
†一フィリピン台風災害救援募金活動について(中間報告)

昨年11月8日に襲来した台風30号(ハイヤン)により､フィリピンは､死者･行方不明者が約7,500人に達するなど甚大な被害を被りました｡

Nネットでは､現在､被災者を救援するため､募金活動に取り組んでいますB募金は､被災地の状況が一定程度安定する3月頃に取りまとめる予定で

すが､これまでの経過と現状について報告します｡

募金額は､昨年末の時点で381′944円になりました｡募金をお寄せいただいた皆様に心から感謝いたします｡

12月7日に行った街頭募金には､会員等7団体､ 2大字､ 4高校､ 1中学の60人から参加いただきました｡当日､悪天候の中､新潟駅万代口は中

止しましたが､古町十字路と万代シティで大きな声で市民に募金を呼びかけ､ 254′841円が集まりました｡この模様は､ 12月11日の新潟日報朝刊

に掲載されました｡参加者と関係事業所の皆様､本当に有難うございました｡

また､ 12月に開催された｢第4回国際教育研究会｣､ (公財)新潟県国際交流協会主催｢プレゼンテ-シヨンjンテスト｣､英会話スピークアップ(賛

助会員エンライトンの渡辺さん)の｢幸せのキャンドルでクリスマス｣など､ Nネットや協力団体のイベント会場でも寄附を募り､計14.103円の募

金がありました｡これからも機会をみて募金活動を行います｡

なお､募金口座には､これまでに1団体･ 3人から計113′000円の振込みがありました｡また､現在､ (公財)新潟市国際交流協会に募金箱を置か

せてもらっています｡

募金の送金先についてですが､募金を最も効果的に活用するため､被災地で懸命に救援活動に取り組んでいるボランティア団体とする方向で検討し

ています｡

今も被災地では､家屋を失い避難生活を強いられている人が400万人近くいます｡引き続き募金活動を行っていますので､よろしくお願いいたしま

す｡会の募金口座は､以下のとおりです｡

銀行名等　第四銀行沼垂支店(店番号:251)

口座種別　普通預金

口座番号　1433393

口座名称　Nネット　フィリピン台風募金 事務局長小畑正敏

酢晶等嘉
～フィリピン台風災害救援募金活動に参加して～

私は12月　7日のフィリピン台風災害の救援募金を行い､フィリピンの復興を願う方がたくさんいるんだと思いました｡東日本大震災のときに

フィリピンの人たちが支援してくれたことを初めて知りました｡そして私はフィリピンの方々への恩返しをするつもりで募金活動に臨みました｡

そして25万円が集まりました｡この募金で災害に遭った方々の笑顔が増えることを心から願います｡　　　　　新潟青陵高校2年･五十嵐つかさ

12月7日に生徒会総務15人全員でフィリピン台風災害救援募金を行った｡街頭募金は今年の4月に古町で行った｢あしなが募金｣以来だったの

で久しぶりだった｡天候が悪く､とても寒い中大量のポッカイロを頼りにしながら全員で一生懸命頑張った｡私たちのグループは伊勢丹の前で3時間

募金活動を行った｡ 25万円が集まり､自分たちの努力が報われたことをうれしく思う｡募金して下さった方々とも少しだけだが会話できたし､

フィリピン振興のために尽くしたと思うと有意義な時間を過ごせたのではないかと感じる｡

また囲っている方々のために募金活動を行っていきたいと思う｡ 新潟青陵高校2年･田測綾人



!'第4回にいがた国際フェスティJUレ2013-つながり～

2013年9月7日(土)､ 9月8日(日)万代シティパーク

2013年度のにいがた国際フェスティバルは前年に引き続き会場は万代シティパーク

で行い､ふるさと村での開催以来初となる2日間にわたる催しとなった｡

イベント運営にあたってはNGOネットワークの理事会の他に新潟県立大学､新潟医療

福祉大字､敏和大字､青陵大字､新潟大学､長岡技術科学大学の6大学の字生らによっ

て約半年にわたる入念な準備が行われた｡またイベント当日は上記の大字以外に国際情

報大字やSHOW!音楽エンターテイメント専門学校の学生も加わった､のベ30人による

学生ボランティアスタッフが集まった｡当日はあいにくの雨模様であったがそれすらも

吹き飛ばす学生ならではの若さと熱気忘れるイベントになったのではないだろうか0

-学生スタッフの感想～
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万代会場で開催する2回目の国際フェスティバルは､ NGOブースもステージもパワーアップし2日間に渡り

開催されました日生憎の天気にも関わらず､家族連れや高校生など幅広い層の方々にご来場いただきました｡

その中でとっても盛り上がったのが､スタイリッシュラテンクラブさんと､学生スタッフによる奇跡のコラボレ

ーション!学生スタッフもダンスショーに参加させていただきました∫ Jスタイリッシュラテンダンスクラブ

の皆さんには､なんと第2回目からこのフェスティバルを盛り上げていただいているのです!また､ NGOブー

ス出展のお手伝いとして参加した学生スタッフが､それを機に活動に参加するようになることもよくあります｡

こうして回を重ねる度に新しい繋がりを生むのが､この国際フェスティバルなのです｡人と出あうことの喜びを

知った学生が､ 1年後には実行委員､ 2年後には実行委員長となって､出会いの場を作る側にまわります｡そう

して国際フェスティバルは歴史を重ねてきました｡来年は記念すべき第5回目-どんな出会いがあるか､今から

楽しみです｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県立大学4年　小林可歩(ステージ担当)

今年の国際フェスティバルは2日間開催ということで責重な経験をたくさんすることが出来ました｡特にた

くさんの出会いが私にとって刺激的でしたD運営を引っ張る学生やスチ-ジの出演者の方々､たくさんのNGO

関係の方々などそれぞれの分野で目標に向かって一生懸命活動している方々と2日間共に活動することができ

て､私自身もっと頑張らなければならないという意識を高めることができました｡国際フェスティバルでの出会

いをこれからも大切にしていきたいです｡　　　　　　新潟県立大学2年　石川浩子(NGOブース担当)

