
第1回通常総会を終えて

にいがたNGOネットワーク理事長　本間栄三郎

さる6月28日に第1回通常総会を開催いたしましたo

平成21年度はNPO法人として初年度でありますので､ Nネットの活動指針を

策定し､今後の運営方針を明確にしたところであります｡続いて平成21年度

の事業計画､予算審議し予定どおり議決いたしました｡

総会終了後､新会員のミャンマークラフト支援金の斉藤さん､また今年に

はいりハンクラデイシユで市場調査をした､う.な′Sてぅの若井さん､そして､

インドにスタディツアーした｢爽｣企画の片桐さんから,それぞれ講演いた

だきました｡出席者は､その情熱あノミ､わた活動に感動し賛意を惜しみません

でした｡

今地球上では10億人の人か1日1ドル以下で生活を余儀なくされていますo

地球家族の一員として我々Nネットは､可能な限りの支援をしたいと思いますo

皆さんのご理解ご協力をお願いします｡

′事業活動報告　平成21年1月～6月

1事業関係

(1)講演会･講習会関係

(D NPO法人設立記念講演会　H 21.1 28 (於新潟東急イン)

(平成21年度NGOスタッフ養成講座)

基調講演｢ムスタンじいきまのたわごと｣

近藤　亨(ネパール.ムスタン地域開発協力会　理事長)

パネルデスカッション｢国際協力活動の苦悩と喜び｣

コーディネーター　広川俊男(新潟産業大学学長)

パネリスト　山崎唯司(J(CA地球ひろば市民参加協力アド^'ィザー)

パネリスト　三浦　貴く新潟ボランティアセンター代表)

パネリスト　内藤　真(ミャンマーの医療を支援する会代表)

参加人員　82人

本間理事長　　　　近藤亨先生　　　　　　　懇親会

②NGOカレッジ　　H21 228 (於クロスパルにいがた)

(国際協力ボランティア養成講座)

｢芸術交流と水彩画の実践について｣

東　宮有(新潟国際ii術学院学院長)

2　広報･啓発関係

①　会報発刊(創刊号) H21.2.28　　400部

(診　ホームページ開設　H21123

3　理事会､総会関係

(1)理事会

(か平成20年度第5回理事会　H 21.2.28 (於クロスパルにいがた)

平成21年度主要事業､学生会鼻創設等

②平成20年度第6回理事会　H 21 426 (於クロスパルにいがた)

活動手旨針､平成21年度事業計画書､収支予算書等

③平成21年度第1回理事会　H21 628 (於新潟会館)

総会議案等

(2)平成21年度通常総会H 21 6 28 (於新潟会館)

①　第8回通常総会

にいがたNGOネットワーク

･平成20年度事業報告及び決算について

･残余財産処分について

･にいがたNGOネットワークの解散について

(診　第1回通常総会

特定非営利活動法人にいがたNGOネットワーク
･平成20年度事業報告及び決算について

･活動指針について

･平成21年度事業計画及び予算について

･学生会員について

･役員の改選について

*全議案は､審議の結果､原案とおり承認されました｡

なお､ ｢にいがたNGOネットワーク｣は平成21年6月28日を以って解散し

その琵余財産は､ ｢特定非営利活動法人にいがたNGOネットワーク｣に

弓lき継がれることになり3=したo



boarll長等BB ｢本当の幸せを 斗
壇聞見た旅｣

警芸と芸芸の｢爽｣企画室堅

背負って行った

グローブとボール

で野球を教えた

小林くん

たくさん食べて

元気に育て1子ともたち

(大食堂で)

フェアトレードの店を始めて5年｡初めて

生産現場のバングラデシュへ･ ･ ･｡

アジアの中でも貧しい国と言われるバング

ラデシュ｡すべてがあふれかえっているとい

う印象です｡うるさく､ホコリだらけでエキ

サイティング&スパイシー???

秩序なんかないような国ですが､意外にも

フェアトレード先進国で､ NGO活動の活発な

国でした｡ ｢政府機能が不十分であるために

NGO活動が盛んになった｣という人もl

真因に取り組むNGOや教会で､社会的問題

解決のために働くこと､そこできちんと利益

を出す(事業の目的を達成している)事を見

せてもらいました.確かに､まだまだ問題が

たくさんありそうです｡

でも､予想もつかないエネルギッシュさで､

成功を積み重ねていくのではないかしら?ど

予感をさせてくれます｡そして､フェアトレ
ードが大きな役割を果たしている事に大きな

喜びを感じ､私自身､今後の可能性も発見で

きた｢スタディツアー｣でした｡

Journal
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表題は､現在､愛知教育大学で学ぶ小林

大樹さんが､今春3月末のスタディツアーに

参加した際の感想文の題名です｡彼は､一

昨年の2007年3月､新潟県国際交流協会の第
一回｢中･高生国際理解教育プレゼンテー

ションコンテスト｣で最優秀賞を受賞し.

