―最近のクレアの動きや所管国の状況等を
短くまとめて紹介します

ニューヨーク事務所
さくら祭り─ジャパニーズストリートフェスティバル in ワシントン D.C. にブース出展しました
クレアニューヨーク事務所は、2022 年４月９日・10 日にかけてワシントン D.C. で開催されたさくら祭りージャパニーズス
トリートフェスティバルにブース出展し、プロモーション活動を行いました。
本イベントは、連邦議会議事堂から延びる大通りにおいて、日本文化をテーマにしたステージパフォーマンスや物販、文化体
験ワークショップといった様々な催しを行うイベントで、今回で 60 回目を迎え、３年ぶりの対面開催となりました。
アフターコロナの北米圏における対面交流の再開や新たな交流機会の創出に向け、沖縄県、熊本市、広島市、茨城県境町がブー
ス出展を行ったのに加え、クレアブースにおいては希望する自治体を募ってプロモーションを行いました。
会場には、２日間で 4 万 2,000 人の来場者（主催者発表・速報値）があり、出展ブース全てで終日行列ができていました。観
光パンフレットを手にとり、
観光名所やおすすめの地域
産品などについて、具体的
な旅行計画を交えて質問を
される来場者の方がたくさ
んいらっしゃいました。
本イベントの出展は当事
務所として初の試みでした
が、日本に興味関心を持つ
人 を タ ー ゲ ット に で き る、
非常に集客力の高いイベン
トであると感じました。今
後も様々なイベントでの
終日にぎわいを見せたクレアブース
具体的な旅行計画について尋ねる来場者に説明す
効果的なプロモーションの
るクレアニューヨーク事務所職員
企画・検討を進めてまいり
ます。

シドニー事務所
天皇誕生日祝賀レセプション（ケアンズ）にブース出展 !
2022 年３月３日、オーストラリアのケアンズ市にて天皇誕生日祝賀レセプションが開催され、ケアンズ市関係者や、日本の
自治体との姉妹都市交流に携わっている方、日本の学校との交流に携わっている方、日本語教育関係者など多くの方々が参加し
ました。
クレアシドニー事務所はレセプション会場にブースを設け、日本各地の地方自治体の観光 PR に加え、2023 年に開催予定の
FINA（世界水泳連盟）世界水泳福岡大会＆ FINA 世界マスターズ水泳九州大会や JET プログラムの PR を行いました。
日本とオーストラリアの往来に係る入国規制と水際対策措置の緩和が一定程度進められたこと、また、ケアンズと日本の間の
直行便の再開予定が迫ってきているこ
とを踏まえ、日本の学校や姉妹都市と
の往来を伴う交流を近い将来に再開で
きるようになることを期待する声を、
多くの方からうかがいました。さらに、
観光業関係者からは、日本からの多く
の観光客が再びケアンズを訪問する日
が早期に訪れることを期待する声を、
多くうかがいました。
クレアシドニー事務所は、引き続き、
日本とオーストラリアおよびニュー
ジーランドの自治体間の交流のサポー
日本の学校との交流に携わっている方と意見 日本の地方自治体の観光 PR を行うクレアシ
トをしっかりと進めてまいります。
交換するクレアシドニー事務所職員
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ソウル事務所
韓国メディアと連携し、北九州市と佐世保市を紹介しました
2021 年度は、韓国メディアのチャンネル J と連携し、日韓の姉妹都市を紹介する番組を作成し、北九州市と仁川広域市、長
崎県佐世保市と坡州市の２組を紹介しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、日本へ取材に行けない状況でしたが、姉妹都市提携先の仁川広域市と坡州市で撮影
を行い、門司港や焼きカレー、ハウステンボスや佐世保バーガーなどそれぞれの市の楽しみどころを紹介しました。
2022 年度は、新型コロナウイルス感染
症に対する水際対策などが緩和されるこ
とを切に願いつつ、日本自治体への現地
取材によるメディアと連携した地域プロ
モーション事業の実施など、地域の魅力
発信を行っていきたいと考えております
ので、引き続きご協力のほどよろしくお
願いします。
北九州市と仁川広域市

