
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､発展途上回等に教育支援､医棲支援などを行っている国際協力　NGOとサボ-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o

主な活動

●会員の国際協力活動への支援　●寓際協力活動の普及啓発　●鼠牒協力活動を担う人材育成　●告少年の国襟理解を進めるための研究会の開催

lネパール地農被災者救援募金活軌こついて(第一期報告)

Nネットでは､ 4月25日に発生した大地震で死者が9′000人近くに達し､支援を必要とする者が国民の約3割に及ぶなど甚大な被

害を被ったネパールの被災者を救援するため､募金活動に取り組んできましたが､この度､お寄せいただいた募金全額(490′114円)

を､被災地で懸命に救援活動に取り組んでいる認定NPO法人｢シャプラニール=市民による海外協力の会｣に送金いたしました｡シ

ャプラニールの活動については､ http://www.shaplaneer.org/をご覧ください｡募金をお寄せいただいた皆様に､心より感謝いた

します｡

また､ 5月3日～5日の万代アースフェスタの出展者の皆様､ 5月31日に新潟駅前･伊勢丹前･古町十字路で行った街頭募金活動

に参加された会員や新潟県立大学生･日本文理高校生･新潟青陵高校生の皆様､募金箱を置いていただいたフェアトレードショップ

Saiと新潟市国際交流協会など､募金活動にご協力いただいた皆様にも､あらためて御礼申し上げます｡

報道によれば､被災地の復旧･復興は容易ではなく､これからも国際的な支援を求めています｡ Nネットでは､引き続き募金活動を

行っていきますので､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　鳥屋野支店(店番号: 2　6　8)

口座種別　普通預金　口座番号　1 3　4 1 5　9　0

口座名称　Nネット　ネパール地震募金

事務局長　小畑正敏

rネパール地震災害救援募金活動に参加して｣

今年の4月25日にネパールで発生したマグニチュード7以上の地震｡それを聞いたのは当日のニュース番組でした｡最初の認識は

｢海外で大きな地震が起きた｣ -それだけで済ませてしまいました｡ですが被害は想像以上に甚大で残酷でした｡この地震による犠牲

者はネパールだけで8′000人｡大きな余震が続く中､家や店は全壊して多くの人々が野外生活をしています｡被害はネパールだけでな

く､インドや中国､バングラデシュなどにも及びました｡この話を聞いて私は只事ではないと思い､ネパール地震災害救援募金活動に

参加することにしました｡当日は万代シティで募金活動を行いました｡募金をしてくれる方は､全体的に高齢の方や家族連れの小さな

子ともたちが多く､十代の若い人にはあまり関心がないように見受けられましたが､多くの方々から協力していただきありがたく思い

ました｡この募金が地震の被害に遭われた方々の役に立つことを心から願っています｡

日本文理高等学校3年生　小野太樹



｢27年度通常総会を振り返って｣

始めに､多くのご来賓と会員各位の出席を得て､大変有意義な総会を開催できましたことを感謝申し上げます｡

2 6年度の活動は､ ｢にいがたN G Oネットワーク｣の存在意義は何かを改めて問い直す中で開始されました｡その結果､これまでの

事業を踏襲しつつも会員各位の熱意によって､一つ一つの事業をより充実させることができたことをありがたく思います｡

国際教育研究会､にいがた国際フェスティバルではアイ辛やンの吉田文氏を､国際協力人材育成セミナーではJ A N I Cの堀内葵氏を

お招きして意義深い研修を行うことができ､加えて全国規模の協力体制の足掛かりを築くことができました｡その他､国際フェスティバ

ルのスタンプラリー景品を提供してくださった方々､国際教育研究会で発表していただいた先生方に心から御礼申し上げます｡

また､ネパール地震災害救援募金では､新潟青陵高校生､日本文理高校生が参加して若い力を発揮してくれたのも嬉しいことでした｡

さて､ 2 7年度は､これまで新潟市内で行っていた活動を､他の地域にも広げてはというご意見を受けてぜひ実現して行きたいと考え

ています｡ 9月6日のにいがた国際フェスティバルは､ふるさと村を会場に実施することになりました｡フェスティバルには多くの大学

生や高校生の力を借りなくてはなりませんが､加えて会員各位の多数のご参加を願っております｡

今次総会のあと､ N V C (新潟国際ボランティアセンター)事務局長三上杏里氏から｢これからの新潟における国際協力N G Oの役割

と可能性｣と題してご講演いただきました｡ ｢活動の楽しさをアピールする｣､ ｢国際協力の経験を新潟で活かす｣､ ｢協働=自治体･企業･

学校･市民と繋がる｣等々の提言は､今後の活動に大いに参考にして行きたいと考えています｡

理事長　荒幸男

#にいがたNGOネットウ-ク～活動報告(平成27年1月～6月)

1　事業関係

1)平成26年度Ei]際協力人材育成セミナーを開催(主催: Nネット､新潟県国際交流協会(委託))

