
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o

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

3'新会員の紹介～Rerunfairtrade&ecology

こんにちはoリランの小川です｡フェアトレードとエコロジーのお店をやっています!私はもともと普通の洋月別書をやっていました｡

楽しかったのですが､今自分の本当にやりたい事は･-と考えた時に､みんな安心して暮らせる世の中になって､それが続く事｡環境を

破壊せず､人も動物も植物もずっと幸せに生きる｡不安な人がいたら､助け合う｡そんな世の中になったらいいな､と夢はどんどん大

きくなりました｡が､やれる事･･･洋服屋｡でもフェアトレードでエコロジーな｡ほんの一部ではありますが､良い循環になっていった

ら嬉しいです｡リランは､フェアトレードのアジアの手刺繍や手織りの洋服､オーガニックコットンのカットソー､アフリカの手仕事

のアクセサリー､小物やコーヒーなどもあります｡今の時期はフェアトレード･チョコレートも揃っています!どうぞ､遊びに来てく

ださいね｡

2月は店内でフェアトレード･チョコレート･フェアと2/7(日)にバレンタインのイベント(詳細はプロクにて)

3月頃に■■トゥルーコストー上映会を企画中です!どうぞよろしくお願い致します｡

Rerun fairtrade 良 ecology

〒95ト8114　新潟県新潟市中央区営所通1-260-41 1匹皆

tel.0 2 5 - 2 2 6-6 6 0 9　e-mail re｢un@sea.plala.or.jp

定休日なしopen 12 : 00-20 : 00　ブログhttp://rerun-tree.jugem.jp/

twitter @reruntree facebook Rerun

慈　i

｢モンゴル訪問｣

平成2 7年7月モンゴルを訪問｡　きっかけは､ 2 6年春から半年間､モンゴルの男子高校生が我が家にホームステイしたことです｡

社会主義から大きく変更している真っ最中の国であること､田や畑がない国､冬マイナス30℃にも40℃にもなる国で､ベストシーズ

ン3ケ月は夏休みo　と言う､まるで私の知らない価値観であることが分かり､俄然興味が弗いてきたのです｡

丁､｣

行ってみると､首都ウランバートルは近代的な高層ビルがあちこち建設中で､その隣には重厚

で信号越してもその建物と言うような横幅のある建物がで～んとしてると言う街なみです｡社会

主義と自由経済がミックスされていて､おもしろいなあと思いました｡章は､番号による交通規

制が敷かれていました｡そしてトヨタのプリウスだらけです!排ガス規制も厳しそうです｡マー

ケットでは､自国で生産していないのにもかかわらず､色とりどりの果物､野菜が山積みで南の

国のようですo豊富な地下資源が輸入を支えているらしいです｡遊牧民のゲルを訪ねた時は､私

たちのオモテナシに羊を一匹シメてくれました｡新鮮なゆでたての羊肉･内蔵･血までド～ンと

出されると､ちょっとピピリます｡が､ウオッカとともに美味しくいただきました｡羊･ヤギ･

牛･馬が､自生のハーブと呼ばれるような多種多様な章を食べては昼寝､食べては糞-.

