
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､

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｡

主な活動

●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　●青少年の国際理解を進めるための研究会の開催

I Niigata lnternationaH:estiva暮2014 -にいがたから世界へ～

第5回にいがた国際フェスティバル(期日　平成26年9月7日(日))お礼とご報告

【はじめに】

万代シティーパークに早朝､ 30名ほどの大学生や高校生が集まった｡にいがた国僚フェスティバルの運営スタッフである｡このイベント

は平成22年から毎年､学生が中心となって企画運営をしている｡今年は､県立大学､新潟国際情報大学､長岡技術科学大学､日本文理高校

等の学生連がスタッフとして活躍した｡自分自身が学生のとき､このような活動に参加したことがないので､目の前で､純粋にそしてとてち

熱心にボランティア活動をする若者を見て､なんてすごい人達なのだろうと､毎年感心している｡

【趣旨】

このイベントは､県内で国際協力活動を行う団体の活動紹介等を通して､多くの方にその活動を知っていただき､世界の文化､貧困､教育､

環境等の理解や国際協力の輪を広げることを目的として､にいがたNGOネットワークが主催している｡

参加した団体は｢教育と環境の『爽』企画室｣ ｢新潟アどの会｣ ｢夢の橋｣ ｢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)｣ ｢新潟国際ボランティアセンタ- (N V C)｣ ｢青年海外協力隊｣ ｢新潟県国際交流協会｣ ｢ICANJ ｢新潟県対外科学技術交流協会｣である｡

フェアトレード商品の販売や活動紹介や展示等を行った｡

【たくさんの喜心】

このイベントの趣旨に賛同して､多くのパフォーマーも集まり､会場を盛り上げていただいた｡

また､にいかたのアイドルグループJUKE 1 9が若さ溢れるトークで司会を見事に務めた｡

今E]のイベントでは､スタンプラリーを初めて行い､その景品を､ホテル学風様､長生館様など多くの企業等からご支援いただいた｡

また､ベトナムからの留学生や中学校や高校で英語を教えるA L Tなど､例年より多くの外国の方からもご協力いただいた｡

【we are the world】

イベントの最後に､ We are the worldをスタッフ全員で合唱した｡その歌詞に

"we can'r go on pretendI'ng day by day" ｢これ以上知らないふりはできない｣

〝That someone′ somewhere wI'I/ soon make a change〝 ｢誰かが､どこかで変化を起こさなければ｣

とある｡思いを行動に移すことはなかなか難しい｡でも目の前の学生達は迷いもなく､打算もなく､楽しみながら活動しているように見える｡

そんな真心の輪が広がることを願っている｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　横堀正晴

(裏表紙へつつく)

パフォーマー NGOブース スタンプラリー　　　　　　　　　JUKE1 9



にいがたフェアトレード推進垂昌会～2014年下半期活動報告

8月　フェアすた!2014

8月22日(金)にフェアトレードに関心のある新潟の大学生が集う｢フェアすた! 2014｣が開催されました｡新潟大学､新潟青陵大字､敬和学園大学､

新潟国際情報大学の学生が集まりました｡青LLJ学院大字の住吉さん､東京経済大学の柴山さんを講師に迎え､フェアトレードって何?みんなどんな活動

をしているの?こんなことをみんなで勉強しました｡

9月　フェアトレードファッションショー

9月7日(日)にいがた国際フェスティバルのステージイベント

で､ファッションショーを行いました｡皆さん素敵な衣装で､華

やかなショーになりました!

11月　新潟からフェアな世界をつくる1日ワ

ークショップ

11月16日(日)にフェアトレード･国際協力･社会貢献に関する

ワークショップを開催しました｡講師は国際NGOオツクスファ

ム･ジャパンのキャンペーン･オフィサー鈴木洋一さんです｡

今後の活動予定

フェアトレードマップの完成を目指して活動していきます｡ 2014

年度内に完成を予定しています｡

共同代表　岡田篤志･佐藤孝輔　:叩

Ifフェアトレードショップナル=ア

明けましておめでとうございます｡早いもので2015年の幕も明けましたね｡皆様はどのような今年の計画を立てられましたか?去年の下半期(7月～

1 2月)はフェアトレード製品と併売で販売しているCDの即売が忙しく､にいがたNGOネットワーク主催の第5回にいがた国際フェスティバルにも出

席出来ず本当に残念でした｡ 1 1月だけは何とか時間が作れて新潟美術学園さん主催の｢行く年乗る年｣屈に参加してフェアトレード製品を紹介させて頂

いてきました｡

フェアトレードショップ｢ナル二ア｣は新潟市内の沼垂という昔ながらの古い商店街の一角にあります｡以前は賑やかな商店街だったようですが現在は

年々お店も減ってきて寂しい街となっていました｡ところが去年くらいから沼垂の市場通りに若い店主の方々が移っていらしてカフェや手作り雑貨､古書

店､惣菜や､陶芸教室などなど魅力的なお店がぞくぞくとOPEN L始めたのです｡お店も一軒だけでは何の魅力もありません｡楽しいお店が増えることは

本当に嬉しい事です｡これを機会に沼垂の街散策をして下さる万力で増えたらもっと嬉しいです｡

これから当店で扱っているフェアトレード製品を生み出しているNGOを紹介していきたいと思います｡今回はパレスチナ･オリーブさんです｡パレス

チナ･オリーブさんは1998年から｢カリラヤのシンディアナ｣のオリーブオイルを､ 2000年から｢ナーブルス石けん工場｣のオリーブ石けんと､ ｢イド

ナ村女性組合｣の刺繍製品をフェアトレードで輸入､全国で販売しています｡今まで定番で販売していたオリーブ石けん(‡ 540税込)に2年ほど前から

セージとザクロ入り(¥432税込)が発売されました｡どちらも美容に良さそうです｡
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そしてパレスチナ･オリーブ㌧さんと言えばオリーブオイルです｡

