
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　●国瞭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

内容

●追悼～近藤亨先生

●会員の活動

･ NVC新潟国際ボランティアセンター

･ミャンマーの医療を支援する会

･教育と環境の｢爽｣企画室

･新潟アどの会

･アジアクラフトリンク

･新潟国際聾術学院

･新潟国際援肋学生ボランティア協会

･新潟県青年海外協力協会

･にいがたフェアトレード推進委員会

●Nネットの活動

･活動報告

･平成28年度総会

･国際協力人材育成セミナー

･国際教育研究会

･会員募集

●会員･役員のエッセイ

･本間栄三郎さん(顧問)

･青山清道さん(理事)

･若井由佳子さん(ら･なぶう)

･小川朝子さん(リラン)

†`追悼～近藤亨先生｢ムスクン爺さまの軌

GHAMIの台地に寄せて近藤亨著ムスタンへの旅立ちより抜粋

華も木もない見渡す限りの灰色の台地

ただ新流に沿って細々と暮らす一握りの貧しい農家の群れ

君たちの今の暮らしに果たして何の夢があるのだ

夢も無い希望もない票風々と胡砂吹く風の台地

ただあるものは年毎に深く刻まれる諦念の碑

君たちに果たして明日の糧があるのか

さあ目覚めるのだ立ち上がるのだ俺とスクラムを組んで

この眼にしみる紺碧の空灼熱の太陽が

氷河湖の濠々と湧き出る無限の水が

実は天が君たちに贈った最大の宝物だったのだ

さあ俺と一緒に立ち上がろう俺は君たちの道標

ただまっしぐらに俺の跡についてくればいいもう大丈夫だ

この不毛の果てしない台地が夢のある希望忘れる沃野に蘇る日は近い

ネパールの首都カトマンズからムスタン地域に入るには､徒歩で一週間､小型

飛行機で乗り継ぎ二日の道のりです｡さらにGHAMIに入るには特別入山許可と､

高額な入山料がかかり､四千メートル超の険しい峠を馬で幾つも越えて三日を要

します｡近藤亨氏が周囲の反対を押し切り広大なGHAMI台地開発に着手した時

から髭を伸ばし始めました｡三千八百メートルの厳しい台地に独屈しながらの開

発､言わば覚悟の髭は､亡くなるまで氏のトレードマークになったのです｡

ヒマラヤの大自然に身を置くとき､神々しい山々

に思わずひれ伏し､生きている実感に胸が高鳴り､

強風と乾燥に立ち向かう<気>に満たされます｡気

持ちが挫けそうになった時は､蒼考を見あげたい｡

その先はヒマラヤにつながり､白馬に跨る髭の翁が

見えてきますから｡

表情夢に生きる

Nネット理事/元ネパール･ムスタン地域開発協力会理事　原千賀子

表紙の写真:体育用具格納庫の前で(教育と環境の｢爽｣企画室)