わたしが国際フェスティバルと出会ったのは1年前の第3回時でした｡楓爽とイベントを切盛りしていた前実行委員長らまわりの先輩方に憧れ､

気付いたら自分が実行委員長になっていました.わたしは最初から最後まで実行委員長としての自信がなく､何度も悩みときには失敗をすることも

ありました｡それでもわたしが困難に直面する度にこのイベントに関わる知人､友人そしてNGOネットワークのみなさまが支えてくださいました｡

本当にありがとうございました｡今回の経験を通して､自分自身がいくらか成長できたのではないかなと思います｡ NGOネットワークのみなさまと

の出会い､学生ボランティアスタッフの方々との出会い､そして国際フェスティバルとの出会いに感謝､感謝です｡

新潟県立大学2年　大苗美樹(実行委員長)
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f平成25年度上半期活動報告(平成25年7月～12月)

1　事業関係

1)第4回にいがた国際フェスティJUレ(主催: Nネット､企画運営:にいがた国際フェスティバル2013実行委員会)

日程等　平成25年9月7日(士)･8日(日)､万代シティパーク(バスセンターピル2階)

参加者　新潟アどの会､新潟国際ボランティアセンター(NVC)､新潟国際援助学生ボランティア協会(NASVIA)､新潟県青年海外協力協会､

フェアトレードショップら･なぶぅ､アジアクラフトリンク､教育と環境の｢爽｣企画室､日本オーガニックコットン流通機構､

ラオスクールプロジェクトなど県内大学生

概要　　ブース(出展8団体)パネル展示等による各団体の国際支援活動等の紹介､フェアトレード品等の販売

ステージ(出演19団体)出展団体の紹介､民族衣装ファッションショー､諸外国の民謡･タンス等の発表､バンド演奏等

補助　　(公財)新潟県国際交流協会､ (公財)新潟市国際交流協会(以下｢県協会｣ ｢市協会｣と略)

後援　　新潟県､新潟市､県協会､市協会､新潟日報社､ FM KENT､新潟交通㈱､万代シティ商工連合会商店街振興組合

2)第3回･第4回国際教育研究会(主催: Nネット)

参加者は､県内小学校･中学校･高校･大字の関係者､大学生､ Nネット役員及び会員など

オブザーバーとして､新潟県教育庁､新潟市教育委員会､県協会､ JICA新潟デスク､ (公財) AFS日本協会新潟支部(第3回)

事例発表の後に意見交換

①第3回国際教育研究会

日程等平成25年9月1日(日)､クロスパルにいがた多目的ルーム2

参加者発表者を含め35名

発表者大滝新潟明訓高等学校長｢高等学校における国際交流(グローバル教育の実践について) ｣

東京大学学生｢国際交流をとおして考えること(新潟高校でのアメリカ研修で感じたこと)｣

新潟明訓高等学校生2名｢国際交流と私(アメリカ研修に参加して)｣

②第4回国際教育研究会

日程等平成25年12月1日(日)､クロスパルにいがた405講座室

参加者発表者を含め35名

テーマ開発途上国の現状と､私たちに求められるもの テーマについて発表する留学生

発表者ベトナム人新潟大学工学部学生､ミャンマー人長岡技術科学大学院生｢東南アジアからの留学生による話題提供｣

本田JICA新潟デスク国際協力推進員､榎本与板中学教諭､瀧津山本中学教諭｢教師海外研修授業実践報告(エルサルバドル)｣

3)フィリピン台風災害救援募金(主催: Nネット)別掲

2　　広報関係　会報発行10号平成25年7月400部

3　　会議関係等

6月30日　　国際フェスティバル(以下｢国フェス｣)について実行委員会と打合せ　*会場:クロスパルにいがた(以下｢クロスパル｣)

7月9日　　　新潟市に役員の変更等届出書を提出

7月10日　　新潟地方法務局に主たる事務所移転を登記

7月15日　　三役(理事長､副理事長､事務局長等)で手丁合せ　*クロスパル

8月4日　　　国フェスについて実行委員会･出展団体と手丁合せ　*クロスパル

9月1日　　　国フェスについて実行委員会･出展団体と打合せ　*クロスパル

9月29日　　理事会･教育研究会について三役で打合せ　*クロスパル

10月6日　　理事会･教育研究会について三役で打合せ　*クロスパル

10月12日　　平成25年度第2回理事会(理事8人出席) *クロスパル201講座室

第3回研究会･第4回国フェスについて報告し､会の財政基盤拡充について審議(STAND UP TAKE ACTIONに参加)

