―最近のクレアの動きを短くまとめて紹介します

シドニー事務所
豪州地方部で地方創生！＝クレアフォーラム開催
2 月 22 日、シドニー工科大学公共政策研究所と共催で「クレアフォーラム」を開催しました。今年度は、
「地方創生」をテーマに、
初めて豪州内陸部にある人口約 6 千人の自治体、ジュニー市を開催地としました。
フォーラムでは、豪州の地域活性化政策についてシドニー工科大学教授および近隣自治体職員から
紹介があり、当事務所職員は日本の地方創生施策として地域おこし協力隊やふるさと納税といった国
レベルの政策や自治体間連携、派遣元の地域活性化施策といった自治体レベルの取り組みを紹介しま
した。また、近隣自治体幹部や議員、研究者をはじめとする参加者と日豪両国の地方部が抱える課題
などについて活発な意見交換を行いました。今後も豪州の自治体・大学等との有益な情報交換を継続
していきます。

北京事務所
北京市内の中学校で鹿児島県講座を開催！
5 月 9 日、北京外国語大学附属中学校において日本文化講座が開催され、クレア北京事務所から鹿児島県についての講演を行
いました。
この講座は同校から東京・大阪以外の日本の地方について生徒に紹介して欲しいとの依頼を受け、
今回初めて開催したものです。鹿児島県から派遣されている当事務所員が、地元の風土や観光地、食
べ物などについて講演し、日本語を学ぶ 1 ～ 2 年生を中心とする約 100 人の生徒は大変熱心に耳を傾
けていました。
中国からの訪日旅行客は増加し続けており、今後はさらに地方へその波及が期待されています。当
事務所では様々な機会を活用し、中国の方々へ日本の地方を PR していきます。

シンガポール事務所
「海外経済セミナー」を東京で開催しました！
5 月 29 日、30 日の 2 日間、東京でシンガポール事務所主催の「海外経済セミナー」を開催しました。
5 回目を迎える今回は東京都との共催で開催し、「東南アジアにおける自治体の海外展開の方策」を
テーマに、シンガポール政府や東南アジアで活動を広げる企業、元駐在自治体職員などを講師として、
最新の状況や取り組みについて紹介しました。
セミナーには観光誘客や物産の販路拡大に取り組む自治体職員のべ 140 人が参加しました。
参加者は、聴講に加えて、講師や他自治体の担当者と情報交換や自治体の抱える課題の共有、ネッ
トワークづくりなどを積極的に行い、大いに盛り上がった 2 日間となりました。

ロンドン事務所
デュッセルドルフでの日本デーで全国の自治体を PR
欧州屈指の日本人街があるデュッセルドルフ（ドイツ）。日本への関心が非常に高い都市です。そのデュッセルドルフで 16 回
目となる日本デーが 5 月 20 日に開催されました。今年度は約 65 万人が来場し、日本人だけでなく現地の人から観光客まで幅
広い層に受け入れられているイベントでした。
ロンドン事務所では、このイベントにブースを出展し、事前に全国の自治体から集めたパンフレッ
トや PR 動画を活用して各地の魅力を発信しました。ブースに来られた参加者には訪日に強い関心があ
る方が多く、何に興味があるか尋ねたところ、日本の伝統工芸や伝統文化など日本を感じるものに強
く惹かれるとの声が多数ありました。
ロンドン事務所では、7 月にロンドンで開催される日本イベント「HYPER JAPAN」にもブースを
出展します。自治体の海外活動に、ぜひクレアロンドン事務所をご活用ください。
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海外就職向け相談会で JET プログラムを紹介！

愛知県がベルギー 3 地域政府と多分野での交流を促進

5 月 11 日、12 日の 2 日間、海外での就職を希望する若
者を対象とした就職相談会「K － Move Week 2017」が、
韓国 · 京畿道で開催されました。日系企業をはじめ、各国か
ら多数の企業がブースを出展し、個別相談に応じるとともに、
模擬面接や履歴書添削指導を行うブースもあり、学生が長蛇
の列を作っていました。
クレアソウル事務所では、JET プログラムを紹介するブー
スを出展しました。JET プログラムについて初めて知った参
加者が多数おり、説明に熱心に耳を傾けていました。また、
質疑応答では、赴任先や業務の内容などの質問が多数寄せら
れ、関心の高さを実感しました。

