
にいがたNGOネットワーク(Nネット)とは

新潟県内に拠点を置き､発展途上Eg等に教育支援､医療支援などを行っている国際協力　NGOとウ7R-ラ-の集まりで､

国際協力活動の発展に寄与することを目的にしています｡

主塔活動

●会員の国際協力活動への支援　●国際協力活動の普及啓発　●国際協力活動を担う人材育成　●青少年の国際埋願を進めるための研究会の開催

†′国際協力人材育成セミナー｢世界から貧困と不平等をなくすため､私たちにできること｣

3月1日に､毎年恒例の人材育成セミナーを､県国際交流協会と共同でクロスノUレにいがたを会場に開催しました｡参加者は約40人｡今回は

ぜひ若い人たちに参加してほしい!と企画したところ､ 16人の大学生が足を運んでくれました｡

ゲストに一般財団法人C S Oネットワーク代表理事の今田克司さんをお迎えし､ ｢国際的な開発目標は日本のNPO/NGOにどういう意味がある

か? ｣と題した講演をいただきました｡来年期限を迎える国連のミレニアム開発目標(MDGs)の内容や掲げられた8つの目標とその意味､期限後

に市民が果たすべき役割などについて学びました｡

今田さんの講演に続いて､県内で活躍する4つの団体から活動の紹介があり､後半はそれぞれの団体の活動テーマ毎にテーブルに分かれてクルー

プウ-クを行いました｡

･ラオスクールプロジェクト　テーマ:途上国への教育支援の輪を広げるために

･ R√s (アールス)　テーマ:新潟にいる外国の子どもたちを支援する

･ミャンマーの医療を支援する会　テーマ:途上国への医療支援の輪を広げるために

･アジアクラフトリンク　テーマ:フェアトレードで貧困地域の仕事をつくる

グループワークはワールドカフェという手法を用いて行われ､参加者は20分× 3ラ

ウンドで興味のあるテーブルを選んで移勤し､そこで出会った参加者同士で熱い意見交

換を繰り広げました｡

終了後のふりかえりには､ ｢MDGsをアドポカシーの視点から学べてよかった｣ ｢新潟

での活動が知れたことに感謝｣ ｢色々な方からお話が聞けて視野が広がった｣ ｢やりたかっ

たが一歩踏み出せなかったことについで情報を入手できた｣などの感想に混ざって､

｢フェアトレードが新潟で普及していないことがショックだった｣といった声も寄せられました｡

【第5回国際教育研究会の報告】

今回は｢国際交流インストラクタ-｣として､小中学校･高校でワークi,ヨッブ形式の国際埋節教育を推進している大学生の活動に焦点を当てました｡
Ⅷ感iiiiiiiiiiiiiiid

溢iiiiiiiiiiiiiiiiiiii　朋 4月1 9日､クロスパルにいがたの会場は､大学生約1 0数人を含めた4 0人の参加者で満員に

なりました｡はじめに約1時間､新潟国際情報大学教授佐々木寛氏から､ ｢これからの国際理解教育｣

と題して講演をしていただきました｡ ｢これからの国際理解教育は､多様な他者との協働を目指し､

権威主義から脱却して(対話)､ (人間化) (パウロ･プレイレ『被抑圧者の教育学』)を図ることが

大切であり､現代の教育課題の重要な部分を担っている｡｣という主旨のお話は､開発途上国支援に

携わる私たちにとって大変示唆に富むものでしたo

その後約2時間にわたって､ ｢『多文化共生』はもう始まっている～ 『共生』ってなんだろう～｣というテーマで､新潟国際情報大学生7名の国際交流

インストラクターの皆さんからワークショップを実施していただきました.たとえば､ヒジャブ(頭髪を隠すベール)を被ったイスラム圏の女の子が異

文化圏の学校に転校し､ ｢教室に入るときはヒジャブを脱ぐように｣と教師から説得されて困惑するビデオを見た後､ 6つに分かれた各班で感想を出し合

うといったものです｡それをインストラクターが要領よく集約し､問題提起をしながら私たちの気付きを促してくれます｡

大学生の皆さんが､様々な感想を的確にまとめ上げて行くことに感動し､こうした立派な若者たちがこれからの未来を切り拓いて行くに違いないと､

大変頼もしく思いました｡

最後になりましたが､研究会のためにお骨折りいただいた新潟国際l毒報大学国際交流インストラクター推進員､河田陽介氏に感謝申し上げますo

国際教育研究会主宰　荒幸男



i事業活動報告　平成26年1月～6月

1　事業関係

1)平成25年度国際協力人材育成セミナー【主催:Nネット､新潟県国際交流協会】

日程等　3月1日(土)､クロスパル交流ホール

参加者　38人(うち大学生16人)

講演　　演題:国際的な開発目標は日本のNPO/NGOにどういう意味があるか?

