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ニューヨークで JET 経験者のための
キャリアフォーラムを開催

吉野復興大臣が JET 経験者と意見交換

現国王即位 50 周年！ブルネイで一村一品 EXPO 開催！

アイルランドで
JET プログラム 30 周年記念イベントを開催

英国・ロンドンで日本の工芸品を PR !

韓国・釜山で「第 6 回日韓知事会議」が開催

11 月 4 日 に、JET 経 験 者 の 会
NY 支部と在ニューヨーク日本国総
領事館との共催で、ニューヨーク地
域に帰国した JET 経験者を対象に
キャリアフォーラムを開催しまし
た。先輩 JET 経験者が履歴書の書
き方や面接での対応など、就職に関するアドバイスを行ったほ
か、企業の人事担当者と JET 経験者との面談も行われました。

吉野復興大臣が、11 月 13
日にワシントン DC、14 日に
ニューヨークで、JET 経験者と
意見交換を行い、東日本大震災
に際しての支援への感謝を表明
するとともに被災地の復興状況
を説明されました。参加者は、JET 経験者による震災救済
基金の設立、東北への赴任やボランティアの経験談を交え
ながら、第二の故郷への熱い思いを語りました。

11 月 1 日から 5 日まで、ブルネイ・ダルサラーム国で、ブルネイ内務省主催の「一村一品 EXPO ～ 1 Kampung 1 Produk 
Brunei Darussalam EXPO 2017 ～」が行われました。これは、現国王の即位 50 周年を記念した
もので、一村一品をテーマに商品の展示や販売を行いました。

今回、ブルネイ内務省から依頼を受け、在ブルネイ日本国大使館と協力し、兵庫県豊岡市から職
員を招へいし、「コウノトリの野生復帰を通じた地域ブランドの創出」をテーマに、セミナーを開催
しました。参加者の多くが、まさに各村で一村一品活動に取り組む上での課題に直面しているため、
時間ギリギリまで質問が絶えず、双方にとって非常に有意義な時間となりました。また、日本から
唯一、静岡県のお茶の会社がブースに出展し、試飲をした来場者の高い関心を集めていました。

11 月 7 日、アイルランドの JET プロ
グラムが 30 周年を迎えることを記念し
て、ダブリンでレセプションおよびキャ
リアセミナーを開催しました。在アイ
ルランド大使のあいさつに続き、和歌⼭
県産の梅酒で乾杯。薩摩琵琶と尺⼋の演
奏が披露される中、JET 経験者ら約 60
人が親睦を深めました。キャリアセミナーでは、参加者は日本
企業で働く JET 経験者らの話を熱心に聞いていました。

11 月 24 日から 26 日まで、
日本文化イベント「ハイパー
ジャパン・クリスマス」がロン
ドンで開催されました。クレア
ロンドン事務所は「あかり」、「和
紙」をテーマに、福島県、茨城
県、岐阜県、三重県津市、徳島県の協力のもと、和紙小物
や和ろうそく、陶灯りなどの工芸品を展示しました。来場
者は熱心に鑑賞しており、「どこで買えるのか」、「とても
美しい」など多数の反響が寄せられました。

11 月 3 日、釜⼭広域市にて、全国知事会（会長：⼭田啓二京都府知事）と大韓民国市道知事協議会（会長：金
キムグヮンヨン

寛 容 慶尚北道
知事）との共催による「第 6 回日韓知事会議」が開催されました。

会議では、「災害対策及び復興施策」並びに「地域経済活性化のための都市再生への取組み」を
テーマにセッションを行い、日韓の事例の共有と活発な質疑応答が行われました。

両会長のほか、日本からは、栃木県・鳥取県・岡⼭県・香川県・長崎県の知事・副知事が、韓国か
らは、釜⼭広域市・大邱広域市・蔚⼭広域市・世宗特別自治市の市長と慶尚南道副知事が出席しました。

会議開催直前に、「朝鮮通信使に関する記録」の「世界の記憶」への登録が決定されたこともあり、
終始友好的なムードで盛会のうちに終わりました。

ニューヨーク事務所

シンガポール事務所

ロンドン事務所

ソウル事務所
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2017 年度豪州多文化主義政策交流プログラムを実施

天皇誕生日祝賀レセプションにて
地方自治体が日本の食・酒を PR

SEA および CIR に対して中間研修を開催

第４回海外経済セミナーを開催します !!

天皇誕生日祝賀レセプションに出展しました

愛媛県内子町、「SDGs 達成に向けた
地方自治体の取組み」参加報告

海外自治体幹部交流協力セミナー
（北京セミナー）を実施しました !

