
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

Yにいがた国際フェスティJUL～大学生ボランティアの声

内　容

●特集

･にいがた国際フェスティバル

･国際教育研究会11･12･13回

●会員の活動

･新潟国際援助学生ボランティア協会

･夢の橋･多言語紙芝居

･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

･ミャンマーの医療を支援する会

･ NVC新潟国際ボランティアセンター

･新潟国際塾術学院

･フェアトレードショップナル二ア

●会員･役員のエッセイ

･荒幸男理事長

｢ボランティアの原点｣

･原千賀子理事｢おかね｣

･青山清適理事｢伊藤文吉様を偲んで

～人との出会いを大切に～｣

･金子洋二理事｢新潟流のまちづく

りは世界に通用するか? ｣

●Nネットの活動報告

●イベント開催予定(3月5日)

･国際協力人材育成セミナー

｢フェアトレードからはじめよう!

あなただけの国際協力ライフ｣

●入会のお願い

～世界の人々の幸せのために～

タイトル:マダガスカルから届いた

子どもたちの絵(夢の橋･多言語紙芝居)

今回のイベントでは､新潟大学､新潟県立大学､国際情報大

字の学生がたくさん参加してくれました｡メディアシップでの

開催も初めて､私も初参加でしたのでいろいろ分からないこと

もありましたが､学生の皆さんもその場の指示で臨機応変に動

いてくれました.私は主に新潟国際援助学生ボランティア協会

のRWAN-]Aとラオススクールプロジェクトのブースでお手伝

いをさせてもらっていました｡ RWAN-JAのブースには特別ゲ

ストとして福島から｢ルワンダの教育を考える会｣の永遠瑠ル

-シーさんに来ていただきました｡ルーシーさんもこれからルワンダ支援についても

つと勉強していきたいとおっしゃられていたので､これからはRWAN-JAも一緒に協

力してルワンダの子供たちに支援を届けていきたいと思いました｡

ステージプロクラムの世界のファッションショーでは､ボランティアの学生が各国

のカラフルな民族衣装を身にまとっていました｡初めて民族衣装を着る学生もいて戸

惑ったり､なかには男性が女性の衣装を着たりとみんな楽しんでいました｡今回たく

さんの学生ボランティアが集まってくれましたが､普段新潟県内の学生で交流する機

会も多くないので､国際協力･交流をとおして学生同士が交流するいい機会だったと

思います｡他大学にも自分と同じように､海外に目を向けて活動をしている学生がい

ることを知ることができました.今回のイベントで終わりにせず､これからも新潟県

の学生で国際協力･交流の活動を盛り上げて異文化交流や国際理解が深められたらと

思います｡

RWAN-JA　新潟大学中山美智子

EII･二､薄麻



平成28年11月20日(日)､メディアシップで第7回にいが

た国際フェスティバルを開催した｡これは､にいがたNGOネッ

トワークの活動の中でも大きなイベントの一つである｡にいがた

N GOネットワークに所属する団体は､それぞれが独自に活動し

ているが､このイベントはそれらの団体が共同して取り組む数少

ない活動である｡

これまでは､屋外を会場としてきたが､今回初めて屋内会場と

してメディアシップで開催した｡ブースとしては､新潟国際ボラ

ンティアセンター､フェアトレードショップナル二ア､ N POア

ジアクラフトリンク､国際教育研究会､新潟アどの会､新潟国際

援助学生ボランティア協会､県国際交流協会､夢の橋が､それぞ

れの活動紹介や､フェアトレード商品の販売等を行ったo　また､

教育と環境の｢爽｣企画室､新潟県対外科学技術交流協会等がパ

ネル展を行ったDにいがたN G Oネットワークの皆さんの活動は

どれも貴重で､愛にあふれた活動である｡これらの活動を､もつ

と､もっと､たくさんに人に矢口ってもらいたい｡

N G Oブースには､大学生ボランティアが複数名サポートに入

った｡このイベントは学生ボランティアがいなければ､運営でき

ない｡今年も､新潟大学､国際情報大字､新潟県立大学から､国

際協力や国際理解教育に関心のある大学生の有志が協力してく

れたD協力してくれた学生は30名ほどで､彼らはとても熱心で､

守一新潟国際線助学生ボランティア協会(NASVIA)