10月20日　次回の国フェスについて実行委員会と打合せ-9/7 (日)開催で検討　*クロスパル

10月22日　　NGOスタッフ育成研修(以下｢育成研修｣)について県協会と打合せ　*県協会

11月16日　　フィリピン救援募金について三役で打合せ　*クロスパル

12月1日　　育成研修について県協会･関係理事と打合せ　*クロスパル

12月　3日　　街頭募金について新潟青陵高･新潟第一高を訪問し打合せ

12月8日　　(公財) AFS日本協会新潟支部30周年記念式に副理事長が参加　*万代シルバーホテル 以上

事務局長　ノ｣り田正敏
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!'会員団体の活動紹介

｢幸せのキャンドルでクリスマス｣

皆さん､こんにちは｡私は新潟駅前で英会話学校スピークアップを主宰しています渡辺聖と

申します｡当校は大人専門の英会話スクールとして1997年に設立されましたoそれ以降､時

事英語を始めとして映画や音楽を教材にしたクラスを生徒さんのみならず一般の方達にも提

供してきました｡また2008年には生徒きん達とボランティアグループエンライトンを作り､

新潟市と共催で温暖化対策のイベントを毎年行っています｡

｢え??そんなに捨てられているんですか｡｣

それが先月行われた英語イベント｢幸せのキャンドルでクリスマス｣の企画がスタートした瞬間でした｡

日本では結婚式場から大量のキャンドルが捨てられてしまっている事実をご存知の方はどのくらいいらっしゃるでしょうか｡その量は1週間で10

キロにも上るんだそうです｡もったいないですよね｡

当校ではお祝いの場で廃棄されるキャンドルを頂いてきて｢幸せのキャンドル｣と

名付け､専門家の指導のもとモザイクキャンドルを作りました｡

参カロ者は3歳から70歳まで幅広く来てくださいました｡そのキャンドルが固まる

までの時間は英語のレッスンです｡ジョンレノンが歌うクリスマスの名曲を聴き取り

英語で歌えるようにしました｡カラオケのレパートリーに加えてもらったら幸いです｡

また参加費の一部はにいがたNGOネットワークを通してフィリピンの台風被災者

鞄　の方達に贈る事にしました｡皆さんの善意が海を越えて困っている方達に届けられた

らいいなと思います｡

【夢の橋】 2013年活動報告

10月27日　国際交流国際協力団体展示発表会参加

湊街新潟の昔話｢福を呼ぶ大うちわ｣良寛さまの童話｢月の兎｣新潟の民話｢サル地蔵｣をインドネシア語スペイン語中国語ポルトガル語で実演｡

中国語は予定のMさんがパスとなり市の協会､大野さんにお願いしとても助かりました｡少ないお客様ですが､興味をもって聴いてくだきるので嬉

しく有難く感謝です｡

11月22日　出前捜業　新潟県立翠江高校｢世界の文化｣

29名の生徒さんの個性豊かな彩色､世界のこども達へ心たっぷり込められた翻訳紙芝居が出来ました｡タンザニアの民話｢カメの話｣英語版｢も

も太郎｣フランス語｢月の兎｣中国語､今年はアフリカ､南アジア､中国などでお披露目!

2014年は夢の橋活動､お陰さま10年｡記念にオリジナル紙芝居制作､少ない小さな活動ですがどんなお話が出来上がるかメンバーはウクワク

しています｡また､今までの29作品3-8力国語に翻訳､これを整理整頓の予定です｡今年もどうぞ宜しくお願いいたします｡

荒川久美子
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【新潟国際聾術学院】 2013年7月～12月の主な活動

● 7月6日～8月17日　中国仙頭大字　｢佐渡短期留学｣を実施｡ (参加者は先生と学生16名)

● 8月5日～15日中国酒陽児童塾術学校　｢佐渡写生研修｣を実施　(参加者は先生と学生10名)

● 10月～11月(毎週土曜､日曜日) ｢とっておきの佐渡日帰り満喫の旅｣

道の駅美術館見学､水彩画体験を実施(佐渡汽船､新潟交通主催) (受入人数は約300名)

● 11月3日｢佐渡道の駅第二回国際垂術祭｣開催｡

開催内容は

第-ステージ絵画展公募展&水彩画実演･体験

第二ステージ佐渡美食･手打そば実演販売

◎来場者は約1300人

● 11月13日～17日中国大連工業大学｢佐渡デザイン展･佐渡研修｣を開催､実施(参加者は先生と学生11名)

● 11月23日～27日佐渡観光PRと研修事業誘致のため､中国潅腸､大連､上海の各大学と国際旅行社を訪問｡ (共催/佐渡市と佐渡観光協会)

● 12月19日～12月23日第13回国際水彩画大会IN NIIGATA ｢国際水彩画交流展｣新潟市美術館で開催｡

アミューズメント佐渡､道の駅でも巡回展示｡

出品作品はアメリカ､中国､イギリス､マレーシアなど海外画家の招待作品､新潟市民､佐渡市民および小､中学校､高校からの推薦作品

約200点｡ (共催/佐渡市教育委員会､佐渡汽船､新潟市国際交流協会)
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【新潟アどの会】スリランカ滞在報告書