■新潟国際ボランティアセンター(NVC) 2016年1月～6月までの活動報告

◆1月と4月に活動地であるベトナムを訪問し

てきました｡ 令

1月は､奨学金支援事業の授与式に出席してきました｡ 2015

年度から､ NVCは奨学金支援事業においてサポーター制度を導

入｡サポーターさんにはあしながおじさんとなってもらい､ 4年

間奨学金を支給してもらう仕組みを作りました｡授与式には奨学

生さんにサポーターさん達からの手紙を渡し､顔の見える関係を

作るお手伝いをして参りました｡これからも､彼らの縛が深まる

ようにお手伝いを続けていきたいと思います｡

サボ-クーさんからの手紙をもらって喜ぶ奨学生

また､ 4月には障がい児の自立を目指した軽作業習得プログラ

ムの調査も実施しました｡ベトナムのラムドン省にあるマタグイ

こどもセンターにおいて､ NVCは線香を作る機械及び原料の購

入支援をしています｡ (公財)新潟県国際交流協会さんから肋成

を受けて開始したこの事業は､開始1年目でありながら線香生産

のライン及び委託販売先の確保ができ､大きな成果を出すことが

できております｡ハウスマザーの｢学業と文化的な生活が最も大

切!｣という強い意志

の元､学業と通常の日

常生活を優先させなが

らも線香生産に向けて

こともたちは日々頑張

っております｡

フェアトレード事業の現場も訪問してきました｡ 2年前までミ

シンを触ったことも無かった女児達は､目を見張る様な成長を見

せてくれており､すでに発

注を受けて洋服を販売し

たこともある､と明るい笑

顔で教えてくれました｡

NVCのフェアトレード事

業､これからますます発展

させていきます!
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◆社会貢献者表彰を受賞しました♪◆

Nネットからご推薦をいただいたおかげで､ NVCは7月1

日に社会貢献者表彰を受賞することができました｡帝国ホテ

ルで行われた表彰式は非常に華やかで厳粛な雰囲気の中開

催され､多くの方に支えていただいている､という気持ちを

今まで以上に感じることができ､今後一層活動に遇進してい

く､という決意を固めることができました｡セレモニーでは

過去の受賞者である｢教育と環境の『爽』企画室｣さんの活

動が紹介されており､改めて新潟のNGOは互いに成長し合

っている､背中を追いかけ合う関係ができている､と認識す

ることができましたC

ご推薦くださったNネットの皆様､本当にありがとうござ

いました｡

◆G7新潟農業大臣会合特別企画を開催

しました♪◆

4月23日(土)･24日(日)にかけて､朱鷺メッセにて

G7新潟農業大臣会合が開催されたのをきっかけとして､食

と世界とのつながりを知り､地元の農業について考えるワー

クショップを開催しました｡参加者は30名｡小学生の参加

もあり､様々な世代や立場の人達が共に世界と食･農業のつ

ながりについて学ぶことができました｡

NVC事務局長　三上杏里

新潟市中央区営所通2番町692-27　ビラプリンス103

¶≡l. 025-211-4067



｢貧困は平和への脅威である｣　Nネット顧問　本間栄三郎

最近国際関係で最も憂慮すべき課題はイスラム国のテDであろう､無差別に殺教を繰り返し先進国との間でし烈な戦闘を続けてい

る｡イスラム国のテロ行為が難民を生じさせ､難民に交じってテロを誘発するという悪循環を繰り返している｡なぜこんなことにな

ったのだろうか｡戦後(1947年)インドがイギリスから独立するにあたって､激しい動乱が繰り返されパキスタンとインドに領土を

分割させられた｡その際イスラム教徒はパキスタンに､ヒンドゥ教徒はインドにと別れ､インドからパキスタンに550万人のイスラ

ム教徒が､パキスタンからインドに550万人のヒンドゥ教徒が隊列を組んで牛車に弓lb､れとぼとぼ逃げまとい移動したのである｡し

かし現在のイスラム国のテロも貧困､富の偏在､複雑な差別意識など根深いものを内包して､その不満を世界全域に広げているので

ある｡イギリスのEU脱退問題も主要原因は増え続ける移民問題がある｡

'J貧困は平和への脅威である"この言葉は2006年度にノーベル平和賞を受賞したムハマド･ユヌスの言葉である｡言い得て更なるも

のを感じると思う｡

｢世界の人口の半分は1日当たり2ドル以下のお金で生活している｡一方およそ10億人が､ 1日あたり1ドル未満で生活してい

る- ･ 1日99セント以下の生活とはどんなものだろう｡幸いなことに日本では考えられないが､今我々が1日100円で暮らさな

ければならないと考えれば想像がつくであろう｡

貧困の状態を詳細に分析し､貧困と闘う基本的な方策を記述したのが｢貧困経済学｣ (著者アブヒジツト･ ∨ ･バナージィ､エッシ

ャータブロ)である｡貧困から脱却するため医療､環境､教育､金融などあらゆる面で解決しようという試みが進んでいる｡途方も

ない努力が求められるが全世界が取り組むべき重要な政治課題である0

Jミャンマーの医療を支援する会～活動報告(2016年1月～6月)