(250cc ¥ 1′264税込)無農薬有機栽培で作られたオリーブを搾

ったものです｡妙め物にはもったいないからパンに浸けて食べて

ほしいです｡こちらのNGOを立ち上げた皆川さんは現在山梨県

にお住まいですが出身は新潟市の方で1度､帰省された時にオリ

ーブオイル等を使用してパレスチナ料理の講習会を行い大いに

盛り上がった事がありました｡これからもご活躍を期待しており

ます｡次回もまたNGO紹介続けたいと思いますので宜しくお願

いします｡

店主　丸田祥子



I NPO法人アジアクラフトリンク

私たちの活動の目標は､ミャンマーの人達への自立支援です｡

その達成のために2つの手段で取り組んでいます｡ 1つは一村一品運動のミャンマー版です｡つまり地域名産品を開発支援して､地域振興を目指す

ことです｡今一番力を入れていますのが木の生活雑貨の産地ブランド作りです｡

もう一つの手段が日本を舞台にした市場開拓事業とフェアトレード事業です｡開発品が売れて生産者への利益還元ができます｡しかし､活動開始

した当時は販売の知軌まゼロのトンデモナイ状態で､失敗の連続で毎日が赤恥でした｡そのようにして得たお客様の情報を生産側へフィードバック

することで､品質に変化が出てきました｡そんな実績が｢ミャンマー製品は日本では売れない｣と思っていた生産者を動かし､私の話に耳を傾ける

ようになりました｡それが品質向上の好循環を生み出し人気がさらに高まりました｡初めてのことに挑戦した体験が他の分野でも大きな力となりま

した｡

2013年後期から開始しましたフェアトレード実店舗運営も1年無事経過し､スタッフ3名に恵まれ売り上げを伸ばしています｡この実績を元に

次の計画を進めています｡ 1つは認定NPO団体の申請であり､もう一つはjICAの章の穏支援申請を目指す事です｡この2つの計画は私たちの団体

に大きな変化をもたらすと考えています｡つまり活動を公にして､多くの人の責苛を得ることで､広く人材の参加を求めて､活動を安定的に運営で

きる組織へと変化していきたいと考えています｡変化の達成には数年かかるこ考えています亡＼､できる事をしながらNPO活動を進めて行きます｡

2015年前期の海外事業計画では､ ①ミャンマーのバ

ゴー管区のマゼイン木工組合共催で組合員への｢基礎技

術とデザイン｣の講習会を開催します｡毎年開催し3年

目となります｡ ②新しい事業として木工組合と共同での

植林を計画しています｡ 22世紀を考えた計画です｡地

元の木工組合の人達と一緒に実施することで､より身近

な支援事業になると考え､ 2014年12月に木工組合の

役員と基本合意しました｡なお､植林は自然環境にも配i

慮した生物多様性混合林として計画しています｡ ③共同　≡

開発品を増やしてマーケット調査を継続していきます｡

2 0 1 5年前期の国内事業では④2月乗京でのクラフ

ト関連の展示会へ出展します｡ ⑤ 5月には新潟市の一財)

北方文化博物館で第1 3回ミャンマー工芸展を開催して､

多くの皆様へミャンマーでの共同開発品とその活動を

アピールします｡昨年は期間中7500名の来場者を迎え

て大盛況でした｡今年は新潟デザイン専門学校の学生と

共同開発したカトラリーなども上記④-⑤に展示し多様

な支援活動を紹介します｡

人間国宝作家含こ三二三百二~二二一三主= 〒　　　　　ハゴー木工組合での講習会

大人気のミャンマー=芸展　　　　　　　日短共同作品　へピースプーン

以上国内外の主な計画です｡急がず､少しずつ､できる事を確実に実績として積み重ねていけば良いと考えています｡なお､現在ミャンマー政府

へi-NGO団体とMOU締結の2つの申請をして1年半経過しています｡少しずつ進捗していますが､焦らずに先方のリズムに合わせて､認可受領時

に速やかに対応できるように期待を込めて待機しています｡

夢は､私達の支援によって開発された製品が世界のブランド品としてミャンマーから発信し､自立した人たちによって発展していくことです｡難

しいようですが異なる国､文化､民族が協力すると､想定外の成果も出来て意外と早く実現できるのでは?と期待しています｡その過程で相互理解

や国際協力などは当たり前として消化出来て､かつ現地の自立を実現し､私達は自己実現を達成していると期待しています｡そんな運動を日本の地

方から発信していきたいと考えています｡以上2015年前期に向けた計画です｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　斎藤秀一

JustGIYlng ti./ ､t■川

三t7ンマ-の米食座って.三甲ンマ-のl■人さんたらかf

6います.

■　､　　▼　　　　-

アジアクラフトリンクは､ JustGiving (ジャストギピンク) NPO ･チャレンジに登録中ですI

国内最大のクラウドフアンディンクで､広く活動を紹介し､支援･寄付を募ることができる

仕組みです｡くわしくは､

http ://justgivlng.JP/P/1756

にアクセスするか､ ｢ジャストギピンク　アジアクラフトリンク｣で検索L/てご覧くださいo
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!一夢の橋活動幸陪

