
花巻市がホットスプリングス市を�
訪問＝姉妹都市締結 25周年

10 月 6 日、アーカンソー州ホットスプリングス市におい
て、同市と岩手県花巻市の姉妹都市締結 25 周年記念式典が
開催され、花巻市からは上田東一市長と市民訪問団が参加し
ました。上田市長は、姉妹都市交流の功労者に感謝状と記念
品を贈り、次の世代もこの交流が継続していくことを期待し
ていると挨拶しました。また、ホットスプリングス市パッ
ト・マッケイブ市長は、両市のような交流が世界に広がるこ
とが平和に繋がると述べました。今年度、両市は芸術家交流
を行っており、花巻市に 1 か月間滞在したホットスプリン
グス市の芸
術家が制作
したアート
作品が、式
典で披露さ
れ ま し た。
この作品は
花巻市に贈
られ、市内
に展示され
る 予 定 で
す。

ニューヨーク事務所
JET プログラム帰国者を対象に�

キャリアフォーラムを開催＝ニューヨーク
10 月 13 日にニューヨークで、任期を終え日本から帰国

した JET プログラムの参加者らを対象とした「キャリア
フォーラム」がクレアニューヨーク事務所と在ニューヨーク
日本国総領事館の共催で開催されました。JETAA ニュー
ヨーク支部により、今後の就職活動に役立つ面接対策などに
ついての講演や、さまざまな分野で活躍する同プログラム元
参加者が帰国後のキャリア形成について話し合うパネルディ
スカッションが行われたほか、帰国者の採用に関心を持つ企
業との面談も行われました。フォーラム後にはレセプション
が 開 催 さ
れ、現地の
日系企業や
県人会、政
府系機関の
関係者など
が出席し懇
親を深めま
した。

功労者に感謝を述べる花巻市長

「Japan 祭 2018」（英国・ロンドン）に出展しました。
2018 年 9 月 30 日（日）、今年で 10 周年となる日本文化紹介イベント「Japan 祭」が、ロンドン中心部のトラファルガース

クエアにて開催されました。日本食、伝統工芸品、観光 PR、日本文化体験などのブースが出展していたほか、よさこい、エイサー
踊り、阿波踊り、津軽三味線、空手など数多くの日本伝統文化を紹介するステージイベントも開催されました。また、自治体関
連のブースとしては、昨年に引き続き、福島県人会が桃や梨などの県産品を販売していたほか、横浜市フランクフルト事務所が
観光などのPRを行っていました。ロンドン中心部で行われる入場無料のイベントということもあって、多くの人で賑わいました。

当事務所では、各自治体のパンフレットやポスターを活用し、日本の地域を PR するとともに、訪日旅行についてのアンケー
トを実施しました。また、来年日本で開催されるラグビーワールドカップを見据え、試合の開催自治体に特化した PR コーナー
を設置しました。すでに観
戦チケットを購入されたコ
アなラグビーファンの方を
中心に、試合会場周辺の詳
細な情報など、より充実し
た滞在となるような観光情
報を提供することができま
した。ロンドン事務所では、
今後も日本文化紹介イベン
トでのラグビーワールド
カップ開催自治体の PR を
継続し、訪日を後押しして
いきたいと考えています。

ロンドン事務所

クレアブースの様子会場の様子

企業との面談の様子

―最近のクレアの動きを短くまとめて紹介します
CLAIRトピックス
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料理体験を通じて日本の地方の魅力を発信！
10 月 20 日、クレアソウルと日本最大の料理教室であり韓国でも人気の ABC Cooking Studio Korea 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 13 弾（2016 年度開始時より通算回数）として、静岡県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 32 名が参加し、静岡県の魅力や観光情報について聴講した後、静岡県の特産品である茶そばやわさ
び、いちごを使用した「茶そばいなり」、「い
ちごとヨーグルトのスムージー」や、ローカ
ルフード「遠州焼き」の 3 種の料理を体験し
ました。参加者たちは、静岡県の地酒 2 種類
を試飲しながら自分で作った料理に舌鼓を打
ち、静岡県の魅力を満喫した様子でした。

今年度はこれまでに、北九州市（6 月）、富
山県（8 月）の料理をテーマに開催し好評を
博しました。今後は 12 月に愛媛県内子町の
料理をテーマに開催する予定です。

ソウル事務所

参加者全員で記念撮影 SNS 用の写真撮影スポット

パリに日本の祭りが集結！『「地方の魅力」週間―祭りと文化』が開催されました
10 月 17 日から 27 日まで、日仏 160 年記念「ジャポニスム 2018」の一環で、国際交流基金、

