
SOCA 平成 16 年度の主な事業 

 大津市唐崎中学校にて講演（2005 年２月 14 日） 

   

OBOG６名各学級で青年海外協力隊の話や進路などについて話をしました。 

保護者の方にも参観いただき、いつもよりも緊張した講演でした。  

昨今はパワーポイントを利用した講演が多く、生徒たちにとても好評です。  

講演依頼があった場合、ご協力下さるOBOGの皆様、会長：佐野まで（件名には「講演について」隊次、職種、

派遣国、お名前を明記の上ご連絡ください）  

平日にもかかわらず、いつもご協力下さる OBOGの皆様ありがとうございます。また、ひきつづきご協力頂ける

OBOGの皆様を募集しておりますので、お問い合わせ下さい。  

またこの度は、（社）協力隊を育てる会理事、元ペルー・ケニア大使の青木盛久氏をお招きして、唐崎中学校の

保護者の方を対象に英語教育についてお話いただきました。 

 2005 年度滋賀県青年海外協力協会総会/滋賀県青年海外協力隊等交流会 

共催：滋賀県、青年海外協力協会、独立行政法人国際協力機構大阪国際センター 

   

２／１３（日） 

＊ご参加は、ご案内をさしあげている滋賀県青年海外協力協会会員の方に限ります。  

●2005 年度滋賀県青年海外協力協会総会 

１０：００～  滋賀県青年海外協力協会総会開会   

１１：３０   滋賀県青年海外協力協会総会閉会 

●滋賀県青年海外協力隊等交流会 

１２：３０～１３：００ 受付開始（ご参加のOBOGのみなさま、準備等のお手伝いもお願いします）  

１３：００～ １５：４５ 交流会（草津市立市民交流プラザ／大会議室） 



★交流会にご参加下さる滋賀県青年海外協力協会会員のOBOG には、交通費が支給されます。 ＊領収書に

捺印頂きますので「印鑑」（シャチハタ不可）を必ずご持参下さい。お忘れの場合、お支払いできません。  

ご質問等は、会長：佐野まで（件名には「総会＆交流会についての質問」と明記して下さい。  

（総会、交流会の参加確認はご案内の通り、1／25 で閉め切りました。ひきづつき住所変更のある方は、返信下

さい）  

････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（滋賀県青年海外協力協会総会のご報告） 

本年も総会を無事終えることができました。ご協力ありがとうございます。16 年度の実績、活動報告、会計報告

がなされました。 16 年度 をもちまして不破副会長の任期が終わり、新しく川又さんが副会長に就任されまし

た。どうぞ宜しくお願いいたします。 

詳細ご希望の方はこちらからご連絡下さい。メールの件名は「総会について」でお願いします。（隊次、派遣国、

職種、お名前を必ず明記ください。明記されない場合ご返答ができかねます）  

役員が改選されました。平成 17 年 2 月現在 

会長  7-1  バングラデシュ 佐野 聖二 電子機器 

この度の総会で会長と云う大役を仰せつ

かりました。諸先輩方が築き上げたＯＢ

ＯＧ会の特色を活かし、また、新たな取り

組みも積極的に進めたいと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。  

副会長 3-1 
 

フィリピン 森川 淳 理科教師 

２年間、いろいろご協力頂きありがとう御

座いました。今回エッセイコンテスト担当

等で、また副会長としてお世話になりま

す。 今後ともよろしくお願いします。 

副会長 10-1  ザンビア 川又 一隆 市場調査 
2005 年２月より新副会長となられまし

た。 

副会長 11-2 
 

ブルガリア 小西 知子 デザイン 
至らない点が多いかと思いますが、皆さ

んのお役に立てるように頑張ります！ 

（滋賀県青年海外協力隊等交流会のご報告） 

本年は、パラグアイ隊員OBのお二人が任地での活動報告を、またバングラデシュOGでその後NGOでご活躍

の３名のOBOGがパワーポイントを使って発表して下さいました。 シニア帰国隊員 のお話もあり盛りだくさんな

内容でした。留守宅家族の方々にも十分にお楽しみ頂けたのではないか？また心配されている事なども OBOG

とお話になって安心して下さったのでは ないか？と思います。 皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。 

