―最近のクレアの動きを短くまとめて紹介します

ソウル事務所
料理体験を通じて日本の地方の魅力を発信！
6 月 17 日、クレアソウル事務所と日本最大の料理教室 ABC Cooking Studio との共催による
「食を通じた地方へのインバウンド促進イベント」の第５弾として、新潟県佐渡市の料理をテーマに
開催しました。30 代を中心とする韓国人 30 人が参加し、佐渡市の魅力について聴講した後、佐渡
の郷土食である「いかめし」
、
「いか汁」
、
「おにまん」の 3 種の料理を体験しました。参加者たちは、
佐渡の地酒を試飲しながら自分で作った料理に舌鼓を打ち、佐渡の魅力を満喫した様子でした。
今年度は今後、北九州市、大分県、名古屋市、石川県、宮城県の料理をテーマに、全 6 回にわ
たり開催していきます。

シンガポール事務所
ASEAN が設立 50 周年を迎えました！
1967 年に設立された東南アジア諸国連合（ASEAN）は、本年に 50 周年を迎えました。当初 5 カ国からスタートした加盟国
は現在 10 カ国まで増えています。各国の政府観光機関は、
「Visit ASEAN@50: Golden Celebration」というキャッチフレー
ズを掲げ、「50」の数字にちなんだ合同の観光キャンペーンを実施しています。また、2015 年の ASEAN 経済共同体（AEC）
発足後、加盟国内の人・物・金のさらなる自由化に向けて、経済統合の段階的な深化が図られています。
さらに、2017 年は日本と ASEAN 諸国の修好周年の年でもあり、マレーシアとの外交関係樹立 60 周年、タイとの外交関係
樹立 130 周年にあたります。クレアシンガポール事務所は、節目の年を記念し、日本ふるさと名産食品展をはじめとして様々な
プログラムの開催を予定しています。

シドニー事務所
日本へスキーに連れてって ♡（Snow Travel Expo 2017）
豪州最大級のスキー旅行博覧会「Snow Travel Expo 2017」が 5 月 21 日シドニー、28 日メ
ルボルンでそれぞれ開催されました。今年も世界中から多くの関係者が参加するなか、日本から
も自治体関係者、観光事業者が出展し、来場者に日本の冬季観光の PR を行いました。シドニー
事務所は、Expo および関連イベントにあわせて来豪した、北海道、旭川市、青森県、岩手県、
群馬県、石川県、高山市の活動の支援を行いました。
豪州大手旅行雑誌「International Traveller」の読者投票では、スキー旅行先として日本が
1 位に選ばれるなど、日本へのスキー旅行は人気となっており、今後も豪州からの旅行者が増加
することが期待されます。

16

パリ事務所

ロンドン事務所

OECD 本部で福島県が県産の日本酒や米を PR!

英国における日本食・日本酒事情セミナー

6 月 6 日・7 日に、パリで経済協力開発機構（OECD）
フォーラムが開催されました。6 日に開催されたレセプショ
ンでは、東日本大震災に伴う原発事故の風評被害を払拭する
ことを目的に、福島県がブースを構え、同県産の米を使用し
た寿司、日本酒 8 種、桃ジュー
スを提供しました。当日は福島
県職員とともにクレアパリ職員
もブースに立ち、日本酒を振る
舞いました。来場者からは「こ
んなにおいしい日本酒は初め
て」、
「福島を応援しています」
などの声が寄せられました。