久々のアフリカ便りです｡

アフリカ｢ウムチヨムーヴ学園｣での紙芝居o読み手は]ICA､ OGの藤田さんo学校の先生は｢ルワンタの教育を考える会｣のマリールイーズさん

･ 9月7日　にいがた国際フェスティノてル参加｡ブースへ訪問のお客様に彩色していただきました｡生徒学生さん達もよく動いてピックリ､感心

しました｡

･ 1 0月2 6白　市協会の団体発表会参加｡初オリジナル紙芝居｢あいちゃん｣やさしさテーマのⅠ&Youのお話をベトナム語ミャンマー語も､

計1 0ケ国語で上演!各々の響､リズムの異なりも楽しい1 0周年記念となりました｡

-/Ipr　-　J

左から､モンコル語､韓国語､ロシア語､インドネシア語で｢あいちゃん｣

･ 1 1月2 1日　翠江高校出前授業｢世界の文化｣ 3回目｡先生方の熱心なご指導の賜日感動させられる出来映えでした｡

･ 1 2月6日　国際理解講座でご緑をいただいた長岡の養護学校担当の先生から､タンザニアの｢カメのはなし｣､児童生徒さんによる丁寧な美し

い彩色､制作紙芝居を受け取りました｡

4

2 0 1 4年もたくさんの温かな御力をいただいてお陰さまで無事終了､ありがとうございまし

た! 2 0 1 5年は今までの作品整理～HPへ､と考えています｡ ｢むしばミュータンスのぼうけん｣

絵本も何とか紙芝居の形にできたら､検討中です｡フィリピンのこどもパンやさん｢カリ工｣誕生

の話も紙芝居にできればとスタッフが､ 1月にマニラの空気に会いに出かけます｡

荒川　久美子

彩色3年目!今回は発表もとても楽しくできました



jミャンマーの医療を支援する会～活動幸ほ(2014年7月-12月)

2014年7月6日から4日間､来年から始まる国立6大字による｢ミャンマーの医学教育協力JICAプロジェクト｣のための現地調査団として､

岡山大学､長崎大学､新潟大学､およびJICAの担当者10名がミャンマーを訪れた｡

到着後､ 6月15日に長岡市からいただいた第18回米百億賞の副賞をミャンマーの医療のためにとヤデナ医師に渡した(写真1 )｡ ｢米百億(山

本有三の戯曲)｣英語版も渡した｡後で､ ｢本を読みました｡とても意味が深く､先生がどんな賞をいただいたかわかりました｣というメールが届い

た｡

翌日ネピド一に飛び､保健省で医科学局長と会談し､ネピドー総合病院を視察した｡

再びヤンゴンへ戻り､兼ヤンゴン総合病院､市内の保健所､新ヤンゴン総合病院を訪問｡新ヤンゴン総合病院は30年前に日本が作った病院で､

通称JICA病院という(写真2)｡私は2000年に一度この病院を訪れたが､済びついた医療機器を見て､悲しい思いをした｡病院内の機材は旧悠然｡

病理室では滑走式のミクロトームは摩耗し､がたついていた(写真3)｡顕微鏡は壊れてまったく使えない｡病理の先生はにこやかに説明してくれ

たが､目は何とかしてほしいと訴えていたく写真4)｡こんな現状であるが､これからかなりの機器がJICAによって更新される予定である｡

最終日､ヤンゴン婦人病院を訪れ､ヤンゴン第一医科大字で学長はじめ教授陣にプロジェクトについて説明し､ミッションは終了した｡来年から

の医療プロジェクトに期待したい｡ミャンマーは今経済発展の時期を迎えようとしている｡しかし､まだまだ私どもの支援が必要とされていること

も実感した｡今後も現地に必要な支援をしていく｡

なお､ 9月21日- 26日には長谷川剛先生はじめ4人が訪緬し､ヤデナ医師の病院に気管支鏡と抗生物質を供与した｡

内藤邑

写真1ヤデナ医師に副賞を手渡す　写真2新ヤンゴン総合病院(1984年築)　写真3がたがたのミクロトーム　写真4病理医同士で

l新潟国際聾術学院2014年7月～12月の主な活動

7月2日～8月2日中国地頭大字｢佐渡短期留学｣を実施｡

(参加者は先生と学生35名) (佐渡市長訪問)

8月30日　佐渡道の駅国際美術館OPEN

l1月3日　｢佐渡道の駅第三回国際垂術祭｣開催｡

開催内容

第一ステージ　国際絵画展&水彩画実演･体験

第二ステージ　佐渡道の駅白鳥の伝説舞踊

第三ステージ　佐渡美食･手打そば実演販売

◎来場者は約1600人

12月24日～27日

第14回国際水彩画大会IN NIIGATA r国際水彩画交流展｣

併催｢兼吉有新潟風景画展｣

新潟県民会館で開催

佐渡道の駅国際美術館､アミューズメント佐渡でも巡回展示｡

出品作品はアメリカ､中国､など海外画家からの賛助作品､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｡

