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いちゃり場通信は、沖縄の人々が古くから育んできた共生の心を象徴する 「イチャリバチョーデー（出

会えば皆兄弟）」から名付けたものです。その精神を生かし、人々の出会いの場をつくりたく、各団体が

実施、または実施予定の国際交流・協力等の催しを紹介しています。 

 

沖縄県が実施している下記 4つの事業をご存じですか？ 

①「ウチナーンチュ子弟留学生」②「アジアユース人材育成プログラム」 

③「ウチナージュニアスタディー」④「海邦養秀ネットワーク構築事業」 

主に若い世代のウチナーンチュと沖縄県出身移住者子弟の交流を通して、沖縄の文

化や歴史を学び、絆を深めることを目的としています。これまでの事業参加者数は、

400名を越えており、今回、大同窓会を開きました。 

事業を通して学んだことを振り返り、これから先何かできることは・・・ 

壮大なテーマを基に平成 25年 12月 8日(日)にて、関係者含む約 90 名の参加者

OB・OGが集まりました。（於 JICA沖縄国際センター） 

事業毎に別れた分科会と全体会議を通して、漠然としながらも自分に向き合い、沖

縄に向き合い、世界を視野に入れる意識の高い若者達に頼もしさを覚えました。テー

マがテーマだけに多くの問題が出てくるかと思いますが、これからの沖縄を背負って立

つ若者の育成を図るため、沖縄県、当財団では今後も事業を実施していきます。 
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◆日印交流の写真展 

日本とインドの関わりの歴史・文化を写真

で学ぶパネル展（入場無料） 

① 平成 26 年 2 月（開催日調整中） 

② 県庁ロビー（予定） 

③ 沖印協会 事務局 

┗098-982-5951 

 

 

◆沖縄ボリヴィア協会 

「ボリヴィア・コロニア・オキナワ支援

チャリティゴルフ大会」 

沖縄内外の経済界や行政機関、ボランティア

団体等から約 160 名程参加者が集る大規模

な大会になっており、今年で第１０回目を迎

えます。 多くのご参加を期待しておりま

す。 

参加費３０００円とプレ－費約 1 万円。  

１月中旬募集開始２月５日締め切り。 

①平成２6 年 2 月 12 日（日） 

②オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 

③沖縄市ボリヴィア協会 

 ┗事務局：098-889-7977 

 ┗副会長：090-2503-1882 

 ┗会長：090—8291-7227 

 

 

◆沖縄市国際交流フェスティバル 

-SubTitle 日本・ボリヴィア国交樹立 

１００周年＆コロニアオキナワ入植６０周年

記念イベント 

国際フードコート、国交樹立１００周年及びコ

ロニアオキナワ入植に関する写真展示、ボリビア

民芸品等の販売、ボリヴィア音楽（フォルフロ－

レ）とボリヴィア民族衣装ショウ－、ボリヴィア

ダンス等盛り沢山  

参加費無料。但し国際フ－ドコートで食事等の

食券は当日会場で販売 

①平成２6 年 2 月２３日（日） 

午前１１時～午後７時 

②沖縄市プラザハウス 

③沖縄市国際交流協会 

┗098-932-8214】   

沖縄ボリヴィア協会 

┗事務局：098-889-7977 

在沖縄ボリヴィア多民族国名誉領事館 

┗098-877-0021（月、水、金の午前中のみ） 

 

 

◆ボリヴィア支援チャリティバザール 

例年ボリヴィアに関する民芸品を筆頭に南米

花木、植木、花、食品の販売・又、コロニアオキ

ナワ入植６０周年に係る写真展示も実施。 

参加費無料。民芸品、花木等の苗、南米産商品の

販売になります。 

①平成２6 年 3 月 22 日（土）～4 月 6 日（日） 

②浦添市市民体育館の沖展開上出口付近 

③沖縄市ボリヴィア協会 

 ┗事務局：098-889-7977 

 ┗副会長：090-2503-1882 

 ┗会長：090—8291-7227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日時 ②場所 ③連絡 



3 

 

 

◆中小企業連携促進基礎調査 業務説明会 

中小企業の技術力を途上国の経済開発や貧困

削減に活用する等の、ODA との連携を想定し

た中小企業の事業展開のための基礎情報収集を

支援しており、本事業に係る説明会を行います。

（予約要、入場無料） 

①(予定)平成 26 年 1 月 

②JICA 沖縄国際センター 

③JICA 沖縄国際センター 民間連携担当 

┗098-876-6000（代表） 

 

◆沖縄グローバル人材育成支援事業海外

視察報告会 

同事業で 1 月に JICA ボランティア制度を

活用したグローバル人材の育成について理解

を深めること目的とした海外視察に参加した

方の報告会を行います。グローバル人材育成ご

興味ご関心のある方はご参加ください。 

（予約要、入場無料） 

①(予定)平成 26 年 2 月 12 日 

②JICA 沖縄国際センター 

③JICA 沖縄国際センター 民間連携担当 

┗098-876-6000（代表） 

 

 

 

 

 

