会会長の平山征夫が「国際協力につ
いて」と題して，同クラブ会員の40数名に対して講演してきました．同会員でもある当会理事の楚山氏の紹介で行な
われました． 
 また，2月23日（土），アトリウム長岡で新年会を開催し（JOCA新潟と当会の共催），26名の関係者にご参加頂きま
した．6月の総会でも講演して頂いた，（社）協力隊を育てる会副会長の青木盛久氏ご夫妻もご参加頂きました． 
 

（ 文・写真 ： 横山 容司郎  ） 

１）協力隊事業の県内アピールについて 
 3月に新潟西ライオンズクラブの定例会と長岡柏ライオンズクラブを中
心とした４クラブの会員を対象に青年海外協力隊の説明と会長の講演を
しました．今後も引き続き県内の業界団体の定例会にて協力隊事業に
ついて説明させて頂きます．特にライオンズクラブ，ロータリークラブ，ソ
ロプチミストなどの経営者団体をターゲットに，定例会での講演会をお願
いしていきます．会員の皆様で，業界団体に所属されておられる方は是
非ご紹介をお願いします． 
 
２）主催イベント（グローバル人材としての青年海外協力隊）について 
 総会に於いて審議して頂いたシンポジウムについて，本来なら今年度
に開催する予定でしたが，準備が間に合わないため，来年度の実施に
向け準備したいと思います．その際最も重要な，参加者集めの方法につ
いてご審議頂きました． 
 
３）協賛広告のお願い 
 機関紙「なじらね.jp」とホームページに協賛広告をお願いします．現在
7社，年会費用は10,000円です．また，理事・役員・留守家族やOVの
方々に約80部のカレンダーを購入して頂きました．大変ありがとうござい
ました． 

（ 文・写真 ： 横山 容司郎  ） 

会長講演 新年会 

理事・役員会 

隊員家族との懇親会 



自分の持っている鋳造技術の移転と任
国での人的交流をさらに深めたい． 

長い内戦の後，食糧が自給できないの
で，改良したい． 

地図と国旗は「世界地図・世界の国旗」HPより引用 （ http://www.abysse.co.jp/world/index.html ） 

 本県出身の青年海外協力隊(JV)・シニア海外ボランティア(SV)の平成24年度2次隊（H24-2）新隊員5人（JV 4人＋
SV 1人）が平成24年9月下旬に，平成24年度3次隊（H24-3）新隊員5人（JV 4人＋SV 1人）が平成25年1月上旬に
それぞれの任国へと出発しました．新隊員は訓練所での約70日間の派遣前訓練終了後に本県に帰郷し，それぞ
れ9月21日，12月21日に新潟県庁および新潟県国際交流協会に表敬訪問を行ない，両日共に当会からは横山事
務局長が同伴致しました．これに併せ，6月に帰国した本県出身隊員4人（JV 4人＋SV 0人）も同行し，帰国報告を
行ないました．また，毎回恒例の新隊員壮行会＆帰国隊員慰労会を表敬訪問日の夜に新潟県青年海外協力協会
（JOCA新潟）と共催で実施しました．当会としては，任国で活躍する本県出身隊員の活動を地域ぐるみでサポート
していけるように取り組んでいきます． 表敬訪問に参加した各隊員を紹介します． 

【参】 本県出身のJICAボランティア が任国へ赴任！ 
（平成24年度2次隊，平成24年度3次隊） 

ザンビアの人々から多くのことを学び，
日本の社会に還元したいと思います． 

健康に気をつけ，楽しく活動してきます． 

日本語教育を通して日本の良さを精一
杯アピールしてきます． 

ベトナムと日本を含む他の国々との交
流促進に向けて頑張ります． 

●② 
●③ 

●① 

●④ 
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（ 文 ： 山田 規央 ／ 写真 ： 横山 容司郎 ） 

新隊員の任国 

現地の人々とたくさん関わりを持ちたい． 

2012/09/21 

@新潟県庁 

@新潟県庁 

2012/12/21 

●③ 

●① 

●④ 

新隊員の任国 

●② 

モザンビークと日本の人々をつなぎ，互
いに気付き合い学び合う関係を創る． 

後続するような活動にしたい． 

楽しんで活動していきます． 

新隊員（H24-2） 任国 職種 

JV 
 
 
 
SV 

①金子 雄一 さん 
②小塚 知子 さん 
③佐藤 夕起 さん 
④A（匿名） さん 
➊平野 正 さん 

ベトナム社会主義共和国 
インド共和国 
セネガル共和国 
ザンビア共和国 
ボリビア多民族国 

村落開発普及員 
日本語教師 
看護師 
エイズ対策 
鋳造・治金 

帰国隊員（H22-1，6月帰国） 
JV：丸山 徹 さん（ソロモン諸島／自動車整備），水口 亜紀 さん（ボリビア多民族国／青少年活動） 
  宮川 友里 さん（バングラデシュ人民共和国／感染症対策） 