協力の中の青春 NO19 が発行されましたので交流会で留守宅家族の方へ差し上げました。（本年度より経費削

減のため、ご寄稿くださったご本人（任地）へは送付いたしません）  



（社）協力隊を育てる会理事：元ペルー、ケニア大使である青木盛久氏が視察にこられ、前日、当日と青木氏を

交えての懇談会も大いに盛り上がりました。  

 平成１6 年度新年会 

平成１6 年度新年会が新年にできずにすいませんでした。  

今年は、通常の新年会よりもさらにグレードアップした素敵な会を開催できる運びとなりました。 

総会前日（２／１２）、総会＆交流会当日（２／１３）に、青木大使（元ペルー大使）をお招きして飲み会を開催し

ます。 詳細は、県内在住の滋賀県青年海外協力協会（滋賀県青年海外協力隊OBOG会）名簿登録者の方に

ご連絡さし上げております。  

 

＊連絡方法  

●SOCA 通信にて配信（メルアド登録者）  

●ハガキ（メルアド未登録者及び持っておられない方）  

★滋賀県青年海外協力協会会費納入OBOG で現在県外に転出なさっている方は、総会、交流会への不参加

のご連絡を頂いておりますので、ハガキのご案内はさしあげませんでした。  

★予通信費に限りがあり、また今回は短いスパンでお返事を頂かねばならない事態となりましたので、メルアド

登録 OBOG にはメールで連絡となってしまいました ことをお許し下さい。 また、このようなお返事を頂くのに急

を要するものがございますので、ぜひメールアドレス登録をお願いいたします。（件名にメルアド登録と明記の

上、隊次、氏名、職種をお知らせください） （ハガキ印刷は、印刷に時間と労力と何より経費がかかりすぎま

す。ご理解下さい）  

この会の出席に関するご返答は、平成 17 年 2 月８日までに会長：佐野まで、ご連絡いただけるようにご連絡さ

しあげております。 （電話番号と FAX番号は自宅ですので HPには掲載できませんが、ハガキ及び通信には

明記してありますので宜しくお願いいたします） 準備に手間取り、急なご連絡で申し訳ございません。どうぞ宜

しくお願いいたします。  

 平成 16 年度２次隊員壮行会のお知らせ  

隊員：パキスタン（薬剤師）、バングラデシュ（青少年活動）、 シリア（日本語教師）・タンザニア（理数科教師）、 

南アフリカ共和国（理数科教師）  

とき：29 日（月）18:30～／場所：「笑笑」 石山駅南口前店（TEL.077-533-4888) 

会費：3000 円（子供無料） 

予約の都合上、23 日までに、佐野までご連絡ください。上記隊員の派遣国、職種だった OBOGの皆さんぜひ新

隊員にお出会い下さい！ 



 

平日のお忙しい中、沢山のOBOGの皆様にお越しいただきました。有難うございました！ 

自分が新隊員として派遣された時のことを思い出した方々も多かったことでしょう。 

16 年度２次隊員の皆様には、任地で待っている素晴らしい出逢いや感動を、お伝え願いたいと思います。 どう

ぞお元気で、ご活躍をお祈りしております。  

 第６回おうみ市民活動屋台村  

とき：平成 16年 11 月 27 日（土）10:00～16:00  場所：守山市民交流センター（さんさん守山）  

   

沢山のボランティア団体、NGO団体の方々とも交流できました。天気のよい土曜日ということもあり、子どもたち

の参加が多かったです。 

ほとんどのブースで、趣向を凝らしたスタンプラリーがありました。滋賀県青年海外協力協会のブースでは、

JOCA から、ワールドボックス（音楽編）を借り、珍しい楽器に触れてもらいました。（楽器を試すとスタンプがもら

えます） 

「この楽器の素材って何？」「どういうときに鳴らすの？」などと、ちょっとした疑問から、さまざまな国についてお

話することができました。 

ブースの写真で、マネキンが来ている民族衣装は、バングラデシュの男性用のものです。  

みなさんに、少しでも興味を持って頂けるように楽しい企画を考えていきたいと思います。 

末筆になりましたが、ご協力くださった OBOGの皆様どうも有難うございました。 

 平成 16 年度青年海外協力隊秋募集（10 月 10 日～）はじまる！  

滋賀県におきましても、「応募説明会」を行います。 

開催場所、日程、内容などの詳細については、JICA オフィシャルサイトでご確認ください！ 

 