クレア、JNTO と 12 の地方自治体による『「地方の魅力」週間―祭りと文化』が開催されました。
パリ日本文化会館において、岐阜の地歌舞伎（岐阜県）や木曽踊り（木曽町）、淡路人形浄瑠璃（兵
庫県）などの民俗芸能公演、凧作り（新潟市）や漫画（岩手県・鳥取県）などの実演・ワークショッ
プ、講演等 15 の催しが行われたほか、週末となる 20 日、21 日には、パリ市民憩いの場所、ア
クリマタシオン庭園において、五所川原立佞武多（ご
しょがわらたちねぷた）（青森県五所川原市）、行徳神
輿（ぎょうとくみこし）（市川市）、鬼剣舞（おにけん
ばい）・さんさ踊り（岩手県）、よさこい（高知県）、春
日若宮おん祭（奈良県・奈良市）、阿波おどり（徳島県）、
信玄公祭り（山梨県）など各地の 7 つの祭りが披露さ
れました。見学のフランス人も一緒になって祭りに参
加するなど、盛況な「祭り」となりました。

また、同庭園内には、各地の「B 級グルメ」を紹介
する屋台や、観光ブースが設置され、多くのフランス
人が日本の地方の魅力を堪能しました。

パリ事務所

高さ 12 メートル大迫力の五
所川原立佞武多（ごしょがわ
らたちねぷた）

フランス人も多く参加した春日若宮お
ん祭（奈良市）

JETAAオセアニア会議開催！
10 月 6 日（土）から 7 日（日）にかけて、オセアニア地域の JETAA 支部の代表が一堂に会する JETAA オセアニア会議が、

西オーストラリア州のパースで開催されました。この会議は、各支部の活動報告、直近の課題に関する意見交換などを行う場と
して、年に一度、オーストラリアもしくはニュージーランドで開催されています。会議の中では、各支部からプレゼンテーショ
ンが行われ、日本との姉妹都市交流や文化交流に大きく貢献している活動の紹介に加え、各支部の活動をより活発にするための
意見交換などが行われました。
また、今年の会議には、クレア
東京本部から礒部博昭参与が出
席し、JET プログラムに関する
現状と今後の展望についてプレ
ゼンテーションを行いました。こ
の会議における意見交換などを
通じて、各支部は連携を強化し、
それぞれの支部での活動を充実
させています。彼らが日本との
懸け橋としてより一層活躍して
くれることを期待しています。

シドニー事務所

プレゼンテーションを行う礒部博昭参与在パース総領事公邸で開催された
レセプションでの記念撮影
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シンガポール人を魅了した沖縄エイサー公演！
10 月 20 日（土）、21（日）に沖縄県からエイサーを招致し、星日文化協会（日本との文化交流促進を行う現地機関）主催の

日本文化紹介イベント「日本文化祭」および現地の公民館の一つである「Our Tampines Hub」で公演を行いました。獅子舞が
ステージを降り観客に近寄る演出では、会場から大きな歓声が上がりました。また、沖縄の宴席で行われる伝統的な手踊りカ
チャーシーのレクチャーも行われ、公演の最後には会場が一体となって楽しく踊りました。公演に合わせて各会場で配布された
沖縄県の観光パンフレットはあっという間に無くなったことから、日本が誇る伝統芸能の素晴らしさを生で体感してもらいつつ、
それらを育んだ地域の魅力を合わせて PR することの大切さを改めて実感しました。

シンガポール事務所

成都市安仁でフォーラムを開催、日本からは 2自治体が参加
9 月 27 日と 28 日の 2 日間、四川省成都市大邑（だいゆう）県の安仁（あんじん）で、地方の小都市における今後の発展に

ついて研究する「2018 安仁フォーラム」が開催されました。これは、中国の小都市が抱える課題について、産業の育成と文化
の発展という視点から解決方法を提唱し、実践していくというものです。

3 回目の開催となる今回は「新時代の特色あるまちづくり」をテーマに、初めて海外 6 か国（イタリア、フランス、オースト
リア、チュニジア、韓国、日本）から 9 自治体が招かれ、花を用いた芸術や都市固有の色彩美など、その都市ならではの特色を
生かしたさまざまな取り組みが紹介され
ました。

日本からは、相馬尊重大分県由布市長
が、湯布院を中心とした「温泉」を観光
資源とし、景観の保護を官民協働で行う
まちづくりについて講演しました。また、
松本昭夫鳥取県北栄町長は、町が漫画

「名探偵コナン」の作者の出身地である
ことから、「漫画・アニメ」の世界観を
生かし、国内外のファンを魅了する施策
について発表を行いました。

北京事務所

歴史的にも価値のある安仁の街並み 安仁シンクタンク会長の基調講演

海外自治体幹部交流協力セミナー（シンガポール事務所管内）を実施しました！
ASEAN およびインドの自治体職員、国際交流・協力を推進する団体役員等 9 名（9 か国からひとりずつ）を迎え、8 月 26

