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あいさつとテランガ（おもてなし）

私が2年間、日本語教師として活動していた国セネガ
ルは、最近いろいろなテレビ番組で取り上げられていま

す。最近ではTBS r世界ふしぎ発見i」でセネガルが紹

介されました。しかも1400回記念番組で、です。副題は

ズバリ「踊るセネガルはおもてなしの国」！

みなさんはご覧になったでしょうか。番組の中ではた

くさんの青年海外協力隊が出演していて、活動の成果

（マングローブ林での牡蝿の養殖）がミステリー（問題）

「三なっていました。「みんながんばっているのだなあ白

と、うれしくなりました。この番組で青年海外協力隊が

出演するのは、とても珍しいことだと思います。

いまでこそ「ナゼ、こんなところに日本人」のような

テレビ番組でセネガルがよく紹介されていますが、少し

前までは（私の派遣が決まった2010年頃は）、情報を集

めにくい国でした。今でも、「セネガルってどこにある

の？どんな国つ」と聞かれることが多々あります。私は

2012年から「松戸市国際文化大使」に任命され、松戸で

セネガル普及活動にいそしんでおります。国際文化祭で

のセネガル展示や民族衣装体験を行ったり、中学校や高

校でセネガルの紹介をしたりしています。私は中学校に

勤務しているので、自校の生徒に講演するときもありま

す。そんなとき必ず私が話すのが、セネガルでとても重

要とされている「あいさつ」と「テランガ（おもてなし）」
ヽことです。日本もこのふたつを大事にする国です。ち

＼、まっと日本と違うのは、あいさつが長いということでし

ょうか。「おはよう」から始まり、「よく眠れたか」「日

本の家族は元気か」…と延々10分ぐらい続きます。私は

赴任当初、フランス語があまり話せなかったので、とに

かく顔を合わせば「Bonjou珂rCava？」とにこやかにあ

いさつをしまくりました。すると、いつの間にか

「Mlkayoはいい人ね」といわれるようになり、「え、私

何もしてないですよ」とういと、「だって、みんなにち

ゃんとあいさつするじゃないの」という答え。そうして

徐々にコミュニケーションがうまくとれるようになりま

した。

この話を講演会で必ず話します。というのも、最近思

うのは、自分から元気にあいさつができる学生が少なく

なっているように思えるからです。30年近く中学校に勤

務していますが、昔の学生はうるさいぐらいに大きい声

であいさつをしていたような・ii。私の姿を見ても、学生

のほうからあいさつすることが少なく、「おはようござ

います」と私から言って、返事がかえってくれはいいほ

うで、元気なくぺこりと頭を下げるだけの生徒もいます。

そんなとき私はとても悲しい気持ちになります。あいさ
つをするとさわやかに一日が始まると思うのですが、昨

今はスマホとにらめっこして、前を向いて歩いていない

人も多いですね。

話がそれましたが、あいさつとおもてなしを大事にす

る、陽気で助け合いの気持ちを持つセネガルのことを今

後もいろいろな場所で紹介したいと思います。私は2年

間仕事を休職して協力隊に参加したので、その貴重な経

験を還元することも大事な任務だと思っています。そし

て今の職場では「元気なあいさつ普及活動」を頑張って

いきます。
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青年海外協力隊千乗OB会
副会長　久保山　三香代

