
パリ事務所
JAPAN EXPO に日本の自治体が出展

漫画、アニメ、ゲームから伝統芸能、伝統音楽まで幅広く日本文化を発信する第 17 回 JAPAN EXPO が、7 月 7 日から 10
日まで、パリ市郊外で開催され、日本からも多くの自治体がブース出展しました。

香川県および高松市は盆栽、鳥取県は漫画、京都市は着物を紹介しつつ観光名所を紹介するなどし、
地域の魅力発信とインバウンド促進を行いました。

また、熊本県のくまモンや富山県滑川市のキラリンなどのゆるキャラがステージに登場し、会場を
沸かせました。滑川市長は、自らブースに立ち、熱心にまちを PR していました。

このように、JAPAN　EXPO には毎年、多くの日本自治体がブース出展し、クレアは出展する自治
体の活動を支援しています。来年は、7 月 6 日から 9 日の開催が予定されています。

ソウル事務所
韓国の著名漫画家ホ・ヨンマン氏が鹿児島県の魅力を発信！！

7 月 27 日から 31 日まで、クレアソウルの事業により、韓国の著名漫画家であるホ・ヨンマン氏をはじめ、有名な旅行作家
やコラムニストらが、鹿児島県を訪問取材しました。

最初に向かった屋久島では、世界自然遺産の象徴である推定樹齢 3,000 年以上の縄文杉をはじめとした豊かな自然に取材団は
大いに感銘を受けたようでした。その後も、すなむし温泉の体験、焼酎の試飲、野外美
術館の鑑賞など、鹿児島の自然や食、そして文化の魅力を取材しました。

取材内容は、韓国で毎月 10 万部発刊される月刊誌『WOMAN SENSE』などに掲載
され、韓国内で広く PR される予定です。

今後、鹿児島県を訪れる韓国人観光客のさらなる増加が期待されます。

シンガポール事務所
フィリピンの自治体職員向けセミナーを開催！！

7 月 26 日、マニラ市内において、フィリピンの地方行政学院（LGA）との共催で「強靭で持続可能な地域活性化に向けた自
治体間交流」をテーマにしたセミナーを開催しました。

当日は、日本から福岡県、埼玉県および高知県、そして、フィリピンの 3 州からそれぞれ講師をお
招きし、各自治体のベストプラクティスや優良事例について発表していただきました。

また、講演後、講師と参加者がよりオープンかつフラットにそれぞれの知恵や経験をシェアできる
よう、「Knowledge Café」というセッションを試行的に設けました。狙いどおり参加者は自らの自治
体が抱える課題について、講師と車座になって積極的に熱気あふれる意見交換を行い、本セミナーは
大盛況のうちに幕を閉じました。

北京事務所
第 21回北東アジア地域国際交流・協力地方政府

サミットが吉林省長春市で開催さ�れました！
8 月 17 日、鳥取県、中国吉林省、韓国江原道、ロシア沿海

地方、モンゴル中央県の首長らが長春市に集まり、北東アジ
ア地域地方政府機関による首脳会議が開催されました。会議
では、「新たな情勢、新たなチャンス、新たな起点」をテーマ
に基調講演が行われたほか、日、中、
韓、露を結ぶ輸送および観光ルー
トの活性化、農業・経済・人文交
流の促進、各地域で開催されるイ
ベントへの協力などについて合意
する共同宣言が発表されました。

ロンドン事務所
英国レスキューチームへ 5 年越しの感謝 

＝岩手県大船渡市長
戸田公明岩手県大船渡市長は、7 月 18 日、クレアロンド

ン事務所で、東日本大震災直後に同市を含む被災地に派遣さ
れた英国レスキューチームの当時の隊員と面会しました。通
常は消防士として勤務している
69 人のうち 18 人が英国各地から
参加。戸田市長は、これまでの同
市の復興状況などを報告するとと
もに、改めて当時の救助活動に対
する感謝を伝えました。

―最近のクレアの動きを短くまとめて紹介します
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今年創設 30 年目を迎えた JET プログラムは、11 月 7 日に JET プログラム 30 周年記念式典を、その前日の 11 月 6 日に
JETAA（元 JET 参加者による同窓会組織）の各国代表が一堂に会する国際会議を開催します。

JET プログラム 30 周年記念式典では、現役 JET 参加者および元 JET 参加者による「JET 宣言」が発表されるほか、JET 参加
者などの活躍の事例紹介や 30 周年記念事業の一環として実施された JET 参加者の視点で日本の地域の魅力を紹介する「動画コ
ンテスト」の表彰式などが行われます。

