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日本の地方の工芸品等をパリで発信

ニューヨークで JET プログラム 30 周年記念イベント「JETAANY Gala」が開催されました !

日本インドネシア国交樹立 60 周年記念事業がスタート !

日本と豪州の取り組みについて意見交換＝クレアフォーラム開催

2018 年 2 月 6 日から 17 日までの間、パリ日本文化会館において、「第 5 回　伝統と先端と～日本の地方の底力～」展を開
催しました。今回はこれまでで最大の 18 の自治体から合計 168 点が出展されました。

来場者からは「細かい部分までしっかりと作りこまれて素晴らしい」、「どのように作られているの
か」、「手土産にしたいが、どこで買えるのか」などの声があり、展示品を一つ一つ時間をかけて鑑賞
している方が多く見られました。

会期中は同会館内で、会期後２週間は、パリ市内和雑貨店において、展示品の一部が販売され、完
売するものもありました。クレアパリ事務所では、パリでの販路開拓の支援としてこの企画展を行っ
ています。フランス人の生活で活用されるような日本の工芸品等がますます期待されています。

2 月 3 日、ニューヨーク市ブルックリンのダンボ地区において、JETAA NY 支部主催の JET プログラム 30 周年記念イベント
「JETAANY Gala」が開催され、ニューヨーク近郊に暮らす JET プログラム経験者を中心に 120 人
以上が参加しました。イベントでは、ニューヨーク太鼓愛好会による太鼓のパフォーマンスや鏡開
きが行われたほか、JET プログラムと JETAA の発展に多大なる貢献をしてきた人々の表彰が行わ
れ、JETAA NY 支部の初代代表や JET プログラム経験者向けの情報交換サイトの創設者、JETAA
米国国代表など数人が表彰されました。イベントの後半には、米国各地の JET プログラム関係者か
ら寄せられたメッセージビデオが上映されたほか、抽選会やダンスパーティが催され、JET プログ
ラムが築き上げてきたつながりをさらに深める一夜となりました。

2018 年、日本とインドネシアは国交樹立から 60 周年を迎えました。1 月 19 日・20 日にジャカ
ルタで開催されたオープニングイベントおよび開会式を皮切りに記念事業がスタートしました。

一般市民を対象とした野外オープニングイベントでは、両国の交流の歴史を振り返る映像をはじめ
とするプロジェクション・マッピング上映のほか、JKT48 やピコ太郎のパフォーマンスで若者が一緒
に歌うなど 60 周年の節目を飾るにふさわしい幕開けとなりました。

翌日の開会式では、両国の伝統文化の紹介として和太鼓やインドネシア舞踊が披露されたほか、60
周年記念切手のデザインの発表も行われました。

今年は、両国で 1 年を通してさまざまなイベントが開催されます。インドネシアとの交流を図る自
治体にあっては、きっかけづくりの好機です。

2 月 5 日、コフスハーバー市の協力のもと、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」を同市で開催しました。

本フォーラムは、日本の取り組み事例の紹介を通じた豪州自治体関係者
等との相互理解の促進、意見交換を目的として開催しています。今年度は

「自治体が取り組む地域振興施策」をテーマに、当事務所職員から日本で
自治体が実施している取り組み事例を発表し、同大学および地元関係者か
ら豪州での取り組みについて紹介があった後、各発表について意見交換し
ました。高齢者の増加や観光客の獲得は、双方にとって共通の話題となり、
お互いの取り組みについて特に活発に質問がなされていました。

シドニー事務所では今後も豪州の自治体・大学等との相互の有益な情報交換を継続していきます。
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意見交換の様子 主催者記念写真



CLAIRトピックス

―最近のクレアの動きを短くまとめて紹介します

23自治体国際化フォーラム｜ April 2018 Vol. 342

北京で日中友好故郷（おくに）
自慢歌合戦が開催されました！

韓国ケーブルテレビチャンネルが長崎県を訪問取材 !

プロモーションアドバイザーとの意見交換会を開催します !

クレア・JIAM 共催研修
「医療通訳の取り組み」を開催しました

英国・ロンドンで訪日キャンペーン始動 !