5 月 15 日、愛知県知事がベルギーを訪問し、ベルギー全
域に当たるブリュッセル首都圏・フランダース・ワロンの 3
地域政府の首相と経済や文化など幅広い分野で提携する覚書
を締結しました。各地域政府との覚書締結式では、双方から
「これを契機に、関係強化を図っていきたい」といった発言
がありました。また、翌 16 日には提携交流を記念して友好
交流会が開催され、関係者や経済界から約 120 人が参加し
ました。会場では、愛知県産品の
展示や、名古屋めしの提供があり、
愛知県の魅力あふれる交流会とな
りました。今後の同県とベルギー
の交流の活発化が期待されます。

ニューヨーク事務所
「JAPAN DAY ＠セントラルパーク 2017」が開催されました！
5 月 14 日、ニューヨークのセントラルパークにおいて「Japan Day」が開催されました。同イベ
ントは今年で 11 回目を迎え、日本文化の紹介と、ニューヨークへ感謝の意を伝えるために行われて
います。会場では、お好み焼きやお茶などが無料で振る舞われたほか、折り紙、浴衣、けん玉などの
日本文化を体験できるテントが設けられ、JETAA NY 支部と Japan society は共同でヨーヨー釣りテ
ントを出展しました。NY 事務所からは 8 人の職員が同テントにボランティアとして参加し、ヨーヨー
釣りの説明を行うなど、多くのニューヨーカーと交流をしていました。同テントには一時 50 メートル
以上にも及ぶ長い行列ができる人気ぶりで、4 千人以上が訪れ、大盛況のうちに幕を閉じました。

JET 事業部

市民国際プラザ

「JET プログラム動画コンテスト 2017」を
実施します！

自治体と NGO/NPO の連携推進セミナー

今年も再び、JET 参加者及び元 JET 参加者の視点か
ら、「第二のふるさと」である日本の魅力を世界に伝え、
JET プログラムを活用した地域の活性化を図っていくた
め、「JET プログラム動画コンテスト 2017」を実施し
ます。ご応募いただいた作品は、クレアが YouTube に
投稿することで、地域の魅力を世界中に発信します！
応募方法などについては、下記のページをご覧くだ
さい。
http://jetprogramme.org/ja/info/aboutvc2017/

市民国際プラザでは、
『第 20 回 自治体と NGO/NPO の連
携推進セミナー』を 7 月 21 日（金）に開催します。
2012 年のロンドンオリンピック大会以降継承されてきた『エ
シカル』ですが、今回のセミナーでは、2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催を契機に、世界から求められる持続可
能な共生社会を目指すために必要な事を考える機会とします。
詳細につきましては、近日中にホー
ムページに掲載しますので、ご期待く
ださい！
■お問い合わせ 市民国際プラザ
URL：http://www.plaza-clair.jp/

多文化共生課
多文化共生研修 2 コース受講者募集！
自治体や地域国際化協会等の職員を対象に、全国市町村国際文化研修所（JIAM）にて、①「多文化共生の地域づくりコース」、
②「外国につながりを持つ子どもたちへの学習支援～多様性社会を生きる「次世代」の育成～」の研修を実施します。
研修期間は① 8 月 28 日～ 9 月 1 日、② 8 月 21 日～ 25 日の各 5 日間、申込期限は① 7 月 10 日（月）
、② 7 月 18 日（火）です。
詳細は JIAM の HP（http://www.jiam.jp）をご覧いただくか、電話（Tel：077-578-5932）でお問い合わせください。

経済交流課
日本ふるさと名産食品展の出展者を募集中です！
地方自治体が行う地域産品の海外販路開拓を支援するため、今年度が初となるマレーシア・クアラルンプールと昨年度と会場を変
更してアメリカ・ロサンゼルスにおいて食品展を開催します。ご出展いただける事業者の募集を開始しました。ぜひご検討ください。
＜マレーシア・クアラルンプール＞ 日程：平成 29 年 11 月 10 日（金）～ 11 月 19 日（日）
（10 日間）
場所：ISETAN The Japan Store KUALA LUMPUR（伊勢丹 Lot10 店） 出展者数：15 事業者程度
＜アメリカ・ロサンゼルス＞ 日程：平成 30 年 2 月 22 日（木）～ 2 月 28 日（水）
（7 日間）
場所：Marukai Market（Gardena 店） 出展者数：15 事業者程度
説明会：東京会場 7 月 26 日（水）・大阪会場 7 月 28 日（金）
詳しい内容は HP をご確認ください。http://www.clair.or.jp/j/economy/2/exhibition.html
■お問い合わせ 経済交流課 Tel：03-5213-1726 Mail：keishin@clair.or.jp
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