（平成20年度4次隊日本語教師）
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2．報告事項

1）総会について

平成28年度総会は、4月16日（土）、15　00からいつ

もの浦安市国際センターにて開催されました。出席者は

前年より少し増えて23名＋幼児1名でした。内容的には

例年と大きな変化はありませんでしたが、活動内容につ

いては充実していたと思っています。ご存知のように、

平成27年度はJOCV創設50周年に当たり、横浜で記念式

典がありましたが、当会としては記念事業としてJICAと

連携してグローバルキッチンを実施し、多くの方々にご

参加いただきました。

また、役員に欠員が出ていましたので、事務局長にJOCA

職員で浦安市国際センターの責任者である藤松理子さん、

会計にケニアOGの露木道子さんに就任していただきまし

た。藤松さんは1年前にも事務局長を担当していたたい

ていましたので、再登場となります。（浦安市国際センタ

ーはJOcAが指定管理者となっており、職員を配置してい

ます。）

尚、総会資料を添付しましたので、内容をご確認くだ

さい。当会はかなり活性化してきたと感じていますが、

会員の皆さんのご理解とご協力は不可欠ですので、引き

続きよろしくお願いします。

2）役員（広報担当）について

4月の総会時には決まっていませんでしたが、6月より

広報担当を1名追加することにしました。理由は、主に

会報の編集発行作業を担っていただいていた鳥飼恵美子

さんがお仕事の都合で年2回の会報編集発行作業が困難

との申し出があり、代替者を探していたところ、総会に

お子さんを連れて出席していた松浦智子さん（［17－3、ニ

カラグア、助産師）が名乗り出てくれたからです。役員

の選出は正式には総会での決議事項ですが、会報発行に

関わる緊急事態ですから、とりあえずこの会報にてお知

らせいたします。正式には次回の総会でご承認をいた空

きたいと思っていますが、当座は2名体制でやって行こ

うと考えています。皆様方のご理解をお願いします。

その他、イベントや各種会合への出席、懇親会などの活

動報告や予定についてiま、HPにも掲載していますのでご

覧ください。（rJOCV千葉OB会」で検索してください。）

3）JOCVナビ（協力隊参加希望者相談会）

原則的に毎月第4土曜日の14　00から16　00までの2

時間、浦安市国際センターにて開催しています。相談員

は原則2名で、一人目はJOCV／OBで、かつ元JIcA職員で

もあるベテランが対応しており、訓練所長や二次選考の

面接員経験もあるので、協力隊事業に関してはほと／

全ての欝間に答えられます。もう一人は若手となってい

ますが、現役世代ですから、今年はベテラン相談員1名

体制が多くなっています。本年度の相談者実績は、以下

の通りです。

4月　4名、5月　0名、6月　4名、7月　0名、

8月1名　合計9名。

尚、今年の呑募集で合格した3名が訓練等に関する質

問で来てくれました。選考での不安ばかりではなく、合

格したらしたで準備や現地での不安など色々なことを質

問しています。　また、一次選考合格者には二次選考の

模擬面接も行っています。経験豊富な相談員が揃ってい

るのも千葉OB会の強みとなっています。
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3．トピックス

1）「世界の笑顔のために」プログラムについて

バヌアツに派遣中の三塚麻貴隊員（H26－3、看護師）か

らメールが届いたのは3月3日のこと。新隊員派遣壮行

会で、たまたま「勤務先の福島で医療機材管理・保守の

研修をやっていますよ。」とお話したことを覚えてくれて

おり、自分の配属先のヘルスセンターに「車椅子と松葉

杖」がほしいと相談を受けました。また、現地事務所に

も相談したところ、JOCV事務局で「世界の笑顔のために」

プログラムがあることを聞き、これに要望することにし

たとのことでした。

数回のメールのやり取りがあり、車椅子は3脚、松葉

杖は4組8本と具体的な要望が出されましたので、当会

早狸の協力より千葉県海外協力隊を育てる会と連携して

「念力することが一番の近道と判断して、ご協力を求めま

した。さすが育てる会、民間企業とのパイプが太く、育

てる会副会長の花澤和一氏（千葉県経営者協会専務理事）

のご尽力により千葉市の（株）フロンティアが全品ご支

援いただくことになりました。当会としては単に口利き

しただけの結果になりましたが、現地で一生懸命に頑張

っている隊員のカになれたのであれば、それでOKという

感じです。

今後も派遣中隊員からの要望があれば積極的に協力し

ていきたいと考えています。なにせ派遣中隊員はOB会の

卵ですからね。

1、

2）「小さなハートプロジェクト」について

こちらも前述の「世界の笑顔のために」プログラムと

同様に、千葉県海外協力隊を育てる会との連携協力案件

です。6月中旬に（一社）協力隊を育てる会より協力依頼

があり、当会も協力することにしました。

ブータンに派遣中の井上由惟子隊員（H27－1、体育、流

山市出身）からの申鯖は、配属先のブータン東都のタシ

ガン小中学校の敷地内のある「低学年用の遊び場」にフ

ェンスを設置することでした。ブータンは山間の国であ

ることはご存知の方が多いと思いますが、小中学校の子

供たちがボール遊びをしていて、がけ下にボールが転が

ってしまい、それを追いかける子供たちが危険な目に遭

うことを目の当たりにした井上隊員は、子供たちのため

にフェンスを設置することを思いつき、（一社）協力隊を

育てる会が行っている「小さなハートプロジェクト」に

支援申請額12万円強の申話をしたとのことです。

一般的にこのプロジェクトは隊員の出身県にある育て

る会へ協力依頼するようですが、私が千葉県海外協力隊

を育てる会の理事をしていることもあり、当会としても

なにか協力したいとの思いで支援申請額の一部（1万円）

を協力することにしました。きっと井上隊員の活動の励

みになることでしょう。（浜田）

（棟）フロンティアにて（千葉市内）

（左から）フロンティアの方々、千葉県育てる会伊東会長（中央）、
OB浜田会長、和泉澤国際協力維進貢

3
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4．特別寄稿　「紐豆佑助枠を救うl Aなtto save　幼e eajl親方