佐世保市と坡州市

北京事務所
中国最大級の動画プラットフォーム提供企業「快手」を訪問しました
2022 年４月７日、クレア北京事務所職員はショート動画やライブ配信のプラットフォームを提供する中国企業「快手」を訪
問し、今年度同企業と連携して実施予定の「オンラインを活用した自治体の魅力発信事業」について意見交換を行いました。
スマートフォンが幅広く普及している中国では、KOL（※）が各地を訪問し、その土地固有の魅力を紹介する動画をスマートフォ
ンのアプリ上で楽しむスタイルが人気です。「快手」は、デイリーアクティブユーザーが約 3.8 億人、新規動画投稿数が毎月平
均 11 億本にも上る非常に大きなプラットフォームを運営しています。
訪 問 当 日 は、 ラ イ ブ 配 信 や KOL の 活
用といった自治体の魅力発信を行うにあ
たっての効果的な手法や「快手」が各国
の政府機関と連携した事例の紹介などを
受けながら、事業実施に向けた打ち合わ
せを行いました。当該事業は５月下旬か
ら６月頃を目途に詳細を公表する予定です
ので、奮ってご応募ください。
（※）KOL：Key Opinion Leader、多数のフォロ
ワーを抱える SNS アカウントを持ち、発信
力に定評のある者。インフルエンサー。

「快手」の企業紹介に耳を傾けるクレア北京
事務所職員

事業内容について「快手」と意見交換を行
うクレア北京事務所職員

シンガポール事務所
「アニメや漫画等にゆかりのある自治体の観光 PR 番組」を配信 !（2022 年 2 月実施分）
クレアシンガポール事務所では 2021 年 8 月、9 月に引き続き、自治体のインバウンド促進を支援するため、アニメや漫画な
どにゆかりのある自治体の観光 PR 番組を制作し、最新のアニメ・漫画・ゲーム情報を世界に向けて発信しているオンライン
プラットフォーム「AFA Station TV」において配信を開始しました。今回も前回同様、2 本立てでお送りいたします !
1 本 目 の「Featured Destination: Japan Anime & Manga Tour」は、自治体の有名アニメや漫画などを彷彿とさせる
場所や王道の観光スポットを紹介する内容となっております。滋賀県・兵庫県・兵庫県宝塚市・鳥取県倉吉市・秋田県に参加い
ただきました。
また、２本目の「Featured Destination: Unique ways Japan promotes itself」は、日本のポップカルチャーを切り口に
ユニークな取り組みを行っている自治体
をフィーチャーした内容です。長野県中
野 市・ 群 馬 県 前 橋 市 ・ 宮 城 県 石 巻 市・
高知県・茨城県水戸市に参加いただきま
した。
いずれもバーチャル YouTuber と番組
MC が繰り広げる楽しいトークショーと
なっておりますので、是非ご覧ください！
※自治体名は番組内で紹介される順に記載。 トークする MC たち
自治体提供のグッズを紹介する様子
※以下のリンクから番組を視聴できます。
http://www.clair.org.sg/j/information/afa-2022-1/
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ロンドン事務所
アイルランド「エクスペリエンス・ジャパン」に出展し観光 PR を実施
2022 年 4 月 10 日にアイルランド・ダブリンで開催された日本文化紹介イベント「エクスペリエンス・ジャパン」に出展し、
日本の各自治体のパンフレットやポスターを使って PR しました。また、来場者の名前を書く書道パフォーマンスが大変好評で、
行列ができるほどでした。
同イベントは、コロナ禍のため、過去２年間にわたって中止あるいはオンラインでの開催とされてきました。３年ぶりの会場
開催となった今回は、日本文化に直接触れることを心待ちにしていた多数の来場者があり、太鼓、舞踊、柔道や剣術などのパフォー
マンスや盆栽などの作品展示のほか、フードコーナーで販売される日本食などを楽しむ多くの家族連れなどで賑わいました。
来場者の中には、新型コロナウイルス感染症による入国規制が解除され次第日本に旅行に行く予定という人、日本のアニメ・
漫画をきっかけに日本に関心を持った人、日本語を勉強してい
る人など、日本に高い関心を持つ方が多数いらっしゃいました。
エクスペリエンス・ジャパンは、アイルランドの人々にとってバ
ラエティ豊かな日本の文化に実際に触れることのできる貴重な機
会になっています。このようなイベントを通じて、アイルランド
と日本の相互理解がますます深まっていくことが期待されます。
クレアブースの様子