2013年6･7月､スリランカの南部マータラにある児童養護施設Metta Youth Center girlsにお世話になって来ました｡身寄りのない子供や事

情があって家族と暮らせない子供が約60人住むその施設に新潟アどの会(アピ会)がボランティアとして､私を派遣してくれました｡その施設で

生活しているのは､約60人の5-20歳の女の子､ 2人のマザー､料理担当のお年寄り2人､管理人､事務の女の子1人と掃除婦さん1人でした｡

平日は子供達が朝6時頃に起きるので私も一緒に目覚めます｡子供達は朝のお祈りをして朝食を食べた後､学校へと向かいます｡しかし一部の子

供達は施設に残ったままで､私はその施設に残った子供達と遊んだり､隣接している幼稚園でボランティアしたりして午前中を過ごしていました｡

この学校に行かない子供達の存在がとても不思議だったので､マザーに聞いてみると､彼女達の一部は高校生たちで､授業が週四日ほどしかないの

で施設にずっといる日もあり､また一部の子供は高校に上がるテストに受からず､留年しているとの事です｡そういった子供は大抵勉強が苦手でそ

もそも学校に通いたくないのだ､と言っていました｡

午後2時頃､学校に行っていた子供達が帰って来たら､昼食を食べ､その後は洗濯物を洗ったり､

順番にシャワーを浴びたりします｡しかし60人も子供がいて､彼女達が洗濯物とシャワーで水を

使えば､すぐにタンクに貯めてある水が無くなってしまい､しょっちゅう供給停止に陥っていまし

た｡テスト前の時期は3時から4時の間は勉強の時間で､皆食堂に集まって勉強し､そうでない時

は基本的に6時のお祈りの時間まで自由時間でした｡夕飯は大体7時からでいつも数人の子供が当

番制で食事の準備を手伝っていました｡食事の後は日割寺間で勉強したり､年下の子供は部屋で遊

んだりしていました｡

最初の一週間で感じたのは､子供達が何を求めているか分からない､ということでした｡英語が理解出来る子供が1人しかおらず､他の子供と

のコミュニケーションを取ろうと思っても､彼女達が何を言っているか全くわからなかったのです｡そういった状況だったので､最初の一ケ月は空

き時間を見つけては､シンハラ語の勉強をしていました｡シンハラ語教えて!と子供に声をかけると､醤集まってきて､それぞれ違う事を教えてく

るので､ 1人2人捕まえてこっそり教えてもらったりしていました｡あと夜はマザーに英語からシンハラ語に翻訳してもらったりしながら1ケ月学

んでいました､すると､ 2ケ月目に入った辺りから､子供達やマザーが何について話している力､何となく分かるようになってきました｡ある日､マ

ザーと英語で話していたら､スルつとシンハラ語が出てきて､マザーが大喜びして､その日一日中皆に｢綾がシンハラ語を話し始めた! ｣と拡散し

ていました｡それから日常会話はシンハラ語混じりで話すようになり､夜に中庭で月明かりの下でシンハラ語を使いながら､日本語を教えたりする

ようになりました｡またその頃になると､子供達がそれぞれの事情を私に伝えてくるようになりました｡その内容の多くが､自分の家族の事｡もし
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くは子供同士の喧嘩の理由でした｡彼女達は､母親が外国に出稼ぎに出ており､祖母がいない場合､

父親と2人で住むことは出来ないので､こういった施設に預けられていたり､両親ともいるが収入

が無くて育てられなかったり､虐待をされて保護されて来た子供達でした｡そしてそういった子供

達は基本的に他人を信用出来ず､精神的にも未熟なので､しょっちゅう喧嘩をしてしまいます｡な

ので､小さなことで喧嘩が起きる､泣く､助けて欲しいが甘える場所が無い､逃げる場所も無く､

ストレス発散出来るような事も無い状況でした｡家族に会いたいと泣いていた子供に､マザーは｢こ

こには姉妹のような友達もたくさんいるじゃない｣と言ったう､彼らは｢自分の本当の家族では無

く､しょうがなく一緒にいる人達だから｣という答えが返ってきました｡

2人のマザーは24時間体制で子供の面倒を見て､彼女達の事を可愛がっていましたが､どうしたって60人を2人で見るのは限界があるようで

した｡子供達もマザーの事は大好きですが､いつでも独り占め出来るわけではないのでやっぱり寂しがっていました｡また､面倒見の良い年長者の

女の子が下の子供のお姉ちゃん役をやっていましたが､そのまだ17､ 18歳のお姉ちゃんの話を聞いて彼女達の将来を案じて助言をくれたりするよ

うな存在はいませんでした｡

そんな中で子供達が一番喜んでいたのが写真｡デジカメで写真を取ると､ほとんどの子供が

その写真を頂戴とおねだりしてきました｡彼女達は個人の写真を欲しがり､皆で撮ろうとする

と､写真に入ってくるな､としばしば喧嘩になることもありました｡やはりそこでも｢自分だ

け｣のを欲しがっていたように感じました｡その施設を運営しているお坊さんが､写真のプリ

ントアウト機器を持っていたので､そこで写真をプリントアウトして子供達にあげていたので

すが､途中でふと､子供達が写真を受け取った後､ Thank youを言わずに去って行く事に違和

感を覚えました｡家族が守ってくれない立場で､今後も他人の力を借りながら､生きていかな

ければ行けない子供達が､感謝の言葉を口に出さないのは問題だと思い､それをマザーに相談

しました｡マザーも同じように思っていたようで､その後は子供達に感謝の言葉を伝えるよう

に､と結構口酸っぱく言っていました｡そのかいあってかしばらくすると､いろんな場面で子供達のThanksが聞けるようになりました｡この習慣

が将来彼らの人生にプラスに働けば､と願います｡

このようにいろんな問題が山積みの子供達ですが､笑顔がとっても可愛くって私のことをいつもお姉ちゃんと呼んでくれて仲良くしてくれて､と

ても良い子達でした｡この施設を出る時は二ケ月間の日々が頭に流れてマータラから首都にたどり着くまでの間は涙が止まりませんでした｡



又､マザーの実家で会ったマザーの姪である大学生は英語が上手で､自国の歴史や文化を詳しく説明してくれました｡同じ大学生として､自分は

日本の事を全然知らないと恥ずかしくなりました｡大字まで教育を受けているのであれば世界共通語で会話が出来る､自国の事を説明出来る､とい

うのは最低限の教養であるべきだと感じました｡

国際的な場に出る人間になるというのはこの最低限の教養に､専門的な知識を持つ事が必要だと今回のスリランカで身をもって実感しました.ボ

ランティアとして現地に入っていても､自分はこういった分野の知識があり､こういった事で手助け出来るという自覚が無ければ､結局現地に行っ

ても何をしていいか分からず､無力感に襲われて､右も左も分からない場所で､現地の人のお世話になるしかありません｡言い方を変えれば､彼ら

のお荷物です｡ボランティアを必要としている場所でお荷物になるというのは､どれだけ有り得ないことか､書うまでもありません｡しかし､この

レベルに行くまで海外でボランティアをするな､という訳ではなく､未熟なりに現地で学び､吸収できることも多くあると思います｡私が今回スリ

ランカで得た経験は今後の将来に強い影響を与えるはずです｡アピ会が提供してくださった場所は私のような人間でも受け入れてくれる場所であり､

そこで相互に成長出来るような環境を作ううとしていました｡本当に倉田さん､並びにアピ会の方々､マータラの皆様には感謝しております｡

最後に､異国で生活するということは､他を知り自己を知る､ということ｡自分の存在意味や将来のビジョンが哩昧な若者たちにもっともっと外

に出て欲しいです｡そこで国際協力に携わりたいと思う人間が増えるのは素晴らしいことです｡少しでも興味のある若者が異文化に触れて海外での

生活を提供するような国際団体が今後もさらに活性化すること､そして自分も､そのような団体に積極的に協力していきたいと思います｡

新潟県立大学三年　堀内綾

綾さんこ苫男様､そしてありがとうございました｡当会は現地でボランティア活動で貢献したいと思っている学生を随時募集しております｡

会長　倉田洋子

【N PO法人アジアクラフトリンク】 2014年前期活動予定

1.ミャンマー政府へⅠ- NGO登録申請中で併せてMOU締結交渉中

私達NPO法人がミャンマー政府から表題の公式認定受けると､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｡