納豆大学入門・作ってみよう編　納豆博士　伊東　宏一

（S43－3、インド、稲作）

－「自分で出来る手作り納豆」－

1、材料（5人分）

＊大豆500g（種小粒、小粒、大粒など好みで選ぶ）

大豆は、水に浸すと約2倍に増えるので、一人200g

の納豆ができます。

2．使う器具＆容器

事容器（煮沸殺菌するので耐熱性のものが良い）平べっ

たい容器（百円Sh印にもある）弁当箱、重箱、タッパ

ーでも可、発泡スチロールの蓋付き弁当箱、など。

＊ラップ、

＊市販の納豆（納豆菌の代用）数粒ずつ使用／1人、又は、

干し納豆（納豆売り域の最上段にあり）やフリーズド

ライ納豆、など。

書割りはし1本／1人分、＊スプーン、＊輪ゴム2本、　＊

タオル1枚、

＊発酵させるのに（自宅で）使う物　バスタオル、毛布、

ホカロン、湯たんぽ、電器コケン、温度計、など。

＜注意点＞

器具・容器などは、予め煮沸滅菌して、アルミホイール

などで包んで保管。

3　作り方　フルコースと、パック入り煮豆を使う簡便方

法もある。

＜選別＞大豆をお盆に入れ交雑物（異物、半割れ、虫食

い）を取り除く。

＊フルコースのみ、蒸煮作業まで、

＊納豆菌散布からはパック入り蒸し大豆使用の方の作業

も同じです。

＜浸漬＞大豆を水に浸ける（大豆が水から出ない様に、

豆の3倍の水を張る（十分吸水すると体積が2倍位に増

える）水の表面が泡で覆われたら、水を替えること。所

要時間の目安は、水温15－20℃で18時間－20問

位です。浸清水は40℃位のぬるま湯でも可。（時間短編）

＜注意点＞

大豆に十分水を吸わせること（固いと柔らかく乗せ

ない。納豆菌が繁殖しにくい）十分吸水した大豆は、

割ってみると断面に少しの窪みがない）

＜大豆を蒸す＞圧力鍋で、蒸気が通ってから約50分間

弱火で蒸す。滅圧したら、豆の硬さをチェック（親指と

小指で一粒挟んで潰してみる）

＜納豆菌接種＞＊ここから、パック入り蒸大豆使用する

方も同じ作業です。蒸した大豆に市販納豆を数粒乗せる

か混ぜ合わせる、又は滅菌水に納豆を入れ、良く撹拝し

た上水を散布する。

＜容器に盛り込む＞なるべく熱いうちに、計量して所定

の量を盛り込む。

事このとき、豆の厚さは3cmくらいになるようにし

て下さい。

＜被膜を掛ける＞豆が乾燥しない様に表面をラップで「

ワッとカバーする。上から押し付けたりしない、親指で

小指で2か所くらいそつと押す。

＜フタをする＞　通気性を確保するため、割りはしを1

本噛ませてブタをする。蒸した豆を盛り込んだら、豆が

動かないようにそっと扱うこと。容器の中で、片寄りが

出来たりすると納豆菌が機嫌悪くなり、発酵不良になる

よ！

＜発酵＞納豆菌の成育は、40℃加温で、約20時間前

後維持する。温度が高いと、過発酵になり、低いと発酵

未熟で、渋味やアンモンニア臭が出るよ。容器の天地に

ホカロンを貼り、コタツがあれば、バスタオルなどで包

んで入れる。この作業中容器を裏返しにしたりしないこ

と、中の豆が動かないようにソーツト丁寧に扱うこ！
＼、一一

よ！“

＜発酵と熟成＞5－8時間位経過して、豆の表面が薄っ

すら白くなってきたら、順調に発酵している証拠です。

（見る時もソーツト扱うこと　＆　あまり何度も見ない

こと）発酵中の納豆菌は相当デリケートだよ！

20時間繕ったら、発酵を止め、自然放冷してから、冷

厳庫に入れて、冷たくなるまで冷やします。（熟成）納豆

菌の活動が、ストップして、納豆の風味が出てきます。

＜博士が教える作り方のポイント＞

1使用する器具、容器は、必ず煮沸滅菌後乾燥する。ア

ルコール殺菌でも良い。

2　発酵温度は40℃がベストですが、この温度を約20

時間加温するのが、家庭では難しいと思いますが、維
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持する工夫と、努力が大切です。

