
!'｢ミヤンマ_と福島｣

私は2000年から留学生をパートナーとしてミャンマーで医療支援を始めました｡劣悪な現地の医療状況は想像を絶していました｡

顕微鏡や結核の薬を運びました(写真1)｡やがて研究チームを作り､現地でインフルエンザの調査を始めました｡共同研究は軌道にの

り､ミャンマーのインフルエンザ情報を世界に発信できるようになりました｡ 2008年5月にはミャンマー南部をサイクロンが襲い､

多くの被災者がでましたが､にいがたNGOネットワークと一緒に支援活動を行いました｡軍政だったミャンマーは2010年の総選挙

以降､自由化･経済発展に向けて動き出しました｡海外から経済人､観光客がどっと入り込み､ホテルは満室で､ノてブルの様相を呈し

ています｡しかし､病院の状況は何も変わらず､発展の恩恵は及んでいませんb今こそ､基礎を築く支援が大事です｡

2011年3月11日､東日本大震災は日本だけでなく世界を震椿させました｡事態を深刻にしたのは福島第一原発事故による放射能汚

染でした｡私は南相馬市の生まれで､親戚も多いのです｡私はアイソトープ総合センターのスタッフの協力を得て南相馬市へ､その後

浪江町の警戒区域(写真2)にも行きました｡幼稚園､小中学校を中心に校庭､校舎､遊具､プールの測定を行いました｡検査結果を

もとに除染が進められ､南相馬市原町区と鹿島区の学校は安全域に達しました｡昨年夏､ほとんどの学校でプールが使用できるように

なり､ほっとしました｡さらに､私たちは全市の線量率地図を作成し､南相馬市のホームページで公開しています｡定期的に地図を更

新して､不安の中に暮らしている住民のために役立てたいと思っています｡

写真1ヤンゴン空港着｡スーツケースには支援品満載(2003年9月)　　写真2　第一原発を背景に(講戸浜､ 2011年11月12日)

今春､新潟大学を去るにあたって活動をまとめました｡退職後もミャンマーと福島は私にとって大きな宿題です｡今後も現地の人た

ちの思いや要望をよく聞いて活動していきたいと思います｡
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†'新しい陣容で

Nネットも5年経過しました｡着実に成長してきたことを喜んでいます｡安倍政権は官民挙げてミャンマー支援を進めるようになりましたが､政府に

先駆けてミャンマーの医療を支援する会(代表内藤鼻)は13年間も精力的に医療活動を支援してきました｡アジアクラフトリンク(理事長斉藤秀一)

はソーシャルビジネスの理念の下にミャンマーの生産者のネットワーク作りを進めています｡これらの支援はこれからのミャンマー民主化の大きな力に

なるでしょう｡

Nネットの事業としては国際フェスティバル､講演会､研修会など実施していますが､昨年度は国際教育研究会を立ち上げ2回開催しました｡クロー

パル人材を養成する事はいつの時代にも必要であり､如何なる団体も求められていることであります｡教育現場での国際理解教育の実践､国際間題の研

究など新潟県､新潟市の教育委員会･国際交流協会と一体になって進めました｡今後も継続的にこの研究会を開催していくことにしています｡

しかしながら国際協力というテーマからして､どうしても会の運営に直接参加いただく人は全会員とはいえないことも事実であります｡当会は楽しく

国際間題を勉強する会であります｡大勢の人から入会していただき､参加いただくような運営に努めなければと思っています｡

今年度は図らずも新潟県国際交流協会の事務局長をされていた町屋隆さんを副理事長として､新潟市国際交流協会の事務局長をされていた小畑正敏さ

んには事務局長としてから当会に加入していただくことになりました｡両氏とも新潟県内､新潟市内の国際交流団体､ボランティア団体の情勢､人脈に

明るく､加えて全国的な情報､ネットワークも熟知されていますので､ Nネットも一新した活動が出来るものと期待しております｡

理事長　本間栄三郎

y副理事長就任の挨拶

このたび､にいがたNGOネットウ-ラ(Nネット)に参加させていただくことになりました｡ ｢誰かの役に立ち

たい｡開発途上国の困っている人を助けたい｡｣と思っている人は､少なからずいると思います｡しかしながら､身

近な新潟に､医療､教育等の人道的支援活動を行っているNネット会員等の国際協力団体があることを知っている市

民は､ごく一部の市民に限られているのではないかと思います｡私も数年前までは知りませんでした｡国際協力団体

は､市民に支えられ､市民とともに活動する組織です｡思いを同じくする市民に､一歩踏み出してもらうために､国

際協力の意義やNネット会員等の国際協力活動をわかりやすく紹介することが､ Nネットの何よりも大切な取り組み

ではないかと思っています｡結果､国際協力団体の共通課題である活動資金の確保にもつながって行くと思います｡

加えて､ NネットやNネット会員等の国際協力活動の維持･発展には､今後とも､行政機関､国際交流協会等の関係

団体との一層の連携強化が不可欠です｡

これまでの行政経験や新潟県国際交流協会でのNネットの皆さんとの協働活動を活かすことで､すこしでもお役

に立つことができれば幸いです｡会員､関係者の皆様､よろしくお願いいたします｡　　　　　　副理事長　町屋隆

孝孟署の候､会員の皆様におかれましては､

ご健勝のこととお慶び申し上げます｡

この度､私こと一身上の都合により､にいが

たNGOネットワーク事務局長を退任すること

になりました｡昨年就任し､一年という短い期

間でしたが､皆様の温かいご支援､ご指導によ

り楽しく務めさせていただき､大変ありがとう

ございました｡略儀ながら､書面をもちまして

お礼のご挨拶申し上げます｡

前事務局長　冨岡　こすえ
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Nネットの皆様､この度､事務局を担当することになりまし

たので､よろしくお願いします｡私は､この3月まで(公財)