2016年3月15日に新潟大学ミャンマー感染症研究拠点開所式がヤンゴン市内のホテルで挙行された｡医療サービス局のMyint Haロ

局長の挨拶とプロジェクト開始宣言､国立衛生研究所のHay HtayTin所長､文科省生川審議

官､日本大使館松尾参事官の挨拶が続き､日本医療研究開発機構の宮村先生は日本の国際感染

症研究の現状と目的を説明した｡牛木学部長の挨拶の後､私は2000年から16年間のミャン

マーでの活動を紹介し､ヤデナ医師の来日と帰国後の交流､支援､共同研究の歩みを示した｡

感染症研究プロジェクトが始まるのは留学生だった2人のミャンマー人医師がパートナーと

して活躍してくれたお陰である｡午後は国立衛生研究所とその中にできた新潟大学研究拠点を

視察した(図1)｡研究所にはすでにパスツールW究所や韓国の研究施設が入っている｡われ

われは10年以上早く共同研究を開始したのに､拠点形成では遅れをとった｡ここは国際協力

とともに､国際競争の場である｡ 図1.国立衛生研究所前で日本関係者

翌日からいつもの支援活動｡ヤデナ医師には新潟医療センターの小林勲先生から頂いたぶ厚い2冊の内科の教科書を手渡した(図2 )0

第二医科大芋には顕微鏡をはじめ､いろいろな研究機器を届けてきた｡今回も免疫染色用の抗体と顕微鏡レンズを持参した(図3 )o次

にヤンゴン総合病院の病理にも抗体を供与した｡ここでは2004年に寄贈した写真撮影装置付きのディスカッション顕微鏡が活躍して

いる(図4)｡ ｢この簸微鏡をいただいてから4人目の教授の私も活用させていただいていますoこれからもよろしくお願いします｣と

Myint Myint Nyeln教授｡中古の顕微鏡でも十分に役立つが､これだけ利用度が高いなら､新品を届けたのは正解だった｡

図2.教科富を手に嬉しそうなやデナ医師　　　　図3.第二医科大字に抗体を提供　　　図4.ヤンゴン総合病院に以前供与した昆副故鏡

内藤邑
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*教育と環境のr爽｣企画室～スポーツグラウンド整地完了を祝って