後援:佐渡市教育委鼻会､佐渡汽船､新潟県国際交流協会､新潟市国瞭交流協会

盛=: _≡室
mLJ: .L･　｣■■

罵…-_ :_'.1=---

学院長束冨有
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ヽ#国際教育研究会報告
`   ヽ

第6回国際教育研究会(9月6日)は､フィリピンを中心に支援活動を行う名古屋の認定N P O法人アジア日本相互交流センター(現アイキヤン)の

海外事業部長､吉田文さんが文科省の｢N GO相談員派遣事業｣相談員として来県され､ 『N GOによる国際協力の現状と課題』と題して講演してくださ

いました｡吉田さんご自身の責重な体験をもとにした実感のこもるアドバイスを数多くいただき､学校現場の先生からは｢再度来県し生徒に講演してほ

しい｣という要望がありました｡また翌日のにいがた国際フェスティノUL,にも｢NGO相談員｣として出展していただきました｡

第7回国際教育研究会(1 2月6日)は､ J I CA東京との共催で､ 『教師海外派遣研修』に参加した3名の先生から授業実践報告をしていただきまし

た｡以下､詳細は] I C A新潟デスクの本田龍輔さんが報告いたします｡

研究会主宰　荒幸男

今年度エルサルバドルを訪問した教員の発表では､授業実践の報告と模擬授業を行いました｡長岡市立才津小学校の渡辺教諭は､社会科の｢世

界で活躍する日本人｣の単元を活かした授業実践をされました｡人を通じた技術協力の必要性､持続可能な社会に向けた取り組みの重要性に触

れるもので､次年度以降の継続性という観点からも期待できる内容だったと患います｡

村上市立朝日みどり小学校の駒沢教諭は､参加者に実際の捜業の様子を知ってもらうために写真を活用した｢フォトランゲージ｣の手法を用

いた模擬授業を披露しました｡写真から情報を読み解く作業を通じ､参加者は生徒の考えを弓卜き出す面白さを感じていたようです｡

長岡市立宮本小学校の細谷教諭は､継続した国際理解教育の取り組みを紹介しました｡過去に参加されたJICA教師海外研修カンボジアコース

やユニセフの教員対象海外スタディーツアーなどの経験を活かした実践について映像･音楽を交えたスライドショーで報告してもらいました｡

キャリア教育や防災教育と関連させた内容､内と外の視点を繋げるという視点は､今後の国際理解教育の普及に向け､大きなヒントとなるもの

でした｡

最後に行った参加者同士のワークショップでは､ ｢教育を通じて子供たちに伝えたいこと｣というテーマで､ 『想い』を共有し､やってみたい

こんな国際理解教育の捜業という『ピジョン』を描くことができました｡今後も国際理解教育･開発教育の推進を図る団体が連携し､継続的な

協力体制を構築する必要性を強く感じています｡持続可能な社会を目指して､本会で形成されたネットワークを活用し､今後も本県における国

際教育の普及に取り組んでいきましょう｡

本田龍輔

第6回国際教育研究会

≡琶雷撃
第7回国際教育研究会

｢長崎での偶然の再会｣

長崎は大好きな街の一つである｡2014年12月12　日､長崎大学で'新潟地震､新潟県中越地震､新潟県中越沖地震からの教訓〟の

演題で講演させていただいた｡3ケ月以上前から予定されていたものである｡同日､偶然にも､全国国立大学法人の国際センター長合議

が長崎大学で開催されていた｡ 86校ある全国国立大学法人を毎年､大学を変えて､合議は開催されていると聞く｡キャンパスは広いし､こ

こで､新潟大学の桑原国際センター長にお合いできるとは思ってもいfJ:かった｡予定をはやめて帰路は､ 12月13日､福岡空港から新潟空

港-｡新潟空港は雪で､ "着陸できない場合は福岡-引き返すという"と条件つきで搭乗Lf=｡桑原先生と同じ便だった｡

人には忘れられない日がある｡ 12月13日は偶然にも10月に92才で死去した本島等､元長崎市長の"送る会''が長崎市民会館でおこ

+A:われた｡現職時代､長崎大学のG教授のご紹介でポーランド､クラクフ農科大学のS教授とともに本島長崎市長を表敬訪問する機合が

あった｡気さく+A:お人柄で､会話から"戦争は絶対にしてはいけない''という言葉　が耳に残っている｡ポーランドも長崎も第二次世界大戦で

は壊滅的な被害を受けたo　亡くなる直前まで核兵器廃絶を訴えておられた方である｡ある時いただいた手紙は今でも大切に保管している0

新潟大学国際センター主催で､2014年度秋学期｢日本語学習成果発表会｣が､ 12月19日､付属図書館ライブラリーホールで開かれ

た｡第1部は25名の留学生による､日本語テキストの暗唱｡ (イギリス､キリキス､スリランカ､中国､ドイツ､フィリピン､ベトナム､ロシア､の8カ

国から25人)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｣ (中国､台湾､ベトナムの3カ国から7

人)ここでも､桑原先生にお合いして､長崎大学､福岡空港での偶然の出合いに話が弾んだ｡

世界は様々+a:分野でグローバル化が急速に進展している｡その流れに対応できる人材の育成が大学にももとめられているo多文化共生

時代の若者に元気をわけてもらった年末だった｡広島の豪雨災害､御叡山の火山災害など､2014年は､災害の多い年であった｡災害の

調査･研究に携わるものにとって､ 2015年は穏やかな年であってほLいと､切に思うのである｡

吉山清道(理事/元新潟大学教授)
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tにいがたNGOネットワーク～活動報告(平成26年7月～12月)

1　事業関係

1)第5回にいがた国隙フェスティJUレ(主催: Nネット､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)

日程　9月7日(日)､万代シティパーク(バスセンターピル2階)

出展13団体がブース･大テントで､フェアトレード品等を販売､パネル展示等により国際支援活動等を紹介(会員団体はステージでも活動紹介)

新潟県国際交流協会(遊びの広場)､アジアクラフトリンク､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､新潟国際ボラン

ティアセンター(NVC)､夢の橋紙芝居･絵本を贈る会､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､新潟県対外

科学技術交流協会､アジア日本相互交流センター(現アイキヤン)､パン工房DreamHouse､インド･ネパール料理パルパティ､ Nネットなど

出演　留学生やALTを含む15団体がステージで､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

学生　新潟国際情報大学生や新潟県立大学生､日本文理高校生など23人が､ボランティアで運営に協力

抽選　出展8団体を巡るスタンプラリーを実施(1等華鳳ペア宿泊券､ 2等長生館生酒､ 3等万代シルバーホテル食事券など)

補助　新潟県国際交流協会､新潟市国際交流協会

後援　新潟県､新潟市､新潟日報社､ BSN新潟放送､新潟交通㈱､万代シティ商工連合会商店街振興組合

2)第6回･第7回国際教育研究会(主催:Nネット)　*以下｢研究会｣

①　第6回研究会

日程等　9月6日(土)､新潟国際情報大学中央キャンパス　参加者　発表者を含め21名

講　演　アジア日本相互交流センター(現アイキヤン)海外事業部部長吉田文氏｢NGOによる国際協力の現状と課題｣

* Nネットは昨年3月にフィリピンで各種支援活動を行っているアイ牛やンヘ台風災害募金を寄附

懇親会　講師を含めて開催(会場:まめしぼり)

②　第7回研究会

日程等12月6日(土)､クロスパル交流ホール　参加者　報告者を含め46名

テーマJICA教師海外研修授業実践報告会

報告者　渡辺登才津小学校教諭､駒沢玲子朝日みどり小学校教諭､細谷賢吾宮本小学校教諭

共催等　共催: JICA東京､後援:新潟県教育委員会､新潟市教育委員会

懇親会　報告者を含めて開催(会場:ありったけ)

3)国際交流･ Ci]際協力団体発表展示会に出展(主催:新潟市国際交流協会)

