関連事業

「日・カリブ交流年 2014」の関連事業

2014年

日程

事業名

主催者

開催地・開催場所

ハイチアートサポーターズ

事業内容

東京：ARAKAWA1-1-1ギャラ
絵画展
リー

1月10日（金）-19日（日）

ハイチの素朴な絵画展

1月24日（金）

日本についての授業法
JETAA
のワークショップ

小学校教員等を対処とした日
ジャマイカ：キングストン市内
本についての授業法のワーク
小学校
ショップ。約４０名が出席。

1月25日（土）

日本カレンダー展

在ジャマイカ大使館

日本カレンダー協会から寄贈
ジャマイカ：ホテルフォーシー のあった日本のカレンダーの展
ズンズ
示会及び各種日本文化紹介。
約４００人が参加。

1月－4月

Let's Talk Japanese

Ms. Latoyaa Roberts

トリニダード・トバゴ

2月10日（月）－11日（火）

国際交流基金「在米日
在トリニダード・トバゴ大使
本文化専門家中南米派
トリニダード・トバゴ
館，国際交流基金
遣事業（邦楽公演）」

邦楽公演，ワークショップ

2月19日（水）

「カリコム若手外交官招
聘」歓迎及び「日・カリブ
外務省
交流年2014」記念レセプ
ション

カリコムの若手外交官招聘の
プログラム実施の機会にレセプ
ションを開催。

2月21日（金）

大学教員、専門家、政府関係
者、国際機関、企業関係者、学
生、一般を対象とした、日本の
スマート・エネルギー、東日本
在ジャマイカ大使館・ジャ
スマート・エネルギー・シ
ジャマイカ：ジャマイカ工科大 大震災からの復興等に焦点を
マイカ工科大学・国際交流
ンポジウム
学
当てたシンポジウム。約４００名
基金共催
が参加。メイン・スピーカーは国
際交流基金事業にてジャマイカ
を訪問したダン・ビン氏（ビン・
システムズ代表（米国））。

2月24日（月）

ジャマイカ政府要人・企業幹部
を対象とした、日本のスマート・
エネルギー、東日本大震災か
在ジャマイカ大使館・ジャ
らの復興等に焦点を当てたセミ
スマート・エネルギー・セ
ジャマイカ：ジャマイカ石油公
マイカ石油公社・国際交流
ナー。約７０名が出席。メイン・
ミナー
社
基金共催
スピーカーは国際交流基金事
業にてジャマイカを訪問したダ
ン・ビン氏（ビン・システムズ代
表（米国））。

2月26日（水）

ジャパン・フェスティバル 在ジャマイカ大使館、日本
ジャマイカ：大使公邸
－日本祭り
祭り実行委員会共催

3月8日(土)に開催予定のジャ
パンフェスティバル-日本祭りの
記者発表会。当地のメディアお
よびスポンサー企業を大使公
邸に招いて実施。約35名のメ
ディアおよびスポンサー企業関
係者が参加。

2月－5月

グレナダ総合防災ユー
スチャンピオンシップ大
会

防災のアイデア・コンペ

１月

東京

日本語・日本文化紹介事業

２月

グレナダ国家防災庁

グレナダ
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関連事業

2014年

３月

日程

事業名

主催者

開催地・開催場所

ジャマイカ：大使公邸

大使夫人主催で大使公邸に
て、女の子の子供や孫を持つ
ジャマイカ政府要人や文化人、
日本人会の関係者等が子供た
ちと一緒に参加、ひな祭りを
祝った。

ジャマイカ：大使公邸

ジャマイカ政府要人、大学等教
育界、企業関係者、文化団体・
文化人、日本人会、JETAA等
の日本関連団体関係者等が参
加したレセプション。約２２０人
が出席。

3月3日（月）

ひな祭り

3月6日（木）

日・ジャマイカ外交関係
樹立50周年・日カリブ交
在ジャマイカ大使館
流年記念記念レセプショ
ン

3月8日（土）

浴衣・コスプレ・ファッション
ショー、盆踊り、日ジャマイカ双
方のアーティストによる音楽交
ジャマイカ：ラニー・ウィリアム
ジャパン・フェスティバル 在ジャマイカ大使館、日本
流、各種日本文化体験、我が
ズ・エンターテイメントセン
－日本祭り
祭り実行委員会共催
国経済協力活動紹介等総合的
ター
日本文化紹介事業。約５千人
のジャマイカ人が参加し、大盛
況であった。