美味しいわけです｡ほのぼのしています｡ただ､隣で昼寝している仲間が人間にムンズと掴まれて､連れ去られてあっという間に動

かなくなっても問題無いようです｡ちなみに空気が乾燥しているせいで糞の臭いはしませんが､お肌はカサカサです｡

ウランバートルに1軒あるフェアトレードの店では､羊毛のかわいいフェルト製品やカシミア製品を仕入れ出来ました｡この時期に

ぴったりの暖かさです｡ついでがありましたら､モンゴル製品ご覧下さい｡

長岡市東坂之上町3-i-10スタジオチャオ1F　ら｡なぶぅ店主　若井由佳子



1第6回にいがた国際フェスティバル

平成27年9月6日(日)小雨の中､新潟JS＼るさと村で第6回にいがた国際

フェスティバルを開催しました｡にいがたN G Oネットワークが主催する大き

なイベントです｡

参加団体は､フェアトレードショップ｢ナル二ア｣､教育と環境の｢爽｣企

画室､新潟アどの会､新潟国際ボランティアセンター(NVC) ､夢の橋･多

言語紙芝居､新潟県国際交流協会､新潟国際援助学生ボランティア協会(N A

S V I A)､新潟県対外科学技術交流協会､市民公益活動パートナーズ(福島

市を中心に活動するN PO)､認定N PO法人アイキヤン(外務省事業の｢N

GO相談員｣として参加)でした｡このイベントは新潟県で国際協力をしてい

るN G Oの活動や海外の現状をより多くの皆様に紹介することを1つの柱とし

ています｡また､この活動に多くの若者に関わってもらうことで､若い世代と

の交流や連携にもなると考えています｡今回は､新潟国際情報大学､新潟県立

大学､新潟大学の学生が企画段階から取り組んでくれました｡そして､当日は

学生や社会人のボランティアスタッフ21名が､各N G Oブースの手伝いや､

ステージ企画の運営を心を込めて行いました｡

司会は､県立大学の大滝柘佳さんと､社会人の小林可歩さんが務めました｡

浴衣姿の2人は､ステージ企画を爽やかに盛り上げてくれました｡ステージ企

画には､ベトナム留学生のタンスや､ホッピースのヒップホップ､ヌール･ア

ツシャムスのベリーダンス､新大ダンスチームM I M A､新潟医療福祉大字タ

ンス部､スタイリッシュラテンパフォーマンスクラブのタンス､ Kokusai Love

(A LT)の歌､そして大学生によるクイズやファッションーなどがありまし

たoまた､アピール館では参加団体の活動写真を8月29日から9月6E]まで

展示しました｡

今回で6回目となるにいがた国際フェスティバル､毎年､多くの学生のがん

ばりでこのイベントは成り立っています｡企画段階から参加してくれた新潟国

際情報大学の小林諒くんは､ ｢県内のいろいろなN G O団体の人達と一緒に活

動をしたり､そのお話を聞くことができて､とても良い経馬剣こなりました｡ま

た同じ大字から参加した他の学生達も責重な体験ができたので､また何かあっ

たら声をかけてほしいと言っていました｡｣と教えてくれました｡

参加してくれたすべての若者達(日本の学生､ベトナムの留学生)の笑顔､

チャレンジ精神､奉仕精神､謙虚さなどから､私自身､今年もたくさんの気付

きや希望をもらいました｡運営に協力してくれたすべての皆様に感謝!

企画委員長横堀正晴
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jI国際教育研究会

1　第8回国際教育研究会

はじめに県立新潟翠江高校

の小林博明先生から､学校設

定科目｢世界の文化｣の授業

実践報告をしていただきまし

たC　多様な生徒が学ぶ定時制

課程での国際理解教育の意義

を､工夫を凝らした実践例を

もとにお話され､また同授業

に出前授業を行った｢新潟ア

(9月　27日　参加26名)

どの会｣や｢夢の橋｣の協力に対する感謝の言葉をいただきました｡

続いて新潟アどの会の岩本紗綾さん(新潟国際情幸艮大学生)は､スリラ

ンカ支援活動と､高校時代から携わった国際協力活動について熱い思いを

語り､新潟アどの会代表の倉田洋子さんは､ ｢見てしまったこと知ってし

まったことから､目をそらすことができなかった｣と活動の契機を語り､

内戦時のスリランカにおける命懸けの支援活動についてお話されました｡

意見交換会では､多くの方から3人の発表者の熱意ある実践に対する感動

が述べられました｡

2　第9回国際教育研究会(12月19日　参加24名)