副題　国境を越える理由/国際協力という生き方を選んだ人たち

日程　2月28日(土)､クロスパル3F多目的ルーム

参加　講師を含め48人(うち大学生･高校生14人)

講演　｢いま､この時代に､なぜ『国際協力』か　～若者にできることを考える～｣

講師　堀内葵氏: (特活)国際協力NGOセンター[JANIC]調査提言グループ

リビングライブラリー(人間図書館) *コーディネーター　金子洋二氏: NVC代表理事

語ワ部(本)　堀内葵氏､三上杏里氏､松栄容住民､佐藤孝輔氏､本田龍輔氏

2)ネパール地震被災者救援募金活動に取組み

募金活動　募金口座開設､万代アースフェスタ､街頭募金(5月31日､新潟市内3カ所)､

フェアトレードショップsai ･新潟市国際交流協会に募金箱設置など

募金額　　490′114円

送金　　　6月16日に認定NPO法人｢シャプラニール=市民による海外協力の会｣へ募金全額を送金

今後　　　当面､ 11月開催予定の第2回理事会まで募金活動を継続

3)万代アースフェスタ2015に参加(協力団体としてNネット表記)

日程　平成27年5月3日(日) ～5日(火)

会場　万代シティ(出展場所はワールドヴィレッジ)

出展　民際センター､ナル二ア､新潟アどの会､ NVC､ NASVIA･ラオスク､ Rerun､ソーンクン

依頼を受け｢キッスコーナー｣を運営(新潟県国際交流協会協力)

2　広報関係　会報発行13号　平成27年1月　　400部

3　会誌関係等(三役･事務局)

3月15日新潟日報社主催｢復興フォーラム｣に参加　*メディアシップ

4月19日平成26年度第4回理事会(理事･監事11人(書面表決除く)､オブザーバー1人出席)

*クロスパル

平成27年度事業計画･収支予算､特別準備金設置を議漢

4月22日新潟県国際交流協会主催｢国際交流連絡会議｣に出席　*朱鷺メッセ
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5月16日新潟市国際交流協会主催｢にいがた国際交流･協力団体ネットワーク会議｣に出席　*クロスパル



6月14日平成27年度第1回理事会(理事･監事10人(書面表決除く)､オブザーバー1人出席)　*クロスパル

平成27年度通常総会付議事項を議決

6月14日　平成27年度通常総会(来賓含め23人出席)　*クロスパル

平成26年度事業報告･決算､平成27年度事業計画･予算を議決

記念講演　講師:三上杏里氏(NVC副代表兼事務局長)

4　今後の主な予定

第6回にいがた国際フェスティバルを開催(9月6日(日)､新潟ふるさと村)

第8回国際教育研究会を開催(9月26日(士)､クロスパル)

国際交流･国際協力団体発表展示会に出展(10月23日～25日､クロスパル､新潟市国際交流協会主催)

5　その他

｢動くう動かす｣フレンズ会員に登録　地p://www･=gokuUgokasu.jp/

｢ソーシャルアクションリンク｣と相互リンク　http=//www.soc■al-action-ring.org/) 事務局長　小畑正敏

r国際協力人材育成セミナー　国境を越える理由　～国際協力という生き方を選んだ人たち～｣

･jE>. I z!　　　　ト

新潟県国際交流協会と毎年共同開催するこのセミナーですが､今年の内容は､海を越えて活躍する若者たちが増えている現状に着

目し､その多様なライフスタイルにふれていただく企画となりました0 2月28日､クロスパルにいがたの多目的ルームを会場に､約

50人の参加者を得て開催されました｡

第1部は国際協力NGOセンー(JANIC)の調査提言グループで活躍する堀内葵さんより､ ｢いま､この時代に､なぜ『国際協力』

か　～若者にできることを考える～｣と題した講演をいただきました｡学生の頃から｢水｣を中心とした環境分野の活動を続けてき

た堀内さん｡現職(JANIC)ではミレニアム開発目標(MDGs)達成に向けた提言や､外務省とNGOの定期協議会のコーディネイト

など､第一線で活躍中ですo講演では､国際NGOの現状と現場で活躍するスタッフのみなさんの素顔を､初心者にもわかりやすくお

話いただきましたoこの世界に身を投じる人々の傾向として､ ｢楽しんでいる｣ ｢やりたいことをやっている｣ ｢想いを共有している｣

といったお話が印象的でした｡

第2部は｢人間図書館-LivingLibrary-｣と題し､堀内さんに加えて以下の4人のゲストをお招きし､一人ひとりの人生を一冊の

物語に見立ててご本人の｢生語り｣を味わうワークショップを行いました｡

･佐藤孝輔さん　にいがたフェアトレード推進委員会共同代表

･本田龍輔さんJICA新潟デスク国際協力推進員(当時)

