
○ホームページ間ゆ：lIwWW・jocvchlba・netO発行宣佳肴：吉田竃司（青年海外協力隊千葉OB会会長）

1．会長挨捗

千葉崇内協力隊OB・OGの方々にはご健脚こてご活躍のことと存じます。本会報が鍵行されるのが8月ですので

暑さがピークを迎える時期となりますが、お体にお徴をつけ頂き元観にお過ごし的、ていると存じます。

4月18日に開催した本会絶食は、今年は2年に1度の役具改選の年に当たり、長らく低迷を続けていた活動入賞

にも少し割るさが見えて来て、OB会活動に対し頑張って頂いている方々を中心に優賞交代が可能な状況になって来

ましたので・人心一噺を図り噺体制としてスタートさせて頂きました。今後は、いつまでも旧館依然とした活動を払拭

し鉄線に役具になられたより若い方々を中心にして千葉内の協力隊繕鹸者の皆さまが気楽に08会活動に対して参

加頂ける確繍作りついて積極的に努力を重ね取り綿むように致します。ぜひ今まで08会に参加頂けなかった方々

も気楽に08会にお顔を出して頂けるように勢力いたします。いろんなことを－絢こやって行ければ、と思っていま

す。

協力隊軍費も発足から四十繊年が絶ち応真人具の減少等、海外ボランティア活動に対するいろんな環境の憂化

もあり・出身母体についても今後の展開に混沌としたところが垣間震えますが、経験者としてのネットワークを途切

れさせることの無いよう、より多くの方々と一緒になって活動できる会となるように頑張ってまいりますので、管さまに

は会の活動に対し、よろしくご協力・ご●加頂ければ幸いです。今後とも千葉OB会の活動について、よろしくお鼠い

いたします。

会長吉田憲司（平成2年度1次龍ポリヴィア搬送）
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2。平成21年度鎗会報告～

日時‥平成21年4月18日（土）15：30－17：30

鯖所：船繍市中央公民会　5階第三集会重

来農千葉県確境生活部県民生活課青少年室蘭主査古山恭子機

独）国際協力機構青年海外協力隊事務局ボランティア参加促進課長佐藤駐機

社）協力隊を育てる会　田中清平復

千葉県JICAシニアボランティアの会会長　晶JIl洋之助練

1．15：00開場

2．15：30開会

3，15：30－15：35青年海外協力隊千葉OB会摸拶

4．15：35－15：50　来責のご紹介・挨拶

5．15：50－17：00

●　議長選出

●　平成20年度活動報告・平成20年度会計舗告

●　平成21年度活動計画（乗）・平成21年度活動予篇（棄）

●　規約改定

●　役職改選

●　その他

●　議長解任

6．17：00参加者自己紹介・意見交換（懇駁）

7．17・30　閉会

JoCV千葉OB会httpiIIwww，jocvchiba．Ilet
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平成20年度活動後台

月 �OB会行事 �其儀 �協力“書加 �その他 

4月 �・絶食（12日） � �・協力隊まつり（19，20日） �青 葉 集 
・行書葉肉素行 ��・真東説朝会 船標13日、柏15日、 篇張25日 

5月 �・定例会（10日） “行事果肉発行 � � �I �‥・ ��絡 

6月 �・定例会（14日） “1次隊壮行会（14日） “会組No．78美行 �“1次隊禦庁憂敬肋間（16日） � � �エ 

7月 �定例会（19日） “行書棄内鍵行 � � � � �ツ セ イ �� 

8月 �・動こう話そう協力隊（2日） ・行書案内素行 � � � � �：さ シ テ �� 

9月 �・定例会（13日） “2決議壮行会（13日） ・行事案内発行 �・2次離籍庁表敬勝間（15日） � � � �ス ト �� 

10月 �・行事案内発行 � �・ク巾一八°んフェスタ（4．5日） ・エッセイコンテ小暮を（11日） ・真東説照会 縮7日、千葉11日、 船繍25日 � � ��闘 

11月 �・行事果肉先行 �・ボランティア象糠連絡会（1日） �・浦安市田瞭フェスタ（16日） ・関東7●鴎ク会意（22，23日） ・協力隊を育てる会千葉東食 置交流会（29日） � ��� 