日程等10月24日(金) ～26日(日)､クロスノUレ2F共同利用室

4)帰国報告会r=ユージーランドの有機農業と自給自足の暮らし｣ (主催: Nネット)日程11月16E] (日)､クロスJUレ交流ホール

講師　大出恭子氏(コミュニティ･リーダーズ･ネットワーク代表､ Nネット理事)参加　講師を含め18人

2　広報関係　会報発行12号　平成26年7月　400部

3　会議関係等(三役･事務局)

7月13日　第5回国際フェスティバルについて実行委員会･出展団体と打合せ　*クロスパル

(他に実行委員会･万代シティとの打合せ計5回)

9月18日　第6回国際フェスティバルについてふるさと村と打合せ(計2回)

9月17日　インド高校生(子どもの憩いの村出身)が表敬訪問-副理事長･常務理事が対応　*国際友好会館

Nネット後援の｢インドと日本の高校生の共学･交流in新潟｣事業

10月29日　食の新潟国際賞表彰式典に副理事長が出席　*朱鷺メッセ

11月　9日　理事会について打合せ

11月16日　平成26年度第3回理事会(来賓･オブザーバーを含め13人出席)　*クロスノUレ

上半期の事業･収支について報告し､次回の国際フェスティバル等について審議

11月28日　NGOスタッフ育成研修(以下｢育成研修｣)について担当理事と打合せ　*NVC事務所

12月　5日　新潟アどの会｢カリーパーティー｣に理事長･副理事長が参加　*アどの会事務所

12月13日　国際理解教育プレゼンテーションコンテストで理事長が審査員　*朱鷺メッセ

12月16日　育成研修について県協会と打合せ　*県協会事務室

4　その他

1) 11月発行の新潟県消費者協会｢消費者情報力ラビナ｣が､フェアトレード団体として会員4団体を紹介

2) 12月21日の｢フェスタ万代島2014｣に会員4団体が出展-出展団体の協力でNネット会報等を配布

3)新潟国際ボランティアセンター(NVC)の｢第26回愛のかけはしバザー&フェスタ｣を後援

事務局長　小畑正敏
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1新潟アどの会　活動報告

昨年に引き続き､なるべく新潟の学生さん達に現地に行って貰いたいと思い､ 9月2 2日～2 9日まで､スリランカ2度目の新潟県立大学4年生の

堀内綾さんと新潟大学院2年生の渡辺莱荊きんに現地調査の為に行って貰いました｡

｢初めてスリランカを訪ねて｣

2014年9月22日から同29日までの日程で堀内綾さんとスリランカに滞在した｡飛行機から見た初めてのスリランカは既に夜だった｡日

本の夜景のように整列されているわけではなく光は散在していて､明滅しているように見えた｡不思議な感覚を持ったまま義隆を待っていた｡

私の旅の最大の目的は｢自分を何かの役に立てる｣ことだった｡私は高校時代から大字2年の半ばまで同居する祖父の介護や家族のサポー

トをしてきた｡自分が役に立っている､自分がいる意味を介護やサポートに見出していたが､その必要がなくなったとき､つまり役に立てる

場面がなくなった時､自分の存在する意味があやふやになっていることに気がついた｡そんな時に倉田さんから､ ｢スリランカで手伝いをし

てくれないか｣と声をかけられ､ r行きます｣と返事をしたのである｡

今回の旅ではマータラの孤児院とハンバント一夕の孤児院を訪問し､日本の音楽と踊りを紹介して一緒に体験することを企画した｡用意し

た曲はAKB48の恋するフォーチュンクッキーと､新潟甚句である｡新潟甚句はCDに合わせて私が歌い､堀内さんが踊りを教えることにな

った｡歌と踊りを選んだのは､言葉がなくても通じるものがあると思ったこともあるし､私が趣味で民謡を習っていたこともある｡思いがけ

ないところで自分の身につけたものを活かせる場を得たのだ｡スリランカのものとは違う､珍しい日本の歌と踊りに触れて､どちらの孤児院

でも子ども達ははしゃいでいる様子だった｡中でも印象的だったのは､ハンバント一夕の孤児院で､歌も踊りもやり終えて片付けをしようと

した時のことだ｡薄暗い室内は夕日が差し込んでいた｡どの子が言い始めたのかわからないけれど､もう一度日本のトラディショナルな歌を

歌ってほしいと言う｡私は子どもたちに囲まれて新潟甚句を唄い､子どもたちがお礼にと､スリランカの歌を歌ってくれた｡派手な楽器も踊

りもないし､歌詞の意味もわかっていないけれど､歌いあえたことが無性に嬉しかった｡

彼らの普段の様子を私は見たことがないが､堀内さんはマータラの孤児院に滞在したことがあるという｡することがほとんどなく､日常に

変化がないらしい｡だからこそ私や堀内さんのような普段いない人､見かけない容姿をもつ存在が現れたこと､聞いたことのない音楽を持っ

てきて､見たことのない踊りを一緒に踊るというのは､とてつもない刺激に

なったのではないだろうか｡変化のない日々を根本的なところから解決する

方法ではないが､踊りや音楽は私たちがいなくてもできる｡多少継続性のあ

る刺激になることができたのではないかと思う｡

スリランカを離陸する時も夜だった｡来た時と同様に点在する光は見えた

り見えなかったりしていた｡しかし今は､まばらに見え隠れする光は木々に

埋もれるように立つ家々からわずかに漏れ出ている光であり､その中にも規

則的に光が配覆されていて､そういうところは締農に整備された道路だろう

と予想できた｡初めてスリランカを訪ねて得られたのは､自分を何かの役に

立てるという経験だけではない｡ただの観光ではきつと得られなかった､そ

の他に生きる人たちとの交流とその温かさだと感じている｡

新潟大学大学院　自然科学研究科　生物化学研究室　修士2年　渡選莱荊

7月3 1日　新潟市立白新中学校国際･地域交流委員会の皆さんからの招きで｢アどの会のその後｣としての授業で､岩本紗綾さんと共にお話｡

8月1日　　私立東京字館中村和美先生のクラスに｢旅のすすめ｣として堀内綾さんを講師として派遣｡

9月7日　　にいがたNGOネットウ-ク主催｢にいがた国瞭フェスティノUレ｣に参加｡

9月2 2日～29日　スリランカ､ハンバント一夕に調査スタディーツアー｡

1 0月2 5 ･ 2 6日　｢国際交流･協力団体発表展示会｣クロスパルにて参加｡

1 0月3 1日　新潟翠江高校｢世界の文化｣授業｡佐々木美恵さん･岩本紗綾さん講師

12月22日　｢フェスタ万代島2014｣に販売として参加｡

又アどの会特製カレーを1 0月2 4日の西新発田高校の文化祭にて､学生たちが作って販売｡ 1 1月1日も新潟青陵大字学園祭においてキーマカレ

ーを作って販売してくれたグループがありました｡本当に､皆様｢何かお役に立てますか?｣と言って､講師に呼んでくださったり､カレ-を販売し

て資金作り協力をして下さったり､いつもながら､心から今年もお世話になった方々に感謝申し上げます｡有難うございました｡

会長　倉田洋子
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1教育と琵境の｢爽｣企画室～煙(さら)めきの時代へ