手続きに時間がかかっていますが､経過を見守っています｡その結果によって大きく計画が変わります｡ (従来MOU締結手続きに2年以上かか

りましたが､ 1年に短縮しようと奮闘中です｡)

2.コットンプロジェクト

実施して4年目に入ります｡

①オーガニックコットンの長超綿の植え付け栽培試験､昨年からシャン州の高地で3か所､

中部乾燥地帯のコットン栽培地帯でZか所､そしてチン州の高地民族エリアの計6か所に

おいて､現地のNGO DearMyanma｢と共同で行っています｡

冬､高地での虫の発生が少ないことを期待しての実施中です｡

②手紡ぎ糸への加工､特に今まで試験した内容ですとテン州の技術が優秀です｡

中部乾燥地帯での産業化と合わせて考慮します｡　　　　　　　　　　　　　　　　シャン州の標高1000mのオーガニックコットン畑

③原料のコットンが計画通りの優良で収量が多いと､農業組合運営と2次加工への展開が容易ですが･･････期待して収穫を見守っています｡

成功すれば待機している2次産業への展開が進みます｡ 1月には日本の第一人者を案内して現地に入ります｡

3.フェアトレードの運営

①昨年新潟市江南区にオープンしましたフェアトレードショップの成功を目指して今年は正念場です｡

② 3月の第8回フェアトレードタウン世界大会熊本大会へミャンマーの関係者を招待して一緒

に参加し､ミャンマーの一村一品の現状を紹介しながら､世界の関係者からフェアトレー

ド運営方法を学ぶ予定です｡

③長期目標はミャンマーにフェアトレード団体のコア組織の国際認定を受けて､実施中の一村

一品運動支援と併せて地域産業育成の両輪に育てる事です｡

4. -村一品

熊本訪問の後､一村一品運動の原点､大分県の指導所を訪問予定です｡

NPO直営フェアトレードショップsal

展示品は全てミャンマーで開発に関与した製品です

理事長　斎藤秀一
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【NVC新潟国際ボランティアセンター】 2013年7月～2014年1月までの活動報告

◆地球を知る講座を開催しました♪ ◆

NVCでは､啓発事業である地球を知る講座を3回開催しました｡

7月

ドキュメンタリー映画である｢ブル- ･ゴ-ルド狙われた水の真実｣を通じて世界の水問題について考える会を設けました｡世界の人口増加

に伴い､今後安全な水にアクセスできる人の数が限られるようになる､と言われています｡そのような中､途上国では水道事業が民営化され､

より水が手に入りにくくなる状況が発生している国すらあります｡世界の水の問題について意識と危機感を持ち､一人一人に何ができるのか､

について参加者13名が共に考える機会となりました｡

10月

ワークショップ｢コーヒーを飲んで世界を知ろう～コーヒーカップの向こう側～｣を実施し

ました｡参加者は12名o　コ-ヒーを元にして貿易がもたらす貧困問題や生産者の暮らしに

ついて考えるきっかけとなりました｡

皆さん真剣に学び合ってくれました

11月

日本国際ボランティアセンターの平野将人さんをお招きしてラオスにおける開発と環境保全について学びました｡参加者は19名｡大聖開発が

進むラオスの実情を知り､ワークショップを行い､開発と環境保全を共存させるにはどのようにしたら良いかについて話合いました｡

2014年1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.nvcjapan.org/)にアップしていきますので､ご覧ください｡

◆スタディツアー報告◆

8月24-29日の6日間に渡ってNVCスタディツアーを開催しました｡参加

者は14名｡皆さんには､ NVCが支援しているベトナムの奨学金支援事業や

降がい児支援事業､こどもたちとの交流事業の現場に触れてもらい､そこか

ら感動や気づさを得てもらいました.

ベトナムのことも達との交流の様子です

◆第25 5g愛のかけ梼バザー&フェスタ報告◆

10月5日･6日の2日間､ピアBandaiイベントスペース｢ピアテラス｣ (にぎわいマルシェ)にて､第25回NVC萱のかけ橋バザ-&フェス

タを開催しました｡ ｢国際協力にふれる出会いと再会の広場｣をコンセプトににぎやかな雰囲気で､多くの方にご来場いただきました｡

ご協力くださった皆様､本当にありがとうございました｡

会場の様子です｡多くの方に参加していただきました
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飲食ブースを充実させ､楽しいイベントにしました

ラテアートにチャレンジしました　≡●

事務局長　三上杏里



【新潟国際援助学生ボランティア協会(NASVIA)】 7月から12月の主な活動

1.新潟国際フェスティバル(9月7日､ 8日)

ブース出展し､ラオスの雑貨販売や民族衣装を着てボランティア活動などを行いました｡ラオ･ス

クール･プロジェクト(ラオスク)の学生さん達は､フェスティバルの運営スタッフとしても活躍し

てくれ､大いにイベントを盛り上げてくれました｡

2.羽賀友膚さんと語る会(1 1月16日)