日から 1 週間、東京都と愛知県豊橋市および豊田市においてセミナーを開催しました。
「最先端技術を活用した産業・環境先進都市を目指した取組み」というテーマのもと、東京都では 5G 体験施設やガスの科学館、豊

橋市では起業支援などを行うサイエンスコアやバイオマス利活用センター、豊田市ではエコフルタウンやトヨタ自動車工場などを視察。
また、豊橋市の二川宿本陣では抹茶体験を通し
て日本文化にも親しみました。それぞれの市の
行程の最後には、市職員と率直な意見交換会を
実施。参加者からは「今回学んだ素晴らしい技
術や取り組みを国に持ち帰って実現したい」、受
入自治体からは「参加者の意見や各国での取り
組みを今後の施策の参考にしたい」などの発言
があり、有意義なものとなった様子でした。

本セミナーをきっかけに、各国においてさ
らに日本への関心が高まり、地方政府間交流
が拡大・深化することを期待します。

交流親善課

意見交換会で発言する参加者 吉田城の鉄櫓前で記念撮影＠豊橋市
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ALT（外国語指導助手）の指導力等向上研修にクレア職員を派遣します
近年、ますます日本人教員と ALT が協

力して授業を行う機会が増えており、円
滑な授業進行のため、両者のより良いコ
ミュニケーションが必要不可欠となって
います。

各都道府県や政令市では、毎年 JET-
ALT や日本人英語教員を対象として、指
導力などの向上を目的とした「ALT の指
導力等向上研修 (SDC： Skills Develop-
ment Conference)」が行われています。
この研修は、ティームティーチングのデ
モンストレーションや外国語の授業で使
える活動の紹介、生徒・教員・ALT 間の
関係を円滑にする方法や外国語教授法のワークショップなど、様々な内容で構成されており、ある団体では異文化理解のための
企画や方言レッスンも組み入れるなど、非常に有意義なものとなっています。

クレアでは、このような研修を支援するため、希望する団体へ、元 ALT であるプログラムコーディネーターを派遣し、「教員
と ALT のコミュニケーション」や「課題解決」などを主なトピックとして講義を行っており、好評をいただいています。

来年度も当派遣事業を継続する予定ですので、希望される団体は下記担当課にお問い合わせください。
■お問合せ先　JET プログラム事業部　研修・カウンセリング課

TEL：03-5213-1728　Mail：gyomu@clair.or.jp

JET プログラム事業部

参加者間での意見交換の様子講義を行うクレアのプログラムコーディ
ネーター

多文化共生事業事例集を更新しました！
多文化共生課では、多文化共生のまちづくり促進事業を実施し、地

域の国際化や多文化共生の推進を支援しています。多文化共生事例集
は、助成事業の中から先駆的な事例により得られた成果を広く紹介し、
他の団体の参考としていただくため作成しているもので、今回は、平
成 29 年度に事業を実施した 10 団体の事例を新たに追加しました。
「医療・福祉」や「子ども・教育」など地域での課題解決に役立つ

分野から事例を選定しておりますので、ぜひご覧ください。
多文化共生事業事例集 HP：
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/shiryou/jigyo-genre.html
また、このような先進事例の優れたところを自らの地域に応用する

能力を身につけるための「ローカライズ研修」も実施しています。（平
成 30 年度は 2 回実施予定。7 月に実施済、平成 31 年 1 月に実施予定）

多文化共生課

「2018年度地域国際化ステップアップセミナーin 広島」と�
市民国際プラザのご案内

市民国際プラザは、自治体・地域国際化協会と NGO/NPO 等との連携・協働をサポートするため『Ⅰ情報が集うプラザ』『Ⅱ
地域に飛び出すプラザ』『Ⅲ連携相談窓口のプラザ』の 3 本柱を軸に活動しています。
Ⅰ 　2019 年 1 月 11 日に広島県福山市で、防災と多文化共生に関するセミナー「ダイバーシティ×防災　～誰一人取り残さな

い～　持続可能な開発目標ゴール 11 住み続けられるまちづくり」を開催し、先進事例から学ぶと共にほかの自治体や地域国
際化協会、NGO/NPO など他セクターとの出会いと学びの場を提供
します。詳細は近日中にホームページに掲載しますので、是非ご参加
ください！http://www.plaza-clair.jp/

Ⅱ 　市民国際プラザでは、各地を訪問し先進事例を収集し「活動ダイジェ
スト」をはじめ各種媒体などを通じ有益な情報発信に努めています。

『活動ダイジェスト』はこちら http://www.plaza-clair.jp/
Ⅲ 　市民国際プラザでは自治体、地域国際化協会、国際交流協会、

NGO/NPO などの皆様からの連携相談を受け付けております。お気
軽にご相談ください！

　International_cooperation@plaza-clair.jp　Tel：03-5213-1734

市民国際プラザ
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