インドの｢子どもの憩いの村｣で育った子どもたちを日本に呼びたい､私どもの住む新潟に連れて来たい､

それは､長年の願いであった｡

1998年暮れに出会った､暗闇の中で薄い布切れにくるまって一人うずくまる幼児の姿に衝撃を受け､私ども

は､ 2003年からこの活動を本格的に始めた｡遥かなインドで､私どもの夢と理想を｢我がもの｣として受け止

め､共同プロジェクトを展開してくれた､現地NGO･NEW HOPEの代表ローズ氏が､妻である副代表のMrs.Ruth

と息子のMr Ranjeetに託し､ 2003年の当初から暮らしていた､親のない4人の子ともたちを､自分の子ど

もとして登録･手続きをし､日本に派遣してくれたことに､今ここに､深く感謝の気持ちを捧げたい｡ 2014年9月15日21 : 00成田空港日本到着

これまで､幾多の試練と中傷誹講を身に受けた私どもであるが､現実に4人の子ともたちが､ ｢子どもの憩いの村｣で暮らしている､身寄りない多くの

子どもたちの代表として､成田空港に降り立ち､私の目の前に姿を現した時､私は､漢泥として流れる涙を止めることが出来なかった｡ ｢どう!これが心

をこめて育て上げた､私どもの子どもたちよ!みんな見て! ｣と､叫びたかった｡

子どもたちは､常に笑みを絶やすことなく､堂々と膿することなく､日本の誰もと接した｡彼らは日本語で､ ｢私はスフラマンヤムです｡インド人です｡

チルドレンズ･ビレッジで暮らしています｡｣何という清々しさであろう｡インド人としての誇りを持ち､しかも､日本人への畏敬の念を失わなかった子

どもたち｡私は､ただ嬉しかった｡誇らしかった｡

この企画にあたっては､初めから終わりまで協力を惜しまなかった新潟県青年海外協力協会事務局長の井口昭夫氏と､ 2013年暮れから協議を重ねた｡

1月には計画書を練り上げ､ 2月には関係機関への依頼状を発送し､重要機関の後援も取り付けた｡訪問先の学校の承諾も漕ぎつけた｡活動拠点となる､

新潟県立青少年研修センターの承認も頂いた｡しかし､思わぬ障害にぶち当たった｡親がなく､出自の明らかでない子どもたちのパスポート取得は容易

ではなかった｡

こうして､ ｢インドと日本の高校生の共学･交流in新潟｣の活動は始まった｡

全ての分野での､多くの皆さまのボランタリーなご協力なくしては､この事業は成立しなかった｡ただ､た

だ､その崇高な精神にこうべを垂れるのみである｡新潟県立青少年研修センターは､今後､国際交流面でのサ

ポートに対して､大きな役割を担うこととなろう｡初めてのケースとなったこういった活動に､施設を快く提

供してくださったことに敬意を表する｡

また､新潟県副知事をはじめ､いずれの表敬訪問先においても､インドの民間親善使節団として､子どもた

ちを温かく迎えてくださったことに感謝したい｡

9月17日新潟市友好会館でNネットを表敬訪問

新潟市立江南小学校では､地域の英会話サークルの皆さんが､通訳の全面的協力を弓lき受けてくださった｡インドの一行は､小学生の子どもたちの無

邪気な笑顔で､見る見る緊張を解きほぐし､異国の風土に溶け込んでいった｡

新潟市立西川中学校では､全校ランチのてんこ盛りの栗ごはんで､驚きのおもてなしをしてくださった｡生徒会が中心となって学校を案内し､恒例と

なっているクリスマスプレゼントを､今年も全校で実施すると約束してくれた｡

日本の高校生との共学･交流が今回の事業の主たる目的であるが､東京学館新潟高等学校は､見事なまでに応えてくださった｡全校生徒1､ 300人が

居並ぶ体育飴で､ブラスバンド部はインド国歌の生演奏で迎えてくれた｡高揚する雰囲気の中､両国の校　㌔

長先生のご挨拶とプレゼント交換｡校長Mrs.Ruthのスピーチに続いて､ 4人のインドの子どもたちのメ

ッセージ｡生徒会長の歓迎の挨拶｡最後のタンス部とのAKB48 ｢恋する･･･｣の共演は圧巻だった｡友情

のハイタッチ!全校生徒も感動したに違いない｡その後､茶道部から抹茶の正式な作法を受け､柔道部の

豪快な練習を見せていただき､名残惜しんで､学校を後にした｡

大字は､弥彦山が見下ろす田園の中､広々としたキャンバスを有する､新潟国際情報大学｡本年誕生し

た国際学部の学生との英語のミーティングは有意義であった｡ブルボンのキャラクターに似た温厚な平

山学長の訓話は､私どもの今後の活動に大きな示唆を与えるもので､愛情に溢れるお言葉は心に氾みた｡ 9月21日新潟ファイナルパーティーで｡

1週間生活を共にした高校生たち

本事業は､インドの高校生のみならず､ 1週間の生活を共にした日本の高校生にとっても､多くの刺激と啓発を受けたことと思う｡今後､インドと日

本の関係は､一段と重要性を増してくるであろう｡とにもかくにも､インドの有する日本の10倍もの人口は大きな資産となろう｡資源のない日本は､