◆ふれあい講座 

国際理解や国際協力への理解を深めていた

だくことを目的に、開発途上国から沖縄へ技

術を学びに来ている JICA 沖縄の研修員が講

師となって、自分の国の文化や習慣を紹介し

ます。子どもから大人まで楽しめるプログラ

ムとなっています。ぜひ遊びに来てくださ

い！（予約不要、入場無料） 

①平成 26 年 2 月 21 日（金） 

②JICA 沖縄国際センター 

③JICA 沖縄国際センター 民間連携担当 

┗098-876-6000（代表） 

 

◆協力準備調査(BOP ビジネス連携促進) 

 業務説明会 

開発途上国での BOP ビジネスを計画して

いる本邦法人からの提案に基づき、ビジネス

モデルの開発、事業計画の策定、並びに JICA

事業との協働事業の可能性について検討・確

認を行う調査に係る説明会を行います。 

（予約要、入場無料） 

①(予定)平成 26 年 3 月中旬 

②JICA 沖縄国際センター 

③JICA 沖縄国際センター 民間連携担当 

┗098-876-6000（代表） 
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今年も JICA フェスティバルに出展させて頂きました。ブース内では当財団の事業紹介を始め、県費

留学生が写真や絵などを使い、それぞれの国の紹介を来場者に説明しました。今年は県費留学生

によるワークショップも開きました。小さい子ども達から年配の方々まで「移民」について考えてもら

い、地球の裏側にいるウチナーンチュの存在をアピールしました。また、別団体の活動「外国語読み

聞かせ教室」にも留学生から二名が参加し大活躍の二日間でした！！！そんな頑張りも手伝って

か、今年度は過去最高の 5,936名の来場者があり大盛況でした。 

当財団事業紹介 
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今年度もこのイベントがやってきました。第 31 回外国人による日本語弁論大会！！

31 回目を迎える今回は景品が盛りだくさんです！！！台湾二泊三日ホテルパック旅

行券などなど！！！お近くの「年齢 15 歳以上、母国語が日本語以外」の外国人がい

たら教えてあげてください！！！ 

当日は入場無料ですのでお気軽にお立ち寄りください。 

 

 

県内在住の外国人が、国際交流・国際親善・相互理解・日本文化について日本語で

発表を行い、広く県民に紹介し異文化理解と共生の精神及び国際社会のあり方をとも

に考え、相互友好の一助とすることを目的に開催します。 

応募締切：平成 26年 1月 10日（金）午後 5時 当財団必着 

 

１．県内に在住する外国人で母語が日本語以外の者。 

２．大会開催当日の年齢が 15才以上の者。 

３．過去の本大会で最優秀賞（金賞）を受賞していない者。 

４．趣旨に沿った内容で演題は自由。ただし伝道、宣伝は丌可。 

申込書は財団ホームページからダウンロードしてください。 

＜http://www.oihf.or.jp/＞（oihf で検索するとすぐヒットします。） 

問い合わせ：沖縄県国際交流・人材育成財団 国際交流課 

℡：098(942)9215  担当：前里・桃原 

 

開催日時： 平成 26年 2月 9日（日）午後 2時より 

場所：  パレット市民劇場（那覇市久茂地 1-1-1 パレットくもじ 9階） 

 

 

  

入場無料 

Admission 

Free 
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膠原病科 

 

 

 

３年前から始まった医療通訳ボランティア事業では、外国人の皆さんに丌安なく沖縄で生活してもらうため、

講習を受けた一般の市民の皆さんが活躍しています。英語、中国語、スペイン語をメインに登録者数は 89

名。今年度は集団検診や乳児検診等活動の場を拡げ、少しずつではありますが、確実に認知度を高めてい

ます。また、スキルアップのため月一回ステップアップ講座を開き、楽しみながら活動しております。 

次年度はさらに人員をふやす予定となっており、医療通訳ボランティア養成講座を 7月～8月を目途に開講

予定です。 

いちゃり場通信は賛助会員、県内市町村や関係団体等に配付することで、県内

で行われる国際交流事業の幅広い周知を行っております。 

県内国際交流団体で実施予定のイベント等ございましたら是非ご利用ください。 

※今年度最終号となる 56号は 3月に発行予定です。 

※※4～6月に開催を予定しているイベントの告知をお待ちしております。 

TEL： 098-942-9215  FAX：098-942-9220  Email：kokusai@oihf.or.jp 

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団では、本県の振興発展を担う人材育

成事業や、国際性豊かな活力ある沖縄づくりをめざし、国際交流・協力事業を

推進しております。当財団の趣旨や活動に賛同される方はどなたでも会員にな

れます。会員になりますと財団主催のイベント、講演会、セミナー等へのご案内や

情報誌「いちゃり場通信」を年４回、広報誌「国際おきなわ」を年１回無料でお届

けいたします。皆様のご加入をお待ちしております！！ 

【年会費】個人：3,000円  団体：10,000円  

★お申し込み・お問い合わせは国際交流課まで★ 

TEL： 098-942-9215   

FAX： 098-942-9220   

Email： kokusai@oihf.or.jp 