3　果報は寝て待て！　あまり頻繁にブタを開けて中

の様子を見たりしない。

＜博士のオススメ食べ方＞

「納豆は、朝も良いけど、夜に効く日」

☆なぜなら、血液サラサラ効果の「ナットウキナーゼ（血

栓溶解酵素）」は、腸内で約7－9時間前後の生存と言

われています。

☆夜食べると深夜から早朝に発症率が高い、脳梗塞や心

筋梗塞などのリスク低減効果に寄与してくれます。

☆デザート風に、納豆（タレ・カラシを入れない）1パ

ックにヨーグルトをたっぷりかけて、かき回さずにス

プーンでそのまま食べてください。

七．総会資料

2016年9月　Mo90

☆納豆とヨーグルトは相性が良くて、腸内で納豆菌とビ

フィズス菌が協力して、善玉菌を増やす仕事をしてく

れます。もちろん、お通じも快調になります。納豆菌

は食物繊維が多いし、ビフィズス菌と協力して「腸内

フローラ」を作ります。

i博士から一宮）

私は、納豆製造メーカーしか分らないノウ・ハウも教

えました。

さあ、これで皆さんは今日から「手作り納豆博士」だ！

失敗しても、何度かトライして成功体験してくださいね。

そしてほかの人にも、作り方を教えてください。

励宮仕紗．球を救う！伯tto saye the earthI

1）総会議案書（平成28年度）

青年海外協力隊千葉OB会平成28年度総会

日時　平成28年4月16日（土）15　00－16　30

塙新　浦安市国際センター　研修室

＜プログラム＞

11430　開場（受付け開始）

21500　開会（司会者）

31500－1502会長　挨拶

41502－1530参加者自己紹介

（派遣国、隊次など1－2分程度）

51530－1630議長選出　議事
・平成27年度活動報告および平成27年度会計報告（監

査報告を含む）
ヽ一・平成28年度活動計画（案）および平成28年度活動

予算（案）
・役員補充

・その他

61630　議長解任

71630　　　　　閉会（司会者）

（以上）

2）活動報告・会計報告（2015年4月－2016年3月）

①活動報告
《定例行事》
JOcVナビ（協力隊希望者説明会）　毎月実施

千葉OB会定例会　　　　　　　隔月実施
派遣隊員壮行会　　　　　　　　　新隊員派遣時

その他、各種会合への出席、懇親会などは以下のとお

り。なお、活動実績の詳細は［Pをご覧ください。

【平成27年】

4／12　協力隊まつり出店（JICA市ヶ谷）

5／10　グローバルキッチン（ベトナム料理）

5／24　国際フェスタCHIBA（神田外大）

6／24　麗澤大学連携講座①

7／7　藤澤大学連携DVO鑑賞会

7／26グローバルキッチン（タンザニア料理）

8／29JlcA千葉県家族連絡会（千葉市）

9／26グローIOレキッチン（フィリピン料理）

9／28，30JlcAパネル展サポート（幕張イオンモール）

10／＊　エッセイコンテスト在宅審査　※応募作品

（十653点）

10／工2JICAパネル展サポート（碁張イオンモール）

10／3，4グローバルフェスタ2015（お台場）

10／17エッセイコンテスト集合審査

11／11援澤大学連携講座（9

11／17J00V創立50風年記念式典

11／28グローバルキッチン（ブータン料理）

12／5　千葉県SVの会総会の会公開講演会

【平成28年】

1／16　千葉県海外協力隊を育てる会理事会

2／210B／OG交流会（ブータンレストラン）

2／22JICAエッセイコンテスト表彰（鎌ヶ谷高楼）

2／25JICAエッセイコンテスト表彰（柏中学校）

3／6　グローバルキッチン（千葉郷土料理）

3／19　千葉県海外協力隊を育てる会理事会

3／28　通訳ボランティア養成検討会議

3／31耀澤大学外国語学部打ち合わせ
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（9予算計画
平成27年度の会計親告は以下のとおり。