新潟市国際交流協会に勤めていましたが､ NPO法人の事務は

全く不慣れです｡暫く､ご迷惑をおかけすることが多々あるか

と思いますが､できるだけ早く職務に通じて､ Nネットの活動

の促進に寄与したいと思っていますので､冨岡前事務局長同様

に､ご指導ご支援をお願いいたします｡

なお､大したことができる訳ではありませんが､もしも前職

を活かして､皆様のお役に立つことがあれば､精一杯努めたいと思います｡今後､新潟の国

際協力活動に多大な貢献をしているNネットを､皆様と共に､一層､充実･発展させること

を心から願っています｡

事務局長　小畑正敏



†'事業活動報告平成25年1月～6月

1　事業関係

① NGOスタッフ育成研修　平成25年2月24日(クロスパルにいがた)

･主催　NPO法人にいがたNGOネットワーク/財団法人新潟県国際交流協会

･研修内容と講師

研修タイトル｢NGOと行政･企業との協働の可能性を探る｣

講演(ワーク)

｢企業と活動をシェアする3つのコツ～互いを知る､共通のゴール､そして信頼感～｣

講師:NPO法人ACE　代表岩附由香氏

事例紹介｢県内の協働事例～身近な市民活動の現場より｣

NPO法人新潟NPO協会代表理事金子洋二氏

･参加者　31名　･参加費　無料

②第2回国際教育研究会　平成25年4月21日(クロスパルにいがた)

･主催　NPO法人にいがたNGOネットワーク　･参加者　21名

･内容と講師

講義｢ODA､ NGOと国際援助｣新潟青陵大字教授　南雲秀雄氏

実践発表　新潟市立江南小学校教諭/新潟県青年海外協力協会事務局長　井口昭夫氏

意見交換

2　広報関係

会報発行　9号　平成25年1月　400部

NGOスタッフ育成研修

3　会議関係

①役員懇談会　平成25年2月17日(クロスパルにいがた)

NGOスタッフ育成研修､第2回国際教育研究会､国際フェスティバルについて懇談｡

②平成24年度第3回理事会　平成25年4月21日(クロスノUレにいがた)

平成24年度事業報告及び決算報告(仮)､平成25年度事業計画(秦)及び予算(莱)について､審議｡

③平成25年度第1回理事会　平成25年6月2日(クロスパルにいがた)

平成24年度事業実施報告･決算報告および監査報告､平成25年度事業計画(莱)および収支予算(秦)､役員の選任(寡)について､審議｡

④第5E]通常総会　平成25年6月2日(クDスノUL,にいがた)

ア　総会審議

全議案は､審議の結果､原案のとおり満場一致で承認､決定された｡

･平成24年度事業報告及び決算について

･平成25年度事業計画及び予算について

<主要事業>国際フェスティバル､研修事業､調査研究事業

･役員の選任について

副理事長　町屋隆(新任)

監事　荒川久美子(新任)監事　斎藤秀一(退任)

事務局長　小畑正敏(新任)事務局長　富岡こすえ(退任)