講師:今田克司氏((-財) csoネットワーク代表理事､ CIVICUS前事務局長代理)

ワークショップコーディネーター:金子洋二氏(NVC代表理事)

4団体(ラオスクールプロジェクト､ R′S､ミャンマーの医療を支援する会､アジアクラフトリンク)の

活動事例紹介後､ワールドカフェ

2)第5国際教育研究会【主催:Nネット】

日程等　4月19日(土)､クロスパル405講座室

参加者　40人

テーマ　国際交流インストラクターによる国際理解教育

発表者　佐々木寛氏(新潟国際情報大学国際宇部国際文化学科教授)

ワークショップリーダー　新潟国際情報大学国際交流インストラクター学生　8人

3)フィリピン台風災害救援募金

募金額　Nネットに寄せられた414.540円から諸経費を除き402′603円を現地で救援活動に取り組む団体に寄附

寄附先　認定NPO法人アジアEj本相互交流センター(略称: ICAN) http://www.lCan.Or.jp/

送金日　　3月17日

2　　広報関係　会報発行11号　平成26年1月　400部

3　　会誌関係等

3月　22日　国際フェスティバルについて実行委員会で打合せ(学生含め7人出席)　*ガスト海老ケ瀬店

4月10日　第3回理事会に向けて三役で打合せ　*クロスパル共同利用室

4月19日　平成25年度第3回理事会(理事･監事8人出席)　*クロスパル201講座室

平成26年度事業計画･収支予算及び役員改選等について審議

4月　22日　国際交流連絡会議【主催:新潟県国際交流協会】に出席(理事等2人)　*朱鷺メッセ

5月17日　にいがた国際交流会議【主催:新潟市国際交流協会】に出席(理事等2人)　*クロスパル交流ホール

6月　8日　平成26年度第1回理事会(理事･監事8人出席)　*以下クロスパル交流ホール

平成26年通常総会付議事項について審議

平成26年度通常総会(来賓含め19人出席)

平成25年度事業報告･決算報告､平成26年度事業計画･収支予算等について審議

本間理事長､片桐理事､室賀理事が退任し､新理事に横堀氏､原口氏､小畑氏を選任

平成26年度第2回理事会(理事･監事8人出席)

互達により､荒理事長､町屋副理事長､小畑常務理事(兼事務局長)を選任

本間前理事長を顧問に選任

総会関連事業

記念講演:室賀美津雄氏(教育アドバイザ-)が｢国際化と日本の民度｣について講演

交流会: 15人が参加(参加費1.500円)

6月　21日　国際フェスティバルについて新潟交通と打合せ(学生含め5人参加)　*万代シティ

6月　23日　新潟市に平成25年度事業報告･役員変更届を提出

6月　30日　新潟地方法務局に理事長変更に係る法人変更を登記
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4　　今後の主な予定

1)第5回にいがた国際フェスティバルを開催

日程等　　9月　7日(日)　*万代シティ(バスセンター2F)

企画運営　第5回にいがた国際フェスティバル実行委員会

出展　　　応募受付中(出展料:パネル展示のみ1′000円､物販3.000円(非会員5.000円))

2)国際交流･国際協力団体発表展示会に参加(パネル展京)

主催　　　新潟市国際交流協会

日程　　　10月　24日～26日(中央公民館文化祭と同時開催)