･松栄容佳さん　新潟県立大学国際交流サークルNicolve前代表､ NVC新潟国際ボランティアセンター奨学金事業担当運営委員

･三上杏里さん　NVC新潟国際ボランティアセンター副代表兼事務局長｡

これらの｢語り部｣を少グループに分かれて囲み､活動を始めたきっかけやそこにかける想いを聞くとともに､参加者それぞれの

想いを交わしました｡想いと想いが共鳴し､会場のあちこちで｢心が動く｣場面が繰り広げられました｡

海外に出たり関わったりする動機や理由は様々だと思いますが､共通することはこの｢心が動く｣ことです｡心が動かなければ､

国際社会はもちろん､身近な地域だってつくれはしないでしょう｡国境を越えて人々とふれあう時､自分の中の｢心を動かす力｣が

磨かれます｡国際協力活動が持つそんなパワーを身近に感じられたセミナーでした｡　　　　　　　　　　　　金子洋二



i新潟アどの会　2015年1月～6月までの活動

1月14日

2月14日

2月20日

3月24日

5月3 ･4日

5月26日

新潟県国際交流協会より依頼を受けて､五泉高等学校にて倉田洋子が｢支えあう力｣と題して講演.

] i C Aタウンミーティングに民間N GO側として参加｡堀内綾さんが現地での活動をアピ会代表で報告｡

会場参加者からの質問に渡辺莱荊さん､岩本紗綾さんがサポートに加わった｡

夢の橋さんからチャリティーコンサートのご招待を受ける｡

荒川久美子さんの美声と相馬上子さんの素晴らしいピアノ演奏に感激!暫し時を忘れる!

｢祝卒業カレーパーティ｣を開催｡堀内綾さん､渡辺莱荊さんを送る会｡

涙､涙の楽しいお別れ会となりました｡有難う!綬さん､莱荊さん!

｢万代アースフェスタ｣に参加｡

新潟市立小針中学校にて国際埋角引受業｡倉田洋子と岩本紗綾が講師となった｡

] I CAタウンミーティングに出席した学生

渡達､堀内､岩本

万代アースフェスタ　　　　　　　　　小針中学校国際理解授業

岩本紗綾　国際情報大字3年

6月2 4日　　(一社)日本住宅協会より｢平成2 6年度国際居住年奨励賞｣を受昌｡

昨年､新潟アどの会の1 9年間を纏める必要性を感じた所､偶然この応募を発見｡アピ会の総まとめ記念として応募した所､ ｢奨

励賞｣を頂く事になった｡この昌を戴いて驚いたのは､アピ会の他関係者の皆様から一杯お祝いの言葉を頂戴した事でした｡確か

に日本全国から応募したN P O′ N G Oの中から選ばれた事は大変嬉しいことでした｡今までも新潟ふれあい基金から助成金を頂

いたり､ソロプチミストさんや白新中学校の生徒達の往ie員募金や故人の寄付金を頂いたり､カレー販売の売り上げ等で､これまで

のスリランカでの活動を続ける事ができましたので､今までアピ会を支えて下さった全ての関係者の皆様とスタッフの努力のお蔭

で､この奨励賞を頂いたのだと思いました｡本当に皆様､有難うございました!

漂プ　　私達の活動は決して~人では出来るものでは無いし､次の

こ毒親　世代に｢人を思いやる優しさ=国益｣に為ることを伝えて行

｢平成2 6年度国際居住年奨励賞｣受買式にて
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く必要性があります｡手を伸ばせば何でも出来るこの国に生

まれた私達は､国力が不安定な開発途上国に生まれたがゆえ

に絶望の中で､貧困と闘っている他国の人達の側にも行く事

が出来ます｡私達は只々､彼らの純粋さに胸打たれて､感動

と感謝と共にこの活動を1 9年間やらせて頂きました｡ナン

テ幸せで巽沢な人生を歩ませて頂いているのかと思います｡

次はこの道に入った人にしか分からない素晴らしさと学び

を次の世代に明るく楽しく豊かに笑顔で､伝えて行くのが私

達の仕事ではないのかと思っています｡

会長　倉田洋子



tミャンマーの医療を支援する会～活動幸ほ(2015年1月～6月)

