
国際協力ネットワーク宮崎（ICNM）
International Cooperation Network Miyazaki
代表／横田漠
ＩＣＮＭは国際協力を行う宮崎県内の NPO/NGO４団体が連携し、宮崎県民の国際協力に対する理解を深め 
ていくことを目的に2003年に設立されました。2012年 7月には、宮崎県の国際協力事業の資質向上を目
的に ICNM と宮崎大学間で包括的連携協定が結ばれました。また、JICA デスク宮崎と共に国際協力イベン
ト「GLOBALINK世界とつながっている私たち」を定期的に開催しています。
今後、宮崎県発の国際協力人の育成と宮崎が国際協力に理解ある地域へとますます発展するように努めます。

NPO法人 アジア砒素ネットワーク(AAN) Asia Arsenic Network
代表／横田漠
団体の紹介／アジアには安全な飲み水が行き渡っていない地域がたくさんあります。「水」は生
きるために欠かすことのできない資源。私たちは、地下水が砒素（ひそ）に汚染された地域で、「水」
とそれに付随するさまざまな問題を解決するために、現地の人々と力を合わせて活動していま
す。
活動内容／＜海外＞●安全な水を供給するための水源建設
●砒素中毒患者への医療支援●砒素に打ち勝つ丈夫な身体を作るための栄養指導など
＜国内＞●地下水ヒ素汚染フォーラムの実施●スタディツアーなど
連絡先／TEL: 0985-20-2201　E-mail : aanm2201@miyazaki-catv.ne.jp

NPO法人 宮崎ボランティアセンター(MIVC) Miyazaki International Volunteer Center

理事長／杉本サクヨ
団体概要／政府の支援が届かないインドの子どもたちやその親たちへの教育・自立支援に、
世界8ヶ国のNGOと協力して取り組んでいます。また、地域の農業発展や経済の活性化を促
すための技術協力や食生活の改善にも取り組んでいます。
活動内容／＜海外＞●子どもたちの養育・教育事業●農業・園芸技術支援
●JICA cooperative society の運営支援
＜国内＞●国際理解教育／開発教育推進活動●チャリティーフリーマーケット／カレーエイド実施●スタディツアー
●各種イベント開催
連絡先／ TEL: 0985-29-7419　E-mail : dgh-miyazaki@ever.ocn.ne.jp

NGO地雷ゼロ宮崎(MLC)
代表／上野匡毅
団体概要／地雷廃絶と地雷被害者支援を行うために2001年11月設立された市民グループです。
活動内容／＜海外＞●カンボジアの地雷撤去と地雷被害者の支援●カンボジアの子ども達へ
教育支援と地雷原の村の支援
＜国内＞●街頭募金活動）・募金箱の設置●署名活動（オタワ条約へ）
●講演会活動（学校等で年 10 回以上実施）●カンボジア研修ツアー開催●支援物資（文具集
めています）●古本、使い済みインクカートリッジ、書き損じはがきの回収

連絡先／TEL:0985-20-1688 　E-mail : lakulaku55@yahoo.co.jp

NGO国際こども支援団体“H＆H”　Heart and Hand
代表／松崎美和子
団体概要／「同じ地球の仲間として共に生きよう！」を合言葉に、バングラデシュとカンボジ
アで子供たちの教育支援を行っている国際NGOです。
 現在の活動／＜海外＞●教育里親制度による貧困家庭の教育支援（小・中・高）●教育用具、
文具支援●カンボジアこども図書館プロジェクト●指導員研修、ワークショップなど
＜国内＞●国際理解啓発活動●こどもフォーラム、ユースフォーラム●写真展、講演会など●
スタディツアー
連絡先／TEL:0985-25-8284　E-mail : mwk@chive.ocn.ne.jp

宮崎大学IRISH
IRISH( アイリッシュ：International Research and Innovation for Sustainable Human-life) は、
『持続可能な生活環境の構築』を目指した学際的研究に取組みつつ、その成果を地域との
連携、国際協力・貢献に展開する宮崎大学国際連携センターのグループです。インドでの
地下水砒素汚染対策事業やモンゴル、ミャンマーなど各国研究機関、政府機関と協同して
環境汚染対策、保健医療などに関する調査・研究・教育・活動を進めています。
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世界とつながっている私たち2015世界とつながっている私たち2015世界とつながっている私たち2015世界とつながっている私たち2015

宮崎から世界へ！宮崎から世界へ！

橋本淳二
(はっしー)

昔から人を笑かすのが
大好き！決めるとすぐ
に行動に移す猪突猛
進、典型的な猪年！特
技はやり抜くこと！器
用に色んなことをこな
す特技を持っている。クラウン流の人を笑顔にするテク
ニックで真剣に世の中を良くしようと日々挑戦している。

【その他】
・ICNM×JICA×
　宮崎大学IRISHの
　パネル写真展
・地雷撤去作業体験
・クリーンな水の作り方
・サリーや民族衣装の試着
・世界とつながる缶バッジ作り
・「宮崎人が見たケニア」写真展
・途上国の医療事情JICA体験型模型展示
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スケジュール   ※午前中のステージイベントは変更となる場合があります
● イベント概要 ●● イベント概要 ●