第9回は､ ]ICA東京との共催で､ JICA教師海外研修でザンビアを訪問

したお二人の先生の授業実践報告会と､ワークショップを行いました｡東

京からは]ICA地域連携課の佐藤俊也課長と丸川楼子さんが駆けつけてく

ださいました｡

阿賀町立津川中学校教諭の石黒冨久美先生は､中3担任クラスの道徳授

業を活用したフォトランゲージ等による参加型の授業と､自分たち自身に

目を向けて考える生徒の反応を紹介してくださいました｡

県立高田高等学校の蜂屋有希子先生は､家庭科の衣食住等幅広い学びの

特性を生かした横断型の授業展開と､持続可能な社会作りの視点を軸とし

た､グループワークによる学習活動を紹介してくださいました｡

その後､ 〕ICA新潟デスク

の和田直さんをフアシリテ

ーターとしてワークショッ

プを行い｢子供たちに一番

伝えたいこと｣などを話し

合いました｡アンケート結

果は報告会とワークショッ

プともに｢大いに満足｣が

90%以上でした｡

3　今後の国際教育研究会について

現在､小中高有志の先生方によって､教職員を運営主体とする当研究会

の新たな組織作りを進めています｡教育現場を熟知した先生方の企画運営

により､一層充実した国際教育の研究活動が行われることを期待していま

す｡

国際教育研究会主宰　荒幸男



†`特定非営利活動法人アジアクラフトリンク～2016年の展開

2016年は当方にとって変化の年になりそうです｡新潟から世界へア

ピールし､そして持続的発展ができるような組織作りを目指します｡

事業計画は

1 ､海外での支援事業として､

イ)ミャンマーのバゴー管区の木工産地での基礎技術力を高める

ために､技術センターを設置し日本の専門家の協力で､技術指

導を開始して地域産業育成支援事業を行います｡

□)持続的な産業育成､地域住民との懇親､環境対策を目的にし

て植林事業を開始します｡なお､植林は数年計画で行い初年度

の今年は調査を兼ねて実施します｡

技術センター候補地の1つ

ハ)上記2点の活動を支援するためにミャンマーでの2つ目の常駐拠点

を新設します｡

2､ミャンマー政府より国際N GO組織の認定を受け､ミャンマー政府と

のMoUを1月に締結します｡これにより外務省NGO連携無償資金

やJICA草の根支援を申請でき､ミャンマーでの活動の公認を受け

ODA資金を確保します｡

3､ 2010年からミャンマー･サウンダー織物学校に縫製教室を支援して

いますが､成果が広がり今年度全国1 0校にて教育を開始するために

6 8台のミシンを寄贈します｡ (JICA基金による支援事業)　　　　　木工組合､地域住民､当方3者合同で植林候補地を調査時

4､国内でのフェアトレード事業をより拡大して､ミャンマーの製造者への支援を拡充して同時に当方の成果も図ります｡さらに

ミャンマー国内でフェアトレード生産団体を立ち上げる方向で調査に入ります｡

5､認定N POを獲得して､広く活動をアピールし支援者を広げていきます｡

6､第1 4回ミャンマー展を北方文化博物館･屋根裏ギャラリーにて開催し､一般の方へミャンマーでの活動と開発品のご紹介を

いたします｡なお､この活動紹介展示会は｢ミャンマーの医療を支援する会｣様との共催で実施します｡期間は5月3日～

2 0日で､今年の来場者8′000名を目標にしています｡

7 ､会の運営活発化や会計の透明化を目標に､会計事務所の

指導で事務の合理化･適正化を図り有効な運営を目指し

ます｡

当方はミャンマーの素材を世界へ通じる生活雑貨に変える

ことで､私達含め参加者自身が成長しようとする活動です｡例

えば縫製教育支援でも私達は教育プログラム支援に力をいれ､

建物や教員準備は現地の責任で実施した結果､成果が広がりま

した｡フェアトレード品開発でも自己努力､挑戦する人たちを

支援することで､品質が上がり日本の百貨店などにも納めるレ

ベルになり､生産者の収益も増えてきていますo

2015年5月に移転したNPOの直営店フェアトレードショップsal

当方は資金力､人材､そして経験もすくない小さなNPO組織です｡できることは限られます｡そこで現地で意欲のある方にタ

ーゲットを絞った支援活動を行いました｡結果､成功例が出て周囲もフォローして大きな運動へ繋がってきました｡ミャンマーで

も地域産業育成を目標にした海外NGOとのMoUは初めてと言われており､当方の自己努力によって自立を目指す活動はミャン

マーでも認知されてきました｡今年度は海外駐在員含め各分野の参加者の募集をしています｡ご興味あるかたはぜひお問い合わせ

ください｡ (Tel :0251284-6461)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　斎藤秀一
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′教育と環境の｢爽｣企画室　2015年7月～12月の活動

★講演活動

6月17日､ 7月15日､ 26日､ 27日と立て続けの講演会でしたが､ 6月17日は内野公

民館､ 7月15日は柏崎市立柏崎第一中学校､ 26日はカトリック新潟地区の平和祈願ミサ　書芸盛

に合わせて､ 27日は新潟市西区小針地域の女性グループの皆さんに招かれてのものです｡

一般市民､中学生､サークルと対象は違いましたが､私どもの思いを熱心にお聞きください

ました｡柏崎第一中学校からは､その後､感想文が届き､さらに､年末には､生徒会主催で

校内募金活動をし､インドの子ともたちへと寄付金を送ってくださり､感激いたしました｡

★パネル展示活動
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8月29日～9月6日､新潟ふるさと村で開催の｢にいがた国際フェスティバル｣ (Nネット主催)に参加しました｡学生や青年の演

じるステージパフォーマンスが盛り上がりを見せました｡テントでのバザーにも多くの人が集まっていました｡外E]の品物を手に取ら

れていました｡ 10月23日-25日には､新潟市中央公民館の文化祭と併催で､国際交流･協力展示会(新潟市国際交流協会主催)が開

催され､私どもは｢インド･子どもの写真展｣で参加しました｡大きな瞳が見る人の心をとらえるようでした｡世界のお茶の試飲もあ

り､楽しみました｡

★ ｢中･高生インドスタディ交流の旅｣

8月7日から17日までの10日間､インド交流の旅は､私どもの｢子どもの憩いの村｣

の子どもたちとの交流､マザーハウスでのボランティア､バラナシでのガンジス川の沫

浴体験､タイ･バンコクでの見学等々盛りだくさんの内容です｡何が起こるか分からな

い異国の旅は､少年･少女に多くの刺激を与えたことでしょう｡

実際､バンコクでのテロ事件は､帰国が1日遅ければの大事件でした｡旅慣れた団長

(引率)の井口昭夫先生(青年海外協力協会事務局長)もヒヤヒやだったことでしょう｡

帰国後には12月12日､新潟県国際交流協会主催の｢国際理解教育(中･高生)プ

レゼンテーションコンテスト｣で､堂々と体験発表をしました｡その若々しさに乾杯!

★クリスマスプレゼントの発送

毎年恒例の｢憩いの村｣の子どもたちへのクリスマスプレゼントの発送は､ 12月14日でし

た｡たくさんの方々から送られて来るギフトを詰め込むのは大変です｡すき問のないようにぎ

っしりと､少々投げられても壊れないようにします｡ 5個の大段ボール箱の中には､缶入りビ

スケットに箱入りクッキー､どこの国でも子どもはお菓子が大好きで人気です｡学用品におも

ちゃ､タオルや衣類､教室に掲示するカレンダー､スタッフ向けのハンカチや髪飾りもあり､

ずっしりと重くなり､ 56キログラムにもなりました｡ ｢子どもの村｣のあるコツタバラサは田

舎なので､直接は届きません｡バイクで片道1時間半をスタッフが何回も運びます｡子どもた

ちは日本からの贈り物を待ちわびています｡

★大スポーツグラウンドの整地･造成(2015年11月～)

萄
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真三宝還
24′110平方メートルにも及ぶ大スポーツグラウンドの整地作業は､ 11月から始まりました｡学校建設プロジェクトの最終段階です｡

これで､知育､徳育､食育､体育の教育4本柱が整います｡ここから近い将来､オリンピック選手が誕生することを夢見ています｡

代表　片桐ネロ子



′新潟アどの会～2015年7月～12月までの活動と2016年のお知らせ

7月20日

7月23日～

9月6日

9月18日

9月27日

一般社団法人日本住宅協会主催｢平成2 6年度国際　　を遠

居住年奨励賞｣受賞の副昌+寄付金でスリランカ南

部地域のソリヤポクラ村にセレモニー会館を建設す

る為､現地からラツタナシリ大僧正をお招きして､

お祝いパーティを開催｡ Nネットの小畑事務局長も

来てくださいました!感激!