新隊員（H24-3） 任国 職種 

JV 
 
 
 
SV 

①大野 美幸 さん 
②斎藤 勇太 さん 
③前谷 明日香 さん 
④米澤 太一 さん 
➊加藤 康雄 さん 

ドミニカ共和国 
エクアドル共和国 
モザンビーク共和国 
タンザニア共和国 

エルサルドバドル共和国 

音楽 
野球 
PCインストラクター 
理数科教師 
栽培・流通  

帰国隊員 
JV：神田 綾子 さん（H22-1／ドミニカ共和国／音楽） 

●➊ 

➊● 
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Current 
feelings 
during 
SV 

石垣 稔 Mr. Minoru Ishigaki  , SV 
（ 平成23年度2次隊 ／ フィジー共和国 ／ 水産物加工 ） 
 
Q1；任国や任地はあなたにとってどんなところですか？ 

 フィジーは太平洋の十字路で，大学は12ヶ国の国/地域で設立されて
います．島国は行動範囲が制限されるので避けていましたが，学生，ス
タッフが世界中から来ているので刺激的な場所です． 
  

Q2；現地の人々の生活状況はどんな様子ですか？ 

 担当した昨年の7名のクラスは既婚者が4名でその内3名は子どもがい
ます．彼女らは出産時に休学し，夫や家族との協力で子育てをしながら
大学に復帰しています．学業と家庭が両立できる環境は羨ましいと思い
ませんか？ 
  

Q3；あなたはどんな活動をしていますか？ 

 南太平洋大学（USP）の海洋学科で大洋州から来ている学生，水産担
当官，保健担当官，企業や漁民に対して，食品安全の授業，実験やワー
クショップをしています． 
  

Q4；これまでに嬉しかったこと，辛かったことは？ 

 大学の教え子から「家族は？」と聞かれ，「いないよ」と答えたら「このク
ラスが家族だね」と言われたことが嬉しかったです． 
 辛いことは国内積立金が55,000円に下がったこと． 
  

Q5；今後の予定や抱負を教えてください． 

 還暦になる前に，ブラックアフリカへ行って活動をしてみたいです． 

【四】 本県出身JICAボランティア（現役，帰国隊員）による近況報告 
～ My Work , My Life ～ 

Republic of Fiji 
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Current Feelings 

after 

JV 

People's Republic of Bangladesh 

宮川 友里 Ms. Yuri Miyakawa , JV (OV) 
（ 平成22年度1次隊 ／ バングラデシュ人民共和国 ／ 感染症対策 ） 
 
Q1；任国や任地はあなたにとってどんなところでしたか？ 

 バングラデシュは，『人口密度，世界一ッ!!』と言われる国．北海道の2倍近くの面積に約1億6千人が住んでいます．
国民の9割はイスラム教徒．主食は米．ほぼ毎食トルカリ（カレー）で，右手で食べます．トルカリは，スプーンより手で
食べたほうが美味しいです．任地であるコックスバザールは，首都から400km南下したところにあり，ミャンマーとの国
境に接しています．ミャンマー系の少数民族，仏教徒，ヒンドゥー教徒がまわりには多く住んでいたので，少数民族の
食事が食べられました．かなり辛いけど，とっても美味しかったです． 
 

Q2；現地の人々の生活状況はどんな様子でしたか？ 

 村にいけば，赤ちゃん子どもは裸で走りまわってます．水浴びは，ちょっと緑色がかった，不透明な溜池で石鹸使っ
て浴びます．お祝いごとの時は，子どもも大人もとびっきりお洒落をします．子どもたちは，パーティードレス，女性もキ
ラキラのサリーを着てバッチリメイクして出かけます．肉体労働者は，細くがっちりとした体つき，お金持ちは，お腹が
ぽっこりめ．体型をみればなんとなく推測できます． 
 

Q3；あなたはどんな活動をしていましたか？ 

 県の保健衛生局に配属されて，他のスタッフたちと赤ちゃんの予防接種に関する活動をしていました．村々にある
予防接種所を巡回し，啓発活動を行っていました．ポリオ・Vt.Aキャンペーン時には各予防接種会場をまわり，モニタ
リングしていました． 
『アプナール バッチャケ ティカ マッジョ?』 
 (あなたの)  (赤ちゃんに) (注射) (打った?) 
赤ちゃんをみたら，日頃からいろんな人に声をかけていました．ちなみにこれは，現地の方言です．南に行けば行くほ
ど，訛りは強くなりました． 
 