当会ではこれまでラオスク(ラオスクールプロジェクト)とし

て､ラオスの小学校の奨学事業や学校図書館運営に協力をしてま

いりました｡今年度も国際フェスティバルなどでラオスの文化や

活動紹介を行いましたo今後も､図書の充実などのため､各種イ

ベントへの参加や募金活動などを続けてまいりますので､弓卜き続

き､ご協力をお願いいたします｡

また､本年度より､ルワンダの教育活動に協力する学生さんた

ちの活動｢RWAN-JA｣ (ルワンジヤ)をバックアップしていくこ

となりました｡以下に学生の代表である市川麻衣さん(新潟大学

大学院生)からの活動紹介を掲載しますので､広くご支援を賜り

ますよう､お願いいたします｡　　　　　　　事務局　原口央

･.十∴悪さ三.･･:

純粋で､爽やかで､日本の未来を担う素晴らしい学生たちで

ある｡

ブース以外に､ステージを設け､ N GOのそれぞれの団体

が活動紹介を行った｡ステージパフォーマンスでは､ベトナ

ムからの留学生や新潟大学の留学生らによるタンス､そして､

ホッビーズによるヒップホップや､新潟医療福祉大字タンス

部やスタイリッシュラテンパフォーマンスクラブのタンス

が､会場を大いに盛り上げた.また､大学生ボランティア等

が､中国､オランダ､タイ､マレーシア､ネパール､アフガ

ニスタン､ロシアなどの民族衣装を身にまとい､世界のファ

ッションショーを行った｡また､国際情報大字の国際理解教

育インストラクターが国際理解講座を担当し､ミニワークシ

ョップを行った｡

また､イベントの司会や音響､会場設営等も大学生が行っ

てくれた｡毎年のことではあるが､このイベントに参加して

くれた学生達の姿にいつも心を打たれるo彼らの優しさ､誠

実さは､会場で彼らに出会ったすべての人々の心に伝わった

と思う｡

にいがたNGOネットワークの皆さん､そして学生達が心

を一つにして創りあげたこのイベントが､国際理解､国際協

力の推進に繋がることを願っている｡

理事/にいがた国際フェスティバル実行委員長横堀正晴

RWAN-JAはルワンダの子供たちの教育支援を目的とした､

県内の大学生によるボランティア団体です｡具体的な活動目標

は①首都キガリ市内の学校に手洗い用貯水タンクを設置する

②ウムチヨムイーザ学園に通う子供たちの給食費支援をする

③手洗い活動普及のための手洗いソンクを作る､の3つです｡

これらの目標達成に向けて､国際系イベントでコーヒーや

RWAN-JAタオルの販売による支援金集めをするほか､ 1月か

らは募金活動も始めます｡また､私たちの活動は､ルワンダ出

身のマリールイスさんが代表を務める『ルワンダの教育を考え

る会』､そして､この会に協力している藤田純子さんにご協力

頂き､相談を重ねながら進めています｡多くの方との緑に恵ま

れ､ 2016年5月の立ち上げから今日まで活動することができ

ました｡ 2017年も人との出会いを大切にし､目標を達成する

ため遭進していきたいと思います!　　　　　　市川麻衣

写真(左) 7月3日マリールイズさんとの懇談会にて

写真(右) 11月20日国際フェスティバルにて



r今年度の国 研究会の報告j

昨年度の第1 0回から､会の運営を現場教員が主体となって行うようになりました｡今年度は3回の国際教育研究会を以下の通り

開催し､大変充実した時間となりました｡