スリランカ人ナリンダさんによる｢シンハラ語十英

会話+時々日本語｣教室を月に2回開催｡ 8/6日

8/27日10/8日11/5日11/26日12/3日｡毎回

日本語とシンハラ語の使い方に参加者は皆大笑いのとっても楽しい教室です｡来年は今年学んだ内容をテキストにし

て､再挑戦しますo

にいがたNGOネットワーク主催｢第6回にいがた国際フェスティバル｣に今年も参加できました｡どしゃぶりの雨

の中でしたが､荒川さん他の皆さんが作って下さったカリーに癒されました!御馳走さまでした!

県立江南高校｢恵温祭｣に家庭科クラブ村田先生から提案されたアピ会特製キーマカリー100食を19日に販売｡

その際に着用するサリーの着付けを教えに倉田&佐々木が指導に訪問｡寄付金も後日頂きました｡

いつもホントに有難うございます!

にいがたNGOネットワーク主催｢これからの国際理解教室｣ (国

際教育研究会)に新潟県立翠江高校国際理解担当の小林先生と共に

10年以上続けて来た｢スリランカ国際埋角引受業実践版｣として倉

田と国際情報大学3年の岩本沙綾さんがその授業内容を報告させ

て頂きました｡

10月24.25日　クロスパル文化祭｢新潟市国際交流･協力団体発表展示会｣に出展｡

11月1日～　　県立大学2年生榎本未希さんが大字を休学して12月31日まで｡

当会が関係しているスリランカ南部マークラ･ガールズホームや直接支援しているハンバント一夕孤児院に2ケ月間

ボランティアとして派遣しています｡下記は榎本さんからの報告です｡帰国はインド･ネパール経由で1月20日予

定｡兎に角､無事に元気で帰国してほしいと祈っています｡

先日､幼稚園では年末コンサートが開かれました｡先生方､保護者の

方､近所の方､本当にたくさんの人が準備の段階から関わり作り上げ､

また子どもたちものびのびとパフォーマンスをしている姿に感動しま

した｡孤児院の子どもたちは､学校が終わり､年末休みに入りました0

最近は､子どもたちと日本のお醤油を使っていももちや煮物を作ったり､

トロンボーンを演奏したり歌ったり､昔話をお話ししたりしています0

子どもたちの日本人にはない素敵な発想や､パワーにはいつも驚かされ

ます｡子ともたちとお話ししている時間が何よりも楽しいです｡他にも､

広大なお茶畑や､ビーチ､植物園や動物園など､スリランカのいろいち

な所へ連れていっていただいています｡ (12/10　榎本未希)

2016年1月7日～3月4日までクロスパル新潟市国際交流協会にて｢スリランカ展｣を開催させて頂きます｡ 2月1 0日には榎本

末希さんのスリランカ活動報告会､ 2 7日はナリンダさんのスリランカ紹介を予定しております｡もし､宜しかったら是非いらして下

さい｡詳しくは新潟市国際交流協会まで｡情報連絡はFacebook https://www.facebook.com/api.niigata

会長倉田洋子
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麟新潟県青年海外協力協会　平成27年後期

O r青年海外協力隊　発足5 0周年記念シンポジウム｣ (8月30日(日)新潟ユニゾンプラザ)

今年度は青年海外協力隊が始まってから5 0周年の記念の年に当たります｡そこでユニゾンプラザで小林茂監督の映画｢チョコラ｣

の上映､その後｢パネルトーク｣を実施しました｡コーディネーターは羽賀友信さん｡パネラーは､小林茂さん､佐竹直子さん(NPO

法人多世代交流館になニーナ代表､ OG)､河内毅さん(公益社団法人中越防災安全推進機構地域防災センター長､ OB)佐藤俊也さ

ん(JICA東京国際センター地域連携課課長､ OB)です｡ 3 0 0席くらいあった会場でしたが､残念ながら空席が目立つ入りとなっ

てしまいました｡ (参加者のほとんどがOBでした)小林茂監督の､ケニアのストリートチルドレンを追った｢チョコラ｣もよかっ

たですし､その後のパネルトークも充実した内容だったと思います｡個人的には河内さんが言っていた､ ｢遠慮なく相互依存できる

ネットワークの大切さ｣という考え方に賛同します｡ OB会でもそういう人間関係ができればいいなあと思いました｡

○講演会｢青木盛久元ペルー大使が語る『ベル-大使館のテロリスト襲撃事件』の真実｣

(9月12日(土)アオーレ長岡)

主催は､長岡柏ライオンズクラブですが､長岡のOB会会員の楚山さんが中心になって動いていました｡ ｢なるほど! ｣と思うお

話がたくさん聞くことができました｡

○壮行会(9月18日　27年度2次隊)

新規派遣隊員と帰国隊員を交えて､たくさんの方と楽しい一時を過ごすことができました｡帰国隊員の皆様､ 2年間の活動お疲れ

様でした｡今度は日本での活動ですね｡派遣隊員の皆さん､健康に気をつけて充実した活動をしてきてください｡

○エッセイコンテストの審査

新潟会場(井口OB担当)と長岡会場(大西OB担当)に分かれて､中学生の作品審査を行いました｡参加作品は7 0 0を超えま

した｡どの作品も国際協力や国際交流について一生懸命､中学生ならではの視点で描かれた作品ばかりでした｡

○協力隊ナビ(新潟東地区;工ミタイ･新潟西地区;ナ三テテ)