3月10日（月）－11日（火）

日本アニメ映画祭

在ジャマイカ大使館

事業内容

日本の支援でアニメ制作研修
ジャマイカ：キングストン市内 を行っている職業訓練所および
ガールズタウン職業訓練所 日本が支援する小児病院での
およびブスタマンテ小児病院 日本アニメ映画上映会。各々約
７０名、４０名が鑑賞。

在ジャマイカ大使館

在ジャマイカ大使館、ジャ
野菜アート・寿司作りの
マイカ料理連盟、国際交流 ジャマイカ：ペガサスホテル
デモンストレーション
基金

国際交流基金の助成にてジャ
マイカを訪問した佐藤一弘料理
人およびその息子元重料理人
による、ジャマイカの料理人、
食品産業・ホテル関係者等を対
象とした、野菜アート、包丁によ
る切り絵、寿司作りのデモンス
トレーション。約６０名が出席。

3月15日（土）

在ジャマイカ大使館、ベ
ジャパン・デイ（野菜アー
リーズ日本人会、JICAベ
ト・寿司作りのデモンスト
リーズ支所、国際交流基
レーション等）
金共催

ベリーズ：プリンスホテル

日本食、音楽、踊り（ソーラン
節）、浴衣の着付け・ファッショ
ンショー、日本文化体験（折り
紙、書道等）、JICAの活動紹介
等総合的日本文化紹介。国際
交流基金の助成にてジャマイカ
を訪問した佐藤一弘料理人お
よびその息子元重料理人によ
る、野菜アート、包丁による切り
絵、寿司作りのデモンストレー
ションもあわせて実施。約４００
名が参加。

4月20日（日）

ジャパン ラム コネク
ション ２０１４

日本ラム協会

東京：渋谷サウンドミュージア
フェスティバル
ム ヴィジョン

4月29日（火）-5月4日（金）

ハイチの素朴な絵画展

ハイチアートサポーターズ 東京：世田谷美術館

3月12日（水）

４月
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絵画展

関連事業

2014年

日程

5月2日(金)-6日(火)

主催者

開催地・開催場所

第14回大使，大使夫人
による10カ国のガーデニ （株）ホテルオークラ東京
ング in Okura

東京：ホテルオークラ東京

チャリティーイベント

ジャマイカ：大使公邸

大使夫人主催で大使公邸に
て、男の子の子供や孫を持つ
ジャマイカ政府要人や文化人、
日本人会の関係者等が子供た
ちと一緒に参加、子供の日を
祝った。

子供の日

5月10日（土）-6月14日（土）

国際交流基金巡回展。日本の
在ジャマイカ大使館、国際
アニメキャラクターの歴史的変
国際交流基金巡回展
交流基金、ジャマイカ国立
ジャマイカ：ジャマイカ国立美 遷等を示す展示。クロージング
「キャラクター大国ニッポ 美術館共催（オープニング
術館
パーティーでは、アニメコスプレ
ン」
およびクロージング：JAコ
パーティーが開催され、大変盛
スプレーヤーズ協力）
況に幕を閉じた。

5月17日（土）

在ジャマイカ大使館

事業内容

5月5日(月)

５月

６月

事業名

訪日研修へ派遣する優秀な日
本語学習者を選別するために
開催したスピーチコンテスト。
ジャマイカ：西インド諸島大学 ジャマイカからの派遣は初。12
名の応募者うち、6名がスピー
チコンテストに出場、1名が選出
された。

在ジャマイカ大使館
日本語スピーチコンテス
（協力：国際交流基金、
ト(第1回)
UWI）

5月24日（土）

ジャマイカン・エピキュリ ジャマイカン・エピキュリア ジャマイカ：Grizzly’s
アン・エスケープ
ン・エスケープ事務局
Plantation (St. Ann)

各種日本文化体験、我が国経
済協力活動紹介など総合的な
日本文化紹介。広い会場内で
も無料でいろいろと楽しめるこ
ともあり、多くの来場客が文化
体験に挑戦していた。