3月4日から6日まで､ 24回目の訪緬｡ヤンゴン市内は高層ビルの建設ラッシュ｡外国からの来訪者が飛躍的に多くなったので､ホテ

ルの宿泊料は4倍に跳ね上がり､不動産バブルである｡

まず､ジャンボテニススクールから寄付されたテニスウエアをスポーツ省三ヤンマーテニス協会に寄贈した｡

第二医科大芋へは新潟大学医学部から払い下げてもらったPCRと分光光度計を持参｡さらにニチレイバイオサイエンスから提供された抗

体を渡した(図1)0

サンピュア病院のヤデナ医師の病棟には酸素ボンベが沢山置いてあった(図2)｡以前､酸素濃縮機を寄付したが､停電の多いミャンマ

ーではあまり役にたたないので､酸素ボンベに切り替えたという｡病院の経費でまかないきれないが､幸い現地のNPOが酸素ボンベの支

援をしてくれているという｡

図1抗体と機器の寄贈　　　　　　　　　　図2　病棟の酸素ボンベ

5月19日から23日まで25回目の訪緬｡新たなミャンマープロジェクトの協議のため､ 7名で訪緬｡

顕微鏡や気管支鏡など､多量の機材を運んだ｡

図3　顕微鏡の組立

第二医科大字で培養細胞観察用1台と通常の顕微鏡2台を組み立てた(図3) ｡病理と生化学の教科書も持参した｡

ヤンゴン第一医科大学の病理にも抗体を供与した｡

サンピュア病院ではヤデナ医師に新潟医療センターから供与された気管支鏡と光源装置を渡した(図4) ｡

経済活況に湧くミャンマー｡しかし､病院や大字の中は何も変わらないのが現状で､これまでと変わらぬ支援が必

要とされている｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4　気管支鏡供与

JN PO法人新潟国際援助学生ボランティア協会(NASVI A)

内藤邑

5月3日～5日の三日間､新潟市万代シティで行われた｢万代シティアースフェスタ2015｣にブースを出しました｡募金や民族衣装

の試着などを行いました｡

5月2 3日､ 2 4日に東京の代々木公園で行われた｢ラオスフェスティバル2015｣にて､ラオスの学校図書館建設･運営などでお世

話になっている､民際センター様のブースにお伺いし､一緒に募金や水運び体験の案内などをしました｡今年は日本･ラオス外交関係樹

立6 0周年記念ということもあり､会場には例年以上の参加者が訪れていました｡

事務局　原口央
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#教育と環境のr爽｣企画室

i?2015年5月　24日､サイクEjン災害を乗り越え､学校給食棟･設備が完了

一　､~ ､▲､~

*

令5月　24日､窓に怯ガラスの窓枠が蔽められ､風のEHま､揺こりも入らず､サイクロンでも雨が吹き込ま

ず､清潔な環境で食事が出来るようになりました｡

軍でt　･

令明るくクリーンな学校給食棟は､調理室と食堂が連結しています｡子どもたちは､カウンタ-でトレ

ーを受け取ります｡太陽光発電､給食棟専用の井戸掘削､テーブル･いす､調理用具や食器も整備し､給

食は6月から始まりました｡

日本を遠く離れたインドの辺地にある､現地NGOと共同で始めた､家なき子らの自立支援センター｢子どもの憩いの村｣の建

設･運営は､ 2015年で13年を経過する｡その間､一合目､二合目と踏みしめながら登る登山のように､少しずつ施設･設備を

整備してきた｡それは､子ともたちの生活を丸ごと支えようとする死に物狂いの活動であり､幾多の挫折をかいくぐっての成果と

いえる｡

2013年4月から始めた､建物としては最後となる学校給食棟建設であった｡しかし､ 2014年10月に襲ったサイクロンで､

建物は壊れ､資材は飛散し､その復帰や施設･設備の整備に関しては､現地NGOの並々ならぬ努力があった｡私どもも緊急支援

金$6′600を送金､激励し続けた｡荒れ果てた敷地の整備､農園の復活には､子どもたちも協力した｡ 2015年5月には､給食用

の井戸や太陽光発電設備が完成した｡学校給食プロジェクトの最終段階の農園の整備は､現在も着々と進められ､無農薬､有機肥

料による食材の70%を供給するまでになった｡

｢食育｣は､教育の3本柱となる､知育､徳育､そして体育の､いわば土台とも位置づけられる｡栄養豊かな美味しい食事の

提供は､子ともたちの体や脳の成長のみならず､精神を安定させ､心豊かな生活を保障する｡周辺の貧しい農村には､昼食の用意

もままならぬがゆえに通学させることを断念する家庭も多い｡日本では､義務教育ではごく当然である学校給食であるが､学校給

食の普及が遅れていた60年前ごろまでは､弁当を持たせることが容

易でない家庭も多く､子どもたちの体格も体力も現在より格段に劣っ

ていた｡

以上のことから､学校給食は､学校教育と社会事情の両面のために

重要不可欠である｡今後さらに､農業や食生活の改善は､保護者･住

民にも広く啓発していこうと考えている｡また､清潔に配慮し､テー

ブルでいすに腰掛けて食べる､世界に通用するマナーも身につけさせ

たい｡インドでも､スプーンやフォークで食事することが当たり前に

なる時代が､もう眼前に迫っているのである｡

6
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*新潟国際ボランティアセンタ- (NVC) 2015年1月～6月までの活動報告