協力隊の派遣や活動について､帰国隊員から直接話してもらう説明会です｡おいしいパンを食べながら行います｡協力していただ

いているのは､ ｢工三タイ(川島OB)｣と｢ナ三テテ(工藤OB)｣の2つのパン屋さんです｡毎回､ありがとうございます｡

○青年海外協力隊50周年記念映画｢クEjスロード｣上映

この映画の主演はEXILE (エグザイル)の黒木啓司､新潟出身の大俳優･渡辺謙さんの長男､渡辺大です｡二人の協力隊員がフィ

リピンでの活動を通して成長していく様が丁寧に描かれています｡とてもよい映画でした｡新潟県OB会では､初日にステージ挨拶

をさせていだきました｡会場では帰国隊員､これから派遣される隊員のお話しと協力隊賛歌｢若い力｣を集まったOBで斉唱しまし

た｡たくさんの方に見ていただきたいと思います｡

今年度は､新潟県OB会(新潟県青年海外協力協会)の発足4 0周年ということもあり､自分たちで記念イベントを行う予定です｡

また記念誌の発刊も予定しています｡

映画｢クロスロード｣　　　　　　青年海外協力隊発足5 0周年記念シンポジウム　　　2 7年度2次隊派遣隊員の壮行会は

たくさんのOBが駆けつけてくれました｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森EE]会長の送別会を兼ねて盛大に行いましたo

事務局長　井口昭夫
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1新潟国際援助学生ボランティア協会(NASVIA)

◆新潟国際フェスティバル(9月6日)

ラオ･スクール･プロジェクト(ラオスク)としてブース出展し､

ラオスの雑貨販売や民族衣装の紹介などを行いました｡昨年ラオス

訪問時に入手した民族衣装も､学生ボランティアさんに着ていただ

き､初披露することができました｡また､ラオス･コーヒーの試飲

など､新潟タルニー連絡会様からもご協力を頂きました｡

なお､新年度に向けて新しい取り組みも計画しておりますので､

弓lき続き皆様のご協力をお願いいたします｡

事務局　原口央

I新潟国際撃術学院7月～12月の活動報告
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7月10日～7月13日

第1 5回国際水彩画大会IN NIIGATA ｢EEI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≡階ギャラリーBで開催致しました｡

来場者は300名以上｡

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｡また15周

年記念とし､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した｡

7月17日～8月14日シャントウ大字24名｢佐渡短期留学｣を実施｡

11月3日｢佐渡道の駅第四回国際芸術祭｣を開催｡

島内外1000人を超える来場者で､国際美術館の見学､舞台ステージ｢白

鳥の伝説舞踊｣の観賞､手打ちそばやスイーツの販売で賑わいました0

新潟国際聾術学院1月以降の活動予定

01月15日～24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｣を描く展巡回展をアミューズメント佐渡で開催｡

出品作品は第16回EEl際水彩画交流展の作品50点に､佐渡出身画家の賛

助作品､佐渡高校美術選択者の作品50点あまりが展示されます｡

01月～4月

各大学の｢佐渡短期留学｣､ 2016冬期写生交流団｢佐渡写生研修｣､ 2016

春期写生交流団｢佐渡写生研修｣の実施o

事務局　東有達

丁



′新潟国際ボランティアセンター(NVC) 2015年7月～12月の活動報告

◆25周年記念シンポジウムを開催しました! ◆

2015年11月23日(月祝)に､メディアシップ2階日報ホールにてNVC設立25周年

記念シンポジウムを開催しました｡ 110人を超える多くの方々にお集まりいただき､ NVCの

あゆみとこれからに向けて､参加者一丸となって共有するという充実した会となりました｡

基調講演を努めてくださったのは､ NVC設立のきっかけとなった日本国際ボランティアセ

ンター(JVC)代表の谷山博史さん｡混乱が続く世界情勢や紛争問題についてアフガニスタ

ンなどの現場経験を元にご説明されました｡そして､ NGOとしてこれからの未来に向かって

何ができるのかをお話いただきました｡

パネルディスカッションでスピーカ-を務めてくれたクエン･ティ･ロイさんは､元NVC奨学生さんです0 ｢奨学金のおかげで大

字での学問を続けることができて､卒業後は日系企業に勤めることができました｡国も違うし､直接会ったことも無い学生をNVCは

応援してくれた､その喜びは今でも忘れることができません｣と語ってくださいました｡

フアン･キム･ユンさんは､ NVCのカウンターパートであるホーチミン学生支援センター(SAC)で奨学金事業を担当されており､

貧困層の大学生さんと常に向き合っています｡彼女からは､奨学金事業の詳細やNVCの活動に

参加することの喜び､本当に価値のある行動とは何か､などについてお話いただきました｡

学生時代にNVC活動へ参加したことがきっかけで､将来の生き方を考えることとなった､と

お話くださったのは社会人1年目の松栄容佳さん｡国際協力を通じて新潟が生き生きと発展し

票禦　ていくことに力を注ぎたい､と頼もしいお話をしてくれました0

通訳を務めてくれたのは､元NVC奨学生のクエン･ブイ･アン･ティーさんです｡ NVCの

記念すべきシンポジウムにご協力くださいました｡

この25周年記念シンポジウム､多くの方から｢感動｣という言葉を聞くことができました｡特に､ロイさんのお話は多くの方の心

に響き､会場内では感動のあまり涙を流される方もいらっしゃいました｡ (ロイさんも涙を流されていました)