技術や人材という大きな資産がある｡お互いが､おのれの長所を発揮し､若人が切瑳琢磨する共学･交流の機会は､今後も意図して持つべきであろう｡

最後に､東京字館新潟高等学校から頂いた､ ｢字館短歌集｣ (第四集2012-2013)に掲載されていた一句を紹介したい｡ (学校の許可をいただきました｡)

シヤーペンの芯の固さにF選ぶ僕の未来が折れないように　　山田　快さん

瑞々しい感性と切ないまでの心の叫びを思いやる｡若人の未来は遥かに､そして限りなく輝いている｡そう､これからはあなた方の時代だ｡

私ども大人は､煙めきの時代へ向かってひた駈けるあなた方を､ただ黙って見守り､見送るのみである｡あなた方の未来が折れないようにと願いながら｡

代表　片桐キロ子
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一新潟国際援助学生ボランティア協会

1.新潟囲僚フェスティバル(9月　7日)

ブース出展し､ラオス雑貨の販売や民族衣装の展示などを行いました｡

2.ラオス研修旅行(12月　20日～27日)

今年度は､新潟県立大学の学生4名､上越教育大学の大学院生1名､社会人2名でラオス･スタディツアーを実施しました｡

サウナケ-ト県サイやペット村には3年連続で訪問し､親交を深めました｡当会が建設を支援した学校図書館に図書の追加寄贈を行うとともに､先

生方と利用状況や今後の展望について意見交換を行いました｡以前は小中学校しかなかった村ですが､子どもの数が増え､中学校校舎を利用してその

まま高校まで併設して運用している状態でした｡図書の内容もそれに合わせて､見直しを進める必要がありそうです｡

図書館ミーティング

宿泊では､プ-タイ族の皆さんが暮らすフォンヤナン村にお世話になりました｡ 400年以上前に

できた村だと､巨大な古木を見上げながら誇らしげに話す人々の表情が素敵な村です｡同村の小学校

には図書室は無いため､管理用の箱入り図書セットを寄贈し､子ども達と交流しました｡ ｢おむすび

ころりん｣の紙芝居に始まって､最後はひたすら追いかけっこに!

研修最後は世界文化遺産都市ルアンプラバンへ｡古都でランサーン王国の歴史などを学ぶとともに､

世界的観光地の現状を実感しました｡ちょうどモン族のお正月『ピー･マイ･モン』が開催されてい

たので祭会場にも行きました｡モン族の華やかな衣装も､素材やデザインがどんどん現代的になって

いる様子が大変興味深いものでした｡

｢今回のラオスツアーでは､ラオスの人たちとの交流が印象的でした｡特に､滞在したフォンヤナン村の子どもたちの､明るく元気な姿に

驚き､大人の方たちとの宴では､その温かさに触れることができました｡今回のツアーで､改めてラオスの魅力を知ることができました｡｣

(新潟県立大･川嶋志歩さん)

フォンヤナン村歓迎ハーシー

lら･なぶう～インド･バンクラ訪問

フォンヤナンの子とも達と 小学校で紙芝居

NASVIA事務局　原口央

インド･バングラデシュの結婚式に参加するために､両国を訪問してきました｡

12月23日から1月2日までで､クリスマスや新年を外国で迎える初めての体験です｡新郎新婦二人とも東京で働い

ていますが､長岡技大の留学生でした｡私たちをホストプアザ一･マザーとして招待してくれたのです｡異国の結婚

式は興味深いですし､どこの国でも楽しいものでしょう｡特に今回は､彼らの日本での生活や勉強､就職の苦労を見

ていただけに嬉しさもひとしおです｡感激でした｡

そして第2の目的であるところの､フェアトレード団体訪問も忘れていません｡が､何しろ両　r/警≡

国の時間の流れは｢新潟時間｣なんてものでは無いのです｡街中いたるところにあふれかえる人

とモノと色と音と･･･とにかくすべてが私の許容範囲を超えている両国ですから､移動も一苦労｡

その毒気?にやられて帰国後もまだ頭がザウザウした感じです｡両国とも生産者を訪ねる事は難

しかったので､団体の経営するショップに行くことができました｡

ショップは､インド･バンクラとは思えないほど(笑)　落ち着いていて整然としていて､安心できる空間でした｡笑顔がサービスと言う考え方が無

い国にあって､笑顔で対応してくれる店でした｡喧嘩の中のオアシス-｡ ｢ら･なぶぅ｣も見習いたいところです｡ショップ訪問はまさに｢ネコにかつお

ぶし｣日本では見慣れないデザインなど仕入れができましたので､新年から店頭に並べます｡よかったら､お出かけください｡

店主　若井由佳子
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新潟国際ボランティアセンター(NVC) 2014年7月～12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4回開催しました｡