長岡市国際交流センター｢地球広場｣所長の羽賀友信氏をお招きし､講演会を行いましたo　国際協

力などにおける様々な活動についてスライドを用いて紹介して頂いたうえで､じっくりと語る時間を

頂きました｡待ちの姿勢ではなく､自分から動いていくことの大切さは､学生さん達はもちろん､一

般参加者の刺激にもなりました｡

3.ラオス研修旅行(12月21日～26日)

昨年9月にラオス人民民主共キロ国サウナケート県サイやペット村に､学校図書館を建設しました｡その後

の利用状況や近隣の学校の状況を確認するとともに､サイヤペット村や学校の皆さんと親睦をはかるため､

研修旅行を実施､県立大学の学生さん4名と社会人1名が参加しました｡学校司書の配置や公的資金支援の

無いなか､学校の先生方の努力で､授業での利用や放課後の読書活動の促進が図られていました｡近隣2ケ

校も視察､ラオスの厳しい読書環境を実感しました｡

今後の活動の参考としたいと思います｡文化交流では､長岡技術科学大学･長岡大手高校の皆さんが作成

した紙芝居もプレゼントしました｡なお､旅行の報告会を3月に行う予定です｡お越しをお待ちしています｡

アンケートに答える子ともたち

図書館の書架

以上､当会の7-1 2月の主な活動の紹介でした｡なお､当会の活動ではありませんが､ 1 0月を中心に各大学で大学祭が行われており､国際交流

関係のサークルの参加がありました｡来年もぜひ参加･応援したく一言紹介させていただきます｡　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　荒幸男

【教育と環境の｢爽｣企画室】ブログで追う日々の活動

私は､私事を含めて､日々の出来事を｢爽｣企画室のホームページのとびら面を割いて､思いつくままに書き綴っています｡ 2008年8月中旬から始

めたプロクですが､日々､ 10人､ 20人と見てくだきり､ 5年経った2013年8月12日､延べ2万人を突破しました｡ ｢ちりも積もれば･日｡｣ですね｡

ありがたいことです｡皆様もぜひご覧ください｡写真は､ 7月から12月までの主な出来事を拾いました｡

7/25新潟大学でゲストスピ-力1　　　　　7/30 Sawayaka農園に新しい家族(牛の親子) 9/10たくさん熟れたパパイヤの実

10/12学校備品の到着に喜ぶ子どもたち　　　10/25クロスパルにいがたでパネル展　　12/25日本から届いたOIJスマス･プレゼント

なお､ 2014年度の最大イベントを計画中です｡ 9月中旬の1週間､インド｢子どもの憩いの村｣の子どもたちを新潟に招待し､新潟の子ともたちと

共学･交流をするものです.新潟県立青少年研修センターを拠点に､小･中･高･大字を訪問し､レクチャーやプレゼンテーション､並びにEj本の生徒

らの学校生活を見学し､共に学び､交流を図ります.また､新潟市を中心に見学･研修をします.ホームステイで日本の庶民の暮らしを垣間見ます｡お

寺で座禅をしたり､太鼓を演奏したり､お茶の作法や着物の着付けなど､日本文化を体験します｡最後の夜は､日本の若者と野外炊事やキャンプファイ

ヤー等､楽しいイベントも企画しています.

私どもにとっては初めての事業です.小さな-歩ですが､やがて大きく育つことを夢見ています｡ Nネットの皆様のご指導･ご協力を仰ぎたいと思い

ます｡よろしくお願いいたします｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　片桐　利子
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【ミャンマーの医療を支援する会】 2013年活動報告

今年度は7月に筆者単身で､ 9月に6名で訪緬した｡ 9月15日は22回目のミャンマー訪問｡ヤンゴンにはミャンマーの民主化に伴い､外国人がどっ

と押し寄せて不動産バブル状態｡ホテルの宿泊料金も軒並み3 -4倍に高騰し､いつものホテルに泊まれない｡

ヤデナ医師に抗生物質を供与した(写真1)｡ヤデナ医師は多剤耐性結核に用いている｡これまで治療してきた若者の薬が､丁度なくなったとのこと｡

神様が間に合わせてくれたのだろう｡

写真1ヤデナ医師(左)に薬剤寄付 写真2　顕微鏡を組み立てる

翌日､ヤンゴン小児病院にスライドグラスと免疫染色用のスライドグラスとペンを届け､中古の顕微鏡も持参して組み立てた(写真2).あまりにひど

い顕微鏡が検査室にあったので､持ってくると約束していた｡

写真3　大臣(左)と謁見 写真4　研究所で記念写真

9月18日朝ネピド一着｡保健省で大臣に面会(写真3)｡インフルエンザの共同研究成果を報告した｡大臣は成果に対して賞賛と期待の言葉を述べた｡

ネピドーから高速道路でマンタレ-､さらに中国の昆明につながるルートを経由しピンオー･ルウインに着いた｡標高1.100mのこの他はミャンマー

の軽井沢である｡医学研究所に到着｡この研究所は230人のスタッフを有している｡講堂には数十人のスタッフが集合し､歓迎式典が挙行された(写真

4).新任のミン所長はこれまでも大事なパートナ-であり､この研究所の発展にわれわれも尽力したい｡

代表　内藤琵

′個人会員･役員の近況･エッセイ

｢心の教育｣の充実

数年前､台湾へ旅行したときのこと｡元小字校長から､ ｢日本は､戦後､教育勅語と修身を止めたそうで､実に勿体ない｡台湾では､小･中･高校まで､

毎朝15分間道徳の時間があり､教育勅語も大切にしていますo戦前の日本の道徳教育は､台湾人の精神構造の基盤になっています｡｣と､言うのです.