NVCの支援活動は､確実に実を結んでいます｡ロイさんやティーさんは､以前NVCから支援を受ける側にいらっしゃいましたが､

現在はNVCの支援者となっております｡支援される側だった方が今度は支援する側に回るといううれしい成果を出すことができてお

ります｡

◆スタディツアーを開催しました! ◆

2015年8月21日～8月26日にかけて､NVCの支援現場を見てもらうというスタデ

ィツアーを開催しました.現場を直接確認してもらい､ベトナムの方々との交流を通じ

て､新潟とベトナムをつなぐかけ橋となってもらいました｡

障がい児の自立支援を目指した線香プロジェクト

S

◆地球を知る講座を開催しました♪◆

啓発事業である地球を知る講座を3回開催しました｡

◆第27回愛のかけ橋バザー&フェスタ報告◆

2015年10月10日･ 11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27回NVC愛のかけ橋バザー&フェスタを開催しました｡ ｢モノを寄付する人

もHappyモノを買う人もHappyモノを売る人もHappy｣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｡

事務局長　三上杏里

連絡先　　〒951-8114　新潟市中央区営所通2番町692-27　ビラプリンス103

Tel : 025-211-4067　　URL http://www.nvcjapan.org/

民俗衣装で盛り上げてくれたボランティアさんたち



Iにいがたフェアトレード推進委員会

10月5日､クロスパルにいがたにて､ ｢フェアトレードが変えるネパールの女性たちの暮らし｣をNネット共催で､開催いたしま

した｡

このイベントは､ 『NGOシャプラニール-市民による海外協力の会』による全国キャラバ

ンの一環として実施されましたoまた､参加者および運営として､敬和学園大学の学生にも

ご協力をいただきました｡

ネパールのフェアトレ-ド生産者団体Women,S skiHs Devefopment organization

Pokhara (WSDO)代表のRam KaJi Khadkaさんをお招きして､ネパールの女性たちの暮

らしやその変化､フェアトレードの現地でのインパクト､ WSDOの事業やその製品について

のお話などを語っていただきました｡講演会の中では､実際に編み物をする様子を実演して

いただきましたoネパールの生産現場で､どのような作業がされているのか､非常にわかり

やすく教えていただきました｡

また､講演会の前にはネパールの女性たちの手仕事を体験する編み物ワークショップカ澗

催されました｡編み物自体はじめて経験する人も少なくない中､試行錯誤しながらも編み上

げていきました｡

平日の夜の開催だったにもかかわらず､ 30名近い方々にご参加いただきました｡敬和学園

大字の学生をはじめとして､若者の参加が多かったのも印象に残りました｡このイベントか

ら何か考えるきっかけ､行動を起こす布石になれば幸いです｡

′ミャンマーの医療を支援す
る会～活動報告(2015年7月～12月)

共同代表　岡田篤志･佐藤孝輔

2015年7月末､サイクロン･コメンがミャンマー西側のラカイン州､テン州､サカイン地域､マクウ工一地域で大洪水を弓は起こ

し､被害は14州にも拡大する大規模災害となったo匡l内外からの支援活動が行われたが､広域であることから支援の手は行き渡らず､

多くの被災者が今も苦しんでいるoヤデナ医師をはじめ､ミャンマーの医療関係者も支援活動を続けている｡

2008年のサイクロン被災時と同様､被災地の感染症は大きな問題となっている0本会としては薬品と見舞金を届けることにした｡

ヤデナ医師には抗生物質と見舞金1000ドルを届けたoさらに渡部久実教授が10月12日にネピトの保健省へ打ち合わせに行った

際､抗生物質と見舞金2000ドルを副大臣に届けてもらった(図1)0

今年から新潟大学のミャンマー感染症研究プロジェクトがスタートし､ヤンゴンのミャンマー国立衛生研究所(図2)に新潟大学研

究拠点を準備中であるo私がミャンマーの医療支援を始めてから15年経つが､支援と平行してミャンマーのパートナーと行ってきた

インフルエンザの共同研究が評価され､日本のアジア･アフリカ感染症研究ネットワーク･ミャンマー拠点に採択された｡ 2016年3

月には研究拠点の開所式がヤンゴンでとり行なわれる｡

ミャンマーでは11月8日に総選挙が実施されてスーチーさんの率いる国民民主連盟(NLD)が圧勝し､来春にも政権が交代して民主

化のさらなる進展が期待されているoミャンマーの医療も改善されることを願うが､最近-ナ医師から私が受賞した｢米百億昌｣

の副賞を気管支鏡の修理にあてさせてもらったとメールがあったo活況に湧くミャンマーoしかし､医療にまで経済発展の光が届く

まで､どの位時間がかかるのだろうか｡

図1保健省で薬剤と見舞金を寄贈する渡部先生(ミャンマープロジェクト拠点長) (左)

図2国立衛生研究所前で(右端:ヤデナ医師､右から3人目:筆者)

喝p

内藤昌



e夢の橋･多言語紙芝居～活動報告

9月日にいがた国際フェスティバル当日飛び入り参加の方にも

日本語をお読みいただいて｢カメの話｣ ｢あいちゃん｣など､ ]ICA og､

国際情報大学生さんが多言語紙芝居を英語､スウヒリ語にて実演｡

10月･･･市協会発表会､ ｢月の兎｣ ｢ツルとカメ｣ ｢青山の狐｣など､

JICA og､社会人有志､留学生さんが中国語､韓国語､英語､スペ

イン語にて実演｡民話の面白さや言葉の異なりを楽しみました｡

11月-県立新潟翠江高校｢世界の文化｣授業生徒皆さんに2016

年カレンダーの原画作製いただいて日本の文化､生活などが個性豊

かに描かれました｡これから編集を経て海外のこども達へ! 1

3月･･･名古屋ICANより依頼の｢むしばミュータンスのぼうけん｣

紙芝居を贈呈予定｡ (絵本とタガログ語翻訳は9月に贈呈済)また､

これまでの紙芝居･作品タイトル､翻訳も今年度中HPへ掲載予定

です｡

○昨年の秋に｢桜文化会｣さんに中国語を通してご緑をいただきま

したので､秋の会でコラボ実現かも?