｢インド･スタディツアー｣をプレゼント

された､新潟県立新潟工業高校チームの-

f3　人で､この度､ 2度日の訪問となりました｡

彼の見た目だけでない､内面の素晴らし

い成長力く文章から溢れ出るようで､青少年

が体験から学びとる大きさに､こちらの方

が圧倒される思いでした. ｢必ずまた来ま

す!新しい学校に先生となって｡ ｣彼の力

強いメッセージに､施設の子ともたちの拍

手は､なかなか鳴り止みませんでした｡友

情の秤はエンドレスです｡

私たちは､ 2009年4月から､小･中学校建

設プ田シェクトを発足しました｡完成した

｢子どもの憩いの村｣に､夢のまた夢だっ

た｢学校｣が建ちます｡両国の若者が切瑳

琢磨する環境への新たなステップとなるで

しょうo ｢夢｣には続きがあるのです｡

出o&Idlzlc官署

｢教会で刺繍をする女性たち｣

子供をあやしたり

おしゃべりしたり､楽しそう

｢チヨピトルテバリ?

(写井とってもいいですか?)

フェアトレイショ･Jア　ら･なぶぅ

若井　由佳子

｢クッパイマターム｣

手ラキラの瞳に

｢写真を振って｣とせがまれて･･･
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【タイ山岳少数民族支援の会】　6月27Ej ･ 28日の2日間､新発田のギャラリー彩にて山岳民族手仕事

展を開催致しました｡夢ハウスの広い展示場を使ってディスプレーできましたので､たくさんの工芸品を皆

さんに紹介することができました｡展示は主に3つのグループに分けました｡今後は入手困難であろうと思わ

れる､会所有のアンティークな民族衣装､現地で買い付けてきた伝統の手仕事を生かした商品､そして山岳

民族のNGOとともに企画した独自の衣服や小物です｡幸い新発EE]の手仕事に一家言あるお客様が大勢いうし

てくだきり大盛況でした｡ギャラリー彩さんには一昨年に続いて無償で協力して頂き感謝しております｡利

益は現地NGOへ還元し活動資金となります｡
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【新潟パプア二ユ-ギニア協会】　5月22日正午過ぎ､来日した7名の

タンサーと3人の報道関係者､大使鋸員2名と留学生1名の計13名が､見附市立

上北谷小学校に到着しました.ますは､全校生徒と一緒に給食oその後､歌

と踊りを披寒し､生活の様子を話したり､質問に答えたり､一緒に踊ったり

と楽しい時間を過ごしました｡

夕刻からは長岡市市民センターで､パプアニューギニアde SHOWを開催｡

ここでも楽しい交流を持ち､翌朝東京へ､そして本国へと帰っていさました｡

9月にも別のグループが5つの学校を訪問し､イベントを開く予定です｡乞うこ期待｡ (鈴木紀久代)

炉
[ほっとけないカフェ】　2月15日に南魚沼市雪まつりに

出店し､フェアトレードかまくらでココアを販売しました1

3月15日には｢50カ国の愛｣ビデオ上映会&世界のスイーツパI

ティーを開催し､フェアトレードのコーヒー､紅茶､ハーブティー

を飲み放題にC　(大出恭子)

t新潟アどの会】 4月23日～28日まで､スリランカの津波災害

孤児100名を育てているラッタナシリ大僧正が来県o

ナチュラルライフ･フェスタ｢アーユルヴ工一夕｣新潟県立新潟

翠江高校､新潟市立白新中学等｢幸せの道｣講演｡ (倉田洋子)

【夢の橋】
4月末に《南アフリカ交流友の会》

の鈴木さんから｢5月2日出発ですが､

もし間に合えば.紙芝居'届けられま

〟._"′　すよ｣との嬉しいお誘いでした｡短時

間作業の為､鈴木出版刊『モチモチの

木』に英語訳添付､もう一つは国際ア

ニメマンガ専門学校生の作画､夢の橋

制作の､新潟の昔話『つるとカメ』英

語日本語バイリンガル版の2点を､託し

ました｡ 『モチモチの木』は先生が英

語から現地の言葉に訳してお話､新潟

の昔話『つるとカメ』は現地の子とも

さんが英語でお話くださいましたo

帰国後､鈴木さんが､現地での紙芝

居活躍の様子をDVD(記録)にし､送っ

て下さいました｡ (荒川久美子)