2016年1月29日､待望のスポーツグラウンドの整地が終

了し､盛大な運動会セレモニーが挙行されました｡体育着を新

調した全校児童･生徒200余名は､朱色､青色､緑色､黄色組

に分かれて､整然と並びました｡元気よくインド国歌斉唱の後

は､晴れがましい入場行進です｡低学年にとっては､初めての

行進ですから､列の多少の乱れはありますが､両手を振って､

懸命に歩きます｡

その後は､徒競走の練習です｡先生方の指導も大変ですが､

たまたま､日本からJICA派遣の教員(放課後の特別活動の指

導員)がおられたので､運動会の指導にも当たっていただき､

ラッキーでした｡ 1月から4月までの在任です｡

2月6日には､インドの大学で､体育を専門に学ぶ学生さん

が学校を訪問し､体育の指導をしてくれました｡実際に専門に

学んでおられる学生さんの指導を受け､子どもたちは､大いに

刺激を受けたようでした｡日本のJICAからもこのように､体

育専門の教員を派遣していただければありがたいと思います｡

r　一　一

5月1日には､スポーツグラウンドの脇に､スポーツ用品･

用具を格納する倉庫が出来あがりました｡グラウンドを利用す

る､他校の用具等も納められます｡

5月7日､念願のスクールバスが､ ].]スクールの正門に､黄

色い車体に黄色いレイをかけ､緑色のリボンを結んで､まるで員

婦人のように現れた時､子ともたちは大歓声をあげて迎えまし

た｡日本の皆さんからのプレゼントです｡これで､遠方からの通

学生も安全に通学できます｡ありがとうございました｡

終わりになりますが､私どもは､ 3月28日､東京都の倫理文

化センターで､第19回地球倫理推進賞(一般社団法人倫理研

究所主催､産経新聞社等後援)の国際部門で受賞いたしました｡

あわせて､文部科学大臣賞を授与されました｡会場を埋め尽くし

た300人の全国の倫理研究会の皆様やマスコミを前での講演

は､晴れがましくも思い出深いものでした｡

代表　片桐和子

ハスを囲んで｡中央で立つJICAの先生と座って手を振るローズ代表o

喜苧蒜帯琴
運動会開会セレモニー｡中央左はJICA派遣の先生､右は校長先生0

入場行進

勾

徒競走の練習



■新潟アどの会　2016年1月-6月までの主な活動

1月7日～3月4日まで､クロスパル2階｢新潟市国際交流協会事務所｣にて｢スリランカ展｣を開催

させて頂きました｡その間のイベントとして､

2月1 0日｢スリランカ体験報告会｣県立大学生の榎本未希さんによる現地での体験から感じた事考

えた事を発表｡悪天候にも関わらず参加なきった市民の皆様には大感謝でした｡

2月27日ナリンダさんによる｢スリランカの紹介｣ (英語)大好評でホツ～としました｡

2月7日rJICA新潟グローバルセミナー｣に参加｡

5月3･4日｢万代アースフェスタ2016｣に参加｡

1月14日から毎月1-2回開催させて頂きましたナリンダさんの｢シン八ラ語+英会話+時々日本語｣教室は6月

1 6日をもって､終了とさせていただきました｡昨年～今年まで､いろいろな方々が遊びに来てくださいました｡心から御礼申し上

げます｡

今年1 2月初めにただ今建設中のコンサートホールと既に使用しているアどの会6 6基目のハンパント一夕孤児院の貯水タンク

と果樹園を視察に行く予定です｡

会長　倉田洋子

｢バングラデシュのテロ事件に思う｣　Nネット理事/元新潟大学教授　吉山清道

日本の技術で発展途上国に貢献したい｡

2016年7月1日夜､バングラデシュの首都ダッカの飲食店襲撃テロ事件で犠牲になった7人｡いずれも専門技能を生かして､

国際協力機構(]ICA)のプロジェクトで､現地の交通インフラ整備に携わっていた｡犠牲となった方々の無念さを思い､ご冥福を心

よりお祈り致します｡

私事にわたり恐縮であるが､私は､ 1968年12月～1971年4月､ JICAの派遣専門家として､ナイジェリア連邦共和国の国立ヤ

バ工科大字に勤務していた｡ナイジェリアは､宗教､風俗､習慣が異なる250もの部族で構成された連邦国家で､ピアプラをめぐる

内戦の最中であった｡大学内の官舎で生活していたが､現地の弁護士から紹介していただいた料理や身の回りの世話をする男性とナ

イトウオッチ(夜警人)を雇っていた｡使用人や学生とは兄弟のように親しくしていた｡

途上国は日本のように安全な地域ばかりではない｡〝自分の身は自分で守る〝危機管理が常に求められる｡当時の学生はエリートで

｢国の期待を背負う人たち｡覚悟と真剣さが違う｣｡大学内で､イギリス､スイス､カナダ､インド､ロシア､チェコなど世界各国

より派遣された教官と交流するなかで､多文化共生社会は現実のものとなっていると肌で感じた責重な期間でした｡

日本をとりまく国際情勢は日々刻々と変化している｡グローバリゼイシヨン､イノベーションが強く求められる時代となった｡高

い志を持ち､困難にも果敢に乗り越えようとする強い意志､異なる文化や価値観の違う人々とお互いに理解しあえる人材｡それを養

うためには若いときから内向的にならず､世界に向かって行動することである｡

今回のテロ事件を教訓にし安全には十分注意を払って､発展途上国の民政を安定させるためにも､技術と経済力を備えている我が

国は積極的に援助の手を差しのべるべきである｡

S



一版認定NPO法人　アジアクラフトリンク

今､ミャンマーに滞在して原稿をまとめています｡ここ半年

は速足で駆けている状態です｡もう一歩で目標に手が届くとこ

ろまで釆ました｡安定的な財源の確保と持続可能な組織への変

革が目標です｡

Nネットの皆さんは目標を持って活動されています｡しか

し､それの実現は活動資金の有無によって制限される場合が多

いと思います｡私も同じです｡活動を開始した1 2年前は､実

績も無い､会員も無い､経験も無い状況で､動きたい!と思っ

ても､資金も無い､そんな団体に援助する機関も無い｡それこ

そ5無い状態｡ただ､ただ､もどかしい時間が過ぎていくだけ

でした｡

そんな中､第一の転換点が成田や関空にあるJETRO運営の

途上国一村一品マーケットへの参加でした｡ウタンチョ一･ミ

ャンマー公使の紹介で参カロした同マーケット､ 2年目には全店

で大人気商品に育っていました｡ミャンマーは天然素材の宝庫

です｡そして沢山の矢口人も出来ました｡この2つを生かしての

地域特産品開発は､マーケットのコンセプトと合致して人気品

がどんどん生まれました｡そして､このマーケットの情報は｢ミ

ャンマー製品は日本で売れない! ｣と思っていた人々を驚か

せ､ ｢工夫することでミャンマーでも人気品が作れる事｣がウ

テインセン大統領の目に止まり､後述のMOUとなっていきま

す｡さらには､支援活動実績と活動資金獲得が同時進行で得ら

れる私達の活動スタイルが出来上がってきました｡

第二の転換点は､ 3年前､アンテナショップとしてのフェア

トレードショップを開店し､全国へ紹介･販売ができるように

なったことです｡その結果､ミャンマーの地域産業開発品の拡

大再生産に繋がり､その実績で現地の地域振興が現実的に動き

始めました｡

2016年5月shop-Sal

新潟市江南区沢海2丁目16　北方文化博物館西門広場

第三の転換点は､今年の目標､事業拡大と安定財源の確保に

向けた､組織の改革です｡今年1月ミャンマーの一村一品運動

支援を目的にしたMOU (ミャンマー政府との共同事業)の締

結となり､ JICAや外務省へのODA申請団体になりました｡
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そこで2つの事業のODAを申請中です｡また､ 3月にはイ反認