12月 �・定例会（13日） ・行事家内素行 ・3次隊壮行会（13日） �・3次離農庁義鰍筋聞く19日） � � 

1月 �・定例会l噺年会（17日） � �・JoCA断章交歓会にて千葉 �JoCA　嘱 
“会報No．79素行 ��OB会をパンフレットで紹介 �機具会 

・行事案内実行 ��（24日） 

2月 �・優賞会（7日） ・定例会（14日） ・○こう話そう協力隊（28日） ・行書果肉美行 � � � 

3月 �・定例会（14日） ・4次隊壮行会（14日） ・行事葉肉美行 �・4次隊果庁震敬訪問（17日） � � 

JoCV千葉OB会httpiI／WYYW．iocVchlB裏．net
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平成20年度全書†複告

青年海外協力隊千葉OB会長持
収入の寄l 　　　　H1日 �1倍2　囲 �平成20年4月1日・－平成21年3月31日（き“位：円） 　　　　‘ブヨ暮説明 

南軍回gim量賃金 �e24．041 � 

毎会il �130．500 �Ⅲ高圧賀田旺職工エ　まま　亜謹話過り 
案霊付合 �7．500 �34日 

J°cA共同葵［葵！葵［（｛種別i） �18．450 �lR力闘【ま．つり 

作葵！蔓熊看！ �377．520 �中学生エッセイコンテスト（一次igiE） 
J°cA共同Jl葵とJl �488．800 �i器1言11他 

i【舞と皿入 �136．820 �1霊力臨〔まつり・グロー′tlレフェスタ長i売i売り．上げ 

隅i �340 �H行瀞1最，鴛 

u文人tr �1．790．031 � 

支出の劇【 　　　　項　目 ���合　回書 ��平成20年4月1日・－平成21義手3月31日（職位：円） 　　　　17日暮脱日田 

i雷 ��葵［ �204．839 �� �平属120年協力圃！まつり 

活 ��it �1，000 �� �平属と21年協力鵬！まつり 
ヨ ��im �4．621 ��′ �‘　　　・i王道子種】 
孟吾 ��im �191．436 �� � 

活 ��霊］ �54．645 �� �SL′日日青雲臨空島国鋼は堰1差し隅署遡 
活宴か ��il �28．078 �� 

活tn ��SI �122．445 ��派HmHiSLtと書手会 

活 ��動案［ �8．820 ��8潤滑聞春子競国 
【、1… ��iS曹11ヒSi �10．080 ��言蓋割田‾虚現醒翻臨場” 
組 ��〃教室glと案［ �30，000 ��JocA団tt年会it 

広 ��案I �117．872 ��会報言霊年子 

会 ��案I �135．598 ��i宣例会題1“組曲岳 

釜 ��葵I �44－500 ��86SIフロック！電場 
Sm ��柑看［ �8．813 ��患　　・　」三園 
竃8 �手量なます ��8．000 ��登EtiE払込要事重き 

－‘“・“ ！欠年i軍組織金 ��� �971．745 818．286 � 

含　tr ���1．790．031 �� 

上記の通り収支を報告します。
青年簿外協力i轍千葉OB会

平成21年3月31日
全部　標野良夫

平成21年3月 三種；東京話i行 �31日額l凄 i9，111 

郵貯鼠行 �81，101 
千葉鍛行 �072．570 
国！使纏をIi13．700 

現金 �100．404 
現金・事案！霊mlq） �878－946 

桑私禽（2） �58－600 

曾erQ）－G） �818．286 

全き†監査競告
関係書類を藍をしたところ、
適正であった事を醒めます。平成諾籠㌔坤㊥

平成20年度活動龍告・平成20年度会議繍告に対する賃建応答
・支出（活動費）の中の協力隊まつり、中学生エッセイコンテスト、派連隊置壮行会の支出内容はどのようなものか。

→協力隊まつりは、販売物品代とクーラーケースなどのレンタル料。中学生エッセイコンテストは、書董手当。派遣隊置

壮行会は、◆加看からの会費裏地を隙いた録をOB会で青垣したもの。

重要応答の館果、平成20年食活動複合・平虞20年虞会議後告は雷電され暮しふ

〃oCV手業oB会　httpiIIwww．JocY．llIba．net
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平成21年度活動蘭画