イ　総会行事 通常総会　総会行事

･講演会｢黄金のパゴダ～ミャンマーの光と陰～｣ミャンマーの医療を支援する会代表/新潟大学医学部名誉教授　内藤寅氏

り　その他

･次のとおり事務所を変更する｡

区分 偖ｨ��電話 倬ik�ｼr�

旧 ��s鉄�ﾓ�イ��hｨ8�9�ﾈｾh揵�ｨ�8�#儁C��ﾘb�025-266-5446 儻�ｨ+�+x*b�

新 ��s鉄�ﾓ�塔)�hｨ8�9(h匣ｾig右i>�>ﾃ))ｩm｣�YMC�ﾘb�025-247-2478 傅ﾉJ��9W��

･移転日　平成25年6月2日 以上

事務局長　小畑正敏
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!'第2回国際教育研究会

本間理事長の深い思い入れのある国際教育研究会の第2回目で､講演を行う

機会を与えていただいたことに感謝いたします｡そのテーマがoDA (政府開発

援助)だったということで､実はどんな観点からODAについて語るべきか､こ

の世界の専門家でない私は迷いました｡そんなとき､身近な人から､高齢者医

療費の負担が増えたのに､何故海外の国に何百億円もくれてやらなくてはいけ

ないんだ､という声を聞き､これだ､と思いました｡

経済状況が芳しくない昨今､しかも､将来に渡って経済の右肩上がりは期待

できないと言われている昨今､国家予算の主要経費を､ ｢社会保障関係費｣ ｢文

教及び科学振興費｣ ｢防衛関係費｣ ｢公共事業関係費｣ -と並べて見たとき､削

減対象として｢経済協力費｣に目が行ってしまうのが一般庶民の本音だろうと

思います｡ ODAは｢国益｣のためだと言ってみたところで､ ｢国益｣の意味が

人によって異なるので説得力がありません｡日本も戦後の苦しいときには援助

を受けていたんだと言っても､開発途上国は日本とは比較にならないくらい劣悪な状況に置かれていると言っても､やはりそれほど説得力があるよ

うに思えません｡実は本音では､国益よりも世界益をと考えているのですが､これが一番説得力が無さそうです｡国際協力､特にODAは､日本製

品を買ってもらったり､資源を売ってもらったりするための｢付け届け｣と言った方が庶民感覚に近いと書いている人がいて､なるほどと感心させ

られました｡

しかしそれでも､相対的に富めるものと貧しいものがいるときに､富めるものは貧しいものを援助するのが｢当たり前｣と誰もが感じる世界が理

想ではあります｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟告陵大字教授　南雲秀雄

｢国際教育研究会での実践発表｣

この度､実践発表の機会をいただき､ 1時間あまりお話をさせていただきました｡準備をしていただいた関係のみなさま､ならびにお忙しい中お

集まりいただいたみなさま､ありがとうございました｡当日発表した概要を簡単にまとめてみます｡

【発表概要】

1　私の海外経験

･ 20歳の頃､大学を休学してイスラエルのキブツでボランティアとして働いたのが初めての海外体験Bその後､世界を放浪｡

･青年海外協力隊としてパラグアイに体育教師として派遣される｡ 3年間いたため､大学院は除籍｡

･パラグアイで今の家内と知り合う｡帰国後4ケ月間の世界新婚放浪旅行｡

･小学校の教員になって5年目｡文部科学省からエジプトのカイロ日本人学校に派遣｡

･今日に至るまで､毎年夏休みを利用し､ ｢井口家家庭内総合的な学習｣と称し､子どもを海外放浪の旅に連れて行く｡

･来県している世界の高校生(AFS)のホストファミリーを引き受ける｡

2　今までの実践紹介

1) ]ICAキッズプロジェクト

日本発の試み｡ JICAの青年海外協力隊と連携して実施｡フィリピンの隊員を通して､現他の子ども達と2年間にわたり交流｡テレビ会議や

学級のメッセンジャーを現地に連れて行ったり､現地からフィリピンの子とも連を連れてきたりした｡その活動の様子は､子ども達が作る有

料新聞に掲載していた｡その様子は新聞やテレビで放映された｡

2)平成24年度の実践発表

･インドの算数授業

･学校給食のカレーをインド式で食べよう!

･ AFS留学生の受け入れ

･フィリピンBOXでフィリピンを知ろう!など

3　現場における国際理解教育の現状

教育の現場は多忙を極めている｡やらなければならないことが､山積している｡その中でやっても､やらなくてもいい国際理解教育は､ほとんど

実践されていない｡総合的な学習の中でやろうと思っても､各学校によって内容が決まっていたり､隣のクラスとの歩調を合わせなければならない

関係で､できないのが普通である｡

しかし､私は世界の面白さ､不思議さを子どもたちに伝えるため､これからもできる範囲で実践していこうと考えている｡

新潟市立江南小学校教諭(新潟県青年海外協力協会　事務局長)井口昭夫

唾



!'団体会員の活動紹介

【新潟国際援助学生ボランティア協会(NASVIA)】

｢ラオスクールプロジェクト(通称ラオスク)｣として活動を開始､約4年が経ちました｡多

くの方々からご支援を頂くなか､募金や文化祭の売り上げなどの資金を基に､ 2012年9月にサ

ワンナケート県Xaiyaphet村小中学校に､図書館を建設､図書の寄贈などを行いました.竣=記

念式典に合わせて､大学生6名が同村を訪問し､民泊をしながら交流を行いました｡報告会は今

年2月23日に行いました｡子供たちがどの校舎からでも気軽に利用できるように､と敷地の真

ん中!に建設されていました｡建設や訪問にあたり､財団法人民際センターと同村の方々に大変

お世話になりました｡重ねて､これまでご協力を頂いたすべての方々に深く感謝申し上げます｡

なお､その後の利用状況やニーズの確認のため､今年度末にも研修旅行を計画､現在準備をして

います｡ 6/16街頭募金

学生の皆さんと一緒に活動していますので､ 3月には卒業生の送別会も行います｡入学と卒業を繰り返し､メンバーが変わっていきますので､学習

会が不可欠です｡

1月20日に新潟県立大学NicolvEと共催で､日本国際ボランティアセンター(JVC)の平

野将人様にご講演をお願いし､ラオスの農村部での活動について伺いました｡農地や森林の開

発問題､現地の人々との交流の姿勢など多くのことを学ぶことができました｡さらに､学生さ

ん達が東京研修を企画｡ 3月25-27日の日程で､東京のJICA地球ひろば､民際センター､

JVC､ラオスのこどもたち､外交資料館､国立国会図書館等(敬称曜)を訪問しました｡様々

な立場､視点で活動されている諸団体の方々からお話を伺い､視野を広げる機会となり､今後

の活動の刺激を受けました｡

5月3-5日の｢万代シティアースフェスタ｣には､この春大字に入学したばかりのフレッ

シュなメンバーもたくさん参加してくださいました｡民族衣装を来て､活動紹介やラオス小物

の販売などを行いました｡

図書館外観 図書館内部

こらからの予定については､ 9月のNネット主催の｢国際フェスティバル｣に学生さん連が企画･運営で参加します｡学生さん達は､毎年､大字の

文化祭にもサークルがお店を出していますので､ぜひお立ち寄りを｡また､今年も留学生の皆さんと12月に､ちょっと早い｢お正月パーティー｣を開

きたいと考えています｡

今後も私どもの活動をよろしくお願い申し上げます｡ NASVIA事務局　原口央
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【NVC新潟国際ボランティアセンター】 1月～6月の活動報告