定NPO法人となりました｡そこで今､この状況に対応できる､

組織の変革に取り組んでいます｡具体的には､

2016年1月　ミャンマー政府とのMOU締結式

1 )自立できる組織にする事です｡海外で自立支援をしている

自分達が自立していなければ恥ずかしいです｡フェアトレ

ード事業を伸ばすことで､自立を目指します｡これは自分

達の努力によって､収益が得られる経験が必要だからで

す｡ -村一品運動の原点でもあります｡

2)仮認定NPO法人取得によって､活動の広報に努め､ひ

ろく支援者の獲得に動きながら､活動と会計の公正さを高

めます｡

日本では会計事務所の指導で会計処理をしていますし､ミ

ャンマーでは顧問弁護士を雇い､現地組織運営力を高めて

います｡

3)前述のJICA草の根支援および外務省NGO連携支援を

申請し､専門家の参加による活動の強化と財源の安定化を

目指します｡

この3項目が達成できると｢自己資金､寄付金､助成･委託

金｣の3点によって安定財源が確保できます｡それにより専任

スタッフも増やしながら､持続できるNPO組織への成長がも

う少しで見えてきます｡その折には､ 6つの産業分野で500

名の仕事を作り出す夢も実現に近づいていると思います｡

2016年6月　卜NGOアジアクラフトリンク･バゴー事務所

理事長斎藤秀一



事新潟国際垂術学院2016年1月～6月の活動報告

1月23日-2月13日　　桂林電子科技大字璽術与設計学院5名｢佐渡短期留学｣を実施｡

1月30日-2月13日　　2016冬季写生交流団10名｢佐渡写生研修｣を実施｡

3月17日-4月6日　　藩陽師範大字3名｢佐渡短期研修｣を実施｡

3月30日-4月10日　　2016春季写生交流団10名｢佐渡写生研修｣を実施｡

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しました｡

出品作品は第15回国際水彩画交流展の作品50点に､佐渡出　野-耶Ⅷ-

身画家の賛助作品､佐渡高校美術選択者の作品30点あまりが

展示されました｡

04月19日

学校法人新潟国際聾術学院佐渡国際教育学院　認可

法務省､文部科学省からの正式な日本語学校設置の認可が下

りました｡ 10月生の募集を開始､各申請の手続きを行います｡

新潟国際垂術学院7月以降の活動予定

08月29日～9月5日　｢新潟国際聾術学院長兼高有個展｣を新潟三越で開催｡

09月16日～19日　第16回国際水彩画大会IN NIIGATA ｢国際水彩画交流展｣併催r佐渡ジオパーク｣を描く展

を新潟県民会館で開催｡

出品作品はアメリカ､イギリス､マレーシア､シンガポール､中国などの代表画家の作品と国際水彩画会員の作品｡

昨年に引き続き､特別企画とし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｡

07月～9月､ 11月､翌年1月　｢佐渡短期留学｣ ｢佐渡写生研修｣の実施｡

011月3日　｢佐渡道の駅第五回国際芸術祭｣開催｡

′新潟国際援助学生ボランティア協会

}ji.:漢

-･･., '･タLT
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事務局　東有達

5月5日の｢万代アースフェスタ｣に例年通りブース参加しました｡ 3日

｡,間の日程の中の1日だけの参加となりましたが､懐かしい顔との偶然の出会

ら-洲いもありました｡今回も元気いっぱいの学生ボランティアさんが大いに頑張

ってくださいました｡

事務局　原口央



i新潟県青年海外協力協会～活動幸は(12月-6月)

新潟県青年海外協力協会の活動報告です｡

12月26日～

1月23日

協力隊ナビ(エミタイ;東新潟)

日本語スピーチコンテスト(OB会後援)

育てる会･OB会 ｢クロスロード｣上映(アプリカンプエスタにて) OB会共催)

○青年海外協力隊5 0周年を記念して作られた映画｢クロスロード｣ですが､とってもいい映画です｡性格の対照的な若者が試行

錯誤しながら協力隊活動を通して成長していく過程をていねいに描いています｡今年は､県内各地にてOB会主催でも上映予定

です｡その際には､どうぞご覧ください｡

0 6月1 9日(日)には維会が行われました｡森田会長の後任として渡部悟さんが会長に選出されました｡また今年は､新潟青年海

外協力協会の4 0周年事業として､イベントを行ったり記念誌を発行したりする予定です｡協力隊ナビも毎月､場所を変えて継

続します｡ OB会のホームページも夏頃までにはリニューアルしていく予定です｡お楽しみに!

○ ○B会のFacebookです｡ https://www.facebook.com/JapanOverseasCooperativeAssociationNiigata/

新潟県青年海外協力協会事務局長井口昭夫

rエコでヒ-スなくらしを｣

今年の前半は､ 3月に一ケ月間の休業をしたので､体力的な心配を少しましたが､例年参加さ

せてもらっている6月4日のアプリカンプエスタには､参加が間に合って安心することが出来た

感じです｡復活(笑)

イベント出店は､ ｢フェアトレードショップら･なぶぅ｣を知っていただく良い機会と考えて

いるので､参加したいと考えているのですが､ 1 2年のうちに出店の形も少し変わって来ました｡

最近では｢カレー屋｣さんと間違われることも多くて｡と､言うのも夫が｢ら･なぶぅカレー部｣

として出店することが多くなったからです｡私はフェアトレードのスパイスを販売して､家でもスパイスのカレーを作っていました

が､そのうちに夫が(当時は会社員)カレーをつくりだしました｡研究熱心な結果､時々｢おいしい｣と言われるまでになり､ ｢ら･

なぶぅカレー部長｣の誕生となりました｡アプリカンプエスタには､アフリカのスパイスをたっぷり使ったカレーを販売して､完売｡

本人はとても喜んでおりました｡雑貨担当の私(ら･なぶぅ社長?)は､ポチポチな感じでした(苦笑)