○アどの会､倉田さんとスリランカの保育師さんの発案､故≡膳奈

津子さん原画､高校生から社会人有志のリレー翻訳｢一休さん｣か

ら始まった多言語紙芝居は､本当に多くの方々のご協力により南ア

ジア､アフリカ､中国､東欧､ブラジルまで様々な地域のことも達

へ届けられお陰さまの12年目､心よりありがとうございます! !

昨今は現地で使い良いよう､ラミネート版､厚口紙版の選択も可能です｡どうぞこれからも宜しくお願い致します｡

｢お話し｣を脚色する人､絵を描く人､翻訳する人､持ち行く人誰もがこども達の笑顔を想い心紡ぎます!　　　　　荒川久美子

#フェアトレードショップナル二ア

明けましておめでとうございます｡ 2016年の年が明けました｡今年はサル年です｡サルって団体で行動していますよね｡強いサル

が弱いサルを助けて餌なんかも皆で分け与えて生きている印象が強いのですが何となく共存して生きていこうと考えているフェアト

レードの精神に通じるものがあるかな～などと新年から考えていました｡とにかく今年も宜しくお願い致します｡

昨年の下半期(7月～12月)の活動を振り返ってみますと9月6日に､にいがたNGOネットワーク(Nネット)主催のにいがた

国際フェスティノてルに参加させて頂きました｡舞台の上でフェアトレード製品の紹介などもさせて頂き,つたない私の説明に日を傾

けて頂いた皆さまにこの場を借りて感謝の気持ちをお伝えします｡ありがとうございました｡

そして10月5日には､にいがたフェアトレード推進委員会主催の｢フェアトレードが変えるネ

パールの女性｣の講演会に参加させて頂き､生の生産者の声を聴けたのは本当に責重な経験でした｡

これはナル二アも提携しているNPOシャプラニール=市民による海外協力の会の活動紹介(キャ

ラバン)の一環で来県したものです｡ Nネットも昨年5月にネパール地震災害救援募金で集めた支

援金をこの団体に送金して現地復興の為に役立てて頂いたのは記憶に新しいと思います｡

今回写真で紹介させて頂いた2種類のフェアトレードの製品もシャプラニールが技術指導をし

て製品化になったものです｡バックは今回来県された代表の方が所属しているネパールのWSDO

と言う団体の製品です｡

もう一つ紹介している石鹸の写真のShe wlth Shapta Neer (シー･ウイズ･シャプラニール)

は､バングラデシュとネパールからお届けする､アーユルヴェーダソープブランドです｡さまざま

な事情から､仕事がなく､一家離散や売春をせざるを得なかった女性たちが､苦難を乗り越えた未

に新しい仕事としてアーユルヴ工一夕ソープ作りを始めました｡実際に手に触れて感角虫を確認したい方は是非ナル二アヘ足を運んで

くださいね｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市中央区沼垂東4-7-5　ナル二ア店主　丸田祥子
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1にいがたNGOネットワーク～活動幸陪(平成27年7月～12月)

1　主催事業

1)第6回にいがた国際フェスティバル

【日程】 9月6日(日)､新潟ふるさと村(パネル展示は同アピール館で8月29日から同日まで)

【出展】ブ-ス出展7団体､キッズコーナー2団体､パネル展示6団体､延べ11団体(うち会員9団体)

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) ･ラオスクール

プロジェクト､フェアトレードショップ｢ナル二ア｣､教育と環境の｢爽｣企画室､新潟県対外科学技術交流協会､新潟

県国際交流協会､夢の橋･多言語紙芝居､ ICAN､市民公益活動パ-トナース､にいがたNGOネットワーク(Nネット)

【出演】屋外ステージで留学生や大学生など9団体が民族衣装ファッションショー､諸外国の民謡･タンス等を発表

【協力】企画委員会(委員長:横堀理事)の下､新潟国際情報大学生や新潟県立大学生など21人がボランティアで運営に協力

【補助】新潟県国際交流協会､新潟市国際交流協会(団体補助)  【後援】新潟県､新潟市､新潟日報社､新潟ふるさと村

2)第8回･第9回国際教育研究会　*以下｢研究会｣

①　第8回研究会【日程】 9月27日(日)､新潟大学駅南キャンパス｢ときめいと｣ 【参加】講師を含め26名

【テーマ】これからの国際理解教育【発表】 ｢世界の文化｣授業実践報告日小林博明氏(県立新潟翠江高校定時制課程教諭)

【報告】 NGOの立場から｢国際理解教育と私｣ -岩本紗彩氏(新潟国際情報大学生)､倉田洋子氏(新潟アどの会代表)

②　第9回研究会【日程】 12月19日(土)､クロスパル　【参加】講師を含め24名

【テーマ】 JICA教師海外研修授業実践報告【報告】石黒冨久美阿賀津川中学校教諭､蜂屋有希子高田高校教諭

【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

2　参加協力事業

1)新潟アどの会の｢国際居住年奨励賞受賞お祝い･賞金贈呈式｣に出席(7/20､楼蘭)

2) ｢青年海外協力隊発足50周年記念シンポジウム｣に参加(8/30､ユニゾンプラザ)

3)にいがたフェアトレード推進委員会主催の｢フェアトレードが変えるネパールの女性たちの暮らし｣を共催し参加(10/5､

クロスパル)

