
■ホームページ：http：〝dhiba－Ob・jocv．netO発行責任者：吉田憲司（青年海外協力隊千葉OB会会長）

1．会長挨拶

暑い毎日が続いておりますが、千葉直往協力隊OB・OG各位にはお元気でご活躍のことと存じます。

さて、「青年海外協力隊千葉OB会」として、平成19年の総会を6月24日（日）に浦安市国際センター研

修室にて開催いたしました。今年の総会案内は会員である千葉在住協力隊OB約1，000人の方々に葉

書での案内をお送りし、来賓他の方々や鎌ヶ谷在住の大嫁協力隊事務局長も会員として勧頂き35名の

という近年に無い多数の参加者での開催となり心を引き締めております。

経書内容も活動予算の内容、活動内容、会の有り方等活発なご意見を頂きました。今後このような活発

なご意見を頂ける機会を、総会だけでは無く、多くの集まりや行事を行っていく中で頂き、活動に反映でき

ればと考えてます。

ぜひ皆さまもお仕事等にお忙しいとは存じますが、OB会活動のいっそうの発展“活発化にご参加・ご協

力をお願いいたします。協力隊を卒業した方々の地域ネットワークを大切にし、OB・°Gの方々がふっと

海外ボランティア活動の協力隊を思い出したとき連絡を取っていただける集まりにしたいと思います。

なお、本年は13年間に一度のOB会関東ブロック会櫓の開催幹事県が千葉に回ってきました。千葉OB

会として、千葉OB会の会員の皆さまと共に（社）青年海外協力協会の担当理事・関プロ幹事・副幹事及び

関連部門の方々と協力し、千葉県内でのブロック会議を盛会に開催して行きたいと考えておりますので会

員の皆さまのご参加“ご協力をよろしくお願いいたします。

末筆となりましたが、本年の役員改選にて会長に再任頂き、再度2年間の任期で千葉OB会活動に携わ

っていくこととなりました。会員の皆さまのご協力を頂きながら更なる千葉OB会の活動を活発とするよう頑

張って参ります。よろしくお願いいたします。

会長吉田憲司（平成2年度1次隊ポリヴィア雛遡

目　次

1．会長挨拶吉田憲司

2．平成19年度総会報告

3．会費納入のお願い

4。お知らせ

5，平成19度役員名簿

資料青年海外協力隊千葉oe会規約

図回
／初n姦

〕oCV千葉oe会　2007年夏号



2007年8月IN0．76

2，平成19年度総会報告

去る6月24日に開催された青年海外協力隊千葉OB会平成19年度総会について報舘致します。

1．日時：平成19年6月24日（日曜日）15時30分～17時00分

2．場所：浦安布団寮センター

3，議事：

平成18年度活動報告及び会帥報告

平成19年度活動胴（案）及び予算（案）

役員改選

来費

及川雅司
山田久仁子
増子建
品川洋之助
栴谷陽子
城島理子
砂田政則

（千葉県環境生活部県民生活科青少年皇室震）

（千葉県環境生活部県民生活科青少年室）

（（社）協力隊を育てる会参事〉

（千葉崇シニアボランティアの会会長）

（千葉県シニアボランティアの会雷険要）

（（社）協力隊を育てる会総務部課長）

（青年海外協力隊東京OB会実行委員）

吉田憲司 �2－1朴lビア搬送 �玉城均 �9－3ルイシア造田 

梶野良夫 �49－2マラウイ構造設計 �田村聖子 �3－3　スリランカ手工芸 

大塔正明 �49－2ハック’ラティシ1稲作 �伊東宏一 �43－3インド稲作 

伊藤丈和 �14－171出すカツ村落開発 讐及員 �石原幹 �15－3ネ八丁ル野菜 

大場一別 �57－4が－ナ無線通倍機 �河井優美 �13づグアテマラ食品加工 

斉藤職＝ �47－マレイシア工作機械 �佐藤敷 �5－1セ袖”ル視聴覚教育 

鈴木隆裕 �1－1I†ンゲ芳‘ィシュ土木施工 �鈴木タイ子 �11－3マレイシア造園 

中島太一 �15－1刊Iバレーポ十レ �野並丈朗 �lljグアテマラ感染后対策 

早川晶子1‘ �16－1コスタi肋コンピュータ技術 �東国昭 �43－3インド稲作 

森田顕 �12－1フィリピン理数科教師 �八木宏文 �2－3王的コ義気工事 

若井弘 �47－2か」ル建築 �阿部明代 �11－3マレイシア作業療法士 

向井曹司 �58－3シリア陸上競技 �佐竹千草 �12－1中国　日本語教師 

稲集りか �12－2ブイiIピン養殖 � � 

司会：田村聖子
議長：伊東宏一
書記：玉城均

loCV千葉oB会　2007年要言



平成18年度活動報告

月 �0日会行事 �共催 �協力・参加 �その他 

4月 �行事果肉発行 � � � �†i審 