中越地震の年にら･なぶぅを始めて1 2年｡強力なライバル･カレー部長の出現は意外でしたが､このような形のイベント出店も

楽しいなあと思っています｡フェアトレードを軸にエコでピースなくらしを提案するスタイルは変わらないと思います｡ Nネットの

会報寄稿の機会にそんなことを改めて考える時間が持てました｡感謝しております｡ありがとうございます｡

ら･なぶぅ　若井由佳子

長岡市乗坂之上町3-ト10スタジオチャオ1 ド
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｢こんにちは｡フェアトレードとエコロジーのリランです｡｣

今年の夏は､お店でマダガスカルのラフィアのバックの販売がスタートしまし

た!バオバブの木や､ワオキツネザルで有名なマダガスカルの物をお店に置く日が

くるとは｡ラフィアのバックはマダガスカルの太陽の香りまで運んできてくれたよ

うで､自然な良い香りがします｡ 4年くらい前に､アどの会さんから紹介してもら

った方が､今年の夏からマダガスカルのバックの会社を始めたという事で連絡をく

れたのでしたりICAなどで国際協力をしている女性2人なのですが､マダガスカ

ルに住んでいた事もあって､何かやりたいとずっと思っていたそうです｡

マダガスカルは世界最貧国の一つで度重なる政治危機の影響もあり国民の生活

は安定していないそう｡ラフィア榔子のバックを編んで自らが家計を支える女性達｡

生きるために編みあげる彼女達の力作を日本に届けたい､という思いで立ち上げたそうです｡

届いたバックは､とても良質なラフィアの素材､洗練されたデザイン､丁寧な仕上がりです｡ラフィアを編む女性達と､それを

日本に紹介する彼女達を､私も応援したいと思います!バックを編む女性達とのやりとりなども聞く事ができて身近に感じ､ます

ます気持ちが入っていつも以上にお客さまにお伝えするのが楽しいです｡

*にいがたフェアトレード推進費員会～活動報告

他にも岐阜県の女性がデザインして､インドで

ブロックプリントでつくるショールやハンカチ

など､こちらも去年からスタートしたばかりの方

です｡

これからも小規模でも架け橋となってがんば

っているような活動を､リランは応援していきた

いと思います!

Rerun falrtrade 臥 ecology小川朝子

新潟市中央区営所通ト260-41 1F tel. 025-226-6609

6月11日(土)に執り行われたNネット総会において､僧越ながら記念講演

をさせていただきました｡テーマを｢めざせ!日本海側初のフェアトレードシ

ティ新潟｣と題して講演させていただきました｡日本で最初のフェアトレード

タウンとなった熊本市の事例を紹介しつつ､フェアトレードタウンとはどのよ

うな制度なのか､フェアトレードタウンとして認証されると新潟市はどのよう

なメリットがあるのか､といったことをお話しさせていただきました｡にいが　転

たフェアトレード推進委員会の共同代表の岡田および佐藤は先進事例の寿賀本市

に滞在し､様々なお話を聞いてきました｡そこで見聞きしたことをNネット会

員の皆様に報告いたしました｡大変高い関心を持っていただき､また､非常に重要な質問やご意見をいただきました｡記念講演の講

師として報告させていただきましたが､にいがたフェアトレード推進委員会として､今後の活動のためのヒントや方向を教えていた

だいたように思います｡

共同代表　岡田篤志･佐藤孝輔
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tにいがたNGOネットワーク～活動報告(平成28年1月～6月)

1主催事業等

1)平成27年度国際協力人材育成セミナー｢紛争とNGO｣

を開催(主催: Nネット､新潟県国際交流協会(委託))

副題海外で活動するあなたが､知っておくべきこと

日程3月12日(土)､クロスパル

講演小野山亮氏(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) ｢NGOによる安全対策一紛争地での

事例から｣

司会･フアシリテ一夕ー金子洋二氏(NVC代表理事)

参加講師を含め22名

2)第10回国際教育研究会

テーマ未来をになう子どもたちへ持続可能な社会をつくる

教育を今､考える

～これからの国際教育とネットワークの活性化に向けて～

日程3月13日(日)､ながおか市民センター

講演演野清氏(文部科学省教科調査官)

｢これから期待される国際教育とESD｣

参加型実践発表関愛氏(中越高校教諭)

｢地域素材を活かした国際理解教育｣

トークカフェ5つのブースで5人の発表者を囲んで交流

参加講師を含め42名　*参加費500円(学生等は免除)