第11回

【講　師】

第12回

【講　師】

第13回

【発表者】

9月2 4日(土) ｢教育フアシリテ一夕一になろう! ～クローパルな学びを目指す参加型授業～｣

石川一喜氏(拓殖大学准教授)  【参加者】 2 4名

1 1月6日(日)　｢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?～｣

田柳優子氏(特定非営利活動法人ACE) 【参加者】 28名

1 2月2 3日(金･祝)　｢授業実践共有会～2016年度]ICA教師海外研修報告～｣

佐渡市立佐手口田中学校増田有責教諭【参加者】 44名

新潟市立丸山小学校脇坂聡美教諭

新潟県立教育センター柳津敏雄指導主事

それぞれの回における参カロ者の声を紹介します｡

★石川先生がはじめに､ ｢地球上の人たちがフアシリテ一夕一になると全ての人たちが幸せになれる｣とおっしゃったことがこの1

日で分かりました｡アクティブ･ラー二ンクやフアシリテーシヨンなど自分が大切にしていることの全てがつながりました｡その温かい

人間関係から､良い学びが生まれ､子ともたち同士がつながり､みんなが幸せになれる､そんな学級をつくっていきたいと思いました｡

★ワークショップを実際に体験できただけでなく､授業案やプロジェクト企画などを話し合いの中から作り出せたことは､今後の教

材研究､開発､授業づくりに繋がると思います｡児童労働というテーマは､掘り下げるととても深く重いテーマになりますが､ぜひ他教

科とも連携して取り組んでいきたいです｡

★ ｢人と人のつながり｣が大事だと思いました｡来てよかったですQ ｢他人事｣で終わるのではなく､ ｢やってみたい｣ ｢やれるかも｣

と思える素晴らしい発表を聞くことができました｡匡日野理解を通じて､自分や地域に着目できる､行動できる､そんな活動をしてみたい

です｡

毎回､参加者の満足度も非常に高く､また新たな目標や希望が生まれる場になっていたと思います｡また､教員だけではなく､一般市

民の方の参加もありました｡感想には

★今まで国際理解教育を受けていない今の子どもたちの親たちもやらなければならない教育という感じかしましたo

★今回のような授業実践報告が､教員以外でも聞けるのがありがたいです｡

とあり､地球市民として共に学び､考え､行動に繋げていく場の意味を改めて感じましたoそして､今年度全ての研究会に参加し､第

1 3回で実践発表された増田教諭は次のように振り返っています｡

★私の実践報告は､企画委員の皆さんとの繋がり､そしてたくさんのご助言やご指導をいただいたからこそ実現できたことです｡

石川先生やACEのワークショップ､皆さんとの意見交換の内容が私の実践や発表に確実に盛り込まれており､大変感謝しています｡

国際教育研究会の企画委員は年度途中で1名増えて9名となりました｡熱い想いをもった仲間達が､少しずつですが着実に出会い､繋

がっています｡そしてこの新潟での取組が全国的にも注目を浴びてきています｡来年度も魅力ある学びと出会いの場を創っていきたいと

思いますので､ご理解とご協力をよろしくお願いいたします｡　　　　　　　　　　　　　国際教育研究会企画委員長小黒淳-
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｢ボランティアの原点｣　理事長　荒　幸男