① 2014年7月27日､新潟市市民活動支援センターにて､ ｢世界を知り､できることを学ぶ～紛争が招いた悪魔

の兵器とは～｣を開催しました｡講師として､難民を助ける会(AA 良)の堀越芳乃きんをお招きしました｡

参加者は10名｡緊急支援･地雷対策を中心に学び､私たちにできること､も同時に学びました｡

② 2014年9月13日､新潟市市民活動支援センターにて､ ｢国際協力と地域づくり～住民主導の地域づくりとは～｣を開催しました｡講師として､

ソムニードの竹内ゆみ子さんをお招きしました｡参加者は11名｡国際協力と地域づくりの関係や､地方NGOだからこそできることについて､

事例を聴き､新潟での可能性を模索しました｡

③ 2014年10月12日､バザー会場のピアBandaiにて､参加型ワークショップ､フードマイレージ～私たちの食べ物はどこから来るのか?～を

実施しました｡フードマイレージが高くなることのデメリットから､今後の私たちの食を海外に頼ってばかりでいいのかを､ 7名の参加という

少人数を活かし､活発に議論を行うことができました｡新しく運営に参加してくれるようになった学生スタッフさんが大活躍してくれました｡

今後の活躍が期待できます｡

㊨ 11月の知る講座は､コンゴ民主共和国出身の元子ども兵士であるミシェル･テクウニネ氏をお招きして､少年

兵とは何か､最悪の形態の児童労働とは何か､について学びました｡三シェルさんが少年兵として体験させられ

たことはあまりにも幸いことが多く､今でも思い出しては､苦しくなってしまうことがあるそうです｡しかし､

そのような状況にも関わらず苦しくても前を向いて進んで行きたい､という強い意志を感じました｡また､通訳

とワークショップのフアシリテ一夕ーを勤めてくださった天野さんからは｢私たち一人ひとりには素晴らしい

〟GiFt〝があり､それを活かして国際協力ができる｣という楽しいワークショップを体験することができました｡　L

-　　　　　　　　　　ーIA

自分自身を見つめなおし､そして自分自身でも何かできるんだ!と希望を持つことができました｡参加者は約80人｡

会場は熱気に包まれ､一人一人が三シェルさんのお話を聞き､一人一人ができることについて活発に意見交換を行っていました｡

2015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｡

◆小学校建設事業:村に新しい学校ができました! ◆

ベトナムのホーチミン市から約2時間のところにあるピンカンドン村では小学校の老朽化が深刻な問題となって

いました｡また､教室の数も足りなく､ 100人以上の児童が川を越えて遠くにある別の学校に通わなくてはなりませ

んでした｡こともたちは毎日何キロもの距離を歩くのが大変でした｡こういった状況を改善し､こどもたちが教育を

受けられる機会を提供するために､新しい空色の校舎2教室の建設を行いました｡新しい教室に村のこども達や保護

者をはじめとした大人の方々も大喜びしてくれています｡　　　　　　　　竣工式でのテープカット｡新潟の子育て支援団体トキっ子くらぶさんと

日本郵政グループ労働組合信越地方本部新潟連絡協議会とNVCを応援してくださる皆様のご支援により完成しました!

◆スタディツア12014のご報告◆

2014年8月30-9月4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｡参加者の

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､フェアトレード事業などの現場

に触れてもらいました｡今年は現地の方々と今まで以上に密に交流ができるプランをご用意｡それによってより一層

縛が深まり､帰国後も現地の方々と交流を続けている人が多いそうです｡新潟とベトナムのかけ橋になっていただき､

感謝しております｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こともたちとの交流の様子

◆インターン留学生　レ･ティ･ルアさん大活躍♪◆

2014年8月から9月にかけて､ NVCはインターンさんをお迎えし､事務局業務を体験してもらいました｡イン

ターンを務めてくれたのはNVCと緑が深いベトナムから来た留学生レ･ティ･ルアさん｡ルアさんはベトナム語の

翻訳作業､ベトナム料理やベトナム文化の紹介､など多方面に渡って大活躍してくれました. NVCは今後も多くの

若い世代の方々にNGO業務を体験してもらいスキルアップできるような人材育成プログラムを充実していきます｡

スタツア説明会でへトナムの文化､社会､習慣について説明するルアさん

◆第26回変のかけ橋パザ-&フェスタ報告◆

2014年10月11日･ 12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26回NVC愛のかけ橋バザー&フェスタを開催しました｡ ｢ここから世界にHappyを届けよう! ｣をコンセプト

ににぎやかな雰囲気で､多くの方にご乗場いただきました｡ご協力くださった皆様､本当にありがとうございました｡

たくさんの品物が並び､オープン前から人が並ぶ程でした

NVC事務局長　三上杏里
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沌紺頼I

スタッフ集合写真

【イギリス出身のナクーシャからのコメント】
'JThe Niigata lnternationaF Festival was ｢eaJty fun and I thoroughly enjoyed myself.

It was interesting Learnlng about different cultures and meeting new peop一e.

ITm looking forward to the next one."

｢新潟インターナショナルフェスティバルは本削こ面白く､私自身､心底楽しむことができました｡

異文化について知ること､そして人と出合えたことが楽しかったです｡次の開催も楽しみにしています｡ ｣

#入会のお願い～私たちと-緒に国際協力しませんか～

にいがたNGOネットワークは､ミ地球家族の幸せのためにミ結成したものです｡

より多くの人が参画することにより､発展途上国等への協力活動が活性化していきます｡皆様のご入会をお願い申し上げます｡

●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俸lo,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

みなさんは､スマホをお使いですか｡それともガラケーでしょうか｡スマ-トフォンからNネットのホームページをご覧いただく方のために､

ホームページを少しずつスマホ対応ページに直しています｡そういう私は携帯を手放して1年が経ちました｡出先から公衆電話を利用すること

もあります｡ニュージーランドでは､便利な道具がなくても工夫して手作りする楽しさを経験しました｡住まいもエネルギーも食料も自給自足｡

テレビや水洗トイレのない生活で､ふと日本が恋しくなった時はフェイスブックを開いて元気をもらいました｡ r帰国報告会～ニュージーランド

の有機農業と自給自足の暮らし｣に参加して下さった方から､海外での経験を地元新潟での活動にどのように活かす予定かと聞かれました｡

そろそろ落ち着かないと･.･豆頁ではわかっているのですが､心は今年も南半球へ飛んで行きます｡ ( 4月中旬までニュージーランドです｡)

大出恭子

苛､ミ足13F一芸叫法崩:f'人　lこい-II;･一丁-I NGOネットワーク事務局

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

E-mai一 : nnet@niigata-ngo.org URL: http://www.n=gata-ngo.org