◆地球を知る講座を搾催しました♪ ◆ NVCでは､啓発事業である地球を知る講座を4回開催しました｡

1月:日本国際ボランティアセンター(JVC)の平野将人さんをお招きし､ミレニアム開発目標(MDGs)の

ターゲット8 ､開発のためのクローノUL,なパートナーシップの推進についてをテーマとし､ 20名が参加し

ました｡

2月:子どもを支援している国際NGO､プラン･ジャパンの｢BecauselamaGirl｣を上映し､ 24名が

参加しました｡今回はMDGsのターゲット3 ､ジ工ンター平等推進と女性の地位向上力でテーマでした｡途

上国の女性差別について､ 1人1人が考えさせられる生々しい映像でした｡最後にRaiseYわur Handキャ

ンペーンという､世界の女の子の教育を支援するアクションを実施しました｡

3月: 2012年度よりNVCの団体会員となったコマスマーケテインク(現在はグローカルマーケテインクに変更)のトキつ子くらぶ統括の樺沢敦

さんをお招きしました｡今回のMDGsタ-ゲットは8､開発のためのクローノUしなパートナーシップの推進で､前々回と異なり､国内のパートナ

ーシップの繋力叫を再認識する､といった形で実施しました｡

3-;3　5月: 2013年度最初の地球を知る講座は､神奈川県に事務所のある､地球市民ACTかながわの事務局長､

伊吾田善行さんをお招きし､ 29名が参加しました｡今年度はMDGsと､その後についても考えることを

テーマとしており､今回の講座ではMDGsのターゲット2- 5 ､世界の教育と保健衛生について中心に学

びました｡現場主義だからこその価値観である謙虚さを､ ｢支援させていただいている｣､という形で常日

頃活動しているのが印象的でした｡

2013年7月以降も､地球を知る講座を開催いたします｡国際協力に興味のある方ならどなたでも参加

できます｡スケジュール及び詳細は随時ウェブサイト(http://www.nvqapan.org/)にアップしていきますので､ご覧ください｡

◆2013年度捨金を開催しました｡ ◆

5月18日(土)に2013年度NVC総会を開催しました｡今年度は､更なる飛躍を目指してNVCは今

後5年の中期ピジョンを策定し､会場ではその実現に向けて議論が交わされました｡ NVC設立のきっかけ

となった愛のかけ橋バザー&フェスタも今年は25回目を迎えることもあって､いつもより盛り上がるよう

な企画を､と会員の方々から力強いエールをいただきました｡ 2013年度､ NVCはより盛り上力1'って参り

ます!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　三上香里

【教育と環境の｢爽｣企画室】

1月から6月までの前期の事は､パタパタしていて､五里霧中でしたし､プロクに掲載しているので割愛させていただきます｡

今回は､ 6月から始まった学校給食プログラムと､ 7月11日に新潟国際情報大学で行った､ JICAボランティアの日本語教師として､ 2年半の任期

を終え､インドから帰国したばかりの森山なな子さんの新潟国際情報大学の講義について記載いたします｡

<学椀給食プE)ジエクト>

このプロジェクトは､思いがけない出来事から始めることになりました｡ 2月21日､横浜市のNGOの事務局長が

わが家を訪問し､学校設備の寄付をしてくださるとのこと｡欣喜雀荘しましたが､寄付がきちんと形に残るものと

言われるのです｡実は､隣町からの子ともたちが､ ｢憩いの村｣の学校に入学するにあたって､自動車での送迎が条

件となっており､その送迎用の車が必要だったのですが､動くもの(いわゆる億｡l=[))はよくないということで､そ

れなら､目下懸案だった学校給食の建物に使おうということになったのです｡建物は出来ても､テーブルやいす､

調理室の施設.設備､それに給食専用の掘削井戸の目途が経ちません｡資金繰りの方策がないままに建物を造るという無謀なことにLj:りますが､な

んとか頑張ってやろうということにしました｡学校給食は､大勢の子どもたちが､温かく､清潔で､栄養豊かなものを一緒に食べることが必須条件

となります｡それには､食堂にはテーブルといす､食堂と調理室を配膳台で繋ぐことを条件にしました｡ 2012年6月､ ｢子どもの憩いの村｣チーフ

と学校ディレクターをEl本に招き､東京家政大附属中学校の給食室を私どもと一緒に見学しています｡それを参考にしたいのですが1､なかなか思い

が通じません｡インドでは､学校給食のある学校がめったにないので､イメージが湧かないようなのです｡思考錯誤の末､ようやく､理想に近い形

でまとまりました｡着工は間近です｡

くインド青年海外協力隊平成22年度　日本籍教師　森LLJなな子きん>

2011年2月から2013年6月までの2年6か月､デリーのネルー大学で日本語教師を務めた森山なな子

さんが､ 7月5日に帰国しました｡棄京での研修を終え､ 10日から12日まで新潟入り｡ 11日に新潟国際

情報大学でゲスト講師として､授業をしました｡彼女は､講演の中で､ 2012年の長期夏休みを利用して､

私どもの｢子どもの憩いの村｣ (通称Katagiri Children's Village)を訪問し､日本語を指導した時の様子

を語っています｡そのことが､インド青年海外協力隊機関誌｢あっちや-｣で､発表されました｡ ｢あっちや

-｣とはヒンディ一語で､ ｢素敵! ｣という意味だそうです｡

庖

代表　片桐和子



【夢の檎･紙芝居】

にいがたNGOネットワークの皆様､何時もお世話になり誠に有難うございます｡

お陰さまで｢細く長く｣の合言葉｢夢の楕｣は2014年に10周年を迎えること

が出来ます｡これまで原画制作や翻訳､現地へのお届けと､広く熱く強く様々に御

力をいただけたからこその活動!と数年ぶりのミーティングに会した制作メンバー､

嬉しい新人のSさんと一同､深く感謝申し上げております｡

写真提供: ｢虹の国　南アフリカ交流友の会｣

【新潟アどの会】

2013年からは大学生の皆さんにスリランカ南部にあるメツタチルドレンセンターにボランティアとして入って欲しいと願ってました｡メツタチル

ドレンセンターはマータラ市にあるGirlsHomeとハンノttント一夕市にあるBoysHomeがあり､スリランカ津波孤児や貧困ゆえに家に居られない子

供達の世話や技術指導をしたり､貧困地域の村に入るボランティアがカナダ､デンマ-ク､韓国､シンjjボール等からいろいろな立場の人達が来て

います｡昨年､久しぶりに内戦終了したスリランカに行って､何に感動したか?捕

