
ラオス専門家の任期完了時に

バーシーの儀礼を受ける筆者 

ラオスのシンボル 

タートルアン/黄金の塔 

ラオス人の憩いの場所 

パトゥーサイ/凱旋門 

村には必ず寺院があり、人々

の日常生活には信仰がある 

ラオスへ贈る水の架け橋 

   ～水道人としての想い～ 
 

優しさと笑みのあふれる国、ラオスをご存知ですか？ 

ラオスは、中国・ベトナム・カンボジア・ミャンマー・

タイに囲まれた内陸国で、人口約 612万人（2009年、ラ

オス統計局）、面積は 24万平方キロメートル（日本の本

州とほぼ同じ面積）です。 

ラオスでは都市部においても、安全な水道水の供給を

受けることができるのは二人に一人の割合です。さいた

ま市水道局では、1992年からラオス水道分野への国際協

力を行っています。 

講師は、平成 11年から平成 12年にかけて 10ヶ月、 

その後、平成 14年から平成 17年まで約 3年間、水道

計画の JICA専門家としてラオスに赴任し、家族（ラオス好きの妻と大のラオス好きの息子）と一緒に豊かな

自然、そして何よりも優しいラオス人に囲まれて楽しい日々を過ごしました。 

さいたま市水道局でこれまでに行ってきた、人材

育成に主眼を置いた支援内容と、外からの経済援助

に頼りながらも人々の心は常に豊かでほほ笑みを

絶やさない、そんなラオスの暮らしをご紹介いたし

ます。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 
 

日 時：９月８日（土） １３：３０－１５：３０ 

場 所：さいたま市国際交流センター（浦和駅東口 コムナーレ９階 パルコ上） 

 

 

 

 

 

【お申し込み・問い合わせ】 

(社)さいたま観光国際協会 国際交流センター ぷらっとサロン 

（浦和駅東口 コムナーレ９階 パルコ上) 
電話／FAX ０４８－８８７－１５０６   E-mail  iec@stib.jp 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【ミニ講座申込用紙】※お電話・メールでのお申込みも承っております。申込期限： ９月７日（金） 

氏名  電話番号 

（携帯優先） 

 

住所 〒 その他  

 

講師：川島 康弘 氏 

さいたま市水道局給水部水道計画課に勤務。水道事業に携わりながら、水道局のラオスへの国際協力に関わり、JICA

（国際協力機構）の「技術協力プロジェクト」、さいたま市提案の「草の根技術協力（地域提案型）事業」、「さいた

ま市-首都ビエンチャン友好プログラム」などを行ってきた。 

ミニ講座 

mailto:iec@stib.jp


The lecturer at a baci ceremony 

celebrating the completion of his 

service in Laos 

Pha That Luang in Vientiane, 

the national symbol of Laos 

People relax at Loas’s 

“Victory Gate” (Patuxai) 

Every village has a temple and 

faith is a part of people’s daily 

lives. 

ミニ講座 

Building Bridges to Laos… with Water 

   ～Thoughts of a Waterworks Man～ 
 

Are you familiar with Laos, a country of kindness and smiling 

faces? 

Laos is a land-locked country bordering China, Vietnam, 

Cambodia, Myanmar, and Thailand. It covers an area of about 

240,000 square km (about the size of Japan’s Honshu island) 

and has a population of about 6,120,000 (Laotian Bureau of 

Census, 2009). 

Even in it’s capital city, Laos can only provide about half of 

its citizens with clean water. Thus, since 1992, the Saitama City 

Bureau of Waterworks has been conducting a cooperative 

waterworks project with Laos. 

The lecturer spent 10 months from 1999 to 2000 and 

about three years from 2002 to 2005 stationed in Laos as a 

JICA expert on waterworks planning, living there with his 

wife and two children (who all love Laos very much) 

amongst the nature and, above all, enjoying being 

surrounded by the kind people who live there. 

He will introduce Laos, talking about the human 

resource development aid conducted there by the 

Saitama City Bureau of Waterworks, and about the 

Laotian people who, despite relying on economic aid 

from abroad, remain happy and rich at heart. 

 

 

 
Date/Time: September 8 (Sat) 13:30-15:30 
Place: The Saitama City International Exchange Center 

(Comunale 9F above Parco in front of Urawa Stn. East Exit) 

 

 

 

 

 

【Sign-Up / Contact】 

The Saitama Tourism and International Relations Bureau 

International Exchange Center, Puratto Salon (Comunale 9F above Parco in front of Urawa Stn. East Exit) 

TEL/FAX 048-887-1506  Email：iec@stib.jp  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【【Mini-Seminar Application】 ※You can also sign up by phone or email! Deadline: Sep 7 (Fri) 

Name  Phone Number 

（Mobile） 

 

Address 〒 (Other)  

 

About the Lecturer 

Mr. Yasuhiro Kawashima works for the Saitama City Bureau of Waterworks Planning Division. While involved 

in city waterworks, he has also worked on various international waterworks cooperation projects with Laos, 

including the JICA (Japan International Cooperation Association) “International Technology Cooperation 

Project,” Saitama City’s proposed “Grassroots Technology Cooperation Effort,” and the “Saitama City -Vientiane 

City Friendship Project.”   

 

Mini-Seminar 


