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おびパラ便り
パラグアイ共和国イタプア県における小規模酪農家強化プロジェクト

SENACSAでミルクリングテスト研修受講

ｖ

日本祭りのJICAブース参加

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal（SENACSA）はパラグアイ国

内の家畜の品質・健康に関わる政策や管理業務などを行う国立機関
です。
今回は、SENACSAにいるシニアボランティアの方にご協力いただき、私

たちのカウンターパートのためにミルクリングテスト研修を行ってもらい
ました。

研修では、ミルクリングテストの対象となるブルセラ病についての説明
や、実際に疾病が見つかった時の具体的に必要な対応なども含めて
行ってもらいました。

今回私たちが準備した各市のミルクからは、ミルクリングテストでは、陽
性反応がでませんでした。
カウンターパートからもブルセラ病や疾病についてSENACSA担当者へ
質問もでました。

今回の研修を通して、少しでもカウンターパートが感染症や疾病などに
より関心を持ち、適切な対応が取れるように活かしてもらいたいです。

※長期隊員は別途、ブルセラ病の症状や感染状況な
どをシニアボランティアの方に講義していただきました。

アスンシオンにて、日本祭りが開催されました。
今回のイベントは、移住80周年のイベントの一

部として行われたため、過去最大規模で、１万６
千人程が来場しました。

私たちは、他のプロジェクトで活動しているパラ
グアイ隊員達と一緒にJICAブースにて浴衣の着

付け、書道、日本の遊びなどの担当に分かれ、
日本文化の紹介をお手伝いしてきました。日本
に関心をもってくれるパラグアイの人も多く、たく
さんの人たちと日本文化を通して交流でき非常
にいい経験ができました！

パラグアイでは、80名以上の青年海外協力隊員
が活動しています。今回のようにFOPROLEIプロ
ジェクト以外でもJICAボランティアとしての活動
をしていきたいです。そして、様々な職種・経
歴の隊員も多いため、FOPROLEIプロジェクトで
も協力してもらえるよう積極的に他の隊員と交
流したいです！
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Participación del curso de MILKLING 
TEST en SENACSA.

ｖ

Participación de NIHON 
MATSURI(Fiesta japonés) 

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) es el 
organismo nacional responsable de la elaboración, reglamentación, 
coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión nacional 
de calidad y salud animal.
El 10 de Octubre, realizamos el curso de MILKLING TEST para nuestros 
contrapartes por gentileza del SENACSA.
En el curso, los funcionarios de SENACSA explicaron sobre como hacer 
MILKLING TEST, Brucelosis y medidas concretas a ser tomadas en el caso  
de que las vacas tengan dicha enfermedad. 
Esta vez, las leches de las municipalidades que usamos  dieron negativo 
la prueba de Brucelosis.
Nuestro contrapartes preguntaron a las doctoras sobre Brucelosis, 
enfermedad y otros.

Queremos utilizar esta experiencia del curso para nuestros 
actividades para tomar medidas a la enfermedad y producir leche 
de forma segura.

En Asunción, hubo la fiesta NIHON MATSURI el 
15 de Octubre para el 80 aniversario de 
inmigración japonesa en el Paraguay.
Los voluntarios de JICA incluyéndome 
participamos en esta fiesta para trabajar en la 
presentación de la cultura japonés, por ejemplo, 
juegos de Japón a otros a paraguayos.  16,000 
personas vinieron a esta fiesta durante todo el 
día.
Estaba muy divertida y muy feliz por que 
hubieron muchos paraguayos que tienen interés 
de Japón y pude relacionarme con  muchos 
paraguayos.
Desde ahora, voy a trabajar más para presentar 
sobre japón y transmitir a más paraguayos! 