ランティアとして入っている各国の人達の屈託のない明るい元気な笑顔と人を幸せ

に導くリータシップカの強さと熱意でした｡そして｢このままだと世界から日本人

は外されてゆくかもしれない! ｣という恐怖感が瞬時､私を襲いました｡内戦間も

ない東部､北東部､北西部地域の難民地帯は別として､スリランカの観光地はどこ

でも韓国､中国人のツアーばかり｡内戦終了後スリランカは観光国として外貨を獲

得しようと一生懸命｡私達日本はというと- ･まだまだ先がよめません｡こんな

時代だからこそ海外に特にこれからの時代を向える開発途上国に日本の未来を作る

人達が行くべきだ､と痛切に思いました｡

そこでJICAの本田さんに｢度胸があって､英語が話せて海外に行きたいと思っている学生を知りませんか?｣と尋ねた所｢丁度､ピッタリの学

生さんがいます｡｣という事で､ 5月29日～7月末まで､新潟県立大学3年

生の堀内綾さんが現在GirlsHomeに入ってボランティアをしています｡最

初､ ｢やっぱり言葉の壁､習慣の違いにぶち当たっています｡｣とメールが来

ましたが､ ｢今はシンハラ語を学んでいます｡｣とMEmgirlsのお姉さんと

して地元の人達からも親しまれているようです｡さて､当会には新潟県立中

央高等学校の卒業生が何人かメンバーとして､カリーの袋詰め作業や販売に

も手伝いに来てくれています｡ 5月3､ 4､ 5日に開催された万代アースフ

ェスタにもお手伝いとして､ 4､ 5日に国際情報大学生が来てくれました｡

9月7､ 8日Nネットが開催する｢国際フェスティバル｣にもスリランカ留

学生メナカさん達と参加してくれる予定です｡日本からの栄えある第1号の

堀内綾さんに続いて､次はどなたがメツタチルドレンセンタ-に行ってくれ

るのかと･ ･ ･天を仰いで楽しみにしている今日この頃です｡
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【アジアクラフトリンク】 1月～6月の活動報告

1.第10回ミャンマー工芸展開催

5月新潟市北方文化博物館で開催しました｡過去最大の4000名超えの入場者があり､好評でした｡

2.ミャンマーにヤンゴン連絡事務所を開設

5月より日本人の駐在員が常駐することになりました｡連絡がよりスムーズになり活動がやりやすくなります｡

3.大統領も注目

ミャンマーのテインセン大統領が提唱･指導しているミャンマー版一村一品運動= 〟貧困撲滅と地域振興〝大会

が6月2日ヤンゴンで開催され､そこへ私達も招待されました｡現地で共同開発しているミャンマー製品を紹

介しました｡その展示ブースに大統領も視察に来られ､日本の支援で開発した高品質品に興味をもたれ､詳し

くご質問ありました｡さらには大統領から私に握手を求められたのは驚きでした｡苧麻や蓮の製品についても

話題になりました｡ 〈写真1 :中央が大統領) (写真2 :中央が大統領､ 2名の女性が当方の関係者〉

4.世界経済フォーラムに出展しました

6月6日世界の経済団体がミャンマーにで`世界経済フォーラム〝を開催し､その会場で急速ミャンマー製品を

紹介することになりました｡欧米系を中心にした約3000名の経済関係者のディナー会場に展示したのですが､

当方の｢Japanデザイン､ミャンマーProduct｣で紹介した開発品は参加者に大変な人気でした｡日本からは

竹中平蔵先生もお出でになられました｡ 〈写真3 :入場者) (写真4 :竹中平蔵氏〉

5.ミャンマーで技術講習会を行いました

6月18 E]ミャンマーの木=加=の町､バゴー管区バゴー市で木工加工の基礎講座として木材幸三燥方法につい

て講演してきました｡この講習会はミャンマー政府､バゴー管区地方政府､木=加=組合そしてNPOアジア

クラフトリンクの共同開催で35名の参加者がありました｡低コストで簡単にできる木材幸2燥方法に関心が集

まりきっそく組合で実行する事になりました｡ 〈写真5 :講習会〉

6.ヤンゴンの孤児院の支援開始

孤児院フルムーンハウスには250名の孤児が生活し教育を受けています｡ここの社会訓練コースに縫製の仕事

を依頼する事で､訓練の継続を支援することになりました｡出来上がった製品は当方が日本で販売します｡私

たちも販売できる品質レバリしまで製品作りを指導し､彼らもそれによって真剣に仕事を覚えます｡このスタン

スが支援の継続と活動拡大につながると感じています｡

7月～12月の活動計画

1.ミャンマーより招碑､交流事業

4年目になる本事業は､ミャンマーの一村一品運動を支援するために､情報や技術交流を通じて交流事

業を行い､双方の国の関係者の親睦を深める目的です｡今年はミャンマー､サウンダー織物学校から指

導者2名を招碑し､越後3大織物組合の方々との4年目の技術交流を行いさらに福島･昭和村の宇麻畑

でも研修します｡これには通訳を兼ねて当方のヤンゴン駐在員が全行程案内役として同行しますので､

8

より深い交流が期待できます｡ミャンマーの大統領も苧麻について興味を示され､現地でもその成果が期待されている交流事業です｡

2.フェアトレードショップ開設

新しい試みとしてフェアトレードショップを開設します｡場所は新潟市江南区沢海の北方文化博
ll  L

gFイ　汚　　　　　　　　　　　　　　物館内西門広場です｡ 8月末オープン予定です｡展示する品は｢Japanデザイン､ミャンマー

ブ孟アを沙-軍野望ツプ　produCt｣のコンセプトで当NPOがミャンマーで開発した作品です｡銀座の専門店などでも認

～+書江書生此方文化柵船･ ignZZ;書にfiiオープン

■■ NPOアジアクラフトリンク

められた高品質の作品なども多数展示して､新しい形のショップ運営を目指したいと考えていま

す｡開設理由は下記のとおりです

①ミャンマー工芸展を開催して､入場者から常設店の要望が多かったので｡

②2014年3月熊本市で開催されるフェアトレードタウン世界大会へミャンマー開発品の紹介依

頼があり､新潟から世界へ情報発信する訓練をかねた店舗開設です｡

③NPO活動の発信基地として事務所を併設することにしました｡

3.ミャンマー政府とMOU締結交渉中

途中まではスムーズに進んでいましたが､手続きが難しくて､遅れています｡ NPO法人力でミャ

ンマー政府から公式認定受けると､現地での活動にもプラスとなり､またJICAの草の根支援も

申請可能となりますので､関係者の協力のもと交渉中です｡

理事長　斎藤秀-



【新潟国際聾術学院】 1月から6月の活動報告

教室風景(4月)