◆フェアトレード事業地である孤児院とシェルターを訪問してきました｡ ◆

｢私たちこんなにミシンが上手になったの!今度は洋服を作りたい!大きいサイズのバックだって作ってみたい! ｣

ベトナムのロンアン省にあるキムチシェルターで2月に訪問した私たちを迎えてくれたのは､ミシンを練習して/ポーチを作ることがで

きた喜びをまばゆい笑顔と共に伝えてくれた女の子たちでした｡

NVCのフェアトレード事業は､ 2014年に開始したばかりです｡シェルターでは食料品を初めとして

様々なものが不足しがちであり､その生活環境は過酷です｡しかし､彼女たちはそのような状況にあり

ながら将来的に自分の力で生きていくためにミシン技術を習得したいと希望しており､ NVCはそれを達

成するためにミシンの寄付やミシンの先生を雇用するための支援､サンプル作成の為の原材料支援など

をしています｡

彼女たちは1年前までミシンを使ったこともありませんでした｡それが今や堂々とした姿でミシンの

前に座り､手慣れた手つきでミシンを動かすことができるようになりました｡できあがった品物を私た

ちに見せてくれる姿には自分を信じる力(?)の様なものも感じます｡フェアトレード事業は開始した

ばかりでこれから越えなくてはならない課題が山積していますが､これからも彼女たちの笑顔を守って

いくためにNVCは支援を続けたいと思いますC

◆奨学金支援事業:授与式に参加してきました◆

｢奨学金を受けることによって学業を続けることができる｡学士を修得できれば､良い

条件の企業に就職することができて､貧困から抜け出せる｡貧困から抜け出すことができ

たら､自分の身の回りの人に恩返しをし､社会に貢献していきたい｡｣

2月に参加した奨学金授与式にてベトナムの奨学生が語った言葉です｡

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17年間に約1.000人に対して奨学金を支給してきました｡

学問を続けることができる喜び､将来の夢､そして周囲の人々や社会に対して自分は役目

を果す､という強い意志を感じました｡こういった未来を担う若者を応援することは非常

に重要であると思っています｡

◆開発教育･啓発講座を開催しました♪◆

2015年1月17日､田から屋にて､ ｢NGOの国際協力活動を知る～ラオスの農村開発で

直面する課題とは～｣を開催しました｡講師として､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ました｡参加者は16名｡実例を通して､国際協力の現場で直面する

課題について学びました｡

また､ 2015年5月16日､新潟市市民活動支援センター(ニコットNCCT)にて､ ｢貿

易ゲーム～世界の不平等が分かる! ?～｣を開催しました｡参加者は19名｡貿易ゲームを

通して世界の貧困システムがどのようにして起こるのか｡自由貿易のはずなのになぜ発展途

上国が不利な立場に追いやられてしまうのかについてシュミレーション形式で学べるこの

ゲームは参加した多くの方が｢充実した学びの時間だった! ｣と嬉しい感想を寄せてくれま

した｡

◆小学校建設事業:建設後の小学校の状況を確認してきました◆

2014年8月に支援をし､建設が完了したベンチエ省ピンカンドン村の小学校を訪問して

きました｡教室不足で川を越えた遠くの学校へ通わざるを得なかった子ども達は､今はそん

な心配は無くなりました｡元気で勉強するこどもたちの姿を確認できました｡

事務局長　三上杏里
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t新潟国際牽術学院1月～6月の活動報告

0 1月15日～2月6日　　藩陽師範大学4名｢佐渡短期留学｣を実施0

0 4月8日～4月28日　　広西芸術大字4名｢佐渡短期留学｣を実施0

0 4月15日～4月26日　2015中国写生交流団12名｢佐渡写生研修｣を実施｡

0 4月12日～5月2日　　潰陽師範大学6名｢佐渡短期留学｣を実施0

新潟国際藍術学院7月以降の活動予定

07月10日～13日

第1 5回国際水彩画大会IN NIIGATA ｢国際水彩画交流展｣併催｢佐渡ジオパーク｣を描く展を新潟県民会館で開催

出品作品は各国の代表画家の作品と国際水彩画会員の作品｡ 15周年記念､特別企画として各国の画家たちが佐渡を訪れ､佐渡の

ジオパークを描いた作品を展示します｡

0 7月～9月　｢佐渡短期留学｣ ｢佐渡写生研修｣の実施｡

0 11月3日　｢第四回佐渡道の駅国際芸術祭｣開催

学院長束冨有

t NPO法人アジアクラフトリンク　2015年度事業計画書(莱)

A:碁本計画

1 ､自己努力による自立をコンセプトにして､現地素材と日本デザインの融合で付加価値のある物作りによる地域支援を継続して目指します｡

いわばミャンマー版一村一品運動の実行です｡

2 ､活動資金獲得の多様化をめざして､収益事業のほかに会費､寄付､助成金､そして委託金の分野を広げて活動の安定化を作ります

3､国内で(仮)認定NPO取得目指します

4､ミャンマー政府とのrJ10∪締結を申請中です｡ 2015年5月にミャンマーで120番目､うち日本関係では13番目のi -NGO団体の認可を受けま

した｡その後ミヤンマ-政府組合省小規模工業庁(C0-Operative Ministry′ small Scale Industry Department =SSID)との間でMemo of