会場　　　クロスパルにいがた

3)インドとE3本の高校生の共学･交流in新潟を後援

主催　　　教育と環境の｢爽｣企画室

日程　　　　9月16日～22日

事務局長　小畑　正敏

｢ご挨拶｣

このたびにいがたN G Oネットウ-ク理事長を退任することになりましたo　在任中のご厚情を感謝申し上げますb

国際ボランティアがどんなものか良く分からなかったのですが､会

員N G Oの皆さんが非常に熱心で､刺激的なボランティア活動をし

ているのには驚きました｡どうして世界にはこんなに貧乏な人が多

いのだろうか｡ 1日1ドル以下で生活している人が10億人いると

言われています｡三度の食事もろくにとれないのです｡ひと皆同じ

自然の恵みを受けて育ったのです｡同じように幸せで､平等である

はすの人間が､どうしてこのような差が出てくるのでしょう｡地球

家族に国境はありません｡戦争などは考えられないことです｡みん

な友人なのですbだから助け合うのですB　このことに心を致して私

たちは活動を続けているのです｡今後ともNネットに対しまして皆

さんのご支援ご鞭蛙を切にお願い申し上げます｡

本間　栄三郎

本間栄三郎理事長のご退任に伴い､雀).=モ務めさせていただくことになりましたo何卒宜しくお願い申し上げます｡

今日､クローバリゼーシヨンが急送!二道1,fする一方､イデオロギ-･経済･宗教等の問題を背景とした､国家･民

族間の対立やナショナリズムの先説jここ､望んでいます｡

4月にNネットが主催した第5回璽EtJ票草書fP究会で講演していただいた､国際情報大学教授佐々木寛氏は､文明の

論理を取り入れた｢明治の開国｣､欧米･〇･至芸主義･自由を取り入れた｢太平洋戦争敗戦時の開国｣に次いで､現在

の日本を第三の開国期と位置付けられ蓋しT=ニ　- ｢第三の開国は､外国から何か新しいものを取り入れるというこれ

までのような『外発的国際化』ではない｡国円EEl外の区別が希薄になった今日の世界に､私

たちが丸裸で投げ込まれた時どうすべきか判断できる力や､自分とは相容れない他者･敵か

もしれない他者とも協働して生きる力等､それらを自ら内発的に考え行動する､いわば『内

発的国際化』が求められているo｣と話されました｡

そうした視点から振り返ると､ Nネット会員のそれぞれの活動は､まさに佐々木先生が話

された第三の開国期の先頭に立って｢内発的国際化｣を体現し､国家や民族を超えた｢人｣

と｢人｣との繋がりで平和の道筋を築いていると言えるでしょう｡こうした会員の素晴らし

い活動に､これからもより多くの方々が参加し､あるいは支援してくださることを願ってや

みません｡ 理事長　荒　幸男
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f会員団体の活動紹介

【にいがたフェアトレード推進委員会】

みなさん､はじめましてl私たちは｢にいがたフェアトレード推進委員会｣です｡

｢にいがたフェアトレード推進委員会｣は先進国内でフェアトレードを普及する役割を果たすフェアトレード普及団体

の一つとして昨年4月に設立されました｡

フェアトレードは開発途上国の弱い立場に立たされた人々を､貿易を通じて支援する取り組みです｡しかし､フェアト

レードがより広く､より多くの人々の生活保障を実現するためには､先進国側でフェアトレード産品を購入してくれる

人々がいなければなりません｡こうしたフェアトレ-ド消費者を増やすためには､フェアトレ-ドという言葉やフェアト

レードという考え方を伝える役割を果たす人や組織が必要です.にいがたフェアトレード推進委員会は､この役割を担う

ために誕生しました.

昨年はフェアトレードファッションショーの開催やウェブサイトでフェアトレ-ドの紹介､フェアトレードショップを

取り上げる｢にいがたフェアトレードマップ｣の紹介などの取り組みを行いました｡

本年度は5月に試作版｢にいがたフェアトレードマップ｣を作成･配布した他､県内のフェアトレードに関心のある学

生たちとのコラボレーション企画の実施準備を行いました.

下半期は8月に学生たちを中心にしたフェアトレード勉強会･交流会の実施､ 9月にフェアトレードファッションショ

ー､ 11月に正規版｢にいがたフェアトレードマップ｣の作成､県外フェアトレード関係者の講演会などを実施予定ですo

共同代表　岡田　篤志･圧褒　章輔

i:i,l韓'苑

子忘き空転㈲

:･ /Ii(‥

【米百億呂を受賞して】

2014年6月15日(E])午後､長岡市で｢米百俵デー市民の集い｣が開催され､第18回米百俵昌の授昌式が挙行され

ました｡困窮した長岡藩への見舞いとして贈られた米百俵を食べずに売却し､学校建設にあてた長岡藩重臣小林虎三郎の

精神を称え､継承するために長岡市が米百俵財団を設立し､人材育成に貢献した人に米百俵賞を授与しています｡今年の

受賀者には私が選出されました｡身に余る光栄と存じます.

