
自立を支援する NGO ミャンマークラフト支援会 

 

                               平成 24 年 4 月 1４日 

日本とミャンマーの交流会 新潟で開催！！ 

直に見る、直に聞く、直にふれあうミャンマー   

  「ミャンマーフェア in Niigata」開催のご案内 
 世界経済の成長センターであるアジアで今、国を開放して大きく変化しようと、注目を浴びて

いるのが、「ミャンマー」です。「NGO ミャンマークラフト支援会」は、2005 年より発展途上

国一村一品事業を通じ民間レベルでの国際交流を続けてきました。この度その一環として、日本

とミャンマーの交流会を「ミャンマーフェア in Niigata」として新潟で開催いたします。海外交

流・一村一品、ソーシャルビジネスなど話題満載の５つのプログラムを企画しました。 

 

プログラム１：「第 8 回ミャンマー工芸展 in  屋根裏ギャラリー」 

  第 8 回ミャンマー工芸展ではミャンマーの一村一品での地域振興の実際と共同開発した 

工芸品をご紹介します。現地では良い品を作るために、良い原料から開発する事を原則で 

動いています。一例としてミャンマーで最初の国際認証のオーガニックコットン栽培に挑戦 

して、良い綿花を作り魅力的な草木染めコットンショールやシャツを開発しました。 

歩みは遅いですが、自然素材で使い易い実用品を、ゆっくり作って行きます。皆さんも 

ぜひ手にとってみてください。 

なお、展示会の売上利益は NGO 活動資金に使用されます。 

 

日 時： 平成 24 年 4/28(土)～5/25(金)９時～17 時 

     内容：一村一品の物づくりの活動を通して地域の自立を支援する活動の紹介と 

500 種類の開発品の展示販売。（草木染めショール、木の食器など、大手 

デパートや専門店の取り扱い品も有ります） 

 

会 場：北方文化博物館「屋根裏ギャラリー」（正門受付向かい） 

〒950-0205 新潟市江南区沢海 2-15-25 ℡025-385-2001 

料 金：入場・駐車無料。正門側よりお越し下さい。（※博物館本館は有料。割引あり。） 

       

主 催：NGO ミャンマークラフト支援会 

 

後 援：財)北方文化博物館 

  

問合せ：NGO ミャンマークラフト支援会  

℡025-284-6461  e-mail amc@asia-modern.com 
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プログラム 2：「ミャンマー交流展 in  屋根裏ギャラリー」 

 

交流展では上記プログラム１のミャンマー工芸展に加えて、ミャンマーの社会・文化 

紹介コーナーなども併設します。さらに新潟とミャンマー市民同士の交流の実例として 

「ミャンマーの医療を支援する会」、「ミャンマーの遺骨収集支援活動」の活動を紹介して、 

ミャンマーと日本の繋がりをお知らせし将来にわたる交流と相互成長を目指します 

 

なお、展示会の売上利益は NGO 活動資金に使用されます。 

 

日 時：「交流展」 平成 24 年 5/26(土)～6/3(日)10 時～17 時 

内 容：一村一品運動に加えて、医療支援や遺骨収集などの草の根支援を実施している 

新潟発の国際交流市民グループの活動紹介。また、ミャンマーから一村一品 

運動の責任者を招いてのセミナーや NGO 交流会の資料を展示紹介いたします。 

 

会 場：北方文化博物館「屋根裏ギャラリー」（正門受付向かい） 

〒950-0205 新潟市江南区沢海 2-15-25 ℡025-385-2001 

料 金：入場・駐車無料。正門側よりお越し下さい。（※博物館本館は有料、割引あり。） 

主 催：NGO ミャンマークラフト支援会 

共 催：ミャンマーの医療を支援する会、ミャンマーで遺骨収集の支援 

後 援：新潟市、新潟市、財）北方文化博物館、JETRO 新潟、ユネスコ新潟、 

にいがた NGO ネットワーク  

他問合せ：NGO ミャンマークラフト支援会  

℡025-284-6461  e-mail amc@asia-modern.com 

 

 

 ミャンマー・バカンの風景 
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プログラム 3：「ミャンマーセミナー in  Niigata」 

 ミャンマーの一村一品運動の責任者を新潟に招待して、新潟とミャンマーの地域産業育成の 

話と今のミャンマーの変化を直に聞く機会となります。ビジネス環境の変化については、JETRO 

本部のミャンマー担当者より解説を伺います。また当 NGO が開始しているソーシャルビシネス 

「最初に種と有機農薬を農家に配って、オーガニックコットン収穫後代金清算して、品質と農家 

収入の双方を確保する方式」などのミャンマーでの実施例を会場で紹介しています。 

  日 時：平成 24 年 6 月 1 日（金）13：00～15：３0（セミナー当日博物館見学自由） 

  会 場：財）北方文化博物館 味噌蔵新館 

        （〒950-0205 新潟市江南区沢海 2-15-25 ℡025-385-2001） 

  主 催：NGO ミャンマークラフト支援会 

  後 援：新潟市、財）北方文化博物館、JETRO 新潟、ユネスコ新潟、 

      にいがた NGO ネットワーク 

  セミナー概要 

  ・「ミャンマーの国内産業の現状につて」講演 

     ミヤ・タン(Mya Than）氏 （ミャンマー政府中小企業庁副長官（技術系トップ） 

        Tin Swe Aye 氏（前小規模工業庁ミャンマー一村一品運動責任） 

      Su Su Yin 氏（NGO 現地協力者 カウンターパート） 

        小島英太郎氏 前ヤンゴンＪＥＴRO 所長(予定) 