月 �OB会行事 �共催 �協力・参加 �その他 

4月 �・総会 � �・協力隊まつり �書 
・行事案内発行 ��・募集説明会 � � ���真 東 

5月 �・定例会 ・行事案内発行 � � �〕 �●● ���鯵 

6月 �・定例会 ・会報No．80発行 ・行事案内発行 ・1次隊壮行会 �・1次隊県庁表敬訪問 � � �エ ツ 

7月 �・定例会 ・行事案内素行 ・聞こう話そう協力隊 � � � � �セ イ コ ��� 

8月 �・行事案内発行 � �・応募促進‡ヤンパーン‡ヤラパン ・グローバルフェスタchiba � � �ン ナ ス ��� 

9月 �・定例会 ・行事案内発行 ・2次隊壮行会 �・2次隣接庁表敬訪問 � � �ト 

10月 �・行事案内発行 � �・グロー八°んフェスタ（日比谷） ・エッセイコンテスト審査 “募集説明会 � � ��「可 

11月 �・行事案内発行 �・ボランティア家族達締会 �・浦安布目瞭フェスタ ・関東7°的ク会繍 � ���岨 

12月 �・定例会 ・行事案内発行 ・3次隊壮行会 �・3次隊県庁表敬訪間 � � 

1月 �・定例会／新年会 � �・JOCA新書交歓会OB会紹 �〕OCA　評 
・会報No．81発行 ・行事案内発行 ��介 �議員会 

2月 �・定例会 ・動こう話そう協力隊 ・行事案内素行 � � � 

3月 �・定例会 ・行事案内発行 ・4次隊壮行会 �・4次陳県庁表敬訪問 � � 

＊　OBや各団体から案内があった際は、上記以外の行事も定例会で機射していきます。

JoCV千葉oe会http；IIwwYY．jocvchlba．net
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平成21年慶活動事象

自平成21年4月1日　至平成22年3月31日

平成21年4月
青年海外協力隊千葉OB会

会長　吉田憲司

輩輩一書王
支出の部 � ��（単位：円） 

項　　目 �金　額 ��内密説明 
活動費 �100．000 ��協力隊まつり 
活動費 �30 �000 000 000 000 000 000 調調 000 （×）0 000 000 000 000 000 �グロー′くルフェスタ 

活動費 �200 ��中学生エッセイコンテスト 
活動費 �100 ��関東ブロック会議 

活動費 �10 ��ボランティア家膜連絡会 

活動費 �10 ��JOcA新春交換会OB会紹介 

活動費 �20 ��浦安市国際協力フェスティバル 
活動費 �50 ��聞こう話そう協力膳（帰国隣員報告会） 
活動費 �150 ��派遣隊員壮行会 
租録強化費 �30 ��JOcA団体年会費 

組織強化費 �10 ��千葉県国瞭交流協会年会費 
広報費 �＿＿120 ��会報発行 
会議費 �150 ��総会“定例会議・臨時会議 
事務精義 予備費 �30 720 ��事務用品・各種連輪番 

i �1．730．000 �� 

平成21年度活動部西（棄）・平成21年度活動予篇（葉）に封する貫鐘応答
・協力龍まつりは、昨年度と比較してなぜ10万円減ったのか。

→昨年度は千葉崇の地ビールを販売したが、その価格が高かった。今年度は藩花生を販藁する予定で、昨年度より価

格が安く、支出が減る予定。

重爆広喜の鋸果、平俄21年度活動動因“平成21年度諸動予算（葉）は承なされました。

章継会において承震されたので、本会録では活動持田・活動手書として構築しております。

JocV千葉oe会http；l／www．iocYclliI）a．het
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規継改定