Q4；任期中，嬉しかったこと，辛かったことは？ 

 日々，いろんな人が『元気？』と声をかけてくれ，お茶や食事に『おいでおいで』と言ってくれる．ひとりで外に出かけ
ても，ひとりじゃなかったですね．みんなの温かさに触れる毎日が幸せだなぁっと思いました．辛かったのは，会えばい
つも笑顔で，頼りにしていた同僚が突然亡くなったとき．また他の同僚の家族が亡くなったとき，涙を流す同僚を見て
いて切なかった． 
  

Q5；今後の予定や抱負を教えてください． 

 これからは生まれ育った新潟でがんばっていこうと思っています．先のことは未定ですが，“日々感謝”を胸に自分
にやれることを精一杯やっていきたいです． 
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Current Feelings 

after  

JV 

Republic of Mozambique 

吉川 博人 Mr. Hiroto Yoshikawa , JV (OV) 
（ 平成22年度3隊 ／ モザンビーク共和国 ／ 環境教育 ） 
 
Q1；任国や任地はあなたにとってどんなところでしたか？ 
 モザンビークは私にとっては'あたたかい'国でした．気候的な'暖かさ'は，雪が降る寒い土地を経験している私にとっ
ては過ごしやすかったです．そして，モザンビークの人々もとても'温かく'異国から来た私を'あたたかく'受け入れてくれ
ました． 

 

Q2；現地の人々の生活状況はどんな様子でしたか？ 

 電気が通っていないところに家がある人でも，携帯電話を持っていることに驚きました．モノの豊かさや，現金収入
には，格差を感じることがありましたが，一人ひとり人が思いやり，助け合い笑顔を絶やすことなく生活していたと思い
ます． 
  

Q3；あなたはどんな活動をしていましたか？ 

 任地の学校を巡回しながらポイ捨て禁止を含むゴミの捨て方や，効果的な清掃の指導をしていました．また，同時
にサッカーや学校体育の指導も行いました． 

 

Q4；任期中，嬉しかったこと，辛かったことは？ 

 派遣中に骨折をして思うように活動ができなかったことは辛かったです．しかし，お見舞いや励ましてくれたモザン
ビークの方々がいた事はとても嬉しかったです． 
  

Q5；今後の予定や抱負を教えてください． 

 休学をしていた教育大学に戻り，これから教員を目指す学生や，関わりを持つ子どもたちを中心に自分が感じてき
た国際協力と経験してきたことを伝えていきたいと思っています． 
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【さまざまな生活文化ルポ】第5弾 

任国の“遊び” 
現地リポーター：和泉 悠子，JV 

平成24年度1次隊 
ネパール連邦民主共和国 

青少年活動 

  

Children’s Play 

 ネパールの子ども達の遊びを紹介させて頂きます． 
 一つ目に“チュンギ”です．これは，使い古した車のラバーを細く切り，何十本ものラバーを紐で一括り
にします．それをボールのように丸くしたものです（写真①）．八百屋やお菓子屋などのバザールのあちらこ
ちらで10ルピー（10円程度）で売っています．これを，足の内側，外側，甲に当てて，サッカーのリフティ
ングをするようにして遊びます（写真②）．友達同士で順番に何回できたかを数えて，競い合います．初めは1
回，2回となかなか続かず難しいですが，上手な子になると何百回も続けてできてしまいます．足の外側に当
てて再び内側など，いろいろな技ができるようになるようです．「カーダム」と言って25，50，100回目で体
の後ろに回した足の内側に当てて，再び体の前で足の内側に当てるといった遊び方もあります．チュンギを
使った遊びで「ボンブラス」というものもあります．これは日本の鬼ごっこに似ています．5人程度の人数が
集まったら，一人鬼を決めて，鬼がチュンギを投げたらスタートです．全員でチュンギを投げ合い，当たっ
た人は抜けていきます．最後まで当たらずに残った人が勝ちとなります（写真③）． 
 二つ目に“カバディ”です．これは二つのチームに分かれて，「カバディ・カバディ…」と言いながら，
相手の陣地に攻め入り，相手チームの人にタッチした後，自分の陣地に戻れたら得点になるという遊びです．
攻め込まれたチームは攻め込んできた人を捕まえれば得点になります（写真④）．ネパールでは，朝から子ど
も達が遊ぶ姿が見られます．また学校が終わった後，近所の様々な年齢の子ども達が一緒に遊んでいます．
公園や遊ぶ道具がたくさんあるわけではありませんが，道具を手作りしたり，道具を使わなくても楽しそう
に遊ぶ姿がバザールのあちらこちらで見られます． 