私と世界の意外な“つながり”を知っていますか？
世界のことを知ってほしい！国際協力について知ってほしい！そんな想いで開催しています。

旅に出る様に、GLOBALINKへ遊びに来ませんか？
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木村つづく
出身／延岡市
趣味／仲間との海・川遊びやコピーバンド
特技／異国の人とのコミュニケーション
ひとこと／大学卒業後アルバイトを経
て、宮崎の広告代理店に就職。
三十歳を契機に、７年半務めた会社を退社。2002 年 4 月
からバックパッカースタイルで海外 28 カ国を旅する。帰
国後、エフエム宮崎のパーソナリティーとなる。現在は、宮
崎のラジオ、テレビ、イベントなどで活動中。
JICAなんとかしなきゃ！プロジェクトメンバー

高校生ボランティア
宮崎県内の高校で
JRC 部、インターア
クト部、国際ボラン
ティア部などに所属
し様々なボランティ
ア活動を行う。地域や宮崎、日本や世界をつなぐ有志集団。

児玉 真美
出身／大分県　趣味／長風呂
特技／ジョッキ12個を一気に持つ事
ひとこと／好きな曲は昭和歌謡、「浅
野ゆう子」に似ていると言われ年齢詐
称もささやかれますがまだまだ若さ
いっぱい…のつもりでみなさんと一緒
にラジオもハイブリも GLOBALINK も笑顔と笑い声いっ
ぱいに楽しみます！よろしくお願いします。

宮崎発、世界を感じよう！

イベントスタート

高校生による合唱、ダンスなど

高校生による合唱、ダンスなど

高校生＆留学生による民族衣装ファッションショー

木村つづく＆児玉真美（つづくと真美の旅話）
各団体紹介インタビュー　※各団体10分程度

ジャンベを聴いて触ってみよう！

木村つづく＆児玉真美（つづくと真美の旅話）
各団体紹介インタビュー　※各団体10分程度

イベント終了
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JICAデスク宮崎
地域のJICA窓口として、地域とJICAや開発途上国とのパイプ役として活動しています。
JICAや国際協力に関することであれば、幅広くご相談にのっています。JICAってなに？国際理解
教育について知りたい・依頼したい・学びたい、海外でボランティアをしたい、イベントやプロジェクトを
興したい！など気軽にご相談ください。

JICA草の根技術協力事業による支援
日本の NGO・大学・自治体等が、培ってきた経験や技術を活かして途上国で地域住民の生活に役立つ事業を地域と共に行う
協力活動について、JICAは「草の根技術協力事業」として支援しています。

JICA九州応援団  宮崎県海外協力協会(MOCA)、宮崎県青年海外協力隊を支援する会、宮崎県JICA派遣専門家連絡会

JICAデスク宮崎 国際協力推進員　
〒880‐0805 宮崎県宮崎市橘通東4-8-1 カリーノ宮崎8階 (公財)宮崎県国際交流協会内
TEL／0985-32-8457　E-mail／ jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp
HP／http://www.jica.go.jp/kyushu/

JICAボランティア（青年海外協力隊、シニア海外ボランティア等）
JICAボランティア事業は日本政府ODA（政府開発援助）予算により、
JICA が実施する事業です。JICA ボランティアは、現地の人々ととも
に生活し、働き、彼らと同じ言葉で話し、相互理解を図りながら、彼ら
の自助努力を推進するように活動します。現在4種類の JICA ボラン
ティアがあります。

JICAデスク宮崎連載コラム：ある国に宮崎人がおったげな・・・
各国で暮らした経験のある宮崎人が旅行では知ることのできないリアルな体験記を
つづっています。現役JICAボランティアやJICAボランティア経験者、宮崎県国際
交流協会のスタッフなども登場します。是非ご覧ください♪
http://www.miten.jp/miten/modules/popnupblog/index.php

GLOBALINKGLOBALINKGLOBALINKGLOBALINK
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日時：2015年1月25日 (日) 9:00～17:00
会場 :イオンモール宮崎1階サテライトスタジオ前 (スペースコート)
●共催:JICA九州、宮崎大学IRISH、国際協力ネットワーク宮崎（ICNM；アジア砒素ネットワーク、
宮崎国際ボランティアセンター、地雷ゼロ宮崎、国際こども支援団体“H&H”）、宮崎県 JICA
派遣専門家連絡会、宮崎県海外協力協会、宮崎県青年海外協力隊を支援する会
協力 : 宮崎大宮高校、宮崎学園高校、宮崎工業高校、宮崎北高校、宮崎大学国際交流サークル（MIC）
宮崎県ユニセフ協会
問い合わせ先 : TEL0985-32-8457 JICAデスク宮崎

【入場無料】【入場無料】

宮崎から世界へ！宮崎から世界へ！

発展途上国は多くの課題を抱えています。それを一

人でも多くの方に知ってもらい、その解決をめざす

国際協力の必要性を社会全体で共有して行きたい。

そんな思いを共有する人、団体などで進めるのが「な

んとかしなきゃ！プロジェクト」です。教育・子ども、

ジェンダー・人権、環境、保健・衛生、防災、産業、貧困、

国際協力という仕事などの分野で活動しています。

「なんとかしなきゃ！プロジェクト」は、まず世界の今を知り、あなたと世界がつながっていることを
感じ、あなたにできる国際協力を見つけて頂くための活動です。

http://nantokashinakya.jp/http://nantokashinakya.jp/
JICAなんとかしなきゃ！プロジェクトJICAなんとかしなきゃ！プロジェクト

宮崎発、世界を感じよう！

1965年に発
足した

青年海外協力
隊事業は、

2015年に 5
0周年を迎え

ます。


