
 

 
        今年もいろいろな行事がありました。 

 
 

 

 
 

 

        １年を振り返ってみたいと思います。 
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会員 74 名中、出席 15 名、欠席 56 名中委任状提出 36 名。 

総会次第によって議事が進められた。また新年度役員も 

改選され、新体制で事業が進められることに合意し閉会した。

平成 18 年度ふくしま青年海外協力隊の会総会平成 18 年度ふくしま青年海外協力隊の会総会  
 2006.4.23  会場 郡山市中央公民館 

 

総会次第 

１・開会-副会長 上野健一 

２．あいさつ-会長 齋藤智恵子 

３．議長選出 

４．議題-Ｈ１７事業報告,Ｈ１７収支決算,

Ｈ１８事業計画,Ｈ18 収支予算について、他

５．閉会-副会長 渡辺義和  

 

 

３回目を迎える地球体験キャラバンスペシャルは、リピーターも多く、子ども達が楽しみにしている大

切な夏休みのイベント。毎年あっという間に 150 人の定員がいっぱいになってしまうほどの大盛況です。

今年のテーマは「音楽」私自身が一番楽しみにしていたアフリカのジャンベ太鼓のグループを呼ぶことが

できました。静かな環境が一転して大音響に包まれ、周りの雰囲気が一変！「耳が壊れるかと思った」と

いう感想を漏らした子どもたちもいつしかその雰囲気に慣れ、フィナーレの時にはもっと聞きたいと何度

もアンコールしていました。「もっといろいろな国の音楽が聞いて見たい」という子どもの感想のように、

音楽や外国人ゲスト達とのふれあいの中から、世界に目を向けてくれる子どもたちが育ってくれればと思

いました。子どもたちの感動体験をこれからも継続すべく、たくさんの OV の参加をお待ちしています。 

ユースボランティアミーティング 2006ユースボランティアミーティング 2006  
  2006.9.16～18  会場：JICA 二本松 報告：布田節子（S45-1 ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ） 体操競技 

今年のテーマは、“見つけよう！！私もできる、国際ボランティア”。

本会協力の下、2泊 3日で開催。県内から参加した高校生たちはワー

クショップやディベートなどのプログラムを通して、自発的に考え行

動しながら自分にできることを真剣に考えました。協力隊の会より、

幕田順子OG,齋藤智恵子OG,渡邉敦 OB,小林弘樹 OB,宇津宮尚子OG,小

熊則子 OG,坂中澄子 OG,布田節子 OG が講師を務めました。 

地球体験キャラバンスペシャル 2006地球体験キャラバンスペシャル 2006      

 2006.7.31  会場：JICA 二本松      報告：小林 弘樹（15-1 ジャマイカ 養



  
 

 
 

 
 

 １月に雪のＪＩＣＡ二本松に JICA 東京か

ら着任した、フィリピン OV の福永敬です。

協力隊に参加したのは四半世紀も前です

が、今も私の国際協力の原点です。 

先日「ふくしま青年海外協力隊の会」で同

期で同任国だった柴 OV と再会できまし

た。 

今後色々な活動を通して皆様にお世話に

 平成 18 年度に

入会された方の

中から 4 名をご

紹 介 ！ み な さ

ま、どうぞよろし

くお願いします! 
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★★IInnffoorrmmaattiioonn★★  
●平成１９年度 総会のお知らせ 
日  時 ： 平成１９年４月２２日（日）１０時

～１５時 

   ※その後キャラスペの話し合いを行いま

す。 

場  所 ： 郡山カルチャーパーク第 2会議室 

その他  ：施設内にバス停があります。 

★★編編集集後後記記＆＆ＳＳｐｐｅｅｃｃｉｉａａｌｌ  ｔｔｈｈａａｎｎｋｋ

ｓｓ★★  
はじめてニュースレターなるものを作成しました。この１年間

に会としてたくさんのイベント＆行事＆セミナーをやってきた

なぁと会のパワーを感じました。最近ご無沙汰してしまってい

る方も、また顔を出してみて下さいね♪またニュースレターへ

の叱咤激励お待ちしています。 

★Ｓｐｅｃｉａｌ ｔｈａｎｋｓ★金山協子さん 幕田順子さん

ごご挨挨拶拶 会長 齋藤智恵子（H８－１ 養護 タイ） 
「OV 会の一員として、自分たちにできることをがんばろう。」という思いで、県中・県南で役員を

引き受け、無事に務め終えることができました。私が会長として何とかやってこられたのも、役員の

皆さんの力と会員の皆さんからの協力のおかげです。うれしかったことは、地球体験キャラバンスペ

シャルや地球市民フェスティバルなどで、たくさんの OB・OG と出会い、いろいろな話ができたこ

とです。当日になれば、世代や職種を超えて、みんなで心を一つにしてやり遂げてしまう「協力隊パ

ワー」にはすごいものがあります。これが、「協力隊 OV 会の良さなんだろう」と感じた２年間でし

た。ありがとうございました。 

  

It is with much pride & 
pleasure. We have tied 
the nuptial knot on 25th 
Dec. 2006 after a long 
standing 10 years!! 