●4月～

佐渡風景写生

●3月31日～6月12日

｢佐渡は世界のアトリエ｣を目指して､　　　　中国渚陽師範大学｢佐渡璽術文化研修｣を実施

佐渡風景水彩画を新潟県立佐渡高校の美　　　　(参加者は先生と学生1 2名)

術授業に取り入れ､東冨有学院長は非常勤

講師として週2日間の授業を行う｡

水彩画体験

●佐渡修学旅行事業を受入

佐渡研究院国際美術館見学､水彩画実演と

体験を行う

6月5日村上市立神納小学校17名

6月23日佐渡市新穂地区住民31名

6月27日新潟市立青山小学校18名

7月以降の活動予定

●7月6日～8月17日　中国仙頭大字｢佐渡塾摘文化研修｣を実施(参加者は先生と学生17名)

●8月5日～8月15日　中国溝陽児童塾術学校｢佐渡塾術文化研修｣を実施(参加者は先生と学生12名)

●佐渡修学旅行事業を受入　佐渡研究院国際美術館見学､水彩画実演と体験を行う

7月4日新潟市立万代長嶺小学校14名､ 7月9日上越市立春日新田小学校22名

【新潟県青年海外協力協会】

新潟県青年海外協力協会(青年海外協力隊OB会)の活動は､以下の通りです｡

詳細については､新潟県国際協力協会が報告書(冊子)を作成していますので､興味､関心のある方は､そちらをご覧ください｡

開催日 偃Xﾜ2�活動内容 

1月25日.2月22日 簸(橙�協力隊ナビ(工三タイ;東新潟) 

2月23日 簸(橙�新年会(於:長岡地区担当楚山さん) 

3月17日 簸(橙�平成24年度4次隊壮行会(大助) 

3月21日 簸(橙�平成24年度4次隊表敬訪問同行(新潟県庁) 

3月29日 簸(橙�協力隊ナビ(工三タイ;東新潟) 

4月24日 娩uD4��春募集説明会(上越市) 

4月27日 簸(橙�協力隊ナビ(ナ三テテ;西新潟) 

5月27日 簸(橙�南からのたより､総会案内発送作業(森田家にて) 

5月31日 簸(橙�協力隊ナビ(工三タイ;東新潟) 

6月20日 �x,H.���(橙�平成25年度1次隊表敬訪問.壮行会(大助) 

6月28日 簸(橙�協力隊ナビ(ナ三テテ;西新潟) 

6月30日 簸(橙�平成25年度総会 

※ ｢役員会｣随時開催､ ｢OB会　コミュニケーションズ　ネット｣随時各地域において開催､随時

活動報告の中に｢協力隊ナビ｣というものがあります｡これは､青年海外協力隊に関心のある

方に向けての説明&相談会です｡隔月ごとに､新潟市の東と西のパン屋さんで月末に実施してい

ます｡どなたでも自由に参加できます｡そこには､ OB会長や､ OB会鼻､帰国隊員が集まりま

す｡帰国隊員の報告や協力隊受験の相談などをおいしいパンをいただきながら､行っています｡

東地区では｢工三タイ｣というパン屋さんに､西地区では｢ナ三テテ｣というパン屋さんに集ま

ります｡関心のある方は､直接お店に連絡するか､ JICAのJTt-ムページをご覧ください｡

協力隊ナビの様子

学院長　束富有

｢育てる会｣の活動に協力(派遣隊員への支援)

｢地域を元気にする協力隊員! ｣を目指し､新潟県のそれぞれの地域で活躍しているOBの仲間がたくさんいます｡今年度も､他の国際協力団体と

連携をしながら､いろいろな活動に取り組んでいきたいと思います｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　井口昭夫
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†'個人会員･理事の近況､体験談

【フェアトレードショップナル=ア】

2013年もあっと言う間に半年過ぎましたね｡今年の夏は猛暑との予想なのでエコを意識して打ち水をしたりクリーンカーテンを作ったりして夏

を乗り越えたいと思っています｡

さて2013年に入り1月～6月の活動報告ですが店舗でのフェアトレード推進活動以外では､ 5月に新潟市万代シティにおいて｢万代アースフェ

スタ2013｣が開催されて1日だけでしたが参加させて頂きました｡学生ボランティアの方とお話したり他のテントブースの方と情報交換したりと

楽しかったです｡ただ5月なのに少し肌寒く風が吹く度に震えていたのが今では良い思い出ですね｡ (o<-<o)