項目 �金額 

収入の都 �会費 �230．000 

JOCVナビ �17．000 

JOCA共同事業費 �389，482 

238，524 

行事 �0 

銀行利息 �179 

雑収入 �5．877 

その他 �0 

収入の部合計 �881．062 

支出の郎 �壮行会 �100，142 

179、962 

JOCVナビ �27．380 

行事 �67．874 

会報発行 �286、264 

活動費計 �661，622 

会議費 �39，119 

旅費・交通費 �8，086 

通信費 �19．874 

消耗品黄 �9．914 

諸会費 �40，000 

送金手数料等 �9．220 

その他 �28．009 

事務経費計 �154．222 

支出の都合計 �815．844 

当期収支 �65，218 

前年度繰越金 �927，356 

次年度繰越金 �992，574 

3）活動予定・予算計画（2016年4月～2017年3月）

豊j輯閉門鰐配00、協力地相書への
説明会を実施しています。希望者には、経験豊かなOBよ

麗離籍籠麗し、肋隊。。／。。による国醐力への

理解を深めるための講座を実施します。関澤大学で教鞭
をとっている当OB会の成瀬副会長の働きかけにより、2

イ詰無能震近郊で実施される国脇力関連のイベ

ントへの出展を予定しています。

坦籍前の千葉出身の隊員の壮行会を実施します。

2016年9月　No90

定例会‾‾‾奇談月の第4土曜日16時から浦安市国際センターにて

実施しています。
議題は08会運営や、各種イベント準備など。

璃会，ンパ＿間の連携を深めるための懇親会を実施し
ます。

グローバルキッチン
食を通して異文化に触れることができるイベント「グ

ローバルキッチン」を隔月で実施します。運営に協力い
ただける方や、各国料理を紹介してくれる講師を随時募
集中です。

左薪の眉：勃予定について佳〝をご簸｛ださ生

（9予算計画
平成28年度予算計画は以下のとおり。

項目 �金額　i 

収入の都 �会費 �200．000i 

寄付金 �0、 
JOCA共同事業費 �400．000 

250．000 

行事 �0 

銀行利息 �200 

雑収入 �0 

その他 �0 

収入の部合計 �850．200 

支出の部 �壮行会 �120，000 

180，000 

JOcVナビ �30、000 

行事 �70，000 

会報発行 �280，000 

活動費計 �680，000 

会護黄 �50，000 

旅費・交通費 �15IOOO 

通信費 �10，000 

消耗品賛 �20，000 

諸会費 �40，000 

支払手数料 �10，000 

その他 �25，000 

事務経費計 �170．000 

支出の部合計 �850．000 

前年度繰越金

次年度繰越金
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6．青年海外協力隊OB会　役員名簿（平成28年度）

平成28年6月1日現在

役職 �氏名 �隊次 �派遣国（職 種） �居住地 

会長 �浜田　魔－ �S51－2前 � �柏市 

副会長 �成瀬　猛 �S52－1 �シリア （土木施行） �野田市 

副会長 �久保山三香代 �H20－4 �セネガル （日本話教師） �松戸市 

事務局長 �藤松　理子 �H2－3 �ニジェール （幼稚園教諭） �東京都 

事務局次長 �石井　和由 �H20－3 �タイ（観光業） �千葉市 

会計 �露木　道子 �S53－1 �ケニア （理数科教師） �浦安市 

広報（HP） �小山　栄一 �§54－3 �ザンビア （無線通信機） �館山市 

広報（会報） �鳥飼恵美子 �H15－1 �マーシャル （理数科教師） �東京都 

広報（会報） �松浦　智子 �H17－3 �ニカラグア （助産節） �松戸市 

1±記 �高梨　直幸 �H22－4 �P鵬（村落開発普 及員） �千葉市 

記 �上編しぼと �H19－4 �カメルーン （幼児教育） �柏市 

会計監査 �西村　邦雄 �S57－4 �ネパール （理数科教師） �市IiI市 

地区担当 （東葛） �（募集中） � � � 

同上（葛南） �（募集中） � � � 
同上（中部） �（募集中） � � � 
同上（南都） �（募集中） � � � 
サポーター （JOCVナビ） �平澤　昭男 �S43－2 �フィリピン（稲 作） �千葉市 