後援新潟県教育委員会､長岡市教育委員会､ JICA東京

3)ネパール地震被災者救援募金(第2期)

送金額37′095円(昨年6月～4月)

*第1期と合わせ527′209円送金

送金先認定NPO法人シャプラニール(第1期と同じ)

協力　フェアトレードショップSai (募金箱)など
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2　参加･協力

1)新潟県国際交流協会主催の平成28年度国際交流連絡会議

に出席(4/28､朱鷺メッセ)

2)万代アースフェスタ2016に出展･キッズコーナー･民族

衣装ファッションショーで協力(5/3-5､万代シティ)

出展アジアクラフトリンク､ NVC､ナル二ア､新潟アどの

会､民際センター､ラオスク･ NASVIA､モンゴル国際交

流の会Sora

3)新潟市国際交流協会主催の平成28年度にいがた国際交

流･協力団体ネットワーク会議に出席(5/21､クロスパル)

3　広報関係

1)会報発行vol.15 (1月) 500部

2)リーフレット更新(4月) 1′000部

3)英訳(4月)リーフレットの内容を英訳し､ホームページ

に掲載(http://www.niigata-ngo.org/)

4　会議関係

4月16日(土)平成27年度第3回理事会

･･･新年度事業計画･収支予算を議決(クロスパル)

*出席者12人(書面表決4人含む)､オブザーバー3人

6月11日(土)平成28年度第1回理事会

= ･総会付議事項を議決(クロスパル)

*出席者10人(書面表決1人含む)､オブザーバー2人

平成28年度通常総会

-平成27年度事業報告･決算､平成28年度事業計画･

予算､定款一部改正(電磁的方法)､役員選任を議決(ク

ロスパル) *出席者16人(委任状除く)､来賓3人

記念講演:岡田篤志氏(にいがたフェアトレード推進委員

会共同代表)

｢めざせ!日本海側初のフェアトレードシティ新潟｣

平成28年度第2回理事会･･･三役を互選(クロスパル)

*出席者10人(書面表決1人含む)

5　今後の主な予定

1)第7回にいがた国際フェスティJUレを開催-11月20日(日)､メディアシップlFみなと広場

2)国際教育研究会を開催‥･第11回: 9月24日(土)､クロスパル

･･･第12回: 11月6日(日)､まちなかキャンパス長岡

-第13回: 12月23日(金･祝)､クE)スJUレ

Nネット事務局長　小畑正敏



｢平成28年度通常総会を終えて｣

去る6月11日､ 16名の会員､賛助会員と3名の来賓をお迎えして通常総会を開催し､全ての議題について承認していただきまし

た｡そのごく一部ですが雑感を交えてお伝えいたします｡

平成27年度は､恒例となった｢にいがた国際フェスティバル｣も第6回を迎え､多くの学生の皆さんから運営に協力していただき､

改めて若い力の素晴らしさと大切さを感じました｡また｢国際教育研究会｣は､第10回を機に小中高の複数の教職員が企画運営を担

う組織に生まれ変わり､初めて新潟市を離れて長岡市で開催され､ 42名もの方々が参加しました｡次代を担う児童生徒の夢と希望を

育むためにも､今後より多くの先生方の参加を期するとともに､広く一般の方々や大学生も参加できる内容にしたいと考えていますo

平成28年度もこれまでと同様の事業を展開する予定ですが､今年の11月20日には､今まで屋外で行っていた｢に

いがた国際フェスティ)Uレ｣を､新潟市のメディアシップで開催いたしますo室内での実施は初めての試みで､会場

は小さくなりますがその分多彩な企画を準備したいと考えています｡

尚､これまでご尽力頂いた監事の伊藤充氏が任期終了となりご退任になりました｡ここに改めて御礼申し上げます｡

また､小黒淳一氏が新しくNネットの理事に就任されました○小黒氏からは､今後国際教育研究会主宰としてご活躍

頂きます｡

総会後は､にいがたフェアトレード推進委員会共同代表の岡田篤志氏から｢めざせ!日本海初のフェアトレードシティ新潟｣と題し

て､世界的視野からその歴史や現状について興味深いご講演がありました｡力を合わせて是非｢フェアトレードシティ新潟｣を誕生さ

せたいものですo Nネット理事長　荒幸男

一粒成27年度国際協力人材育成セミナーr-とN G 0--で活動するあ-が､知っておくべき干"tl

いわゆる｢テロ｣による破壊行為や戦闘行為が連日マス

コミにより報道される中､攻撃の対象が民間人にも及んだ

り､あるいは､平和であると思われていた他地域にまで及

ぶといった事件が多発しています｡このことは､国境を越

えて活動する私たちN GOにとっても大きな脅威であり､

万が一の事態に備える必要性を示唆しているのではないでしょうか｡

一方で､ここ新潟においては､市民がそうした対策について学ぶ場がこれまでほとんど設けられてきませんでした｡こうしたことか

ら､今回はN G O活動における紛争対策への意識を高める第一歩として､紛争地での経験豊富な講師を迎えてセミナーを開催しました｡

講師は､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の小野山亮さん｡実体験に基づくお話は非常にリアリティ