5月 �行事案内発行 � � � �J集 

6月 �定例会（10日） 行事果肉発行 役員会（17日） � � �エ ッ セ イ コ ン � 

7月 �縮会（15日） 行事案内発行 � � �� 

8月 �行事案内発行 � � �テ ス � 

9月 �行書案内発行 定例会（16日） �1次隣後期壮行会（16日） � �ト � 

10月 �定例会（22日） � �グローハ“ルフェスタ（9／30・10／1日） � � � 

行事案内発行 ��育てる会30周年記念式典（21 日） エッセイコンテスト審査（22日） 千葉市少年自然の家わいわ いフェスティバル（29日） 

11月 �行事案内発行 � �関東ブロック会議（25・26日） � �� 

12月 �行事案内霧行 �ボランティア家族連絡会（2日） � � 

定例会（16日） �2次隊壮行会（16日） 

1月 �定例会（21日） � �浦安市田隔協力フェスティバ“ん �JOcA鞘議員会 

行事案内発行 ��（21日） JocA噺書交歓会OB会紹介 （27日） 

2月 �行事案内発行 � � � 

3月 �定例会（10日） 行事葉肉発行∴ 聞こう話そう協力隊（25日） �3次隊壮行会（25日〉 � � 

質疑応答
・壮行会について、内容や参加新線置人数

内密は懇親会。人数は隙次でまちまち、最低1名～最高10数名。
・行事案内についてメールのスト登録者数

140名程度

事務局長の報告、質疑応答の結果、本活動報告は承穏されました。



平成18年度会計報告

平成19年3月
青年海外協力隊千葉OB会

会計　梶野良夫

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 
項　　目 �金　額 �内容説明 

前年度繰越金 年会費（前年度未納分） 年会費（本年度分） JOCA共同事業費 雑収入 �132，287 14，000 140．000 223，945 90 �銀行利息 

計 �510．322 � 

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 
項　　目 �金　箱 ��内容説明 

活動費 �14，245 ��千葉市わいわいフェスティバル 

活動費 �14．256 ��聞こう話そう協力隊 

活動費 �18．743 ��グローバルフェスタ 

活動費 �11，970 ��壮行会 

組織強化費 �18，000 ��関東ブロック会議等 

組織強化費 �30，000 ��J°CA団体年会費 
広報費 �180，137 ��広報発行 

会議費 �3．080 ��定例会議 

事務精義 次年度繰縫合、 �3 21 �．285 6．606 �事務用品 

計 �510．322 �� 

上記の通り収支を報告します。
青年海外協力隊千葉OB会
会計梶野良夫

会計監査報告
関係書類を監査したところ、
適正であった事を認めます。

平成19年6月16日

会計監査　田村　聖子

会計監査の適性意見、質凝応答の結果、本会計報告は承認されました。



平成19年度活動計画（案）

月 �08会行事 �共催 �協力“◆加 �その他 

4月 �行事案内舞行 �協力隊まつり � � � 

5月 �定例会 行事案内発行 � � � � �募 集 

6月 �定例会 行事案内鍵行 総会 �1次は前期壮行会 � �エ ッ セ イ コ ン �� 

7月 �定例会 行事案内発行 � � ��� 

8月 �行事案内発行 � � �7 ス ト �� 

9月 �行事案内発行 定例会 �1次隣後期壮行会 � ��� 

10月 �定例会 � �グローハ’んフェスタ � �秋 

行書案内発行 ��エッセイコンテスト審査 

11月 �定例会 行事案内発行 � �関東ブロック会報 �某 

12月 �定例会 �ボランティア家族連綿会 � � 

行事案内発行 �2次隊壮行会 

1月 �定例会 � �JocA噺書交歓会OB会紹介 � 

行事案内素行 ��浦安布目瞭協力フェスティバ●ル 

2月 �行事案内発行 � � � 

3月 �定例会 行事案内鍵行 聞こう話そう協力隊 �3次隙壮行会 � � 

質擾応答
“ボランティア家膜連絡会の内容について

JocV、シニアボランティア、日系青年、日系シニアで派道中の隊員の留守家族の方への情報提供・交換の柵
“樽谷シニア副会長より、「エッセイコンテスト審査に毎回参加して審査の手伝いをしているが、参加が3－4名程度