サポーター �稲鳴　瀬乃 �Hi6－1 �モロッコ（婦人 子供服） �千葉市 

サポーター �安藤　泰子 �H6－3 �教師） �千葉市 

サポーター �梶野　良夫 �S49－3 �マラウイ（構造 設百十） �船橋市 

（注）地区担当の地区割りは以下の通り。

上地区 �該当の市町村 

東葛 �松戸市、柏市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市 

暮雨 �市川市、鉛締市、習志野市、八千代市、浦安市 

中部 �千葉市、成田市、銚子市、自弁市、印西市、香取市など 

南都 �市原市、茂原市、白子町以南の市町村 

7．青年海外協力隊千葉OB会規約

第1革　　総則

第一条1本会は「青年海外協力隊千葉OB会」と称す

る。

2事務局を柏市　浜田臆一　方に置く。

第二条本会は、会員相互の親睦を図り、協力隊事業へ
の参加と援助を通して地域社会との連携を取り

つつ、国際理解を深めることを目的とする。

第2窒　　会員

第三条本会貝は、正会員と賛助会員を持って組織する。

正会員は協力隊OB／OGで、千葉県在住・在勤の

者とし、賛助会員は本会の主旨に賛同し、協力

する者とする。

第3華　　総会

第四条本会は、決議機関として総会を置き、役員及び

会員が必要と認めた時に会長がこれを召集し、
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会務の報告、役員の選出、規約改正、その他必
要な事項の決議を行う。

第4事　　役員

第五条本会に次の役員を置き、会務の執行を行う。

会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務

局次長1名、会計1名、会計監査1名、地区担

当者各1名、書記2名、広報2名とし、サポー

ターを数名置くものとする。

1会長が職務を遂行できない場合は、副会長

等定められた順位（注）で会長代行者を置

き、会長代行者が会長職務を代行する。
2　会長は公益社団法人青年海外協力協会の評

議員を兼ねるものとする。

2016年9月　間090

第八条本縮約の改正追加は総会で行うものとする。

第九条本会の会費は年額1－000円とする。

寮十条本規約は、平成7年2月26日より施行する。

改変履歴
平成17年4月24日一都改正施行。

平成21年4月18日一都改正施行。

平成22年4月24日一都改正施行。

平成24年3月24日一部改正施行。

平成25年4月13日一都改正施行。

青年海外協力隊千葉OB会運営細則
3　役員は必要に応じて役員会を開くものとす　第一号　賃助会員は、役員会の推薦により、総会で認められ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ることを必要とする。

4　役員の俄馴ま2年とし、再任を妨げない。　第二号　千葉OB会の存続、解消に関する決議、会費の借上

5　役員の重複は、会計監査以外はそれを妨げ　　　　げに関する決議等重要と思われる案件については、

ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　役員会の総意と総会での決定を必要とする。
（1項注）会長代行者の定められた順位とは、総会で　第三号　会費の運用については、主として連絡通信費に使＿一

決定された役員名簿記載順位を言う。

第5牽　　会計

第六条本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を

もってこれに充てる。

第七条本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月

31日に終わる。

第6華　　補足

8．編集後記

されるものとする。

第四号　会員の家族の入会を認め、賛助会員とする。この場

合、年会費は免除されるものとする。

千葉OB会会報秋号、如何でしたでしょうか？会報に関するアイディアや投稿を随時お待ちしております。今回は私

が拙い編集で発行させて頂きましたが、会報発行をリードしていきたいという方も募集中です。普段から当OB会に馴染

みも無くて参加しづらいという方もいらっしゃると思いますが、先ずは定例会や懇親会から参加してみてください。下

記のHPにて随時イベント情報を更新しますのでお時間がある時に覗いて下さい。

S57－4ネパール理数科教師西村邦雄、＿

一お知らせ－ 

ホームページのご紹介 
当会ホームページにて、定例会l協力隊ナビ／講演会／懇親会等、各種イベントのスケジュールや、活動報告を掲載して います。URLは下記ですが、「青年海外協力隊千葉OB会」で検索していただくことでもアクセスできますので、是非 ともご覧ください。 

青年海外協力隊千葉OB会ホームページ‥　httn：llwww．jocvchiba．net／ 

メーリングリストlぬcebookグループのご案内 
上記ホームページにて、当会のメーiノングリストとぬcebookグループへの参加をご案内しております。是非ご参加く ださい。 

連絡先 
お問い合わせや会報への寄稿は　蛙　までお願いします。 
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