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日本の地域の隠れた魅力を体験！＝トランドランモニターツアー IN 八戸

北京で「日中友好交流都市中学生卓球交歓大会」が開催

JET プログラム 30 周年記念イベント開催！～ JETAA KenJETkai が始動～

新規 JET プログラム参加者出発前オリエンテーション・レセプション開催！

8 月 18 日から 20 日の 3 日間、クレアソウル事務所が運営する日本の地域 PR 専用 Facebook「トランドラン」のモニター
ツアーを青森県八戸市で開催しました。

このモニターツアーは、「トランドラン」投稿団体の中から開催地を決定の上、韓国人のパ
ワーブロガーと一般モニターが訪問して地域の隠れた魅力を体験し、ブログや SNS 等で情報
発信することを目的にしています。

今年 2 月に開催した佐賀県嬉野市に続き 2 回目の開催となった今回のツアーは、八戸市全
面協力の下、日本人も知らない八戸市の魅力を満喫するツアーとなり、参加したブロガー、
モニターともに大変満足した様子でした。

8 月 4 日から 6 日まで、北京市で日中国交正常化 45 周年記念事業「日中友好交流都市中
学生卓球交歓大会」が開催されました。本大会は 5 年に 1 度行われる青少年交流の一大イベ
ントで今回が 6 回目となります。日中両国の友好都市同士で組まれた計 67 チーム、268 人
が集い、日本からは 11 都県と 53 市区が参加しました。主催者である中国人民対外友好協
会の李小林会長からは「本大会は、中日の旧世代の卓球界の人々が中日友好のために行った
貢献を偲ぶとともに、中日友好事業の火種を受け継いでいくために開催したものです。両国
の選手が本大会で技と友情を深め、中日友好の使者になるよう願っています」と激励のあい
さつがありました。

8 月 4 日から 6 日まで、ワシントン D.C. で JET プログラム 30 周年記念イベント「JET 30 Reunion（同窓会）」が開催され、
全米の元 JET 参加者ら 250 人以上が参加しました。同プログラムの今後の発展などについ
ての講演やパネルディスカッションが行われたほか、夏祭りレセプションも開かれ、参加者
は JET 時代の「Natsukashii」思い出を語り合うなど、大いに盛り上がりました。

また、日本の地域の PR 等に貢献しようと、元 JET 参加者が任用されていた県単位で集まる
「JETAA KenJETkai」プロジェクトが始動し、発足後 2 週間余りで 26 道府県の Facebook
グループが立ち上げられました。始まったばかりのプロジェクトですが、将来的には自治体
と連携・協力して、海外プロモーション等をサポートしてくれることも期待されます。彼ら
と日本の自治体とのつながりを強化できるように、活動を支援していきます。

7 月 12 日、フランスから新たに JET プログラムに参加する 7 人（ALT 1 人、CIR 6 人）
を対象に、在フランス日本大使公邸にて出発前オリエンテーションおよび壮行レセプション
が開催されました。オリエンテーションでは、JETAA のメンバーもボランティアとして参加
し、参加者からは日本の職場への適応を意識した質問などが寄せられました。レセプション
では、木寺昌人大使およびクレアパリ事務所長が「日仏関係の新たな一翼を担う人材として
活躍することを期待している」と参加者を激励し、JETAA のメンバーをはじめ、フランス高
等教育機関の関係者や在仏日本企業関係者の方々などにも参加いただき、日仏関係の新たな
担い手を盛大に送り出しました。
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マレーシア・ジョホールバルの『世界盆踊り』で日本をPR！

サウサンプトンでの青森港の
ポートセールスを支援

2017 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！

平成29年度地域国際化ステップアップセミナー
＠佐賀を開催します！

開け！海外への扉

海外自治体幹部交流協力セミナー
（パリ事務所管内）を実施しました！

第３回海外経済セミナーを開催します !!