Understanding (MOU)の締結申請を行いました｡今秋取得を期待しています｡

5､ MOU取得後､ ] I CAへ草の根パートナー型支援の申請を行います｡

申請が認可されるとミャンマーでの国際NGO関係事業として初めての-村一品運動支援による貧困対策､地域自立支援事業となり､周囲の期待に応

えたいと考えています｡

6 ､ミャンマーの生産組合をフェアトレードのコア団体として国際認証申請の検討に入ります

7 ､上記活動に対応できる組織にするために､人材募集を開始します

S



メインは] I C AのPartnerシステムを通じて海外活動が出来る方の募集です｡

国内でも､会計に強い方､交渉に強い方､マネジメントに強い方などの募集を開始します

いずれも､当方の活動コンセプトに共感できる方が必要条件になります

B:国内事業

国内事業は広範囲での活動アピールと資金獲得による支持基盤の強化とそれを実施する事での組織強化です

1､ (イ反)認定NPO法人の申請予定です

1)当方を理解されている企業へ当NPOのPRと支援要請(法人会員加入､寄付要請)をします

2)ミャンマーでの縫製教育支援に日本の関連企業へ協力要請します

3)一般市民へのPR活動を兼ねて寄付要請を広げます

4)国内の事務能力を高めます

2､自己資金の獲得

1)会費獲得　会員数の拡充を目指します

2)収益事業の顧客開拓を目指します｡特に2015年9月の展示会は出展ブースを2倍に拡充します

3 )ネット販売は活動アピールと顧客要望の聞き取りが直接できますので､力点を置いています｡

3､助成金､公的委託金の獲得

事業実績が上がるに従い外部へのアピールを広めて､助成資金獲得をめざします

4､フェアトレードショップ　sai　はアンテナショップと自立できる店舗運営の両面を確立していきます

C:海外(ミャンマー)事業

海外事業では世界に通用する物つくりの実行です｡それによって人材育成と自立を目指しています｡

1､ i -N GO認定受けてMOU締結後は正式事務所の設置を検討しています｡

2 ､人材募集､プロジェクトマネージャー含め日本人スタッフ複数名､現地スタッフ複数名を検討しています

3､木工関係事業

1 )技術センターの取得と運営=ミャンマー事務所兼用として考えています

2)デザインや市場情報も収集するようにします

3) 2年継続した技術講習会の3年目を計画します(バゴー市で実施)

4､植林事業の計画

活動地マハセリ地区のパゴダ

5 ､繊維関係事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木工組合と植林打ち合わせ

1 ) 2010､ 2011年に新潟県国際交流JS＼れあい基金の助成事業として実施した縫製教育支援が現地で縫製教育として2学校で定着して継続して

おります｡次年度で実施校を12校増やして､全14校に拡充予定です｡それに伴うミシンの寄贈を計画しています｡

2 )縫製技術向上の為に腕を磨く機会の提供を検討=　具体的例として中古着物生地をコンテナ1個分寄付して､それをハンドバック､洋服な

どの再生品作りで縫製する時間を増やす計画です｡これは日本国内では､焼却処分品の再利用による省資源活動事業とも関連します

3 )実用的技術取得支援案として､工業用ミシンで実地の縫製教育を検討します｡

そのためにミャンマー政府､学校､縫製工業3者の要望のまとめを当N POが動きます｡

4)コットンやシルクショールの草木染･手紡ぎ･手紬事業は継続します

6､農業関係事業

1 )オーガニックコットン栽培　今年は日本で試験栽培失敗しましたが､2015年9月目標でミャンマーでのオーガニックコットン試験栽培は継

続予定です〈5年目〉

2 )草の根支援発効後はこのオーガニックコットンへの対応時間を増やしたいと考えています｡成功後の経済波及効果が一番大きい可能性があ

りますので､重点項目へ移項予定です｡

3 )その他蓮糸や麻の取り組みもあります

7､紅茶関係事業

有機肥料で育てた自然栽培の紅茶の日本への紹介は継続して行います｡

8､フェアトレード事業の国際認証取得

ミャンマーの木工生産組合､織物学校などを対象に生産団体としてフェアトレードの国際認証を申請して､それによりミャンマーから直接世

界のフェアトレードルートへミャンマー製品を紹介する計画です｡

長年温めていた計画ですが､国際認証のコスト負担も許容できるレベルに取扱い数量が伸びてきましたので､今年度から検討に入ります｡

理事長　斎藤秀一
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′新潟県青年海外協力協会～1月から6月までの活動報告

○青年海外協力隊創設50周年記念セミナー　r国際協力と地域づくり｣ -･3月7日(日)