剣術パフォーマンスの様子

パリ事務所
天皇誕生日祝賀レセプションに出展しました
2022 年３月 30 日、クレアパリは在仏日本国大使公邸で開催された天皇誕生日祝賀レセプションに出展し、福井市、静岡市
などの自治体の PR を支援しました。日本の春を彩る桜が満開の福井市ポスターや、越前ガニなどのグルメ情報は来場者を惹き
つけ、今後の日本訪問時の目的地の候補として高い関心が寄せられました。また、ブース訪問者には、静岡市による呈茶を通じ
て浅蒸し茶ならではの爽やかな香りと凝縮された旨みを味わっていただき、普段は苦くてお茶は飲まないという方からも好評を
得るなど、今後の欧州プロモーションに向けた貴重な意見を得
る機会となりました。
今年は、在リヨン領事事務所主催の同レセプション（3/28）
にも出展したほか、在ストラスブール総領事公邸の同レセプショ
ン（3/30）でも自治体の PR 支援を行いました。特に、ストラス
ブールでは、欧州各地からの来場者に対して金沢市の観光 PR の
ほか和菓子試食や日本酒試飲、金箔工芸の実演も行われ、コロ
クレアパリブースにおける福井 岡山県高梁市と教育交流を行う
ナ禍では叶わなかった体験型プロモーションを通じて、来場者
市・静岡市 PR（パリ）
アンペール高校のバラゼール先
に日本の地方の新たな魅力を発見してもらうことができました。
生（リヨン）

経済交流課
2022 年度日本ふるさと名産食品展 in ニューヨークの出展事業者を募集します！
数々の魅力ある日本食が海外から注目を集める中、クレアでは、地方自治体が行う地域産品の海外販路開拓を支援しています。
この度、世界の情報の発信地である米国・ニューヨークにおいて、「日本ふるさと名産食品展 in ニューヨーク」を開催するにあ
たり、ご出展いただける事業者を募集しますので、ぜひご検討ください。
■概要
1. 開催日程 2023 年 2 月 23 日（木）〜 26 日（日）
2. 開催場所 米国・ニューヨーク「ジャパンビレッジ」2 階 The Loft 催事スペース
3. 主
催 一般財団法人自治体国際化協会
4. 出展対象 都道府県・政令指定都市を通して出展する事業者等
5. 出展産品 原則として日本国内で製造され、正規の手続きにより輸出入された地域の食品
および飲料品
6. 開催規模 20 事業者程度（100 商品程度）
7. 販売方法 委託販売 / 買取販売
8. 実施方法 委託実施（運営事業者：日本食文化振興協会（JFCA）
）
9. 締
切 2022 年７月 15 日（金）
※応募方法・過去の実績は下記ホームページに掲載しております。
http://economy.clair.or.jp/activity/exhibition/
■お問い合わせ 経済交流課 担当：光永、チャン
賑わう食品展会場（2021 年度 日本ふるさと名産食品展ポス
Tel：03-5213-1726 Mail：keishin@clair.or.jp
ター（2021 年度）
実施の様子）
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交流親善課
第７回日仏自治体交流会議への参加自治体を募集しています !
日仏自治体交流会議は、日仏両国の自治体が一堂に会し、共通の行政課題や先進施策などについて
発表・議論することで両国の地方自治の発展に寄与することを目的に開催しています。
第７回会議は、フランスのエクサンプロヴァンス市で開催します。
期 間：2022 年 10 月３日（月）～６日（木）
場 所：フランス エクサンプロヴァンス市
テーマ：
「ポストコロナの世界における包摂的で持続可能な地域の
ためのイノベーションの緊急性」
分科会１「どのような持続可能な経済モデルを目指すべ
きか？」
分科会２「すべての人が尊重される成熟社会」
分科会３「環境の当事者としての地方自治体」
エクサンプロヴァンス市におけ エクサンプロヴァンス市
本会議は、フランスとの姉妹都市交流などを行っている自治体だけ
る事前協議の様子
内（市庁舎前）
でなく、今後フランスとの交流を希望する自治体も参加いただけます。
詳細は、クレアホームページ（http://www.clair.or.jp/j/exchange/chiiki/nichi-futsu.html）にアクセスください。