5月30日（金）-6月1日（日）

リスペクト ジャマイカ
フェスティバル ２０１４

ジャマイカを始めとするアフリカ
ンディアスポラ（離散）カル
チャーと日本との国際文化交
流

5月31日（土）－6月31日（日）

カリブ・ラテンアメリカスト ＮＰＯ法人アジア子ども教 東京：代々木公園イベント広
フェスティバル
リート２０１４
育基金協会
場

6月1日（日）

リガニーアートフェスティ リガニーアートフェスティバ
ジャマイカ：中国慈善協会
バル
ル事務局

各種日本文化体験および日本
のアニメ上映など日本文化を紹
介した。特に習字コーナーにお
いては、日本語で書いた自分
の名前を得るため、長い列がで
きていた。

6月14日（土）－15日（日）

西インド諸島・アフリカダ
ＮＰＯ法人アジア子ども教 東京：代々木公園ケヤキ並
ンスフェスティバル２０１
育基金協会
木
４

フェスティバル

6月21日（土）－22日（日）

ワンラブジャマイカフェス ワンラブジャマイカフェス
ティバル
ティバル実行委員会

東京：代々木公園

フェスティバル

6月21日（土）

カルチャーイヴニング～
イケバナインターナショナ
ジャマイカと日本の華や
ル・ジャマイカ支部
かな祭典

ジャマイカ：ホテルフォーシー
フェスティバル
ズンズ

7月－

メーリングリスト”
JICAジャマイカ支所
JaJaFriends”を通じた高
木原忠興
校生交流

ジャマイカ・日本

7月14日（月）－17日（木）

海上自衛隊遠洋練習艦 在トリニダード・トバゴ大使
トリニダード・トバゴ
隊寄港式
館、海上自衛隊

寄港式

7月22日（火）－25日（水）

海上自衛隊遠洋練習艦 在ジャマイカ大使館、海上
ジャマイカ
隊寄港式
自衛隊

寄港式

7月22日（火）

海上自衛隊音楽隊およびジャ
マイカ国防軍による合同コン
海上自衛隊練習艦隊音
ジャマイカ：ラニー・ウィリアム サートを開催。500人以上の観
楽隊およびジャマイカ国 在ジャマイカ大使館、海上
ズ・エンターテイメントセン
客で会場は満杯となり、カリブ
防軍による合同バンドコ 自衛隊、ジャマイカ国防軍
ター
海の人気のミュージックナン
ンサート
バーに観客らが一緒に踊るな
ど、大盛況であった。

7月28日（月）

日・カリコム首脳会合

7月

NGOアフリカヘリテージコミ 神奈川県相模原市：相模大
ティー
野中央公園

-

トリニダード・トバゴ
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ジャマイカと日本の高校生が、
メーリングリストを通じて英語で
文通することで、異文化交流・
異文化理解を図る。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/la
_c/crb/page4_000605.html

関連事業

2014年

日程

8月1日（金）－3日（日）

事業名

カリブ切手展

主催者

開催地・開催場所

カリブ切手展実行委員会

東京都墨田区：すみだ産業
会館８Ｆ

8月2日（土）

デンビ・アグリカル
在ジャマイカ大使館および
チャー・インダストリー・
デンビ、ジャマイカ
JICAジャマイカ支所
フードショー日本ブース

8月15日（金）

須田正己講師による日 在ジャマイカ大使館・
本アニメにおけるキャラ JAMPRO共催（国際交流
クタービジネス戦略
基金助成）

８月

ジャマイカ：JAMPRO

事業内容

展示会，セミナー，講演

ＪＩＣＡによる環境教育や算数
ブース等と共に、当館からも各
種日本文化体験ブースを設け
た。特に習字コーナーは人気
が高く、自分の名前を日本語で
書いてもらおうと、多くの人が途
切れることなく集まっていた。
須田講師が関わってきた歴代
のアニメ作品や現在関わってい
るアニメに触れつつ、日本アニ
メの典型的なビジネスモデルや
メディアミックス（ゲーム、おも
ちゃ）、マーケティングについて
紹介。

アニメ・コスプレ大会、アニメソ
ングのバンド演奏、日本滞在経
在ジャマイカ大使館・JAコ ジャマイカ：ニューキングスト 験のあるジャマイカ人による
スプレーヤーズ共催
ンビジネスセンター
トーク、浴衣の着付け、各種日
本文化紹介（折り紙、書道、着
物展示等）等。