① ② ③ 

④ 

Federal Democratic Republic of Nepal 

【五】 新潟グローバルセミナーの開催報告 

 平成25年3月17日（日）の15時～17時，新潟大学駅南キャンパス
“ときめいと”において，グローバルセミナーを開催しました（主催：
JICA，共催：新潟青年海外協力協会および当会）．セミナーには
53人（OV22人，学生・社会人31人），その後の交流会には22人が
参加されました．パネラーとして，廣川正秋氏（アルファブライト社
長・当会理事），水澤元博氏（水澤電気専務），杉原由紀子OV，松
本興太OVの4人が出演，企業から見た青年海外協力隊像につい
て話されました．水澤氏の「協力隊はマーケッティングそのもの」と
いう言葉はまさしく企業の立場からの視点であり，眼から鱗が取れ
た思いです．OVだけでなく，協力隊に興味を持つ学生や社会人
にとって，募集説明会以上に協力隊を理解して戴いたと思います．
今後も継続的にこのセミナーを実施していきたいと考えています． 
 

（ 文・写真 ： 横山 容司郎  ） 
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編 集 後 記 

世界にはばたこう，日本の心！ 
 

そやま接骨院 
 院長 楚山 恭男 
 
〒940-1165 
新潟県長岡市水梨町1106-15 
Tel. & Fax. 0258-22-3654  

壊れた自転車は，電話一本でOK！ 
出張修理専門 
(新潟駅南地区限定) 

動く自転車屋 
 森田 敏明 
〒950-0941 
新潟県新潟市中央区女池7-10-3 
Mobile 090-9009-4709 
URL http://jcr-niigata.com 

業務用食器・厨房用品・贈答用品 

〒954-0046 
新潟県見附市双葉町2-4 
Tel. 0258-62-1265, Fax. 0258-62-7078 

青年海外協力隊サポーター 

- INFORMATION - 

１．平成25年度JICAボランティア春募集のご案内 
 平成25年4月1日(月)～5月13日(月)の期間，青年海外協力隊(20-39歳)・シニア海外ボランティア(40-69歳)
の志願者の募集が行なわれます．応募に関する詳細は，下記へご連絡またはJICA公式HPでご確認下さい． 
  → http://www.jica.go.jp 
 【お問い合わせ】 JICA新潟デスク・本田さん Tel. 025-290-5650 ／ Fax. 025-249-8122 

 
２．平成25年度（第5回）総会のご案内 
 日時：平成25年6月29日(土)，15：00～（予定） 
 会場：新潟会館（新潟市中央区幸西3-3-1 Tel.025-247-9307） → 
 内容：昨年度の活動報告と今年度の活動方針，帰国隊員報告会，等 
     懇親会（お一人4千円）  ※お誘い合わせ可能です． 
 【お問い合わせ】 当会事務局まで（会員には後日ご案内を郵送） 

感動と夢，そして感謝 
 
 
21世紀の生涯学習を推進する 

株式会社アルファブライト 
〒950-2012 
新潟県新潟市西区小針台1-15 
Tel. 025-234-1000, Fax. 025-234-1002 
URL http://alpha-bright.co.jp 

新潟会館HPより引用 ( http://www.niigata-kaikan.com ) 

当会では新潟県青年海外協力協会と共催で年4回（3月，6月，9月，12月の各中旬頃），新潟県から派遣される新隊員の壮行会および
新潟に帰国した隊員の慰労会を開催しています（新潟駅前にて）．会員へのご案内は随時，メールマガジンで配信しています． 

 寒い冬を乗り越え，新潟は温かな日を迎えるようになりました．この半年
間，世界情勢や日本の政治・外交はめまぐるしく変化してきました．こうした
中で，JICAボランティアによる外交最前線，その経験者による地域の活性
化や被災地復興支援が注目され期待されています．新潟から発ったボラ
ンティアがグローバル人材としてまた活躍できるように，新潟の土壌を耕し
ていきたいと思っています．                  （พริกไทย） 

私達は新潟から青年海外協力隊を 
応援しています！ 
金属加工のことならABCにお任せ下さい 

 

相場産業株式会社 
〒955-0814 
新潟県三条市金子新田1691-5 
Tel. 0256-35-7460, Fax. 0256-35-7462 

URL http://www.abc-tool.co.jp 

（ 写真 ： 横山 容司郎  ） 

県北からも，青年海外協力隊を 
応援しています！ 
ケーブル・ハーネス加工，電装品・制御盤の組立 

 
 
 
〒959-3121 
新潟県村上市佐々木577 
Tel. 0254-62-5653, Fax. 0254-62-5650 
URL http://www.koueielectric.jp 

〒959-1928 
新潟県阿賀野市村杉温泉 
Tel. 0250-66-2131 
Fax. 0250-66-2553 
URL http://kansuirou.jp 

協 賛 広 告 

（新）平成24年度2次隊 
（帰）平成22年度1次隊 

たまには連絡よこせね～！ 

2012/09/21 2012/12/21 

温かい応援、ありがとうございます！ 

（新）平成24年度3次隊 
（帰）平成22年度2次隊 

集 大 募 