会場は｢アオーレ長岡｣のアリーナでした｡会場には米百億の説明や私の活動のパ

ネルが展示されていました.関係者と市民数百人が出席しました.森市長の挨拶の後､

選考委員会委員長からミャンマーでの医療支援､共同研究の中で人材育成を継続して

きたことが私の受賞理由であるとの説明がありました｡

森市長から楯と副賞100万円を頂きました｡活動の助成金は何度か頂いたことがあ

りますが､個人の呂として頂いたのは初めてです｡私の活動を評価していただいたこ

とを感謝し､このお金はミャンマーの医療支援のため､ミャンマーのパートナーと相

談してもっとも有効に使いたいと述べました｡

14年間の活動の経緯と成果を　50枚ほどの写真や表を用いて説明しました｡14年の

うち､初めの10　年は軍政に抑え込まれた半鎖国状態の中での活動であり､最近の　4

年は民主化へ動き出した激動のミャンマーでの活動です｡ミャンマー初となるインフ

ルエンザの共同研究も定着し､新潟に招いた若手研究者も10名を数えました｡教え子

の留学生を相手に細々と始まった活動でしたが､人脈が広がり､思いもかけない成果

4

森市長から記念の贋をいただく

をあげることができました｡来年から]ICAプロジェクトとして新潟大学を含む国立6大学の医療支援活動が始まります｡

私もこれまでの経験を生かし､ミャンマーの医療がよりよくなるための努力をする決意を新たにしましたo

ミャンマーの医療を支援する会　内藤　霞



【NVC新潟国際ボランティアセンター】 2014年1月～6月までの活動報告

◆活動拠点となる事務所を開設しました♪◆

5月に中央区営所通(住所=新潟市中央区営所通2番町692-27ビラプリンス103)に

事務所を開設しました!活動拠点を設けたことによって､今以上に事務局体制を整備し､

更なる活動と組織の発展を目指し､多くの方と一緒に｢国際協力活動に関心のある人々

が集まれる居場所｣を共有させていただけたらと思っております｡お時間の都合がつき

ましたら､どうぞお越しくださいませ｡平日10二00から17:00までオープンしてお

月に2回開催しているボランティアデー

◆奨学金支援事業:授与式に参加してきました◆

NVCでは1998年からベトナム･ホーチミン市で経済的に恵まれない大学生を支

援する事業を続けており､これまで16年間に927人に対して奨学金を支給して

きました｡直接お会いしたベトナムの学生さんたちのまっすぐな瞳と握手した時

の力強さが印象的でした｡

今年1月12日に現地で開かれた奨学金授与式の様子

◆小学校建設事業:着工が始まりました◆

NVCの小学校建設プロジェクトが再開されました｡ホーチミン市から約2時間のベンチエ省にある小学校へ2教室を新設する

プロジェクトが進行中ですっ現在､教室不足で川を越えた遠く3芋硬へ通っている子とも達が多くいます｡新教室は8月に完成

予定です｡

◆平成25年度地域国榛化ステップアップセミナーを開推しました◆

(財)自治体国際化tTf会二二三･ZIて-多二一二三三二三丁重重要･三i聖′′～今までの軌跡を辿

り､これからの可雛壇を考えモー一一二三7-モ=-;一幸_≡:==講師に日本NPOセンタI-

坂口和隆氏､長同市国漂交宍tzシタI-=蓋三▲言三･.=二歩=J二共生マネージャー全国協議

会時光氏､新潟市在住留学生林悪玉そこえ　=r一書二二f=㌔弓および全国における取り組み

を知るとともに､これからの連携･Ti==空二三･=モモ考える積会となりました｡

◆啓発事業である地球を知る講座をしました｡ ◆

2月:今回は子ども･若者の力を育てる≡漂三JT=NGO　プリ-･ザ･チルドレン･ジャパンのFaithAmano氏をお招きし､世

界の､子どもの､フィリピンの現状について享ひました｡

▲

ふ　一一ーー

3月:ネットワークNGOの代表と言われる国際協力NGOセンタ-の､渡辺李依氏

をお招きし､ネットワークNGOとして求められる働きや､世界の指標となってい

るMDGsの達成状況まで､幅広く､そして分かりやすく学びました｡

5月:日本国際ボランティアセンターの理事である天明伸浩氏をお招きし､ TPPを

元にグローバリゼーションが人々の暮らしに与える影響について学びました｡

講演と同時開催するワークショップ

2014年度はミレニアム開発目標に加えて､今年採択25周年となる子どもの権利条約をテーマに加え､活動を行っていきます｡

11月には元少年兵の青年と通訳の方を新潟に招鰐し､講演を行う予定です｡

詳細は随時ウェブサイト(http://W-･nvcjapan･org/)にアップしていきますので､ご覧ください｡事務局長　三上杏里
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【新潟国際聾術学院】 2014年1月～6月の主な活動

●漕陽師範大学短期留学生は(4月6名､ 5月3名)当学院佐渡研究院で日本芸術文化研究を行いました｡

●中国の芸術家･画学生を佐渡研修誘致の一環として､ ｢新潟佐渡国際芸術交流促進協議会訪中団｣ 12名は4月　26日

から30日まで桂林と上海を訪問､ ｢世界のアトリエー中国桂林･日本佐渡芸術交流展｣を桂林で開催しました｡

学院長　束　富有

【新潟国際援助学生ボランティア協会(NASVIAう二

現在､当会は大学生を主体としたラオスク-ルプロジェクト(ラオス/./f7γ･空;i:ニーこき≡二一二.ます｡

3月15日には､昨年12月に実施したラオス研修旅行の報告

会をクロスパル新潟で行いました｡これは､一昨年図書館を

建設したサイヤペット村を再訪したもので､文化交流の様子

や､図書舘の運営状況の報告を行うとともに､今後の活動方

針について協議しました白

報告会の後は､ラオスやタイの道端で売られている米粉と

ココナッツミルクの焼き菓子カノムクロック作りに挑戦しま

した｡美味しくはできましたが本場の味にはまだまだです｡

ゴールデンウイ-クには､万代シティで開催されたアース

フェスタに参加し､活動報告や募金活動′　民族衣装の紹介な

LJ

-▼　yh

i搾持

とを行いました0

5月14日～6月11日の間は､県国際交流プラザで｢ラオスクールプロジェクト写真展｣を開催し､ラオスの子供

たちや村の様子､私たちの活動などを紹介させていただきました｡

6月15日には､講師として] I C A新潟デスクの本田龍輔氏をお招き

し､ワークショップ形式の学習会を開催しました｡多くの大学生が参加し

て国際交流活動の在り方にについて学びました｡

その他､東京代々木で開催されたラオスフェスティバルに参加したり､

ベトナムからの留学生の皆様との交流会に参加したり､さまざまな行事に

去　　参加しています｡今後もご支援をお願いいたします｡

事務局　原Ej　央
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【新潟アどの会】 2014年1月～6月までの活動報告

最近のアどの会は学生さん達に頑張って買いたい!と痛切にねがってました!