新規 JET 参加者へ
来日直後オリエンテーションを実施！

クレアシンガポール事務所
は、7 月 22 日、23 日に、マレー
シアのジョホールバルで開催さ
れた国外最大級の盆踊り大会で
ある日馬ふれあいフェスティバ
ル『世界盆踊り』に、初めてブー
スを出展しました。クレアブー
スでは、日本の自治体の観光パンフレットなどの配布や、記
念撮影用に日本の四季が感じられる大きな写真パネルの設置
を行い、来場者へ日本の魅力を発信しました。今年は、日馬
外交関係樹立 60 周年の記念の年であり、今後も両国のさら
なる親善と相互理解が深まることが期待されます。

8 月 23 日に、青森市経済部交流推進課が、2019 年に青
森港に寄港するクイーンエリザベス号の受け入れおよびより
一層の寄港促進のため、イギリス・サウサンプトンにあるキュ
ナード社を訪問しました。2017 年度には青森港新中央埠頭
の伸長整備工事も終了し、13 万トン級のクルーズ船が寄港
可能になること、また、観光地
としての青森の魅力を PR しま
した。キュナード社も日本への
寄港を強化する方針ということ
で、今後より一層のクルーズ船
による誘客が期待されます。

自治体や地域国際化協会などの職員を対象に、大地震や水
害などの大規模災害時における外国人住民への支援のための
仕組みづくりや、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研修を実施し
ます。
研修期間：2017 年 11 月 29 日（水）～ 12 月 1 日（金）
　　　　　3 日間
申込期限：10 月 16 日（月）
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。

11 月 22 日（水）に佐賀市にて、多文化共生の視点から「ダ
イバーシティ×外国人受入と担い手の育成」をテーマに開催
します。外国人の住みやすい地域はすべての人にも住みやす
い町です。そうした地域づくりへの先進的な試みからの学び
と、自治体や NGO/NPO など多セクター間の出会いの場を
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！
■お問い合せ：
　市民国際プラザ　http://www.plaza-clair.jp/

来豪した中高生に海外への関心を深めてもらうため、クレ
アシドニー事務所では事務所訪問を受け入れています。8 月
22 日にはクレアシドニー事務所を訪問した東京都立井草高
等学校の生徒 27 人に対し、オーストラリアの政治・経済の
概要、日豪の文化の違い、英語の勉強法等について説明、質
疑応答を行いました。他校の事例についても、事務所フェ
イスブックページで様子を
報 告 し て い ま す（https://
www.facebook.com/clair.
syd/）。学校の語学研修プロ
グラム等でシドニーを訪れる
際には、ぜひ当事務所にもお
越しください。

7 月 31 日から 8 月 9 日の期
間、石川県小松市で「地域の産
業との連携による地方創生への
取組」をテーマにパリセミナー
を実施しました。フランス、ベ
ルギーから参加した 5 人の自治
体職員は、市内での工場見学を
はじめ、九谷焼工房や農業施設
をめぐり、さまざまな場面で意見交換を行い、日本の地域産
業現場を知る、実りあるセミナーとなりました。

食＆アジアを中心とした販路開拓をテーマに、2017 年度
第 3 回海外経済セミナーを開催します。

農林水産物・食品輸出の最新事情や、実際に販路拡大に取
り組んでいる民間事業者・自治体の取り組み事例についての
情報を提供し、海外販路開拓の際に活用できるクレアの支援
制度等についても併せてご紹介します。
日時：2017 年 10 月 13 日（金）13:30 ～ 17:00
場所：都道府県会館 402 会議室（定員 100 人程度）
※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

7 月 23 日、30 日、8 月 20
日の 3 回にわたり、2017 年度
の新規 JET 参加者約 1,800 人
が 35 カ国から来日しました。
クレアでは、来日日の翌日から
2 日間をかけて、来日直後オリ
エンテーションを実施していま
す。日本での生活や職場でのマナー、職種別の分科会を終え
た JET 参加者は、北海道から沖縄まで全国の地方自治体へ
向かいました。彼らの今後の活躍に大いに期待します。
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