なので多くの方に参加して欲しいとの感想がありました。

事務局長の説明、質妊応答の結果、本活動打田（案）は承認されました。



平成19年度活動予算（案）

平成19年6月
青年海外協力隊千葉°B会

会長　吉田憲司

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岨位：円） 
項　　目 �金　駐 �内容説明 

同年度繰縫合 年会費 JoCA共同事業費 J°CA活動支援費 雑収入 �216，606 120，000 180．000 50．000 50，000 � 

請 �616．606 � 

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 
項　　目 �金　額 ��内容紀聞 

活動費　‘ �20，000 ��協力隊祭り 

活動費 �30，000 ��グローバルフェスタ 

活動費 �15．000 ��中高生エッセイコンテスト 

活動費 �100．000 ��関東ブロック会議 

活動費 �25．000 ��ボランティア家族連絡会 

活動費 �10，000 ��JocA新春交換会OB会紹介 

活動費 �20，000 ��浦安市国際協力フェスティバル 
活動費 �30．000 ��聞こう話そう協力隊 

活動費 �100．000 ��壮行会 
組織強化費 �30．000 ��JoCA団体年会費 

組織強化費 �10，000 ��千葉県国際交流協会年会費 
広報費 JL �120．000 ��広報発行 

会議費 事務精嚢 予備費 �20， 26． 60． �000 606 �定例会緩・臨時祭会 事務用品・各種連絡費 

帥 �616．606 �� 

質競応答
・会費収入が前年度より少ないのはなぜか

会費納入者が年々減っており当年度も減少が予想される為
会費納入者の増加に向けて、今後役員会で験射する

会長の説闇、賞鐘応答の結果、本予算（案）は承認されました。
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総会中の発言等

＞　行事“定例会に参加できないが、広報や文書作成などで参加できるOBも多いのではない

か。

＞

＞　浦安市国際センターが総会の出欠を取り組めることに問題はないか？

＞　OB会は浦安市国際センターに団体登録している。国際センターでのイベント等につい

ては、OB会に限らず他団体の参加者の取り纏めを行っており間飽ない（国際センター

所長より）
＞　今年度の総会継秦集に規約が添付されていない。

＞　次年度より規約を添付する。

＞　今回の総会は前年に比べて参加者が増えた。定例会が行事等にもできるだけ多くの方に参

加して頂き、OB会を活性化のためにご協力をお願いしたい（緩最より）

3，会費納入のお願い

千葉OB会の年会費は1，000円です。

毎年会費納入頂いている方は会員の約1割強の方々です。OB会活動をご理解頂きご協力を頂けるよう

お頭いいたします。今年度から納入口座を郵便局と銀行の2種類としましたので、ご都合の良い方法をご利

用下さい。郵便振込料金は郵貯r「Mからは60円、窓口扱いは100円の手数料となっています。

ご厚意“寄付なども受付けておりますので宜しくお願い致します。郵便振込用紙は会費撮込み以外にも使

用できるよう会費前納の方も含め全員に同封させて頂いています。ご了承下さい。

納めていない方も、もちろん会員ですので行事に興味のある方は奮ってご参加下さい。

」．i、　定∴持上　？摸∴磐

00290　叩く　　　を965，62♂

告　青年海外協力隊千葉OB会

場　＿

住所変更がありましたら、

こちらに記入下さい。

●1

○雄縮お嬢弱　拙拙嘲蜜

‾　　‾　‾●↑7　r

O o　29　0山1

d e　6－6　02
ーi′－i・一一一一一・－－－一一一－」

巨細書籍外血刀農事篇oe■m r」－。

銀行口座振込みを利用される方、口座は以下のとおりです。（振込み時にOB会へご一報下さい）

銀行名：三菱東京U剛銀行（銀行番号0005）支店名：船橋駅前支店（支店番号388） 

口座名：青年海外協力隊千葉OB会　　　口座番号：（普通）4769024 

銀行口座の利用では、三菱東京UFJ銀行の口座から振込む場合は、手数料無料です。

三菱東京UFJ銀行以外から振込まれる方は、所定の手数料がかかります。ご了承下さい。

JocV千葉oB会　20o7年夏号
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4．JOCA地域実践者ネットワーク登録の案内