2月16日JICA　主催｢新潟グローバルセミナー･飛び出せ二イカタ人｣に参加｡

県立大の堀内綾さん､国際情報大､新潟大学からのボランティアの皆さんが大活躍｡

3月､ふれあい基金から｢八ンバント一夕･タンク建設費｣を渡すためにスリラン

カに行って来ました｡この文章はスリランカに行った岩本紗綾さんの報告書です｡

｢みなさん､こんにちは｡新潟アどの会の学生スタッフの岩本と申します｡私は　3

月15日～27日の15日間､倉田さんにスリランカに連れて行ってもらいました｡今

回のツア-の前半は通常のスタディツアーですが､後半は私のためにアレンジしてくれたオプショナルコースでした! !もちろん

それは､倉田さんを始めとするアどの会のスタッフの方々の日頃からのスリランカ現地への貢献があったからです､そして何より

も出会ったすべての現地の方々による｢アどの会を大切に､日本との交流を大切に･｣という気持ちから来たものです｡皆さまに

感謝の気持ちでいっぱいです｡私は今回のツアーで特に2つのことに心を動かされましたo lつ目はスリランカの人々の｢思いや

り｣に感動したことです｡私は英語もシンハラ語もほとんど分からない状態で

したが､バンテさん､ジヤヤランクさん一家､アどの会が運営補助している孤

児院やスクール(小中高)の皆さん､多くの人たちが､私のたどたどしい英語

を一生懸命に理解しようとしてくれました｡又､マータラの孤児院の女の子た

ちと海辺で遊んだ時には､私が何気なく｢その髪飾りはラツサナイ(シンハラ

語で美しい)ね｡｣とある女の子に言いました.するとその女の子は私にその

髪飾りをとてもさりげなく手渡したのです! (そんなに親しくもない豊かJ:i日

本から乗T=こFJ私にI )このように､私が受けた｢思いやり｣は計り矢口れませ

んニ　jjLLすって竜返していきたいと思っています｡ 2つ目に心を動かされたこ

とは､資源の大切さです｡八ンバントータの荘iEL琵て　孟if､ jj采上がった小池を見ました｡以前は沼まで孤児院の少年少女が毎

日水を汲みに行っていたそうです｡ Ej五〇よ三･二,きれい7:g水かすくに飲めるのは本

当にありがたいと思いました｡そして..茸在S Ej目に停電があり貢｣たo　日常的に停

電が起こるそうです｡電気か使えるの;言当たり前ではないことにミ責付かされました｡

これらのことから限りある資源をどう使うか?についても考えさせられました｡他に

も学んだことや経験したことは多くあります.そのどれもが日本にいるだけでは理解

し得ないことでした｡このすぼらしい機会をいただけて､私は本当に幸せです｡この

スリランカでの思い出を自分の心にしっかりと留めてこれからの自分の人生を充実さ

せてゆきたいと思っております｡これからも宜しくお願いいたします｡新潟国際情報

大学2年岩本紗綾｡｣

マータラ孤児院カールス年貢さん達と｢スピークアップの渡辺さんより託された平和のキャンドル｣を渡して

5月　2日スリランカのマ～タラ&ハンバント一夕孤児院を運営しているラツタナシリ大僧正が新潟に急に来県｡新潟県国際交流

協会に御礼挨拶後､新潟県立大学黒田教授のセミナーにて｢海外から見た日本の良い所､悪い所｣を学生達と英語でデスカツシヨ

ン!最高に楽しかった高度なセミナーでした｡

5月4･5日｢万代アースフェスタ2014｣に参加｡にいがたフェアートレード推進委員会さんよりボランティアの皆さんが来

てくださいました｡感謝!

今年9月にふれあい基金の頼告書作成の為､スタッフがスリランカに行きます｡又引き続き､大学生が10月中旬～2ケ月間､

孤児院にボランティアとして滞在する予定です｡一人で現地に行って､自分と他者を見てみる凄い機会です｡これからの新潟を作

って行く若者が更なる成長をします様に!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　倉田　洋子
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【アジアクラフトリンク】 2014年1-6月活動報告