多文化共生課
オンライン対応能力向上研修会 日本語学習支援編
～多文化共生施策のオンライン化をフォローアップします～
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、生活相談や講座などさまざまな分野で、オンライン活用の機会が増えています。ク
レアでは、地域の多文化共生の推進を図るため、自治体や地域国際化協会の多文化共生施策を担当する職員などを対象に、オン
ライン対応能力の向上を目的とした研修会を開催しています。
2021 年度の研修会は、オンライン会議システムの操作方法やファシリテーションなど、基本的・汎
用的なテーマで開催しましたが、2022 年度は、より多文化共生施策に特化したオンライン活用をテー
マに下記のとおり開催しますので、ぜひご参加ください。
◆日 時：2022 年６月 23 日（木）13:00−15:00 ◆テーマ：オンラインを活用した日本語学習支援
◆対 象：自治体、地域国際化協会、市区町村国際交流協会の多文化共生施策を担当する職員
◆定 員：300 名
◆形 式：オンライン（Zoom ウェビナー）
お申込みの方法など、詳細については、下記ホームページをご覧ください。
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/jiam/online.html

市民国際プラザ
市民国際プラザ

事業のご紹介

市民国際プラザには自治体と NGO/NPO との連携を支援
するコーディネーターが
常駐し、地域における国
際協力、多文化共生の推
進を目的に、先進事例の
発信や相談を受け付けて
います。地域の国際化に
関わるちょっとしたお問
い合わせやご相談でも結
相談対応の様子
構です。お気軽にご連絡
ください！
■ご相談受付（来館、メール、Zoom、電話）
◦多文化共生における自治体と NGO/NPO との連携など
◦先進事例の照会
◦プラザ SNS、メルマガでの広報について
◦地域国際化協会・国際交流協会の取り組みについてのご相談
http://www.plaza-clair.jp/
◦来館の場合は事前にご予約ください
◦市民国際プラザは 6 階のクレア執務室内に移転しました

JET プログラム事業部
JET プログラム担当者会議を開催しました
全国の都道府県および政令指定都市の自治体担当者を対象
に、JET プログラム担当者会議を開催しました。本会議は、
新たに招致した JET プログラム参加者の円滑な受け入れを
図ることや、JET プログラムの年間計画の周知などを目的と
して、毎年実施しているものです。
オンラインでの開催となった今回は、JET プログラム参加
者の来日スケジュールの報告や、JET 経験者が任用されてい
た都道府県単位で活動する KenJETkai の紹介、開催予定の
各種イベントや
研修、助成の紹
介など、今年度
のクレアの取り
組 み を 周 知 し、
全国の都道府県
および政令指定
都 市 へ JET プ
ログラムに係る
情報共有を行い
JET プログラム担当者会議の様子
ました。
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