教育勅語は､ ｢親孝行･友愛･夫婦の和･朋友の信･博愛･人格向上･社会奉仕･遵法等｣の12項目からなり､軍国主義を鼓舞するような内容ではあ

りません｡

先の東日本大震災に､台湾から200億円の義援金が寄せられました｡これが台湾の人たちの優しい心情です｡

｢世界一安全な国､日本｣です｡今､いじめ･離婚･親殺し･子殺し･詐欺･食品偽装･ネット犯罪etc.の問題が増え､このままでは､世界の中の｢日

本人の心｣が衰退するばかりです｡問題解決には､ ｢心の教育｣の充実が不可欠です｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　室賀美津雄
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【フェアトレードショップ　ナルニア】

明けましておめでとうございます｡半年に1度にいがたNGOネットワークの会報を書かせて頂く事によって半年の振り返りが定期的に出来て感謝して

います｡

去年も各地で自然災害に見まわれた年でした｡被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます｡今年は消費税値上げとか経済が大きく動きそうな気

配ですが何があっても季節の移り変わりなどを楽しんで生活出来る気持ちでいられたら良いなと思います｡

さて昨年後半7月～12月の｢ナル=ア｣の活動ですが､いつもの様に基本的には店を構えていますので､ショップ内でのフェアトレードの促進販売が中

心ですが､出張販売(?)としては昨年同様に12月に新潟市内にある新潟美術学園さん主催の｢往く年来る年｣展にフェアトレード製品を展示販売させ

て頂きました｡

その他には12月23日に朱鷺メッセの新潟コンベンションセンターのメインホールにて｢フェスタ万代島

2013｣に参加させて頂きました｡何年か前にも出店させて頂いた事がありまして､このイベントは毎年クリス

マスの時期に万代島に集う各社が参加して､県民･市民参加型のお祭り形式になっています｡

特に昨年は朱鷺メッセ開場10周年と言う事もあり特に盛大に行われました｡ FMポートさんや似顔絵､フ工

イスペイント､クリスマス塗絵などもあり楽しいイベントでした｡

今回も1点フェアトレード製品を紹介したいと思います｡冬になる
一　欄kT　とすっかり定番になったフェアトレードチョコレートです｡ミルク､

ビター､ナッツなど全5種類あります｡ 100gで1枚あたり¥480と

一般のチョコレートよりは多少お値段が高めの設定なのですが食べて頂くとカカオの香りが口いっぱいに広がっ

て素敵です｡お砂糖もサトウキビを使用して生産されており乳化剤や他の植物油脂を使わずにココアバターのみで

練り合わせてあります｡自然の生命力を重視して作られたチョコレート｡是非食べてみて下さいね｡

写真は｢フェスタ万代島2013｣に出店した様子とフェアトレードチョコレートですo

店主　丸田祥子

｢留学生からの刺激｣

新潟大学国際センター主催で開催されている｢日本語学習成果発表会｣に､毎年出席させていただいて､感受性の高い､若い留学生からの刺激を受けて

いる. 2013年度秋学期は､ 12月20日､新築された付属図書館ライブラリ-ホールで開かれた｡第1部は留学生による､それぞれの国のお奨めツアー紹

介｡ 10カ国12グループが､ガイドブックにはない学生向けのおすすめツアーを､日本語で紹介してくれた. (フィリピン､スペイン､ドイツ､中国､ス

リランカ､コスタリカ､メキシコ､ウガンダ､東ティモール､イギリスの10カ国)動画を駆使して､ユ-モアたっぷりに自国を紹介する熱演に好感がも

てた｡第2部は留学生による日本語スピーチコンテストで､テーマは｢日本に来て驚いたこと｣｡ (ベラルーシ､ベトナム､セルビア､台湾､イタリア､中

国の6カ国)次のように､我々にとってあたりまえのことにも驚いている｡

1.授業中､日本人学生で居眠りをしているのが目につく

2.成田に到着し､原宿､秋葉原に集う若者をみて､留学先をまちがえたのではないかと思った

3.水道水が安心して飲めるのにビックリした

4.ウォシュレットのトイレは快適である

5.ゴミの分別収集に感心した

6.物価が高い(発展途上国からの学生)

7.新潟市のアパートは冬寒い

など｡中でも､発展途上国の学生は｢国の期待を背負う人たち｡覚悟と真剣さが違う｣｡こうした留学生との日常生活は､日本人学生にも良い刺激になっ

ていると思う.長年の戦争で荒廃したベトナム､東ティモール､スリランカなどは復興にむけて遇進している｡ 1942年生まれの私には､戦後復興期の日

本と重なって見えた｡ ｢日本の優れたところを持ち帰ってほしい｣と切に願うものである｡急激なグローバリゼイシヨン､途上国の急ピッチの発展､情報革

命など､外的要因は新たな展開をみせている｡私にとっても､留学生からの刺激はまだまだ必要である｡

理事　吉山清道

｢琵国をなくすために､立ち上がる｣

世界の貧困をなくすためのキャンペーンSTAND UP TAKE ACTION2013に参加しました｡ 10月20

日(日) ｢ナナシのマルシェ｣という地元(南魚沼)のイベントで､フェアトレードコーヒー豆を倍煎し､

古米で作られたリユースカップにて販売｡タンザニア産の有機栽培の紅茶､自家製ポップコーンと並ん

で好評でした｡深入り･浅煎りと自分の好みに調節できるのも自家倍煎ならではの楽しみです｡出店者

tI'スタンド･アップ"して写真撮影｡ 10月12日(士)のNネット理事会でもJJ立ち上がり"ました｡

NGOのネットワーク組織｢動く-与動かす｣の呼びかけにより､国内で報告された実施件数は1057

件､参加人数は3万4879人で､昨年より5265人の増加でした｡　ほっとけないカフェ　大出恭子
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｢今こそガンジー｣