4)新潟市国際交流協会主催の｢国際交流･国際協力団体発表展示会｣でパネル展示(10/23-25､クロスパル)

5) NVCの｢設立25周年記念シンポジウム｣に出席(ll/23､メディアシップ)

6)新潟県国際交流協会主催の｢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(12/12､朱鷺メッセ)

7) NVCの｢第27回愛のかけ橋バザー&フェスタ｣を後援

3　広報関係　会報発行14号　平成27年7月　400部

4　会議関係等

11月21日平成27年度第2回理事会(オブザーバーを含め12人出席)　*クロスパル

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ノUL,､会報･リーフレット等について審議

12月17日平成27年度国際協力人材育成セミナーについて委託者(県協会)､担当理事と打合せ　*県協会事務室

12月29日今後の国際教育研究会について小中高教職員有志で打合せ　*長岡　　　　　　　　事務局長　小畑正敏

<無力同然なネパール政府の復興対策をよそに>･ ･ ･支援金の二つの送り先から報告止まず｡

支援金を送ると､カトマンズから連日メールでの医療活動報告が届けられ､

ベッドに横たわる患者やケガの程度､回復の様子などの詳細をネパール人

医師Purunathakaliは今も伝えている｡手足の骨折が多く､長期入院が必要｡

地方から出てきている人々は治療費が払えないのが現状で､支援金がまだま

だ必要だと痛感するoネパール政府からの支援は未だに全くあてにならない.

｢68人､目の手術をしました｡｣と､たどたどしい日本語で医療キャンプの様子を伝えてくる｡ Mrs.Apar

は､前ムスタン地域開発協力会の現地スタッフ｡カトマンズ近郊の被害者たちに今も仲間を募って向き合い

頼もしい｡ 原千賀子
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｢留学生の日本語学習成果発表会に参加して｣

いまは､知識が高度化､複雑化､流動化し､教育が社会をリードする時代である｡自分の考えを持ち､適切に表現する能力は､

グロ-バノいとした時代には不可欠な要素である｡新潟大学国際センタ-主催で毎年春､秋に開催されている｢日本語学習成果発表

会｣には､可能なかぎり参加させていただいている｡ 2015年度秋学期の発表会は､ 12月18日､新潟大学付属図書館ライブラリ

ーホールで開かれ､家内とともに出席した｡

第1部は､日本語学習歴3ケ月弱の留学生による日本語文の暗講だった0 8カ国16人が､ ｢私の一日｣､ ｢私の家族｣､ ｢先週末私

は.....｣､ ｢自由作文｣の4つを､日本語で紹介してくれた｡ (モーリシャス､イギリス､ドイツ､中国､スリランカ､フィリピン､

ヨルダン､モンゴルの8カ国) ｢えっ､これが3ケ月弱の日本語?｣と驚く上達ぶりに目をみはった｡若さとユーモアたっぷりの熱

演に圧倒された｡例えば､′′自動販売機と鉄道の券売機ではコインの投入口の形が異なっている"ことに疑問をもったoコインを横に

入れるか､縦に入れるか､何故だろうか?私はいままで､このことに全く無頓着だった｡

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｣｡中国､台湾､ロシア､オーストラリ

アの4カ国からの7人で競った｡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.日本の飲食店はオーストラリアに比べて安い｡スーパーマーケットでのマンコ､-は驚くほど高い｡

2.寒い冬でも水を飲んでいる｡中国ではお湯を飲む｡

3.銭湯では大勢の人が裸ではいっている｡ (台湾の留学生)

4.店員が大変親切に対応してくれる｡

5.ゴミの分別収集に感心した､など｡

優勝したのは中国からの女子学生で､母国と日本の違いについて大いに語った｡なお､優勝者は､当日､発表会に参加した人､

全員の投票により決定される｡短期間に日本語の習得という武者修行を乗り越えて､大きな変化を遂げた留学生諸君にエールを送

りたい｡ ｢日本の優れたところを自国に持ち帰ってほしい｣と願うとともに､自分の未来にどう活かすかに期待したい｡

吉山清道(理事､元新潟大学教授)

!ずぉ祝い　　　　　　　　　　†′今後の予定

｢教育と環境の『爽』企画室｣が､平成27年度　　1)第10回国際教育研究会

新潟県知事表彰を受賞されました｡表彰式は11月

20日でした｡おめでとうございます｡

3月13日(日) 13:30-　長岡市民センター

*文部科学省担当教科調査官の講演等を予定

郡国際協力人材育成セミナー

3月12日(土) 14:00-16:30 (会場は新潟市内を予定)

講師:小野山亮氏

(日本国際ボランティアセンター(JVC)アフガニスタン事業統括)

テーマ｢テロの脅威!海外で活動するあなたが知っておくべきこと｣

3)第7回にいがた国際フェスティバル

11月20日(日)､メディアシップ(1Fみなと広場)

*出展については改めて照会します｡

｢新規会員募集中! ｣ ～私たちと…緒に国際協力しませんか～

団体会員

●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　●新潟国際援助学生ボランティア協会(NASVIA)

●新潟国際聾術学院　●新潟パプアニューギニア協会　●新潟国際ボランティ

アセンター(NVC)　●にいがたフェアトレード推進委員会　●ミャンマーの医

療を支援する会　●民際センター･新潟ドナー連絡会　●夢の橋･多言語紙芝居

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

個人又は団体10′000円(一口以上)

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

E-mall : nnet@niigata-ngo.org URL: http://www.niigata-ngo.org