今回はナル二アのお店の定番フェアトレード製品をご紹介したいと思います｡定番製品は季節物とは違って年間通して繰り返しお買い求め頂いて

いるIJピーターの方がついている製品です｡コ-ヒ-､紅茶､ハーブティーなどの噌好食品もリピーターの方に好まれますが今E]はへナを取り上げ

たいなと思います｡ヘナは紀元前の舌から女性の頭髪のトリートメントや白髪染め､マニキュアなどに使われてきました｡現在でもアジアやアプリ

力等の多くの国で利用されていて大自然の知恵として愛されています｡そんな昔から

使われているへナをネパールを支援しているNGO団体｢ネパリバザーロ｣さんがフ

ェアトレード製品として開発しました｡ヘナを使うと､髪にツヤが戻り抜け毛力で成り､

コシのある髪になります｡頭皮を刺激するので育毛効果もあります｡そして勿論､染

めの効果もあるので明るい茶系に染まります｡当初ナル=アに置いていたのはへナ

100%のみの製品だったのですが白髪の量が多い方には少し明るく染まりすぎるとの

声があり､後にアムラとへナを混せT=ものも置くようになりました｡私も愛用してい

るのですが､ヘナを髪につけている間もヨモギのような香がして気分も癒されるよう

です｡

どうぞ機会があったら試してみて下さいね｡ヘナ､アムラ&ヘナ共に容量は70g入

っていて(ショートヘアの方なら2回分位使えます) 840円(税込)です｡

店主　丸田祥子

｢サボテン天国｣

数年前より､通りに面した空間で､自称〝サボテン天国〟を公開中である｡ご近所の人たちはもちろん､ラジオ体操に行く人､役所に通勤する人た

ちなどの眼を楽しませ､私も充分楽しんでいる｡

家のサボテン天国は初夏から晩秋までの期間限定である｡冬の闇は零度以下にならぬ程度に屋内で保護し､そのまま三月末まで冬眠させる｡公開

を始めた当初はほんの数鉢であったが､昨今は10′〉20鉢に膨らみ､その移動が厄介である｡全身トゲだらけのサボテン君たちの植え替えや移動に′′

骨が折れる:'ではな< "トゲが刺さる':飼い犬に手を噛まれるならぬ､飼い植物に手を刺されるのである｡

早朝､それぞれの鉢に数個すう､時には30-40個のトランペットのような花が一斉に開花した時は圧巻である｡ 3年前には､ 354個が太陽に向

かって狂ったように咲き乱れたものである｡

道行く人の｢うわっ-､椅麗! ｣の一言が､トゲの痛さを忘れる瞬間である｡しかし､眼の覚めるような鮮やかなピンクの美しい花は残念ながら

一日限りで終えてしまう｡

ところで先日また､関川村で自給生活を送る友人宅を訪ねた｡五月の末に第三子の宋地君が誕生し､パトリシア家は5人家族となっていた｡予定

日よりひと月も早い､初めての男の子誕生の知らせを受けていた私はこの日､家族分のお昼を携えてこれで出産祝いとしたかった｡慣れた動作でお

つばいをやるパトリシアも､それを全身で含むみどり子も頗る元気で安堵した｡

この度の出産もまた､前日まで田植えや家事などを元気にこなしていたという彼女｡

私の息子夫婦と同い年で､あと二人は子どもを産みたいと笑顔で言い切る｡実に蓮しい

アメリカ人なのだ｡

この日は彼女の故郷アリゾナのサボテンの話に私は聞き入り興味深く耳を傾けた｡ 『ジ

ャンピンク･カクタス』という名の通り植物ながらそのサボテンには触手のようなもの

があって､それが何らかを察知するとサボテン本体がトゲを飛ばすというのである｡子

供の頃､それに触れ彼女がトゲだらけになった話であった｡アリゾナの大自然を生き抜

くために行動的になったサボテンであろうか｡それにしても凄いサボテンだ｡いとも悠々

と三人目を出産した彼女もだ｡

追伸:今年は(家のサボテンたちを連れていかないでね)のイーゼルを掲示中｡したがって鉢の数は10′〉20鉢の間なのである｡
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〟Where there is a wi川, there is a way.I

毎年､学長主催で開催されている｢新潟大学国際交流のゆうべ｣で､留学生に伝えていることがある｡ ｢少年ケニア｣の発売日が待ち遠しかった｡

山川惣治の小説で､アフリカの大草原でライオンや象が躍動する姿､未知の世界への憧れ､冒険に対する熱気に溢れていた｡長岡市で､戦後間もな

い､焼け跡に建てられたバラック校舎の小学校で学んだ私とって何よりの楽しみだった｡中学校ではルイ･工モン著｢白き処女地｣を愛読した｡ 17

世紀に新天地カナダへ移住､ケベック地方に定住したフランス農民の物語である｡自然の美しきと厳しさが実に生き生きと描かれていた｡いつか機

会があったら､広大で奥深いアフリカやカナダの自然に触れてみたいという希望を持ち継け､それなりに努力した｡昭和42年､新潟大学に奉職し､

周囲の先生方のご協力をえて､昭和43年から約2年半､ JICAの派遣専門家としてナイジェリア連邦共和国､国立ヤバ工科大字の客員講師となり､

教育や調査にあたった｡昭和55年から約1年､文部省在外研究員として､カナダ､マギル大学で雪氷工学の研究に従事することができた｡これらの

経験を生かし､新潟大学では留学生と交わる中で､多文化共生社会の理解に向け微力を注いできた｡

〟Whe｢e there is a w川. there is a w吋■は座右の銘｡人類の明日を脅かす森林破壊や砂漠化､気候変動や環境問題が地球規模で表面化している｡