1､オーガニックコットンの栽培試験と製品開発

既に6年目に入った取り組みです｡昨年から今年は､中部平野乾燥地帯から1′500

Mの高原まで6か所の土地で気候条件を変えてオーガニックコットンの栽培試験を

実施しました｡

内､シャン州の高原では3か所の畑で委託試験しました｡ 1勝2分の成績でした｡

2014年1月､日本のオーガニックコットンの第一人者近藤先生を案内して視察して

きました｡世界3大綿の1つともいわれる高品質などマ種をミャンマーで初めて栽

培していて､うち1か所では近藤先生の指導でほぼ予定の品質が成功しました｡　　　　　　　シャン高原の試験畑収穫風景

継続して生産安定と収量向上に取り組みます｡この取組は容易ではありませんが､成功できれば参加農家へ高い収入を保証でき､また

私達も高品質な2次製品作りに取り組めますo

余談ですがこのピマ種試験的に新潟でも栽培試験始めましたDたぶん新潟ではこの品種の栽培は初めてと思います｡昨年のザカイン

での委託栽培したコットンを手紡糸にして､草木染し手織りしています,すへて当方で買い取ってショップs A Iで販売していますo

2､三ヤンマーではミャンマー政府組合省小規模企業庁を窓口にして交ミ売･支援活動を継続しています｡ I INGO

への公認団体としての申請中ですが､時間がかかっています0　-万出来る活動は継続していますので基礎技術講

習会も2回目開催し成果が現れています｡

ネピドの組合省本庁でMOU､ l -N GO申請についてミャンマー政府駕篭との打ち合わせ

ミャンマーバゴー管区､マゼイン木=組合に対する第2回目の技術講習会開堰

サウンダー織物学校で制作しているコットンショール

3､国内活動としてはフェアトレード事業を中心にしています｡開発品の紹介を通じて国際交流を身近な活動と紹介しながら会のPRに

努め､同時に活動資金を得ています｡

12回目の今年のミャンマー工芸展では北方文化博物館の正門と西門の2か所で開催して､期間中7500名の来場者を迎え大盛況でし

た｡昨年対比では来場者50%U P′　売上20%U Pでした｡

ミャンマー工芸展開催中のショップs A Iは大勢の入場者を迎えました｡

4､フェアトレードタウン世界大会へ参加

3月熊本市で開催された第8回フェアトレード世界大会へミャンマーから2名を招昭して

共同事業としてミャンマーでの地域名産品の開発活動と開発品を世界のフェアトレード関

係者へ紹介してきました｡当方の支援姿勢や開発品の高品質は興味を引き､ヨーロッパや

アジアの関係者と好意的な打ち合わせができました｡ ミャンマーの一村一品運動を紹介

ただし輸出の折りにはフェアトレードラベル申請(コア団体登録/5＼くめ)が必要でその取得には経済的負担が大変です｡さらには日本

打ち合わせで

8

での先進地域でもまだ一般の方のフェアトレードに対する関心は低く､形式や理念からの

導入では日本での普及は難しいとも感じた参加経験でした｡

私たちはモノ作り支援から入っていて､ミャンマーと日本の2つの文化が協力して､世

界にオンリーワンで高品質な製品を開発されています｡この商品を通じて生産者と消費者

を結ぶことで､スムーズに消費者へミャンマーへの関心を喚起する事が出来ていると感じ

ています｡そして結果的としてミャンマーでの地域産業支援が継続できる体制が出来てい

ます｡私たちのフェアトレード活動は私達スタイルにアレンジして､発展させています｡

理事長　斎藤　秀一



【教育と琵境の｢爽｣企画室】 t､_2014年1月からのプロクから抜粋しましたo

･2月16日(日):なな子先生が帰る日､ヤギの子どもが産まれました｡昨年の7月に新潟を訪れ､国際情報大字でレク

チャーした] I C A派遣の日本語教師が､休暇を活用され､再度､ ｢子どもの憩いの村｣を訪問されました｡ 2週間の短

期間でしたが､その帰りの日､可愛いヤギの子が2匹産まれたのです｡農園が賑やかになりました｡

･2月26日(水):｢インドと日本の高校生の共学･交流in新潟｣実施計画まとまる｡ 2012年3月に開校した初等教育

学校の初めての卒業生から､ 9人の高校生が誕生しました｡それを記念して､ 4名の代表を日本に招待します｡日本の

小･中･高･大学を訪問することで､現在､プレゼンテーションの猛練習｡

･3月6日(木)と19日(求):県立巷総合高校で､講演しました｡素敵なプラカー

ドで迎えてくれた高校2年生.将来は保育士とか栄養士さん､特別養護施設の先生に

なるなど､すでにしっかりと目標のある生徒さんが多くて感心しました｡保育士にな

るという男子生徒さんもいました｡男女お揃いのネクタイが爽やかでした｡

巻総合高校の晴れがましい花束贈呈