小千谷市市民会館にて開催されました｡それに合わせて午前､午後と映画｢プアルージや～イラク戦争日本

人人質事件･-そして～｣も上映｡これ､すごくよかったです｡もっと大勢の方から見てほしいと思いました｡

監督の話もありました｡今のイラクがよく分かります｡日本にいては分からないことばかりでした｡

また､ 2 0 0 4年にイラクで人質事件がありましたが､当時｢自己責任｣という言葉がよく言われました｡

それを言われた人たちのその後のことも追っています(これがメインです)｡

｢国際協力と地域づくり｣のイベントは､小千谷の協力隊O B渡辺さんが中心になって､企画し準備を進めてくださいました｡新潟県

国際協力推進員の本田さんにとっては最後のイベントの仕事でした｡たくさんの地域の方が集まり､いろいろな事例紹介がありました｡

J I CA東京からは吉田さんという方が来られました｡ ｢今､帰国隊員の3倍くらいの求人数がある｣や｢地域おこし協力隊はH2 8

には3 0 0 0人を目標にしている｣など､知らない情報をたくさん紹介いただきました｡人がつながるネットワーク作りのエッセンスも

紹介いただきました｡

○ 『協力隊ナビ』 ･･･青年海外協力隊に応暮したい方への説明会です｡県O Bも参加します｡

1月3 1日-･長岡地球広場にて開催

2月2 7日- ｢ナ三テテ｣ (新潟西地区､越後赤塚のアフリカンベーカリー)にて開催

3月2 7日- ｢工ミタイ｣ (新潟東地区､敬和学園高校前ベーカリーカフェ)にて開催

4月24日-･ ｢ナミテテ｣開催

5月29日-･ ｢工三タイ｣開催

6月26日-･ ｢ナミテテ｣開催

○総会　　　5月3 1日(日)

今年度は､青年海外協力隊創設5 0周年です｡それにちなんで､映画が作られました｡題名は､ ｢クロスロード｣｡今年1 1月ロードシ

ョー!新潟では長岡の｢T ･ジョイ長岡｣で上映されます｡多くの方々に観て貰いたいと思います｡よろしくお願いします｡

事務局長　井口昭夫

′にいがたフェアトレード推進委員会～2015年上半期活動報告

にいがたフェアトレード推進委員会では､ ｢にいがたフェアトレードMAP｣を作成し､発行いたしました｡ AS版16ページのリー

フレットとなっております｡
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｢にいがたフェアトレードMAP｣では､主に新潟市でフェアトレード商品を買うことができるお店を紹介しています｡ MAPでは

22のお店を簡単な地図と一緒に紹介しています｡それぞれのお店でどのようなフェアトレード商品が買えるかといった情報も掲載し

ています｡これまでフェアトレードという商品があることを知らなかった方､知っていたけれどどこで買うことができるのか才つから

なかった方が､このMAPを見て､お店を訪れていただければ幸いです｡

その他､そもそも｢フェアトレード｣って何?フェアトレードにはどんな商品があるの?といった素朴な疑問から､新潟で展開し

たファッションショーやバレンタインイベントの紹介､これまで新潟で活躍してきた人々のエピソードなどを掲載しています｡
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はじめてフェアトレードを知る人にとってわかりやすく解説されていることを心がけると同時に､すでに知っていた方にとって

も新たな発見があるようなリーフレットを目指しました｡

作成に当たっては､個々のお店の方からご協力いただき､掲載する写真や紹介文などを提供していただきました｡ご協力いただ

いた方に､この場を借りてお礼申し上げます｡

｢にいがたフェアトレードMAP｣はまだまだ完成途上です｡私たちがまだ見つけていないお店､今回載せられなかった地域のお

店など､さらに充実したものにできるよう､改良を重ねていくつもりです｡

共同代表　岡田篤志･佐藤孝輔

でフェアトレ-ドショップナル=ア

こんにちは｡上半期も終わりいよいよ2015年下半期に突入です｡下半期のナル二アの活動としては9月6日(日)に予定されて

いる新潟ふるさと村で行われる､にいがたNGOネットウ-ク主催の国際フェスティバルに出店の予定です｡その他にはクリスマス

イベントなどがあれば積極的に参加していきたいと思っています｡

今回のフェアトレードの紹介とNGO紹介はフィリピンで活動しているDAWNを取り上げたいと思います｡DAWN(Deve一opment

Action for Women Network:本部マニラ)は､日本から帰国したフィリピン女性エンターテイナーとその子どもである(JFC:

