
北京事務所
「ハルビン国際経済貿易商談会」に北海道、山形県、新潟県・新潟市が出展

6 月 15 日から 19 日まで、黒龍江省ハルビン市で、「第 27 回ハルビン国際経済貿易商談会」が開催されました。この商談会
には、毎年 80 以上の国や地域から出展者が集まり、国内外から 20 万人を超えるバイヤーが訪れています。今回、日本の自治
体からは、北海道、山形県、新潟県・新潟市が地元企業とともに出展しました。

北海道は観光 PR、山形県は日本酒や県を代表する米「つや姫」などを販売。新潟県・新潟市は
観光 PR のほか、鍋、包丁、水筒といった日用品などを販売し、連日多くの訪問客で賑わいました。
このほか、新潟県は発信情報の受け手を増やすために、微
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（中国版 LINE）の登録者に「新潟県
トランプ」をプレゼントしました。

企業ブースでは、洗剤や衛生用品などが飛ぶように売れていて、ハルビンでも日本製品に対する
人気の高さがうかがえました。

2016 年 5 月 31 日から 6 月 2 日まで、パリ市南西部にあるポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場で約 3 万 6,000 ある市町村
の首長総会に合わせて、「サロン・デ・メール（正式名：Salon des Maires et des 
Collectivites Locales：市長と地方自治体の見本市）」が開催されました。

今回の見本市には、民間企業や公的機関など 841 団体が出展し、4 万 7,331 名が
来場。会場入口近くの当事務所ブースでは、クレアパリを紹介するとともに 51 ある
日仏の姉妹・友好都市や日本の自治体情報を発信し、多くの方が訪れました。

パリ事務所
サロン・デ・メール 2016

多文化共生課

自治体や地域国際化協会等の職員を対象に、全国市町村国
際文化研修所（JIAM）にて、外国人住民の問題解決、多文
化共生の推進、さらには外国人住民と共に行う地域活性化に
関する施策や事業を企画立案できる力を育成し、地域におけ
る多文化共生を推進する「多文化共生マネージャー」の養成
を目的とした研修を実施します。

研修期間は（前期）平成 28 年 11 月 7 日～11 日、（後期）
平成 29 年 1 月 16 日～20 日の計 10 日間です。申込は平
成 28 年 8 月 1 日 ～9 月 26 日 で す。 詳 細 は JIAM の HP

（http://www.jiam.jp）をご覧頂くか、電話（Tel：077-
578-5932）でお問い合わせください。

平�成 28 年度第 2 回多文化共生マネージャー 
養成コース受講者募集！

市民国際プラザ

9 月上旬、平和の視点から、広島において国際協力とス
ポーツの可能性を考えるセミナーを開催します。先進事例か
ら学び、グループワークなどを通して、ほかの自治体や
NGO/NPO など他セクターとの出会いの場を提供いたしま
す。

詳細については、近日中にホームページに掲載いたします
ので、ご期待ください！
■問合せ：市民国際プラザ　http://www.plaza-clair.jp/

平�成 28 年度地域国際化ステップアップ 
セミナー＠広島を開催します！

ニューヨーク事務所
JETAA カナダ会議、バンクーバーで開催

6 月 10 日から 12 日まで、カナダの JET プログラム経験者の会（JETAA）全 7 支部の代表者が一堂に集まる会議が、アメリカ
の国代表2名も参加し、バンクーバーで開催されました。会議では、ケベック・アトランティック支部がJET出発前オリエンテーショ
ンを 4 日間行っていることや、オタワ支部が支部創設 25 周年記念行事を今秋予定していること、ノーザンアルバータ支部が活動
拡大に向けてロゴを刷新したことなど、各支部の積極的な取り組みが報告されました。

また、主催のブリティッシュコロンビア・ユーコン支部は、バンクーバーと姉妹都
市である横浜市との交流や支部メンバー間の連携強化のための活動として、ドラゴン
ボートを取り入れており、今回、会議参加者のためのドラゴンボート体験プログラム
が組まれ、一体感が得られた有意義な会議となりました。

―最近のクレアの動きを短くまとめて紹介します
CLAIRトピックス
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今年度第一回目の全国 AJET 役員と三省（総務省、外務省、
文部科学省）・クレアの意見交換会が 6 月 13 日に開催されま
した。この意見交換会は、JET 参加者の全国代表である
AJET 役員と三省・クレアが、情報共有を図ることにより、
今後の JET プログラムの円滑な運営とさらなる発展を図るこ
とを目的としています。今回の意見交換会においても、JET
プログラム関係者にとって関心度が高い課題について、活発
な意見が飛び交い、実りのある
意見交換会となりました。
※ JET プログラム参加者の会
「AJET」は、現役 JET 参加
者によって自主的に構成さ
れたサポート団体です。