吉日会費より、規約の一部改正について説鴫があり、重要応答の鋸果承配されました。

粛正籍断については、以下を書簡下さい。

相続配電（会規釣）の一部改正

青年濃外協力隊千葉oB会規釣の一部改正
（1）青年重外協力簾千葉oB会後継の以下の項目について下露の通り費賢とします。

1．事精鼠議書場所の追加

2．劃会長の定録の費要及び会長代行〇位の追加

3．改質最歴の追加、一節改定施行日の追加

（2）具体的改正点

青年費外電力東千葉OB会禦鯛

購1章越劃

章一集日本食は、「青年簿外協力隊千葉OB会」と糠する。

籍4章優賞

禦重要本会に次の優賞を置き、会意の物語を簡う．

会費1名、軸会長1名、事差置曇1名、青葉置次霊1名、食

物1名、会着艦書1名、地区担当を1名、書鰹2名、広農2

名としサポーターを艦名置くものとする．競、会長に事故あ

るときは面会義がこれを代覆する。

1・会長は協力隊oB会の代置置き築ねるものとする。

2・優賞は心霊に応じて優置傘香南くものとする。

3．優農の住持は2年とし、暮任を請けない。

4．優賞の重複はそれを請けない。

意6章補足

（籍八象、購九象は費要病しのため奮絡）

築＋集軍規筒は平成7年2月28日より篤行する。

平成17年4月24日一寄改正篤行。

籍1軍側

籍一乗」L事会は、「青年瀞外協力隊千葉oB会」と稀す

る。

2．書葉風を千葉接触標高教具2丁目5番6－1009

号吉田　裏面　方（会長宅）に置く。

（2額として追加）

第4章優賞

第五集本会に次の捜具を置き、会糠のか行を行う。

会長1名、照会長若干名、事轟賀長1名、腿、食物1
名、会鮒国書1名、地区担当魯1名、書記2名、広徽2名と

しサポーターを艦名置くものとする。虹肥幽

1．会長が簾轟を養行できない場合は面会軍書定め

られた8億割で会長代行者を置き、会長代行書が全

霊職真を代寄する。（追加）
乞食曇は協力隊°日食の代後置を東ねるものとする．

＆優賞はめ要に応じて捜農会を続Kものとする。

↓優賞の農期は2年とし、基任を妨げない。

ら優賞の重複はそれを妨げない。

1項注）会霊代積の定められた〇位とは、継食で舶さ

れた優賞名類誌後〇位全書う．（追加）

意6章強風

（築八景、築九泉は費真意しのため省鴫）

禦＋基本纏綿は平成7年2月26日より篤行する。

鵡義教履　く追加）

平成17年4月24日一部改正続行。

平成21年4月188－鶴義正篤行．（遭卸）

JoCV千葉oB会httpiI′”輸IIIy．ioevchIll●，het
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議事終了後の意見交換

出席者より自己紹介ののち、意見交換が行われた。
・会費納入者は何名か。

→124名。振込み100名護、総会出席時納入20名程度。

・若い隊員は就職、結婚、子育てなどがあり忙しいが、°B会はホッとする場所であることをピーアールしたらどうか。

・帰国後、OB会への参加は敷居が高かった記憶がある。

・もっと楽しい企画を立てるべき。

・今回、出席者からインドネシアバティックや費寵の催しの紹介があったが、このような形で情報を流していくことはたいへん

良い。
“自分たちが住んでいる町で国際協力関係の行事があったりするので、そのような行事に参加していけたら良い。

“若者の人口が減っていて、かつ内向的になっているように思う。2年間の協力隊活動ではなく、短期スタディツアーなどに

流れている傾向がある。
・協力隊の現職参加はどの程度か。現職参加を増やしていくべきだ。

→（協力隊事務局）全体の約15％。増やすべく努力している。

・聞こう話そう協力隊（帰国報告会）の参加者を見ていて、協力隊に関する認知度が低いと感じる。もっと努力しなければと

思っている。

＿・OB会と協力隊事務局ができることは違うので、それぞれの立場での努力が必要だ。

3．聞こう話そう協力隊　一婦国隊員報告会～

2009年2月28日「聞こう話そう協力隊」と銘打って、帰国隊員報告会を行いました。今回は、「教員現職参加で

派遣された隊員の報告」と銘打って、現職参加の教員OBIOGの発表を行いました。特定の職種”派遣形脚こ絞った

形の発表会は、イメージかしやすいのか好評でありました。

また、今回からiまパネルディスカッション（兼発表者への質問）の時間を別途用意しました。こちらも、3人への槙通

しの質問が可能となり、好評でした。一般参加者（聴講者）28名を集め、活気有る会となりました。

●　2009年2月28日14：30－17：15

●　船橋中央公民館　第1・2和室（JR総武線船橋駅歩10分）
・H17－1ボリビア　　　小学校教諭木曽費智子OG

・H17－1パラオ　　　　小学校教諭　小楕由美OG

・H18－1ウズベキスタン　青少年活動　下田由紀OG
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4．協力隊まつり