8月16日（土）

アニメネーション2014

8月18日（月）

須田正己講師によるア
アニメーターとの座談会。アニメ
在ジャマイカ大使館（国際 GSWAnimationスタジオ、ジャ
ニメスタジオ関係者との
制作や技術について意見交換
交流基金助成）
マイカ
意見交換会
を行う。

8月19日（火）

須田正己講師によるア 在ジャマイカ大使館・
ニメワークショップ（2セッ CARIMAC,UWI共催（国際
ション）
交流基金助成）

CARIMAC,UWI,ジャマイカ

アニメ制作を学んでいる人たち
を対象としたワークショップ。参
加者には事前にテーマに沿っ
た作品を提出させ、当日、本人
たちの前で講評や指導を行う。

8月23日（土）

愛知 ＲＥＧＧＡＥ ＢＲＥ 株式会社錦コミュニケー
ＥＺ ２０１４
ションズ

愛知県：内海港緑地公園特
設ステージ

フェスティバル，コンサート

8月31日（日）

ヨコハマ ラム フェス
ティバル ２０１４

9月2日（火）

日・カリブ交流年記念「カ
リコム諸国における水産 ＪＩＣＡ
と日本の協力」セミナー

9月14日（日）

ジャパンジャマイカフェス ジャパンジャマイカフェス
ティバル
ティバル運営事務局

9月19日（金）

日本アニメ上映会

9月25日（木）-28日（日）

ツーリズム EXPO
カリコム事務局
JAPAN 2014 展示ブー
カリブ観光機構（CTO）
ス（中南米・カリブエリ
ジャマイカ政府観光局
ア）出展

東京ビッグサイト

9月26日（金）-28日（日）

ツーリズム EXPO
JAPAN 2014 「ミート・
I LOVE TRINI
ザ・ワールド」内 トリニ
ダード・トバゴ ブース

東京ビッグサイト

９月

よこはまＲＵＭ推進委員会

ラム酒を通じてカリブの歴史や
横浜：日本丸メモリアルパー
文化、生活に興味を抱いてもら
ク
おうと行っているイベント。
日・カリブ交流年を記念し、対カ
リコム諸国の重点分野の一つ
である「水産」について、当該分
野の意義・現状・課題、日本・ＪＩ
東京：ＪＩＣＡ本部
ＣＡによる水産協力について発
信し、日本・ＪＩＣＡ事業に関する
理解を深める機会としてセミ
ナーを開催する。
東京都江東区

在トリニダード・トバゴ大使
館、ＪＩＣＡ同窓会、西インド トリニダード・トバゴ
諸島大学
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フェスティバル

日本映画上映など

世界最大級の旅の祭典に出展
し，カリブ観光を紹介。

関連事業

2014年

日程

10月2日（木）-11日（土）

10月2日（木）

10月3日（金）

１０月

事業名
津軽三味線コンサート
ワークショップ

主催者

開催地・開催場所

在ハイチ大使館

ハイチ

事業内容

邦楽公演

ジャマイカ総督邸において、政
府要人やミュージシャンなどを
対象に津軽三味線「あべや」に
津軽三味線特別公演お
よる特別公演を開催。総督や
在ジャマイカ大使館
ジャマイカ：総督邸
よびレセプション
閣僚をはじめとする政府高官ら
などに対し、音楽や日本食を通
じた日本文化理解を深めること
ができた。
小学生から大学生までの生徒
たちを対象に津軽三味線「あべ
や」によるワークショップを実
津軽三味線ワークショッ 在ジャマイカ大使館、アル ジャマイカ：アルファボーイズ
施。実際に三味線に触れたり、
プ
ファボーイズスクール
スクール
ソーラン節を踊るなどして、三
味線音楽を通して日本文化へ
の理解を深めることができた。

ジャマイカ：コートレイビジネ
ス講堂

津軽三味線「あべや」によるコ
ンサート、および「The Jolly
Boys」との共演を実施。双方向
的な演出もあり400人近くの来
場者が詰め掛け、大盛況で
あった。

10月4日（土）

津軽三味線一般公演

在ジャマイカ大使館

10月9（木）

和太鼓ワークショップ

在トリニダード・トバゴ大使
トリニダード・トバゴ：トリニ
館
ダード・トバゴ大学
トリニダード・トバゴ大学

10月10日（金）

キリンチャレンジカップ
2014（国際親善試合）

（公財）日本サッカー協会

国際親善試合 SAMURAI
新潟／デンカビッグスワンス BLUE(日本代表）対Reｇgae
タジアム
Boysジャマイカ代表（結果：日
本１－０ジャマイカ）

在ジャマイカ大使館

津軽三味線「あべや」によるコ
ンサート、および「Pantempters
ベリーズ：ブリス・パフォーミン
Steel Orchestra」との共演を実
グアーツセンター
施。双方向的な演出もあり、大
盛況であった。