･3月31日(月):天からの誕生プレゼントは､笑顔をなくした兄弟でした｡

私の77歳の誕生日に､インドからメールが届きました｡オーと三輪の運転手さんが2人の少年を連れてきました｡彼

らは孤児で､路上で物乞いをしているところを発見されました｡母親は数年前､父親も重い病気でこの1月に亡くな

りました｡家もなく､街をさまよっていたのです｡私どもの施設の事を知った､運転手さんが乗せて来たのです｡

･4月11日(金):今度は可愛い姉妹が神父きんの手紙を携えてやってきました｡

14歳と9歳の姉妹です｡父親は妹が1歳の時にHI Vで亡くなり､母親もHI Vでした｡一所懸命に姉妹を育ててい

ましたが､ 3か月前に亡くなりました｡神父様の手紙を携えてやってきましたo姉はHI Vにかかっていました｡妹は

元気でしたが､姉と-緒に'Ttスビスで面倒をみることにしましたo　天は決して見捨てることはありません｡

･4月28日(月):悲しい知らせ｡｢永遠のスマイル｣を残して､天に召されたゴピンタ｡

重い障害を持ったゴピンタは､施設の出来た2003年からの住人でした｡笑顔の優しいゴビン

タは､スタッフに愛され､子どもたちに世話されながら､ ｢子どもの憩いの村｣の人気者でし

たが､ 4月末､病院で静かに天に召されて行きましたo　子ともたちは､深い悲しみに包まれて

います｡ ｢村｣には､このように重い病気や葦害を持った子どもたちもたくさんいますo

こく謀ったゴピンク君の｢永遠のスマイル｣

･5月5日(祝):万代アースフェスタに参加しました｡小雨ばらつく寒い日でしたが､ ｢にいが

たN G Oネットウ-ク｣の仲間は､テントニ=て　バザーの販売に声をロ夏らしましたD私ども

のブ-スは､インドの小物がカラフル二二つま_-=丁､他の店ほど売上げは伸びませんでした｡

参加に意義ありというところですa

･6月1日(日):先生方の努力も水の泡?登下校に問題ありと､当局から指摘されました｡｢子どもの憩いの村｣の学校

は人気があり､子どもを進学させT=､'二.1三三二〇住民が増えてきました｡先生方の放課後の勧誘活動の力も大きい

のですが､通学の乗りものは､オー二三きてすこ　危険なので､スク-ルバスにしなさい､という通達が出て困ってい

ます｡

･6月　7日(土): A Y A先生のビレッジ便り

] I C A青年海外協力隊として､インドに派遣されている日本語教師の今野亜耶先生が､長期休暇を利用して､私ど

もの施設にボランティア活動をしてくださったのです｡ 2週間という短い期間ですが､子どもたちは大喜びです｡ 9月

に日本を訪問する子どもたちに､日本語の猛特訓をしてくださいました｡9月にやるプレゼンテーションが楽しみです｡
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&･
･6月　27日(金):学校給食棟の屋根がようやく出来ました!

2013年度中に建設する予定でしたが､天候やインドの首相選出という国民

的政情で､なかなか思うように工事が進まず､ようやく　6月末までに建設す

るという約束を果たしてくれましたo人海戦術の涙ぐましい汗と努力の結晶

です｡出来栄えなどは問いますまい｡

･6月　30日(月):新潟県立教育センターで指導主事先生方に講演しました｡

｢描いた『ゆめ』をたゆみなく｣と題し､ 50人の幼稚園から高校までの新

潟県指導主事先生方に講演させていただきました｡ ｢片桐ご夫妻からいただいた､全力投球の真心ボールを所員全員が受

け取りました｡｣というメッセ-ジを頂戴し､感激しました｡｢教育センタ-も昨日のご講演で何かが変わると思います｡｣

というお言葉を真筆に受けとめたいと思います.新潟県の教育をけん引される皆様に敬意を表します｡

･7月1日(火):日本のおじいちゃんの誕生日を祝って､写真が届きました｡

代表　片桐　和子

【新潟県青年海外協力協会】

関東ブロック会誌in　新潟県

昨年11月16日､ 17日の2日間にわたり､新潟市にあるメイワサン

ピアで関東ブロック会議が行われました｡集まったのは､新潟､東京､

茨城､神奈川､埼玉､山梨､栃木､干葉､長野､群馬からの代表者o

Vと] 0 C Aの担当者で､総勢42名にもなりました0

1日目の午後から､各県の課題を話し合い､ ] 0 C Aからの事業報

告を聞きましたD　そして､夜は懇親会｡翌日の会議では､主にO B会

のN P O法人化について白熟した議論がなされ､最終的に関東ブロッ

クのO B会がN P O化に向けて動き出すという意思確認がされました｡

会議終了後､皆さんを秋の弥彦山にお連れし､お天気にも恵まれ､と

ても喜んでいただきました｡

エクアドル少年野球チーム来県!