10 月 23 日から 28 日にかけて、ビクトリア州メルボルン周辺で同プログラムを実施しまし
た。同プログラムは日本の自治体職員および地域国際化協会職員が豪州の多文化主義政策を学
習し、そこで得た学びをそれぞれの地域で多文化共生を推進する際に生かしてもらうことを目
的に実施しています。これまではニューサウスウェールズ州で実施していましたが、今年度は
連邦制の下、独自の多文化主義政策が進展しているといわれるビクトリア州で初めて実施しま
した。州政府機関や地方自治体、非営利団体（NPO）等計 10 団体を訪問し、参加者は熱心に
質問および意見交換をしました。

11 月 16 日と 17 日にスポーツ国際交流員（SEA）を、
11 月 27 日から 29 日にかけて国際交流員（CIR）をそれぞ
れ対象とした中間研修がクレアの主催で行われました。全国
から、現役 SEA および CIR ならびに任用団体の担当者が
一堂に会し、専門講師による講習や事例報告等を通じて、
今後の職務や国際交流活動に役立つ知識・技術を習得しまし
た。SEA で は ト レ ー ニ
ングの実践、CIR では通
訳やビジネスメールの演
習など、能動的に取り組
む研修もあり、積極的に
参加する姿が多くみられ
ました。

フランスでの販路開拓・インバウンドをテーマに、2017
年度第 4 回海外経済セミナーを開催します。

日仏友好 160 周年に当たる 2018 年は、「ジャポニスム
2018」が開催されるなど、フランスへの事業を展開する好
機となります。これからの新規開拓に関心のあるすべての自
治体に対し、現地の生の声を届け、有益な情報とネットワー
ク形成の場を提供します。
・日時：2018 年 2 月 2 日（金）14:30 ～ 17:30
・場所：在日フランス大使館 1 階会議室（定員 50 人程度）
※詳しくは HP をご覧ください。
　http://www.clair.or.jp/j/economy/3/page-1.html
■お問い合わせ　経済交流課
　Tel：03-5213-1726　Mail：keishin@clair.or.jp

11 月 16 日に在中国日本国大使館で行われた天皇誕生日
祝賀レセプションに、クレア北京事務所が出展しました。中
国政府や各国の大使館関係者ら 1,270 人が出席する中、自
治体から提供された各地の工芸品などが当たる抽選会を実施
し、大いに盛り上がりました。
自治体からは、岩手県、宮城県、
福島県、神奈川県、新潟県、富
⼭県、静岡県、徳島県、長崎県、
沖縄県、札幌市、新潟市も出展
し、それぞれ地元の魅力を PR
しました。

10 月 20 日に開催された「愛媛県内子町の SDGs 達成に
向けた取組み報告会」に参加しました。

定員（40人）は満員で、参加者との意見交換も活発に行わ
れ、参加者の関心の高さがうかがわれました。

この報告会の中で、自治体や地域が SDGs に取り組む意
義として「地域活性化に向けた既存の施策や取組みを見直し、
改善するための『ツール』として活用することで、地域住民
の『暮らしやすさ』が向上する」ことがあげられました。

今後も、自治体や地域の SDGs の取組みについてご紹介し
ていきます。詳細については、近日中に活動ダイジェストと
してホームページに掲載いたしますので、ぜひご覧ください！
■市民国際プラザ HP：http://www.plaza-clair.jp/

中国の自治体職員等 6 人を迎え、11 月 27 日から 5 日間、
東京都と兵庫県でセミナーを実施しました。「会いたい兵庫
～兵庫の観光対策～」というテーマの下、姫路城や日本三大
中華街の一つである南京町も視察しました。また、JA 兵庫
六甲の農産物直売所「六甲のめぐみ」では、JA による組織
運営や農家数などについて説明を受けましたが、JA 加入の
利点などに関する質問が相次ぎ、JA という仕組みに多くの
関心を持っている様子でした。

意見交換会では、「中国でも知名度の高い兵庫や神戸と、
経済や観光の面での交流を行っていきたい」との発言もある
など、日中間の相互交流を深めることができました。

11 月 6 日、在フランス日本国大使公邸で開催された天皇
誕生日祝賀レセプションに、兵庫県、広島県、香川県、佐賀県、
金沢市などが出展し、地元の酒・食を PR しました。

クレアパリ事務所では香川県、広島県のブース出展を支援
し、出席したフランス各界の代
表者や在留邦人代表ら約 600
人に讃岐うどん、日本酒を PR
しました。フランス人出席者の
日本に対する関心も高く、うど
ん、日本酒ともに好評でした。
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