楽しかった！！ 事務局長 坂中 澄子 
 

入会即役員になり、すべてが新鮮に思えました。会員のみ

なさんと出会えたこと、会の仕事を通じて学んだことは、

私の財産になりました。この 2年間、みなさんにあたたか

く見守っていただき、感謝しています。 

”百聞は一行動にしかず” 会計担当 金山 協

子 
 １年目：とにかくイベントや業務をつつがなく行うこ

とだけを考えて・・・突貫工事のように活動しました。

 ２年目：周りの状況が理解できて、見通しをたてて活

動しようと・・・が、しかし、切羽詰った状況は相変わ

らずでした。役員をはじめ会員の皆様に支えられて活動

できた２年間でした。積み重ねることによって経験とか

伝統かは引き継がれていくんだなーと感じました。

スリランカ隊員 OG の宇津宮尚子さ
んがなんと、10 年の愛を実らせ昨
年のクリスマスにご結婚!!! 
お祝い受け付け中！（笑） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今今年年度度のの締締めめくくくくりり『ふくしま地球市民フェスティバル 2007』『ふくしま地球市民フェスティバル 2007』  ～～写写真真集集～～  
2007.3.4 ビッグパレットふくしま 報告：坂中澄子（１2-１ パラオ 小学校教諭）

たくさんの会員のみなさんに来

ていただいたことが1番嬉しかっ

たです。素晴らしいイベントにな

ったのも、打合せや前日の準備、

当日の片付けにたくさんの方が

来て下さったおかげだと思いま

す。人が集まることで素敵なアイ

ディアが飛び出し、みんなで工夫

することで実現できたという充

実感が残りました。 

 
 

すっかり定番となったジャンベ太鼓を引きさげ、常葉町の子どもたちと外

国人ゲストとの素敵な時間を過ごすことができました。高校生の留学生や

ベテランの県の留学生達は子どもたちの扱いも慣れたもの。自分たちの国

の様子や食べ物の話しなどをして子どもたちの緊張を解きほぐし、キャラ

バンの終わりごろには、すっかり友達のようになっているグループもあり

ました。こんな素敵な時間を過ごすべく、これからもキャラバンを継続し

ていきたいですね。（2007 年 1 月 20 日 田村市常葉公民館 児童約 30 名） 
 

 
 

『地球体験キャラバン』『地球体験キャラバン』  年 3回実施 

代表報告：小林 弘樹（15-1 ジャマイカ 養

左：2006 年 11 月 22 日 実施 

福島市立北沢又小学校 3年生 

 

右：2007 年 1 月 27 日 実施 

桑折町中央公民館 親子約 30 名 



                   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

今年も元気に楽しく♪結・ゆい・フェスタが

開催されました。ブースでは、渡辺一代 OG、

奥山紳 OB ら協力の下、民族衣装の試着や派

遣国紹介を行い、来場者を楽しませていまし

た。 

結・ゆいフェスタ結・ゆいフェスタ  

2006.11.5 会場：福島市市民会館  

報告：布田節子（S45-1 ｴﾙｻﾙﾊﾞドル 体操競

H18 年度 青年海外協力隊 留守家族懇談会 ＆ ふくしま青年海外協力隊の会 新年会・全体会H18 年度 青年海外協力隊 留守家族懇談会 ＆ ふくしま青年海外協力隊の会 新年会・全体会  

2007.1.13～14 会場：ホテルサンルート須賀川 報告：齊藤誠一（S58-4 ザンビア 稲作）

ふくしまグローバルセミナー2006ふくしまグローバルセミナー2006   2006.12.16～17 会場：JICA二本松

報告：橋本千賀子（14-1 パラグアイ 村落開発普及員）

今年度のグローバルセミナーへもたくさんの OVが大活躍!!宇津宮 OG,布田 OG,大橋 OG,渡邊純子 OG,小熊 OG,坂中

OG が講師として、また鈴木正人 OB,齊藤誠一 OB,大島修 OB らが参加者＋お手伝いとして参加して下さいました。

参加者も 130 名と大規模でありましたが、OV の分科会『ふくしまから世界の笑顔に会いに行く』、『ぐるぐる回る

貧困の輪』などはどれも好評で、世界の問題に目を向け、協力隊の活動現場を体感できる内容となっていました。

↓大橋さんの分科会。未来の協力隊、高校生らも熱心に話しに聞き入っていました 

左：帰国報告をする 16－2 ベリーズ 医療機器隊員の近内愛 OG 
中：留守家族の相談に応じる青年海外協力隊の会会員 
右：全体会“協力隊体験から伝える”スキルアップセミナー講師の木村愛さん（JOCA） 

 現在派遣されている隊員の留守家族の中から１２家族１５名の参加がありました。 

 今回は帰国したばかりの堀切寿和さん（１６年２次、Ｐ.Ｎ.Ｇ、コンピュータ技師）、近内愛さん（１６年２次、

ベリーズ、医療機器）の２人から任国での活動状況や生活について報告があり、任地での苦労話や習慣の違いに

とまどったことなどが紹介され、留守家族の皆さんは改めて協力隊員の大変さを実感されたようでした。 
 さらに、派遣地域ごとに関係機関、支援機関、協力隊のＯＢ、ＯＧが加わり個別懇談がもたれました。 

 懇親会では、自己紹介をかねて全員の出席者から話がありましたが、話の止まらない方もおり、大いに盛り上が

ったものとなりました。 最後に、派遣隊員の無事と任地での活躍を祈念し、閉会しました。 

こ の 後 ろ 姿

は・・・ 

乾杯の挨拶をし

て頂きました!

 
 
 

 

 
 
 

いわき地球市民フェスティバルいわき地球市民フェスティバル 2006.9.2  

会場：いわき・らら・ミュウ 報告：渡辺義和（13-1 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ PC

いわき・相双方部の藤東喜史 OB

が、ほぼ毎月行われる打ち合わ

せに参加し、当日は、固山博之

さん、鈴木洋二さんの協力で、

ＪＩＣＡ二本松出展ブースの手

伝いをしました。  