今年の8月2　0日､エクアドルの少年野球チームが新潟にやって

来ます｡青年海外協力隊エクアドル野球隊員の商藤勇太さん(平成

24年3次隊)の希望で実現するものです.県OB会は資金集めな

どに協力しました｡県内のチームと試合をしたり､ホームステイを

したりしながら日本の野球や日本のよいところを学びます｡ぜひ､

ホームページもご覧ください(エクアドル野球チーム新潟遠征プロ

ジェクト)｡

事務局長　井口昭夫
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個人会員･役員の近況･エッセイ

｢人材の育成に思う｣

｢NPO法人国際地盤災害軽減機構｣が毎年開催しているシンポジウムが､今年はカルフォルニア州立大学フラートン

校でASCE地盤研究部門ロサンゼルス支部と共催で9月5日～7Ejに開催されるBこの実行委員長が同大学準教授のT博

士である｡

Tさんは3年前､東日本大震災の調査団の一員としてアメリカ土木学会より選ばれ来日した｡帰路､新潟に立ち寄った

のを機会に､昼食をともにしながら最近のアメリカの大学の様子を伺ったoメールでのやり取りはおこなっているが､接

触するのが望ましいと改めて感じた｡ Tさんはネパールからの国費留学生として新潟大学で学び､ M教授のもとで学位を

取得してアメリカへ渡ったバイタリティーのある優秀な研究者である｡

ネパールは国土の8割力ttLu地であり､毎年雨期には洪水や斜面災害が多発するb私も2回ネパ-ルのトリブヴァン大字

で特別講義を行い､災害現場を視察させていただいた経験がある8新潟県は災害多発地域であり､ネパールの防災に参考

になることが多いo首都カトマンズでも地震の履歴があり､新潟地震や新潟県中越地震からの教訓は役立つ｡

日本は発展途上国の貧しい人たちを助けることも大切であるが､その国の中枢を担う人材育成にも力を注がなければな

らないo Tさんが､国際会議を主催するのを一つのステップとして､さらなる飛躍をはかることを切に願うものである｡

理事　青山　清道

｢フェアトレードショップ　ナル二ア｣

暑いですoまだ今日現在で6月｡梅雨も明けていないのに今年の夏は猛暑でしょうかD毎年やってくる夏とどう向き合っ

て快適に過ごすか8　フェアトレ-ドショップとして2つ提案をさせて頂きます｡

ますは､足元から涼しく暮らしたいと言う事でジュートサンダルがお薦めです｡

これはバンクレデッシュのNGO団体｢ジュートワークス｣の製品です｡素材

は名前の通りジュートで作られていますoジュートはジュート麻としてバックに

もなったりしていますが､とにかく丈夫です○サンダルの場合は履いていると不

思議に足に馴染んできて自分の足の形にへこんできてくれるんですよ｡吸湿性､

放湿性に優れていて素足に心地よくさわやかな履き心地の室内専用サンダルで

すo当店でも愛用者は多くて､履き始めて今回で3度目の買い替えですよとか遠

方から買いに来て頂いたりとリピーターの多い製品です._サイズはM､し､ LLの

3種類で価格はLLが¥1′700でMとLが¥1.600です,なぜか男性フアンが多いのも特徴かな｡是非お試しを!

次は石鹸を紹介します｡汗ばむ季節はさっぱり石きてLl=対策したいですものね｡最近は石鹸を含むコスメ系をフェアト

レ-ドとして芸==]才としているNGOが増えていますDまずはネパールとバンクレ

デッi,二を支義一ているシャプラ二-ルさんがアーユルヴェーダ(インド地方の

伝統医療ここレシピに基づき手作りされた石鹸を作りました｡生産者は全て女性

で､皆さま三三三事情から仕事がなく大変な生活を強いられて苦難を乗り越えた

末に､新｣｣に事として石鹸を作り始めました｡

石鹸は妻､体､髪､赤ちゃん用と様々な用途に分けて種類があります｡私は顔

用を毎EjC洗顔に使用していますが､さっぱりしていながらローズ系のほのかな

甘い香rJH-一癒されていますo価格は全て¥1′000前後です｡

毎日の暮らしの中に無理なく是非フェアトレード製品を取り入れて爽やかに夏を過ごして下さいね｡今年の後半以降は

弓は続きショップで素敵なフェアトレード製品を来店された方々に紹介していきたいと思います｡

店主　丸田　祥子
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｢生きる意味｣

先日､久しぶりにある青年が訪ねてきた｡空手で鍛えた強靭な体力の持ち主で以前､ムスクン現場の常駐を三年ほどやっ

てくれたその人｡ムスタンの会を解散後､日本で結婚｡体育の臨時教員をしながら暮らしていると､近況を交えながら報

告してくれた｡近藤宇前理事長は6月に9　3歳の誕生日を迎えた｡彼は山口県から家族を連れて乗越､年の割りにお元気

にケアハウスで暮らす老師に会え､三十分もすると直ぐにとんぼ返りして行った｡彼のように､遠方からわざわざ私にも

会いに来てくれるのは本当に嬉しい｡

彼のほかにも老師を支えながら厳しい現場に何年も常駐した若者達が大勢いた｡それぞれにムスタン現場の厳しい体験

を胸に､幸せな家庭を築き暮らしている｡

ムスタンでの20年間の活動は､現地の人々のためだけではなかった｡支える側､支えられる側､どちらも必死で歩ん

でいた｡必死というのは､一歩間違うと切り立った谷底に転落しかねないあのムスクン台地の厳しさそのものかも知れな

い｡

今でも神々しいヒマラヤの山々を思い起こすとき､ <生きる意味>をもうー度自問する｡そして､いっしょに活動した

懐かしい面々の長寿と健康を願うのである｡

元ネパール･ムスタン地域開発協力会理事　原　千賀チ

事入会のお願い～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､国際協力活動の発展に取り組んでおり､国際フェスティバル､人材を

育成するための研修､国際理解を進めるための研究会､情報誌の発行等を実施しています｡

より多くの人が参画することにより､ Nネット及び会員NGOが一層活発に活動することができます｡

皆様のご入会をお願い申し上げますC

●会員の種頬と年会費

･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

･ホームページの利用など

●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｡

｢編集後記｣

2月から5月までニュージーランドでファームステイをしてきました｡自分たちで建て

たというお宅に滞在し､野菜だけでなくお肉も自家製､太陽光､風力､薪でエネルギー

を自給する暮らしを体験｡農業に興味を持ったきっかけは福岡正信さんの｢自然農法｣

でした｡国連の依頼で砂漠の緑地化に貢献され､国内より海外での知名度が高く､亡く

なれた後も無肥料･無施肥･不耕起の｢何もしない農法｣が受け継がれています｡

大出　恭子

指定非営利溝鮎法人　にいかた　NGC書手l:jト㌧二-さ　-ク　工費嵩

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

E-mall : nnet@nilgata-ngO.Ore URL: http://www.niigata-ngo,org