JOCAでは全国のOBに地域実践者ネットワークへ登録を呼びかけています。純綿はJOGAホームペー

ジをご覧下さい。

一地域で世界で国掠平和のために次世代育成のために私たちはチャレンジャー～ 

地域に根ざしてあるいは国際社会において、社会還元活動を実践する帰国ボランティア。 

そんな人たちをJOGAは地域実践者と呼びます。そして、社会還元活動こ必要な情報共有や相互ア 

クセスが可能となるよう、国内外に住む実践者をネットワークで結びます。このネットワークを活用し 

て・前こ地球規模の問題意織を持ちながらボランティア事業を支える集団として、個々の経験を理も 

れたままにすることなく多様な地域のニーズ、人材育成などに取り組むことを推進します。 

なお、ネットワークに参加するには地域実践者としての登録が必要です。 

（JOCAホームページより） 

社団法人青年海外協力教会（JOGA）

事業部企画開発繰
TEL：03－3406－9151（代）FAX：03－3406－9160

E－mail：jisse嘗ha＠joca・o鴫p

h償p：〟www・joca“oMjp／00ntenyhome∞mming／membeLlbm．php

S，グローバルフェスタJApAN2007企画募集

10月6日（土）、7日（日）に日比谷公園で開推される、グローバルフェスタの出展内容の企画“案を募集し

ます。今年の全体テーマは「家族と地球」です。このテーマで「こんなことをやってみたい」、「こんな展示を

したい」、「こんな物販”飲食販売」をしたいというoBがいましたら、是ブ靖【務局”役員までご連絡下さい。O

B会として、全面バックアップします。（OB会ホームページに昨年の出店内容を掲載しています）

グローバルフェスタジャバ＞2007ホームページーhttp：〝wM…gCapan．com／2007／

事務局玉城　tamash巾∞Y．Chba＠hめshimy．com

G，平成19年度2次隊壮行会

誌…欝を9月15日（土）に鵬します。晰時陶ま決まり独メ‾ルポムペ‾ジ

壮行会ですが、毎回、派遣前訓練終了直後の土曜日開催としています。今後は12月上旬、2008年3月

下旬の予定です。

JoCV千葉oB会　2007年夏号



7。体験発表・活動報告
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●

みなさんの協力隊体験駁、海外での生活・仕事、海外ボランティア体験竿を発表“報告してみません

か？（テーマは協力隊活動報告・体験的こ限定しません）。

協力隊oBの海外駐在経験、海外ボランティア体験、海外留学など、腺広いテーマで発表・報告して頂

けるOBを募集し、OB会主催のイベントとして発表の場を般けていきます。

発表”報告をしてみたいというOBがいましたら、事務局・役員までご連絡下さい。

事務局玉城　tamash巾∞Yfh統飢hitsh的ny．com

、会場手配や19年度2次隊壮行会を9月15日（土）に開催します。場所“時間等は決まり次第、メ
ール・ホームページでお知らせします。

壮行会ですが、毎回、派遣同訓線終了直後の土曜日開催としています。今後は12月上旬、2008年

3月下旬の予定です。

8．メーリングノストへの登録のお願い

OB会の請轍朋は、会報（年1回発行）、ホームページ（不定期更新）、メールによる行事案内（月1

回定期と随時）の3種類ありますが、イベントの案内はタイムリーで発信できるメールによる行事案内

を活用しています。まだ、登録されていないOBがいましたら、登録宜しくお願い致します。

登録方法・・・事務局宛に下記内容をメールして下さい。

宛先：tamaShim．，joctLChiba＠hitoshimy．∞m

件名：メールマガジン申込

内容：氏名、勝次、職種、任国、連絡先（任意）

おしらせ

OB会では皆様からの、イベント情報、活動報告、手記等の原稿を募集しています。原稿は「毎月発行の行

事案内（メール）」、rJOCV千葉OB会報」、rJO〔V千葉OB会ホームページ」に掲載致します。情報発信、

情報交換の場として、ご利用下さい。

ご質問などありましたら、事務局長までご連絡下さい。

事務局長玉城均　taImShirpj∞YJlかba飢itosnmy．com
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