ネルソン･マンデラさんがなくなり世界中の人が悲しみました｡ 95歳でした｡南アフリカ共和国でアパルトヘイトと闘い廃止したことで知られてい

ます｡アパルトヘイトは分離を意味し､ 1950年に異人種間での結婚の禁止､人種別居住区の指定､黒人の身分証携帯の義務付け､人種別教育など､白

人､カラード､インド人､黒人の4人種を社会のすべてにおいて分断する政策を実行したのである｡マンデラさんがこの闘争において最も尊敬した人が

マハトマ･ガンジーさんです｡ガンジーきんはインド独立の父として慕われていますが､イギリス留学から帰国後23歳(1893年)から45歳(1915年)

までの22年間南アフリカで､人種的偏見と闘い南アフリカ在住のインド人の尊厳を守った人です｡

当時は南アフリカもインドと同じようにイギリスの植民地であり､金､ダイヤモンドの生産地として経済活動は活況を呈していた｡ヨーロッパ各国

からの移民も多かったが､インドからも印僑として南アフリカへ働きにでる人は多かった｡しかしインド人は嫌われており徹底的に迫害されていた｡居

住区が制限されており､また商売できる権利も厳しく制限されていた｡なぜ嫌われていたか｡インド人は稼いでも金を使わない､汚いと言われていたが､

肌の色が基本にあることは間違いない｡

南アフリカで手広く事業を行っていたアフタラー(イスラム商人､インド人)から請われて南アフリカに行くが､イギリスの法廷弁護士という資格香

持つ新進気鋭のガンジーも､インド人というだけで徹底的な差別､侮蔑に苦しめられた｡何度も暴行を受けたが九死に一生を得る｡政府が心配して訴追

するかと尋ねたが､ガンジーは自分の考えがアプリカーンに理解されないからだと言って訴追することはしなかった｡

インド人の公民権排除という動きが出たので南アフリカにとどまることとし爾来20年余､インドコミュニティのリーダーとしてインド人の人権のた

めの戦いを続けたのである｡

ガンジーの闘争は徹底的な嘆願戦略をとりイギリスに出かけロビー活動をした｡そしてインディアンオピニオンという情報誌を4か国語で編集し啓発

に努めた｡運動の核になる同志を育てるため､トルストイ農園を建設して共同社会を作った｡行動の規範はサチャクラハ(真理の力)といい､具体的な

闘争においては互いに相手に敬意を払い､ ｢真理｣を双方に求めさせることによって紛争を調停する方法である｡これが武器を使わない非暴力闘争､政

府の指示に従わない不flB従運動の基本理念であり､民衆を惹きつけ生涯続く改革闘争の武器となるのである｡

アフリカでの最終的な闘争はニューカースル鉱山(インド人労働者が多く､ストライキを仕掛けていた)からヨハネスバーグまでの291 k mをs - 6千

人が大行進(デモンストレーション)したのである｡ガンジーも逮捕された｡南ア政府の仕返しも過酷なものがあったが､この運動は鉱山だけにとどま

らなく砂糖農園､鉄道､ホテル､レストランが操業停止となり6万人のインド人労働者がいなくなった｡結果的にインド人救済法が南アフリカ議会で通

過したのである｡ガンジーはマハトマ(聖人)と呼ばれるようになり､南ア政府のゆがんだ人種差別政策を是正してくれたことに対しガンジーはイギリ

ス政府から勲章を受けた｡

1914年インドに帰国しインドの社会改革､インドの独立に生涯をかけるのである｡ガンジーの生涯はガンジーの孫のラジモーハン･ガンジーが書い

た｢モハンダス｣に詳しいがその翻訳を抄録したのが｢今こそガンジー｣ (拙書)である｡現下の日本を取り巻くきな臭い国際情勢､経済至上主義を考

えるとき､ガンジーに学ぶべきものが多いと思う｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　本間栄三郎

1 ｢国際協力人材育成セミナー｣を開催します

貧困のない世界を実現させるため8つの目標を掲げた国連の

｢ミレニアム開発目標(MDG s )｣｡その達成期限である2015

年が迫る中､すでにその次に取り組むべき課題についての議

論が行われています｡ (公財)新潟県国際交流協会と(特活)

にいがたNGOネットワークでは､ (一財) CSOネットワー

ク代表理事の今田克司氏をお招きし､今後市民社会がどのよ

うにかかわるべきなのかを考える研修会を開催します｡研修

の後半では､若手が活躍する県内の国際交流･協力団体の事

例発表やワークショップを行います｡県内NGO ･ NPOスタ

ッフの方はもちろん､テーマに興味をお持ちの方ならどなた

でもご参加いただけます｡

国際協力人材育成セミナー

｢世界から貧困と不平等を壌くすため､私たち(=できること｣

E3　時:平成26年3月1日(土) 13:30N16:30

会　場:クロスJUレにいがた

参加費:無料

理事　金子洋二

j入会のお願い～私たちと一緒に国際協力しませんか～

にいがたNGOネットワーク(Nネット)は､新潟県内に拠点を置き､発展途上

国等に教育支援､医療支援などを行っている国際協力NGOとサポーターの集ま

りです｡ Nネットは､国際フエステパル､青少年の国際理解を進めるための研

究会､会員等のNGO活動の連携･情報発信などを行い､国際協力活動の推進に

取り組んでいます｡是非､会員となって､ Nネットの国際協力活動を支えてく

ださるようお願いいたします｡

●会員の種類と年会費

･正会員　　学生1′000円個人5′000円団体8′000円

･賛助会員　会費という形で活動をサポートしてくださる個人又は団体

10.000円(一口以上)

●特典

･各種イベント､研修会､講習会などの参加

･会報の配付､各種情報･資料の提供

･ /Tt-ムペ-ジの利用など

●入会方法

･下記事務局までご連絡いただきますようお願いいたします｡

副理事長　町屋降

･L- ㌔亡三く:!二rUノト一.; ･-I ,?二iミ草葉_ttL:3

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

E-ma一l : nnet@niigata-ngo.o｢g URL: http://www.niigata-ngo.o｢g