自分の参加する職種のOBOG ではないかもしれませんが、現場の声を聞くチャンスです。派遣法適応参加、民

間企業現職参加、 学卒直行参加など、いろんな OBOGがおります！ 

ぜひ、応募説明会にいらしてください。あなたのお越しをお待ちしております。 

(参加 OBOGは変更になることもございます。ご了承くださいませ） 



10 月 23 日（土）14:30～ 彦根勤労福祉会館 

モンゴル―美容師OG、バングラデシュ―電子機器OB、タンザニア―理数科教師OG、セネガル―村落開発普

及員OB (参加 OBOGは変更になることもございます。ご了承くださいませ） 

10 月 27 日（水）18:30～ ピアザ淡海県民交流センター  

ザンビア―市場調査OB、ホンジュラス―小学校教諭OG、モンゴル―美容師OG、ニカラグア―溶接OB、 セネ

ガル―村落開発普及員OB、バングラデシュ―電子機器OB、ブルガリア―デザインOG (参加OBOGは変更に

なることもございます。ご了承くださいませ） 

11 月２日（火）18:30～ 草津市立まちづくりセンター  

モンゴル―美容師OG、ニカラグア―溶接OB、ネパール―理数科教師OB２名、バングラデシュ―電子機器

OB、ブルガリア―デザイン OG (参加 OBOGは変更になることもございます。ご了承くださいませ） 

 国際交流啓発パネル展 

主催:国際協力事業団・大阪国際センター/ 共催:滋賀県青年海外協力協会・プラザ淡海 

開催日：平成 16年 10 月 1日（金）～3日（日）開催場所 A スクエア アルプラザ草津 セントラルコート 

   

協力隊に関心のある、参加を志しておられる方々と沢山お会いできたこと、大変嬉しく思っております!ご来場あ

りがとうございました。 

滋賀県青年海外協力協会のOBOGの皆様、急なお願いにもかかわらず、スタッフとしてご協力頂きありがとうご

ざいました！見学に来て下さった OBOG もありがとうございました！ 

滋賀県から派遣されている協力隊員、OBOGの方々の活動写真を沢山展示したいと思っていましたが、スペー

スの関係上全てを掲示しきれませんでした。 

見にきて下さって、写真が掲示されていなかった…などなど、不手際お許し下さいませ。 

今後のイベントで、できるだけ多くの方の活動写真が掲示できるようにしていきますので、ご意見ください。 

 ピース・トーク・マラソン in 滋賀が開催されました。 

2004 年 8 月 1 日、ピーストークマラソン in 滋賀、近江八幡市の男女参画共同センターにて、滋賀県青年海外協

力協会も、ブースをだしました！ 現在派遣中隊員のご家族もお見えになりました。活動中の隊員の手記「協力

の中の活動」（無料）も、人気でした。  

 「平成 16 年度 1 次隊壮行会」が開催されました。 



総会終了後、16-1 次隊壮行会が開催されました。 不安と期待を胸に 16-1 新隊員が赴任されました。 任国で

のご活躍をお祈り致します。 

 「平成 15 年度滋賀県青年海外協力協会総会」が終了しました。 

開催が遅れておりましたが、７月４日（日）守山市給与所得者会通勤会館にて総会が開催され、第１号議案～第

５号議案まで承認されました。 お忙しい所、ご出席頂いたＯＢＯＧの方々有難う御座いました。 新旧の OBOG

を問わず、協力隊に参加して得た貴重な経験を地域に還元できるイベント等のアイデアなどがありましたらお気

軽にご連絡下さい。  

役員が改選されました。平成 16 年 8 月現在 

会長  7-1  バングラデシュ 佐野 聖二 電子機器 

この度の総会で会長と云う大役を仰せつか

りました。諸先輩方が築き上げたＯＢＯＧ会

の特色を活かし、また、新たな取り組みも積

極的に進めたいと思います。 今後ともよろ

しくお願い致します。  

副会長 3-1 
 

フィリピン 森川 淳 理科教師 

２年間、いろいろご協力頂きありがとう御座

いました。今回エッセイコンテスト担当等

で、また副会長としてお世話になります。 

今後ともよろしくお願いします。 

副会長 3-1 
 

ソロモン 不破 昌幸 体育教師 どうぞ宜しくお願いします！ 

副会長 11-2 
 

ブルガリア 小西 知子 デザイン 
至らない点が多いかと思いますが、皆さん

のお役に立てるように頑張ります！ 
 

 