日時平成21年4月25日（土）、26日（日）

場所JICA地球ひろば（広尾）

一昨年に始まり3回目の開催となる「協力隊まつり」に、今年もJOCV千葉OB会のブースを出展しました。今年は、

千葉名産の落花生の販売とスi）ランカの協力隊OBが支援している現地NPO「APCAS」のバナナペーパーや麻製品

の展示販売を行いました。初日はテントの中にまで降り込んでくる雨に濡れながらの販売となりましたが、二日目には

その雨もあがり、用意した落花生を完売することができました。昨年のグローバルフェスタから実施しているスリランカ

NPOの手作り民芸品の販売は、今後もこういった場で製品のプロモーションを継続して支援していく予定です。協力隊　－

まつりの集客数は昨年よりも大幅に増え、大盛況のうちに行事を終えることができました。

今後も千葉OB会として積極的に参加していきますので、見かけた際には気軽にお立ち寄り、お声掛けください。

落花　生売上（2日間合計）12，682円（小さなハートプロジェクトへ寄付）

スリランカ製品（2日間合計）　30，000円

JOCV千葉oe会　http；／Iwww．jocvchiba．Ilet
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売上は「小さなハートプロジェクト」へ書付致しました

5，壮行会“県庁表敬訪問

OB会では新陳員の赴任前に壮行会と県庁表敬訪問同行を行っています。

－　壮行会では、噺隊員とOBが任国の話題や活動の話題で毎回時間を忘れて語りあっています。
1．平成20年度4次隊　13名　男性5名　女性8名

壮行会：平成21年3月14日　県庁表敬訪問：平成21年3月17日

2．平成21年度1次隊　15名　男性6名　女性9名

壮行会：平成21年6月13日　県庁表敬訪問：平成21年6月15日

20年度4次隊

6，行事予定

21年度1次隊

開催日が決定している行事のお知らせです。各行事の機軸は、OB会ホームページで案内する予定です。

●　iOCA関東キャラバン　千葉7月～8月

＞　詳細http：／lblog．goo．ne，jplcaravan－karltOu－05I

●　グローバルフェスタin千葉

＞　8月23日（目）千葉大学けやき会館

●　聞こう話そう協力隊　一帰国隙き報告会～

＞　9月5日（土）14：00－17；00京葉銀行文化プラザ（i即ぼるるプラザ）7時糧

●　グローバルフェスタJAmN2009

＞　10月3日（土）・4日（目）日比谷公田

●　］OGA25割立25周年記念イベント

＞　10月3日（土）日比谷公会堂

JoCV千葉oB会　http：／／www．jocvchlba，Ilet
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7。会費細入のお囲い

千葉OB会の年会費は1．000円です。

毎年会費を鋤人肌、ている方は金具の1割論の方々です。平成20年度の年会費収入肴Iま124人（機敏年納入あり）

で・主に会報の印刷・郵送費に充てさせて頂きました。請人方法は郵便局と銀行の2種類ありますのでご寄合の食い

方法をご利用下さいeご躍意・奪付なども受付けておりますので宜しくお細い致します。納めていない方も、もちろん会置

ですので行事tこ興糠のある方は、書ってご参加下さい。OB会活動をご理解頂きご協力お細い致します。

〃払込取扱表記入例
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●●●青書”i書すさnol●

〇　〇　一？e o l
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住所、氏名、連絡先

筆をお書き下さい。

三義東京UFJ銀行（銀行コード0005）

口座番号：書道4769024
船構駅前支店（支店コード388）

口座名：青年海外協力隊千葉OB会

＊郵便局をご利用の場合、同封の払込取扱東をご利用頂ければ手厳粛貫嬰はありません。

＊三義東泉UFJ触行の本支店調の振込については手数料無料です。

JoCV千葉oB食httpilImMJocYChiba，net