JETAA 国際会議では、「JET 宣言」の採択が行われるほか、世界に広がる日本のサポーターともいうべき JETAA の各国代表
により、今後の JET プログラムの発展をどう支えていくか、JETAA のネットワーク強化の観点などから意見交換が行われる予
定です。

JETプログラム事業部
JET プログラム 30 周年記念式典および JETAA 国際会議を開催します！

多文化共生課

自治体や地域国際化協会などの職員を対象に、全国市町村
国際文化研修所（JIAM）にて、大地震や水害などの大規模災
害時の外国人住民を取り巻く状況を踏まえ、支援のための仕
組みづくりなどについて理解を深め、災害時において、外国
人住民を含めたさまざまなセクターとの連携による地域防災
のあり方について考えることを目的とした研修を実施します。

研修期間は平成 28 年 11 月 30 日～12 月 2 日の 3 日間
です。申込は平成 28 年 9 月 20 日～10 月 18 日です。詳
細は JIAM の HP（http://www.jiam.jp）をご覧頂くか、
電話（Tel：077-578-5932）でお問い合わせください。

平成 28 年度災害時における外国人への
支援セミナー受講者募集！

地方自治体が海外において経済活動をするうえで必要とす
る情報を提供するため、平成 28 年度第 2 回海外経済セミ
ナーを開催します。今回は、7 月に東京で好評を博したセミ
ナーを大阪でも開催します。多くの自治体関係者の方々のご
参加をお待ちしております。
日時：平成 28 年 10 月 28 日（金）13：00～
場所：大阪駅前第 3 ビル 17 階 TOG 貸会議室
内容： 自治体・民間企業連携のインバウンド取組成功事例の

紹介
　　　クレアアドバイザー事業の紹介
※詳しくは HP をご覧ください。
　http://www.clair.or.jp/j/economy/3/page-1.html
■お問い合わせ　経済交流課
　Tel：03-5213-1726　Mail：keishin@clair.or.jp

経済交流課
海外経済セミナーを開催します！

市民国際プラザ

市民国際プラザでは、『平成 28 年度地域国際化ステップ
アップセミナー』を 11 月 25 日（金）富山で開催します。

今回は、多文化共生分野における、『ダイバーシティ×地
方創生』がテーマです。

詳細につきましては、近日中にホームページに掲載いたし
ますので、乞うご期待ください！
■お問い合わせ　市民国際プラザ
　Tel：03-5213-1734　URL：http://www.plaza-clair.jp/
　Mail：international_cooperation@plaza-clair.jp

平成 28 年度地域国際化
ステップアップセミナー（富山）

シドニー事務所
豪州最大級の日本文化イベント

「SMASH！ 2016」で日本の魅力を PR
8 月 20 日、21 日に豪州最大級の日本のポップカルャー

イベント、SMASH！（Sydney Manga and Anime Show）
2016 がシドニーで開催されました。今年で 10 周年を迎え
る同イベントでは、ブース出展や物品販売に併せ、来年夏に
名古屋市で開催される世界コスプレサミットの豪州予選も行
われ、会場はたくさんの日本ファンで賑わいました。シド
ニー事務所はブースを設け、ポップカルチャーを外国人観光
客の誘客促進に活用している自治
体を中心に日本の PR を行いまし
た。また、在シドニー日本総領事
館と共に JET プログラムの宣伝を
行い、多くの来場者の関心を集め
ました。

ニューヨーク事務所
国際殺人事件捜査官協会年次シンポジウム開催

7 月 31 日から 8 月 5 日まで、ルイジアナ州ニューオリン
ズ市で国際殺人事件捜査官協会の年次シンポジウムが開催さ
れました。全米および海外から捜査関係者が集い、昨年 7
月に市で発生した無差別発砲事件
などの捜査事例や、最新の捜査手
法や技術について発表が行われ、
活発な意見交換が行われました。

NY NOW 開催
8 月 20 日から 24 日まで、ニューヨークで北米最大規模

の生活雑貨・家庭用品の総合見本市「NY NOW」が開催さ
れました。日本からはジェトロによるジャパン・パビリオン
が設置され、出展者はカラフ
ルな弁当箱や茶筒、デザイン
性に富んだ文房具など高品質
の日本製品を全米各地から集
まるバイヤーに向け、熱心に
アピールしていました。
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