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小規模酪農家強化プロジェクト（Proyecto FOPROLEI）とは？

帯広畜産大学の学生・卒業生をJICA青年海外協力隊員としてパラグアイ共和国イタプア県に派遣し、家畜飼
養管理、家畜の健康・衛生管理の向上に係る技術支援を6年間実施するプロジェクトです。

2016年8月~9月の約1ヶ月間、帯広畜産大学の学生4名が

短期ボランティアとしてパラグアイ共和国・イタプア県の畜
産振興に貢献します！

私たちが第３期長期隊員です！

１：配属先
２：出身地
３：派遣前の職種
４：趣味
５：パラグアイに来てから感じたこと
６：抱負写真左から・・・

コミュニティ開発
内野 江香（うちの こうか）

家畜飼育
惠木 徹（えぎ とおる）

家畜飼育
小林 夏実（こばやしなつみ）

１：イタプア県庁
２：北海道
３：帯広畜産大学職員
４：旅行・アウトドア
５：日本との違いはたくさん
あるけど住みやすい！

６：日本で紹介できるように
１つでもパラグアイ文化
を習得する。

１：コロネル ボガード市役所

２：埼玉県
３：帯広畜産大学修士（在学中）

４：スポーツ（特にバスケ）
５：挨拶・家族・仲間の大切さ
すれ違う人全員に挨拶を
する。

６：サッカーうまくなる。

１：ヘネラル アルティーガス市役所

２：広島県
３：帯広畜産大学修士（在学中）

４：スポーツと料理
５：任地では家庭菜園をして
いる人が多く、ほとんど自
給自足な生活をしている。

６：町の住民に名前を覚えて
もらう。

１：サンペドロ デル パラナ市役所

２：宮城県
３：牧場従業員
４：散歩
５：田舎の景色が十勝を彷
彿させる。お肉がとても
おいしく感じる。

６：グアラニー語を覚える。

私たちの任地はここ！

★
イタプア県☝

(サンペドロ デル パラナ市)

(ヘネラル アルティーガス市)

(コロネル ボガード市)

(エンカルナシオン市)

【参考：エンカルナシオンとの距離】
エンカルナシオン
⇔サンペドロ デル パラナ 約93km
⇔ヘネラル アルティーガス 約79km
⇔コロネル ボガード 約51km

パラグアイ
共和国



BOLETÍN DEL PROYECTO FOPROLEI
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1: Lugar de trabajo
2：Lugar de nacimiento 
3：¿Qué hacia en Japón? 
4：¿Qué te gusta?
5：¿Qué impresión tenes de Paraguay? 
6：¿Qué queres hacer en Paraguay? 

Coodinadora
Kouka Uchino

Ing. Agrónomo
Toru Egi

１：Gobernación de Itapúa
２：Hokkaido
３：Oficinista de Universidad

de Obihiro
４：Viaｊes/actividades en al

aire libre
５：¡Pueblo agradable para

convivir!
６：Quiero aprender le

cultura Paraguaya para 
introducir en Japón.

１：Municipalidad de Coronel Bogado

２：Saitama
３： Master en ciencias de 

ambiente agrícola
４：Deporte
（especialmente básquetbol）
５：Ciudan mucho la familia, los  

amigos el saludo.
６：Quiero jugar a fútbol 

muy bien.

１：Municipalidad de General Artigas

２：Hiroshima
３： Master en ciencias de la

vida y la agricultura
４：Deporte/Cocina
５：En Gral.Artigas muchas

familia tienen su huerta para
el autosustento.

６：Quiero hacer amistad con
ciudadanos de General   
Artigas.

１：Municipalidad de San Pedro 
del Paraná

２：Miyagi
３：Empleada de tambo
４：Paseo
５：La carne está muy 

deliciosa en Paraguay.
６：Quiero aprender 

Guaraní.

¿Qué es el proyecto FOPROLEI?

Los alumnos de la universidad de OBIHIRO son enviados a Paraguay como voluntarios de JICA para 
ayudar al proyecto FOPROLEI. Estamos ayudando al fortalecimiento de pequeños productores 
lecheros en el departamento de Itapúa.  

4 voluntarios de corto plazo, estudiantes de la universidad de OBIHIRO de  
Japón, son enviados a Paraguay para el mejoramiento de la producción 
leche en Itapúa de Agosto a Septiembre de 2016. 

★

Ing. Agrónoma 
Natsumi Kobayashi

Ing. Agrónoma 
Momoko Chiba