JET 事業部
平�成 28 年度第 1 回 AJET 全国役員との 

意見交換会が開催されました！
海外プロモーションについて専門知識を有する「プロモー

ションアドバイザー」を希望する自治体に派遣します（1 事
業につき最大 2 回まで、派遣に係る経費をクレアが負担）。
自治体の現場でのプロモーションの企画段階（市場調査、事
業戦略）において、相談対応や専門的な助言・情報提供を
行っています。

派遣申請は随時受け付けています。お気軽にお問い合わせ
ください。
■ プロモーションアドバイザー事業について詳しくは HP を

ご覧ください。
http://www.clair.or.jp/j/economy/3/page-9.html

■お問い合わせ　経済交流課
Tel：03-5213-1726　Mail：keishin@clair.or.jp

経済交流課
プロモーションアドバイザー 

事業の紹介

ロンドン事務所
英国ソルタッシュの 

タウン・メイヤーに JETOG
元 JET プログラム（外国青年招致事業）参加者で長野オ

リンピックと日韓ワールドカップの組織委員会で通訳を務め
たヒラリー・フランクさんが、ソルタッシュのタウン・メイ
ヤーに就任されました。同氏は現在、コーンウォール議会議
員のほか、RWC（ラグビーワールドカップ）2019 組織委
員会の通訳を務めています。
就任式はフランスの姉妹都市
の関係者や日本から同組織員
会の嶋津昭事務総長が出席し
て国際色豊かに行われ、英国
に息づくパリッシュの歴史と
伝統が強く感じられました。

ソウル事務所
日韓の地域における 

観光振興を学ぶ
6 月 13 日、「地域発展及び地域観光における活性化戦略」

をテーマに、日本の政策研究大学院大学と韓国の地方行政研
究院などによる共同研究会が開催されました。日本側からは、
多様な主体と連携し地域資源を広く活用した観光推進策とし
て、観光庁が推進する日本版 DMO が紹介され、韓国側か
らは、自然保護の一環で
開催した国際庭園博覧会
を機に外国人観光客が増
加した事例が紹介され、
地域資源を活用した観光
推進に関し示唆に富む意
見交換が行われました。

シンガポール事務所
「海外経済セミナー」を東京で開催しました！

5 月 30 日（月）、31 日（火）の 2 日間、東京でシンガポール事務所主催の「海外経済セミナー」
を開催し、観光誘客や物産の販路拡大に取り組む自治体職員のべ 150 人に参加していただきまし
た。現在、「プロモーション活動が市場のニーズや変化に迅速に対応できていない」などの課題を
多くの自治体が抱える中で、「東南アジアにおける自治体の海外展開の方策」をテーマに、シンガ
ポール政府や現地企業、元駐在自治体職員などを講師として、最新のプロモーションの取り組みに
ついて紹介していただきました。参加者は、聴講に加えて、講師と積極的に情報交換を行う姿が多
く見られ、大いに盛り上がった 2 日間となりました。

シドニー事務所
「祭り in シドニー」ブース出展者募集中！

「祭り in シドニー」が 12 月 10 日（土）にシドニー市ダーリングハーバーにて開催されます。
祭り in シドニーは、日本文化の紹介および日豪両国民の親睦と交流を図ることを目的とし毎年開催されている一般参加型のイ

ベントです。日本食屋台や日本文化を紹介するパフォーマンスやワークショップ、日本の観光 PR など、シドニーの風物詩として、
日本を愛するオーストラリア人はもちろん、偶然来場した人にも、一層日本に興味をもってもらえる催しとなっています。1 日
で約 2 万人もの来場があるこのイベントにブースを出展し、自治体の
PR やインバウンド促進に繋げませんか？ 出展方法や昨年度の様子など
詳しくは祭り in シドニー公式ホームページ（http://matsurisydney.
com/?lang=ja）をご覧ください。

また、シドニー事務所では、ブース出展に伴う活動支援も行ってお
ります。お気軽にお問い合わせください。
（TEL：+61-2-9241-5033　E-mail：mailbox@clair.org.au）
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