クレアロンドン事務所では、職員を対象に英国における日
本食・日本酒事情セミナーを開催しました。講師からは、
「英
国は他国の食文化に寛容で、健康志向も高いことから日本食
が受け入れられやすい。また、世界のワインビジネスのハ
ブであるとともに情報の発信
地でもあるため、日本酒を世
界に発信する最高の場所であ
る」といったお話がありまし
た。外国人に対する効果的な
日本酒の PR 方法についても
学びました。今後の地方自治
体支援に活用します。
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ニューヨーク事務所
JETAA カナダ会議、エドモントンで開催
6 月 2 日から 4 日まで、アルバータ州エドモントンで JETAA（JET 経験者の会）カナダ会議が開催されました。当地で開催
されるのは、2001 年にカナダで初めての地域会議が開催されて以来、16 年ぶりです。会議には、
カナダ全 7 支部の代表者および国代表に加え、アメリカ国代表 2 人なども参加しました。各支部
からは、新規赴任者へのオリエンテーション、現役 JET 参加者宛に故郷の品物を詰めたケアパッ
ケージの送付、帰国者へのキャリアサポート、各地域の日系コミュニティと協力して行うイベン
トの実施など様々な活動の様子が報告されました。支部同士の交流、さらにはアメリカとカナダ
の国の垣根を越えた交流を通して、支部が抱える課題を共有し、お互いに刺激を受けることで、
各支部の活動の発展に向けたさらなる意識の高まりが感じられる会議となりました。

北京事務所
山口県が山東省青島市で観光物産プロモーションを開催！
6 月 2 日、山東省青島市にて「山口県観光物産プロモーション」が開催されました。これは、
山口県と山東省との友好協定締結 35 周年記念事業の一環で、村岡嗣政山口県知事を団長とする
訪問団が山東省を訪れて行われたものです。山東省の政府関係者や旅行社など約 70 人の参加者
に対して知事自らが山口県の物産や観光地の PR を行い、山口県産食材を用いた試飲・試食会が
行われました。みかんジュースやかまぼこ、かに甲羅グラタンなどが好評で、知事は「ぜひ山口
県へ来ていただき、味わってください」と呼びかけていました。

経済交流課
第 2 回海外経済セミナー（大阪）を開催します！
訪日観光客誘致促進を目的とするインバウンドをテーマに、2017 年度第 2 回海外経済セミナーを開催します。大好評だった
『第 1 回海外経済セミナー』（東京）と同じ内容で開催いたします！
最新の国の政策の動向や民間および自治体の先進的な取り組み等についてわかりやすくご紹介いたします。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：9 月 1 日（金）13:30 ～／場所：大阪駅前第 3 ビル TOG 貸会議室
対象者：自治体および関係団体職員等（定員 80 人）／参加費：無料
※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

多文化共生課
2017 年度第 2 回多文化共生マネージャー養成コース受講者募集！
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、外国人住民の問題解決、多文化共生の
推進、さらには外国人住民と共に行う地域活性化に関する施策や事業を企画立案できる力を育成し、地域における多文化共生を
推進する「多文化共生マネージャー」の養成を目的とした研修を実施します。
研修期間：（前期）11 月 6 日（月）～ 10 日（金）、（後期）2018 年 1 月 15 日（月）～ 19 日（金）の計 10 日間
申込期間：8 月 1 日（火）～ 9 月 26 日（火）
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。

交流親善課

市民国際プラザ

第 6 回日仏自治体交流会議推進委員会を開催しました

2017 年度地域国際化ステップアップ
セミナー＠仙台を開催します！

来年 10 月に熊本市で予定されている第 6 回日仏自治体交
流会議の実施に向けて、同推進委員会が 6 月 6 日に開催さ
れました。この交流会議は、日仏共通の課題の解決や互いの
経験の共有を進めることを目的に、2 年に一度交互に開催さ
れており、フランスとの交流がない自治体でも参加が可能で
す。多くの方のご参加をお待ちしております。
※詳しくは HP をご覧ください。
http://www.clair.or.jp/j/exchange/chiiki/nichi-futsu.html
■お問い合わせ 交流親善課
Tel: 03-5213-1723 Mail: koushin@clair.or.jp

9 月 22 日（金）に仙台において、復興・地域活性化を国
際協力から考えるセミナーを開催します。先進事例から学
び、グループワーク等を通して、他の自治体や NGO/NPO
など他セクターとの出会いの場を提供いたします。
詳細については、近日中にホームページに掲載いたします
ので、ご期待ください！
■お問い合わせ
市民国際プラザ http://www.plaza-clair.jp/
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