10月11日（土）

津軽三味線ワークショッ
在ジャマイカ大使館
プ

小学生から大学生までの生徒
たちを対象に津軽三味線「あべ
や」によるワークショップを実
ベリーズ：ブリス・パフォーミン 施。実際に三味線や太鼓に触
グアーツセンター
れたり、ソーラン節を踊るなどし
て、三味線音楽を通して日本文
化への理解を深めることができ
た。

10月11日（土）

「国際交流カリブ2014
文化の復興力-その逆
転のダイナミズム」

東京大学駒場キャンパス

10月11日（土）

和太鼓コンサート（林英 在トリニダード・トバゴ大使 トリニダード・トバゴ
哲風雲の会）
館、芸術・多文化省
（サンフェルナンド）

10月27日（月）

第17回日・カリコム事務
レベル協議

10月10日（金）

津軽三味線一般公演

（社）日本詩人クラブ

-

ガイアナ
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林英哲・英哲風雲の会による、
トリニダード・トバゴ大学学生を
対象としたワークショップ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/la
_c/crb/page3_000978.html

関連事業

2014年

１１月

日程

主催者

開催地・開催場所

事業内容
日・カリブ交流年を記念し，カリ
コム諸国における重要な開発
課題であるエネルギーセクター
の現状・課題，日本・ＪＩＣＡによ
る協力について発信すること
で，ＪＩＣＡ事業に関する理解を
深める機会としてセミナーを開
催する。
日本から酒造りの専門家を招
き、日本(人)らしさを含めた「日
本酒の魅力」を伝え、更なる日
本文化への理解を深め、日本
ブランドを強化することができ
た。

11月6日（木）

日・カリブ交流年記念「カ
リブ地域のエネルギーセ ＪＩＣＡ
クターの現状」セミナー

東京：ＪＩＣＡ本部

11月6日（木）

日本ブランド発信事業
（日本酒）

在ジャマイカ大使館

ジャマイカ：ペガサスホテル

11月8日（土）-9日（日）

空手専門家によるデモ
ンストレーション

在ハイチ大使館

ハイチ

空手のデモンストレーションや
ワークショップ

11月15日（土）

第４回日・カリコム外相
会合

東京

http://www.mofa.go.jp/mofaj/la
_c/crb/page3_001014.html

-

300人以上の小学生が主対象。
日本に関するＤＶＤ鑑賞や三味
線・日本音楽の演奏、日本の昔
ジャマイカ：ジャマイカ博物館 話の読み聞かせ、浴衣の着付
けや折り紙などの日本文化体
験を通じ、日本に対する理解を
深めていた。
50周年を記念し、外交政策や
経済協力政策、二国関係等に
ジャマイカ：キワニスクラブ
関する高瀬大使による講演会
を開催した。

11月2０日(木)

カルチャー・デイ(記念行 ジャマイカ博物館、在ジャ
事)
マイカ大使館

11月25日(火)

日ジャマイカ外交関係樹 キワニスクラブ、在ジャマ
立50周年記念講演会
イカ大使館

12月4日（木）

カリコム域内水産ワーク
JICA他
ショップ

セントビンセント

ワークショップ

12月6日（土）

日・カリブ交流年/日・
ジャマイカ外交関係樹立 在京ジャマイカ大使館
50周年記念シンポジウ 外務省
ム”Women can Change 昭和女子大学
the World”

東京：昭和女子大学

日・ジャマイカ双方の有識者に
よるシンポジウム

12月9日（火）

寿司レクデモ

12月14日（日），21日（日）

Cacao Collective I

SEGO Initiatiave

慶応大学と西インド諸島大学の
慶応大学，西インド諸島大学 文化交流のための遠隔ミーティ
ング

2月10日（火）－11日（水）

日本映画上映会

在ハイチ大使館

ハイチ

１２月

2015年

事業名

在トリニダード・トバゴ大使
トリニダード・トバゴ
館
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米国在住寿司シェフによる、政
府要人を対象としたレクデモ