海外自治体幹部交流協力
セミナーを実施しました！

キャリアフェアを開催

1月20日、在中国日本国大使館に
て「第 5 回日中友好故郷（おくに）
自慢歌合戦」が開催され、中国在住
の日本人や日本にゆかりのある中国人が各都道府県代表とし
て熱唱しました。郷土ゆかりの有名人の格好をしたり、地元
を紹介する替え歌を披露したりする参加者もいて、会場は大
いに盛り上がり、日中交流を深める良い機会となりました。

また、歌合戦に先立ち、在北京の県人会の代表者による会
議が開催され、県人会同士のネットワーク強化などについて
意見交換が行われました。

1 月 21 日から 23 日まで、ク
レアソウル事務所と韓国メディア

「チャンネル J 」との連携により、
長崎県内にて観光 PR 番組の収録
を行いました。

今回の収録では、旬のイチゴ狩
りと、そのイチゴを使ったイチゴ
大福作りが体験できる大村市の「おおむら夢ファームシュ
シュ」、大迫力の 1.2 ｍパフェが味わえる長崎市浜町の「カ
フェオリンピック」、1,000 万ドルの夜景と称される「稲佐
山展望台」からの夜景などを取材しました。日本や海外のメ
ディアでも取り上げられることの多い「カフェオリンピック」
では、天井まで届きそうなパフェの桁外れの大きさに、取材
陣も圧倒されていました。収録した番組は、韓国で今後複数
回放送される予定で、この番組をきっかけに多くの韓国人観
光客が長崎県を訪問することが期待されます。

クレアでは主にインバウンド・食品の海外販路開拓の分野で活躍する方々をアドバイザーとして、自治体のご要望によって派
遣する『プロモーションアドバイザー事業』を実施しています。より積極的な事業のご活用を目指し、意見交換会を開催します。
・日程：2018 年 4 月 24 日（火）　・会場：インバウンドリーグ（〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-15-14）
・定員：自治体職員の方 約 25 人 ※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

2 月 21 日・22 日 の
2 日間、JIAM（全国市
町村国際文化研修所）内
で公立病院関係者を含む
35 人の参加者を得て、
共催研修「医療通訳の取
り組み」を開催しました。
今年度は、2019 年度の
認証制度整備に向けた動
向や、成功事例だけでなく試行錯誤しながら安定した運営を
目指す団体の取り組みを取り上げるなど、医療通訳を巡る現
状を幅広く捉えられるようにしました。

訪日旅行無関心層をターゲットに
した「Enjoy my Japan グローバル
キャンペーン」のローンチイベント
が、日本政府観光局と在英国日本国
大使館の共催により、2 月 8 日にロ
ンドン市内で行われました。

約 100 人の旅行業関係者らが招かれ、英国人女優や現地
TV ディレクターによる日本紹介のスピーチが行われました。

総務省事業により制作された日本食に関する動画の紹介に
合わせ、クレアロンドン事務所は、ロケ地である岐阜県や兵庫
県などの協力を得て、観光 PR や日本酒の提供を行いました。

クレアシドニー事務所管内の自治
体職員等 5 人を迎え、2 月 12 日か
ら１週間、東京都と山形県東根市に
おいてセミナーを実施しました。人
口増加に向けた子育て施策・教育に
よるまちづくり・ひとづくり、地方都市における地域資源を
生かした外国人観光誘致の促進という 2 つのテーマの下、東
根市ならではの施策を知る有意義な機会となりました。

参加者は、ホームステイによる日本の生活体験を通じ日本
の文化への理解を深め、視察先では東根市の施策に積極的に
質問し、改善点の提案まで行うなど、双方にとって実りある
意見交換がなされました。

クレアや地域の商工会議所、地方自治体等の協力の下、
JET プログラム参加者のためのキャリアフェアが日本各地で
開催されました。地方自治体での任用期間終了後に日本での
就職を考えている JET プログラム参加者と、グローバル人
材を求める企業との出会いの場となりました。

■お問い合わせ　JET プログラム事業部調整課
　Tel：03-5213-1727

東根市さくらんぼタン
クトルセンターで視察

北京事務所

ソウル事務所

経済交流課

交流親善課

JET事業部

ロンドン事務所

多文化共生課

JET プログラム
キャリアフェア
（大阪）

グローバル
キャリアフェア
in 岩手※

JET プログラム
キャリアフェア
（首都圏）

主　　催 クレア いわてグローカル人材育
成推進協議会・岩手県 クレア

共　　催 大阪商工会議所 クレア 東京商工会議所
開 催 日 2月 3日 2月 12日 2月 25日
参 加 者 143人 46人 352人
出展企業 31社 22社 75社

※クレアでは、都道府県等が地方で行う JET プログラム参加者を対象としたキャ
リアフェアに対して、運営費等を助成しています。