が高く､専門的でありながらもわかりやすい講義を通して､ NGOによる紛争への備えを学ぶことができました｡また､一方的に講師

が話す形ではなく､重要なテーマを4つに絞って参加者との対話を通した進行スタイルにより､参加者一人ひとりの中に深く学びを掘

り下げることができました｡
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テーマ1 :人道NGOは戦争への立場を表明しない方がよいか

テーマ2 :紛争地での民軍協力は必要か?

テーマ3 :ハイプロファイル(武装)とロープロファイル(非武装)どちらが安全か?

テーマ4 :市民やNGOの安全が脅かされた時､沈黙か抗議か?

参加者のみなさんの発言はフアシリテーシヨングラフィックを用いて書き出し､共通の

理角的†深まるような工夫も盛り込みました｡ 22名とやや少なめでしたが､新潟で市民向け

に初めて採り上げられたテーマとしては十分な関心を集められたと思います｡また､全体

を通して各参加者が活発に発言をし､少人数ならではの充実した意見交換の場を持つこと

ができました｡

今回のセミナーは企画した私自身にとっても非常に新鮮な内容ばかりで､危機管理への

認識を新たにすることができました｡特に現地政府との距離感は重要な問題であり､ (紛争

は) ｢起きるはずがない｣を｢起きるかもしれない｣に意識を変え､情報収集から始めたい

と思います｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nネット理事　金子洋二

ll



!一第1 0回国際教育研究会の報告と今年度の予告

3月1 3日(日)の午後､ながおか市民センターにて､第1 0回国際教育研究会を開催しました｡現場の教員が中心となって企

画･運営する初めての会となりましたが､ 4 0名を超える大勢の方々から参加いただきました｡

最初の文部科学省の演野清調査官のお話では､国際教育がESDとともに今後どのような役割を担っていくかの展望について､共

通認識をもつことができました｡その後の関肇先生の実践発表では､地域教材と絡めた国際理解教育の実践例を体験しながら､参

加者は地域と世界を繋げる視点や手法を学びました｡最後のトークカフェでは､ ]ICA教師海外研修参加者､青年海外協力隊参加者､

日本人学校経験者､ユネスコスクール指定校教員､新潟県国際交流インストラクター事業の大学生の方々から､各ブースに分かれ

て経験や実践を発表していただき､どのグループも時間が足りないくらい活発な意見交換がなされていました｡

参加者アンケートには､ ｢視野が広がり､あっという間の一日でした｡自分がやりたいことの手がかりを手に入れることができま

した｡また機会があれば参加したいです｣のような記述が多く見られ､ ｢大変満足｣が7 5%､ ｢満足｣が2 5%という非常に充実

した会になりました｡ご協力いただいた皆様､大変ありがとうございました｡

今後も様々な方々や団体､機関との繋がりを大事にしながら､充実した学びの場を創造していきたいと思います｡多くの方々の

ご参加をお待ちしております｡

第1 1回　　9月24日(土)　13:00-17:00　クロスパルにいがた

｢教育フアシリチーターになろう! ～クローパルな学びを目指す参加型授業～｣

拓殖大学の石川一書先生をお招きして､授業や会議等において役立つ場づくり､興味･関心の弓lき出し方､学びの深

め方など､理論と手法を学びます｡

第1 2回　1 1月6日(日)　13:00′〉17:00　まちなかキャンパス長岡

｢児童労働を学ぶワークショップ　～このTシャツはどこからくるの?～｣

児童労働問題に取り組む認定NPO法人ACEの講師をお招きして､消費者教育教材資料表彰の最優秀賞に選ばれた

オリジナル教材で､ファッションの裏側に潜む児童労働を考えます｡

第1 3回　12月23日(金･祝)　13:00-17:00　クロスパルにいがた

｢授業実践共有会　～2016年度JICA教師海外研修報告～｣

今年度､ JICA教師海外研修に参加した教員による国際理解教育の授業実践の発表を中心に､次代をになう子ともた

ちの教育について考えます｡　　　　　　　　Nネット国際教育研究会主宰/上越教育大字教職大学院　小黒淳-
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｢会員募集中～世界の人々の幸せのために～｣

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く国際協力NGOとサポーターの集まりです｡

会員同士でl青報交換をしながらイベントなど､お互いの活動を助け合っています｡

本会の趣旨にご賛同いただける団体､個人ならどなたでもご入会いただけます.

●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)

堀之内南2-15-1　TEL&FAX 025-247-2478
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