  ・基調講演 

「現地と協調したオーガニックコットン開発と日本の産業発展」 

     ㈱大正紡績 取締役 近藤健一氏（日本のオーガニックコットン第 1 人者） 

                

  定 員：90 名（先着順）＊定員になり次第締め切ります。早めのご予約をお願いたします。 

  参加費：3,000 円（ミャンマー紅茶、藤饅頭＋博物館見学券付）駐車場無料  

  申込締切：平成 24 年 5 月 21 日（月） 

  お問合せ：NGO ミャンマークラフト支援会事務局 斎藤・長谷川 

℡/Fax025-284-6461   E-mail  amc＠asia-modern.com     

 

 

…………切取線（必ず切り取って FAX 又は E-mail してください）……… 

参加申込書   プログラム２ に参加する 

貴社名 住所〒 

所属・役職 参加者名 

TEL E-mail 

  

      いずれも先着順となります。ご希望に添えない場合はご了承ください 
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プログラム 4：「ミャンマー交流会 in  Niigata」 

        小千谷縮・越後上布（新潟）と蓮糸（ミャンマー）をとおして自立をめざした

地域産業の育成について意見交換をし、また市民交流も図ります。今のミャン

マーの市民生活を直に聞くことができ、現状をつぶさに知る機会となります。 

日 時：平成 24 年 6 月 2 日（土）13：00～15：00 

  会 場：財）北方文化博物館 西側広場・沢海カフェ２F「ふくろう」 

        （〒950-0205 新潟市江南区沢海 2-15-25 ℡025-385-2001） 

          西門から入場してください。参加費・駐車場無料 

  主 催：NGO ミャンマークラフト支援会 

  後 援：新潟市、財）北方文化博物館 JETRO 新潟  ユネスコ新潟 にいがた NGO ネッ

トワーク 

  交流会概要 

    1）世界文化遺産を通した文化交流と振興 

       新潟の小千谷縮・越後上布とミャンマーの蓮織物について交流 

    2）亀田郷土地改良を通じての地域振興と社会発展について 

    3）今のミヤンマーの現状と希望を参加者が直に紹介・説明 

        参加者：Mya Than 氏 ミャンマー政府中小企業庁副長官（技術系トップ） 

           ：Tin Swe Aye 氏（前小規模工業庁ミャンマー一村一品運動責任者） 

           ：Su Su Yin 氏（NGO 現地協力者 カウンターパート） 

           ：近藤健一氏（大正紡績(株)取締役、日本の天然繊維の第一人者） 

           ：西脇聖氏（財団法人綾玄社理事長、越後麻織物専門） 

：横山恵理子氏（社団法人新潟市ユネスコ協会 事務局） 

 : 藤井氏（亀田郷土地改良区事務局長） 

  定 員：30 名（先着順）*定員が少ないため混雑が予想されます。早めのご予約をお願いたします。 

  申込締切：平成 24 年 5 月 21 日（月） 

  お問合せ：NGO ミャンマークラフト支援会事務局 斎藤・長谷川 

     ℡/Fax 025-284-6461    E-mail  amc＠asia-modern.com 

…………切取線（必ず切り取って FAX 又は E-mail してください）………  

参加申込書      プログラム３ に参加する 

貴社名 住所〒 

所属・役職 参加者名 

TEL FAX 

E-mail  

             いずれも先着順となります。ご希望に添えない場合はご了承ください 

問い合わせ先：NGO ミャンマークラフト支援会  

       〒950-0947 新潟市中央区女池北 1-5-11 

        ℡/Fax 025-284-6461    E-mail  amc＠asia-modern.com 
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プログラム 5：「一村一品青空市 in  万代アースフェスタ」 

     一村一品（フェア・トレード）開発商品をもって青空の下、皆さんへ 

アピールするとともに直販して、その良さを身近に感じてもらいます。 

5 月 3 日-5 日、万代アースフェスタ会場のＮＧＯブースに参加します。 

 

日 時：平成 24 年 5 月 3 日（木）～5 日（土）10：00～17：00 

  会 場：万代シティ路上（ＮＧＯブース） 

        

  主 催：万代アースフェスタ委員会 

   

  万代アースフェスタ青空市概要 

    1）一村一品開発商品（フェア・トレード開発品）を身近で見ていただく 

    2）私達も青空市を楽しむ 

    3）NPO 新潟国際ボランティアセンターさんと共同で運営しながら相互理解をします。 

      その他５つの国際交流団体が参加されます。私達も交流しましょう。 

       4）販売利益は NGO 活動資金になります 

   

運 営：会員や学生ボランティアによる自主的運営です。参加ご希望者はお知らせください   

   

お問合せ：NGO ミャンマークラフト支援会事務局 斎藤・長谷川 

     ℡/Fax 025-284-6461    E-mail  amc＠asia-modern.com 

 