Japanese Filipino Children)の生計支援･工ンパウ-メント活動に携わっているNGOです｡ DAWNは移住と海外労働契約に関す

る問題に援助するために1996年スタートしました｡今日では､ DAWNには帰還者､その子供たち､家族､地域のための幅広いサ

ービスの基礎があります｡まず､その社会的サービスを通して､ DAWNは帰還者に対し緊急時の援助を提供しています｡相談活動､

法的援助､健康管理､そして教育と財政に関わる支援が例に挙げられます｡また､スタッフとその他の屈住民と共に､帰還した女

性達と子供が生き､彼女ら･彼らが､地域と家族に再び容け込むのを助けるために､一時避難所を経営していますo

次に､その調査､教育､擁護の方法を用いて､移民がフィリピンに戻ってきたときだけではなく､彼らが仕事を求めて海外に行

っている際に影響する法的､社会的､経済的条件を深く学んでいますo DAWNは以下の点において公共教育をするために情報を

得ています｡例を挙げると､

①　労働契約の裏側にある危険と現実｡

②　女性とその子供たちが戻ってきたときに､彼女たちを地域が受け入れることの重要性(実際に多くの女性帰還者達がひど

く非難されて､彼女たちが地域に受け入れられないのが現実です｡)

また､ DAWNは｢テアトロあけぼの｣と呼ばれる劇場クループを営んでいます｡役者はフィリピン人と日本人との子供たちと

そのフィリピン人母親たちです｡舞台上で彼女達は経験と感情を混ぜて観客達に見せ､それを観客に伝えます｡それに加えて､テ

アトルあけぼのは毎年来日し､ DAWNは子供達が日本人父親に会う計画を立てています｡新潟でも過去､新潟市や三条市､長岡

市などで公演を行ってきましたのでご覧になられた方も多いと思います｡

そしてDAWNは代替生活プログラム､ Sikhay (シクハイ)を持っています｡ Sikhay (シクハイ)プログラムでは､治癒力と収

入源を得るために､また彼女たちが自分たちの仕事を始められるように､裁縫や手織物､紐の染色､その他より､彼女達を支える

方法を訓練しています｡ Sikhay (シクハイ)の女性が作ったプリントシャツや服､雑貨はフェアトレード製品としてナル二アで

も扱っています｡これらの製品の多くは隣国のインドネシアのバテック布を使用してとてもエキゾチックな仕上がりで特に夏には

大好評です｡近年は自分たちで染色の技術も習得して自分たちで染めた布を使用して製品作りも行っています｡年々､製品のクオ

リティーも高くなって努力の結果が表れています｡

ナル二アでは引き続きこの団体の製品提供を通して活動を支援していきたいと思っています｡

店主　丸田祥子

要撃聖琶頂
且且



またひとつ地震大国が名乗りを上げた｡おまけにヒマラヤ山脈も道連れにして｡あの日､テレビで大きく映し出されたのは私の

知っているカトマンズではなく､崩れ落ちたN E P A Lの首都｡ああ･ ･いつか日本が地震で沈没したらヒマラヤ山麓のムスタン

に逃れようと決めていたのに･ ･ ･ ･｡ <NE PALの土に還るは煉瓦なりあかあかと目に崩壊さらす>

旧ネパール王国の首都は赤いレンガ造りの建築物で象られた古都｡夕暮れの

トリブバン国際空港に飛行機が緩やかに着陸態勢に入るときなど､まるで中世

のおもちゃ箱に足を踏み入れるような錯覚を覚え時空を遊ぶ自分に出会え

た｡ ･ ･ ･しかし､唐突に崩れゆきにしはカトマンズであった｡およそ10年

前､歌壇の馬場あき子師も当時ムスタン開発に余生を捧げる近藤氏に感銘を受

け､その門下の歌人2 3名を同道し､ムスタン農場にお出でになったことがあ

った｡私がご案内役となり､復路にカトマンズに立ち寄り王宮広場の煉瓦の階

段におひな様のように全員で記念写真を撮った｡が､その煉瓦も粉々に崩れ去

ってしまった｡されど今は､ネパールが原発のなき国であることが唯一の幸いである｡

ナマステ!といつも両手を合わせてはにこやかに明るく挨拶を交してくれる国民性｡先祖から営々と祈りの時間を大切に護って

いる人々でもある｡子供の日､ Nネットの理事会の帰り道のこと､新潟駅前に募金箱を抱えて立つネパール人の姿があった｡支援

されることに慣れきった国民性も備わった国に､今後はどのような支援のありかたが必要なのか｡今も私の問いは続いている｡

友情の証としたりネパールに福沢諭吉二十枚送らむ

元ネハール･ムスタン地域開発協力会理事　原千賀子

r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ネットワークは､ミ地球家族の幸せのために　ミ結成したものですo

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o　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

･賛肋会員　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｣フェアトレードのカカオ豆からチョコレートを手作りしました｡フライパンで煎って皮をむいて､湯煎しながらすり鉢へ｡なめらかにするの

は大変で､口の中に粒が残ってしまいます｡そんな苦労をしなくても､スーパーやコンビニでフェアトレードのチョコが買えるようになりました｡大出恭子

〒　950-0982　新潟県新潟市中央区

E-mail : nnet@nilgata-ngOHO｢g URL: http://wwwmHgalca-rigO.Org