YouTubeでご覧いただけます｡

ページ(活動報告プロク)からリンクしています｡

【ミャンマークラフト支援金】
｢物作りを通して海外草の根支援を実践｣

ミャンマーでの活動コンセプト

ミャンマー国民は仏教徒が多く大変親日的ですが

国内産業は育っていません｡
一村一品運動をモデルに､彼ら自身で自立する道を

一緒に作っています｡

1 -村一品運動を導入

1 )世界に通用する良品をミャンマーから発信

2)物的援助でなくて物作りを指導

3)工夫と努力を一緒に実践

2良品が出来れば支援も継続が出来る

1 )売れる事で生産者は収入保障と拡大再生産が得られる

2)フェアー･トレードで生産者と販売者をつなぐ

3)日本市場での人気商品が徐々に育っています

3.人材教育に力を入れています｡経験は人を育てます

これらの経験は私にとっても貴重です

4次の目標…コットンの有機栽培とその製品化

将来の為に　漆や桑の植林も開始しています　(斎藤秀一)



▼′会員紹介リレー

【新潟県青年海外協力協会】

新潟県青年海外協力協会の藤田純子さんと井口昭夫さんを紹介します｡

藤田さんとは1年前のNネットの総会でたまたま席がお隣りでした｡新潟県農業

大学校で英語を教えているという共通点が見つかり､ ｢授業の後で家に遊びにい

らして｣とお招きいただきました｡お近くの井口さんも一緒に､映画｢はりまや

橋｣の試写会に行ったことも｡この日は岩室温泉と人気のラーメン屋さんへ｡

左から大出.蒔田さん､井口さん

質問　　藤田さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井口さん

趣味は?夫と山登り｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年に1度､子どもと海外放浪の旅をしています｡

大学の同級生を訪ねて一人旅も｡　　　　　　　　　　　　　インドやタイに行きました｡

特技は?スワヒリ語｡アフリカの民話を翻訳して出版しています｡　　スポーツ全般!特にバスケ｡

夢は?　アフリカに移住したい｡

I′会員さんへのお知らせ

○学生会員か新設されました｡

18歳以上の大学生､短大生､専門学校生が対象で､

年会嚢1 ′0m円です｡

O Nネットの紹介り-フレットが完成しましたI

配布にこ協力いただける方は事務局まで｡

○メーリングリストに入りませんか?

会員同士でイベント開催案内などの

情報交換をしています｡

参加方法　Nnet-nLlgata-Subscnbe@YかoogroupsJP

に空メールを送信｡

_三上

I′関連イベント情報

｢溢谷文太郎　チャリティコンサートln新潟｣

日時　2009年9月27日(日)　会場　新潟テルサ大ホール

入場料　全席自由　3▲000円

《同時開催》　いずれも聴講料無料

16:00-16:30 ｢爽｣企画室　特別講演

｢インドのストリートチルドレンに憩いの施設を｣

16.30-17.m　近藤亨特別講演会

｢秘境ネパール･ムスタンの現状を語る｣

家内と世界を旅行したい｡

I′会員の近況

◆ 【新潟ヘルプの会】 DVや虐待にあった

外国籍女性とその子ともたちへの支援も数

件ありましたが､最近は不況の影響で､賃

金不払いや解雇等の労働相談も多く､特に

技能研修･実習生からの相談が相次ぎ､今

も対応に追われています｡

◆ 【村上国際友好協会】最近では就職や

育児で参加者も減りほとんど日本語教室は

開催していません｡少し寂しいですが､逆

に言えば生活が安定しているのかとうれし

く思います｡

困っている隣人がいれば助けるといった

ことを行っているのであり､同じ住民とし

てなんら特別なことではありませんo　この

理念を意識せずにこれからも続けていけれ

ばいいと思っています｡ (井上智弘)

◆　宅配便の窓口で困惑しているP君の手

助けをした｡偶然にも､私がJICAの派遣

専門家をしていたナイジェリアからの留学

生であった.

Nネットと地域を結ぶネットワークを広

げていく必要を感じた｡ (青山清適)

I`編集後記

Nネットの広報担当になりました.ホームページ､リーフレット､会報をお手伝い

しています｡メールやインターネットも便利ですか､やはり自分の足で人に会いに

行き､活動の現場を自分の目で見ることを大切にしたいと思っています.

会報の感想やご意見､近況等をぜひお聞かせ下さい｡ (大出恭子)

露頭肖『E娼　ホ_ムペ_ジも

｣旦l押測広
島gLJ弓事深品｣■

ぜひこ活用

ください1

http://www. n咽ata-∩go.Org/

鳴定非営利活動法)～　に)vlがたNGOネットr3-ク事務局

〒 950-0892　新潟県新潟市東区寺山1丁目9番25

TEL&FAX. 025 -273- 1056　E-mail : nnet@niigata-ngo.org