いま､若者に求められているのはグローバルな視点からの国際協力です.〟失敗を恐れずに夢に向かって思い切って挑戦してほしい〝と伝えている｡将

来､多くの試練に立ち向かうことのできる知識を蓄える大切な準備期闇が青春時代です｡

1人の子供に2人の親(両親)､ 4人の祖父母､アメリカでは｢6ボケツツ｣という｡祖父母による孫の甘やかしを指した言葉です｡私も｢アラ古

希｣になった｡ 2人の孫には甘いようで､息子に注意されることがある｡自戒しなければならない｡

理事　吉山清道

｢ポストMDGsに関する全国NGO意見交換会｣に参加して

｢動くう動かす｣主催の｢ポストMDGsに関する全国NGO意見交換会｣

に出席するため､ 2月2-3日､大阪へ行って乗ました｡全国から､北海

道NGOネットウーク協議会､ JANIC､名古屋NGOセンター､ ICAN (壁

知)､テラ･ルネッサンス(京都)､アジア協会アジア友の会(大阪)､ AMDA

社会開発機構(岡山)､福岡NGOネットワークなど､ 12団体が参加し､

開発教育協会がフアシリテ一夕-を担当しました｡

まずは､ポストMDGsの概要説明がありました｡ MDGs (ミレニアム開

発目標)は､ 2015年に達成期限を迎えますが､まだ貧困撲滅に至ってい

ません｡そこで､ 2015年以降の目標についてNGOの意見をまとめて提

言しようというのが今回の目的です｡グループにわかれてのワークショッ

プでは､ポストMDGsで大切なこと､盛り込むべき内容を話し合いまし

た｡ ｢新たに貧困を生み出さないよう､貧困の予防策として『平和構築』

を目標に入れる｡｣ ｢プロセスには､貧困の当事者の声､参加があるべき｡｣

｢ 8つある目標の1つになっている『貧困を減らす』は､表紙(タイトル)

として訴える｡｣などの意見が出ました｡

翌日は､ ｢ポストMDGsフォーラム～2015年以降の世界がめざす新たなゴー

ル～｣で､意見交換会の内容を報告しました｡パネリストは､国際開発学会の

(JANICやシャプラニールの理事長でもある)大橋正明さん､外務省のNGO担

当大便の南博さん､関西NGO協議会提言専門委員で関西学院大学教授の川村暁

雄さんの3人個人的には川村さんのRBA (Human Rights Based Approach:

人権に基づく開発アプローチ)にとても興味を持ちました｡ぜひ新潟にも講師と

してお呼びしたいです｡

会場は､ワン･ウ-ルド･フェスティノUレが開催されている大阪国際交流セン

ター｡ NGOが主催するイベントで､アースデイ東京に次ぐ来場者数を誇るイベ

ントです｡民族料理の模擬店､ NGO活動紹介.国連機関や学校ブース､ステー

ジではイベント､会議室ではセミナーも多く開催されました｡

今回の旅責と宿泊代は､ Beyond2015が申請し､スウ工-デン政府が負担しました｡主催の｢動くう動かす｣とあわせて､このような機会をいただ

き感謝しています｡全国のNGOで活躍されているスタッフとの交流に刺激を受け､改めて世界の貧困を〟ほっとけない〟と感じました｡

ほっとけないカフェ　大出恭子
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#にいがた国際フェスティノUレ2013-つながり～

｢イベント参加NGO ･ NPO団体､ボランティアの学生､当E]のお客さんが-つになり､ -人でも多くの人がこのイベントを通して､

国際哩角等･協力に興味､関心を持てるような､そんなイベントにすべく､頑張りますI J

l概要

【イベント名】第4回にいがた国際フェスティバル2013-つながり～

【日時】 2013年9月7日(土)､ 8日(日) 11時～16時30分

【場所】新潟市中央区　万代シティパーク(バスセンター二階広場)

【企画･運営】にいがた国際フェスティノUレ実行委員会

実行委員長:大苗美樹(新潟県立宇2年)副実行委員長:高橋真希(新潟大学3年)

武田美咲(長岡技術科学大院1年)大田奈央(新潟医療福祉学3年)小田友梨恵(新潟青陵大学3年)岩田知也(敬和学園大3年)

【主催】にいがたNGOネットワーク

2　日的

･所属するNGO ･ NPO団体の活動をより多くの人々に知ってもらう｡

･新潟に住む外国人と日本人が交流するきっかけを作る｡

･新潟にいる学生たちに日頃の課外活動の成果を発表してもらう｡

3内容

･各所属NGO ･ NPO団体ブース出店(雑貨販売､ワークショップ等)

･ステージ企画(タンス､バンド演奏､民族ファッションショー等)

4詳細

【ブース出店予定団体】 フェスティバル打ち合わせの様子(6/30)

新潟国際援助学生ボランティア協会(ラオスクールプロジェクト)､教育と環境の｢爽｣企画室､新潟アどの会､

新潟県青年海外協力協会OICAデスク)､他

【ステージ出演予定団体】

･民族衣装ファッションショー(新潟県立大学国際ボランティアサークル)

･カボ工イラ実演(新潟大学カボ工イラサークル)

･アフリカ太鼓演奏(unite en guinee)

･インド音楽演奏(でいがな工チゴ)

･アオザイブアシヨンショー&歌唱(ベトナム留学生)

･スリランカ民謡(スリランカ留学生)

･タンスパフォーマンス(新潟県立大学､新潟大学タンスサークル)

･よさこいパフォーマンス(新潟医療福祉大字､新潟大学)

･万代太鼓演奏(万代太鼓)

･アカペラ歌唱(新潟大学､新潟県立大学アカペラサークル)

･バンド演奏(新潟医療福祉大字､新潟県立大学､新潟青陵大字軽音サークル)

･高校生タンスパフォーマンス(新潟南高校タンス部)

･ラテンタンス

･ crescendo (新潟大学アイリッシュ音楽サークル)

･ Fornow (アマチュバンド)､他｡

I-　L ._-　　_
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昨年の様子

実行委員長　大苗美樹

Il編集後記

事に畑を始め､すっかり日焼けしてしまいました｡収穫した野菜を毎日美味しくいただいています｡

会員のみなさまの近況､ボランティアや国際協力にまつわる経験談をぜひお寄せ下さい｡次号(2014年1月発行)に掲載いたします｡大出恭子

特定非営利活動法人　にいがたNGOネットウ-ウ事務局

〒 950-0982新潟県新潟市中央区堀之内南2-15-1 TEL 025-247-2478

E-mail : nnet@nligata-ngo.org URL: http://www.nilgata-ngO.Ore