昨年6月に長逝されたネパール･ムスタン地域開発協力会理

事長故近藤亨氏は､その著書『ムスタン爺さまの戯言』で､ ｢私

の長い人生経験から､友情があれば道は必ず開けるに違いない

と確信すると共に､これがまた奉仕活動の道にも通ずるもので

あると思う｡｣と語っておられます.氏の協会はNネットの団体

会員でもありました｡

私たちは大きく変化しつつある時代のただ中にあって､氏の

言葉をもう一度反翁しなければならないでしょう｡

氏が語る｢友情｣という｢他者への慈しみの心｣を思うとき､

私は長野県上田市にある無言館を思い出します｡そこには戦没

画学生が出征前に描いた家族や恋人等の絵が数多く展示されて

います｡かつて館長の窪島誠一郎氏にお話を伺ったとき､ ｢一人

でも心から愛する人を持ってほしい｣とおっしゃった言葉が今

も胸に響きます｡人は大切な人のために生きるのだということ

です｡

｢おかね｣　理事原千賀子

Nネットの運営は個人会費5,000円と法人会員その他を併

せても年間数十万円の予算に事務局のやり繰りはご吉男が尽き

ないと思う｡

かつてネパールムスクンで活動を続け昨年94歳で亡くなっ

た近藤亨翁は生前､活動に必要な資金を集めるのカギ巧みな人物

だった｡貧困に苦しむムスタンの現状を大勢の聴衆を前に一心

不乱に力説し､身際に一切の金を持たず自らを<乞食坊主>､

と居直るごとく決して誰にも頭を下げることなく胸を張って主

義主張を貫いていた｡その姿勢と､凄みのある語り口に出会っ

た多くの人々の心が強く揺さぶられ､その一人に私もいたo

翁は知性に恵まれた家族がありながら70歳後半で協議離婚､

後顧の憂いを断ち切り､会の反対を押し負かして余生の後半を

ネパール国有地アッパームスタンの台地の開発に着手した｡当

然この開発には莫大な資金が必要で､地域開発協力会の理事会

で大荒れにもめた｡しかし理事長近藤は故郷の生家跡に僅かな

土地が残っているのを確かめると､その売却を私に懇請した｡

年の瀬も押し迫る雪の降りしきる中､加茂郷の近藤家跡地に向

かったD

ムスタンの冬はことさら厳しく､険しい峠の根雪前に､ポリ

エステルパネルを買い付け､すべてを人力で運びこまなければ

春の作業が間に合わないというのが､私への電話の要件だった｡

そのためには､捨て身になってアッパームスタンでの<稲つ

くり>を翁は成功させたかったのだ｡幸い｢昔お世話になった

近藤家のお役に立てるなら｡｣と､年末にも関わらず高い値で村

の方が買い取って下さった｡

どのような時代にあっても｢慈しみの心｣が､生きること､行

動することの原点であることを､無言館の絵や近藤亨氏の言葉が

私に教えてくれます｡そして､私はNネットの仲間にそうした心

を感じますC

そのような会員や活動に賛同してくださる団体･個人のお力

で､ 2016年のNネットとしての活動は､これまで以上に充実し

たものとなりました｡詳細は､本誌の特集記事等をご覧いただき

たいと存じます｡

大きく変化し続ける昨今の国際情勢を鑑みるに､ 2017年がど

のような年になるのかは､きわめて予測し難いところです｡しか

し､いかなる状況にあろうとも､前述

の｢原点｣を活動の支柱として､会員

相互の秤を深めるとともに国際協力

に携わる方々の拠り所となるような

Nネットを築いて行きたいと願っ

ています｡

お蔭で､翁亡き今も3800m高地にも

･準竺竺･----Y

甘皐It･J

りんごが稔っている｡一方､学校建設や病院建設の資金に困窮し

ていた折､天からの贈りもののように多額な支援が寄せられた｡

〟世の中のために使って欲しい〟とのご主人の遺言で学校建設と

病院建設にこのご支援を使わせていただいた｡講演会のたびに故

人がよく口にしたセリブがある｡ ｢死んでしまったらお金はいら

ない､生きた金を､今､使おうではないか｡｣と｡

最も必要としている人たちに用立てる､という基本を世界中の

政治家が実行さえすればもっとましな世界になるに違いない｡

人は金で動く｡否､人は心で動くo正しく､美しい言葉を並べ

ても世界はどんどん不穏な方向へ向かっているように思え､求め

る先の平和は遠ざかる気配だ｡

老いてなお大きな夢を追い続け､生涯現場主義を買いた翁は

今､手塩にかけたリンゴの木の下と､ 3600m標高のGHAMI病

院脇の霊安塔に村人に手厚く分骨され永遠の眠りについた｡しか

し､私には

｢生きたお金を使おうじゃないかo｣と天空から声が聞こえる｡

故近藤亨の｢ムスタンへの旅立ち展｣は2月1 0日～3月2 8

日まで､クロスパルにいがた2 F新潟国際友好会館内にて開催し

ます｡
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fにいがたNGOネットワーク～平成28年下半期活動報告(平成28年7月～12月)

1主催事業

1)第7回にいがた国際フェスティノUレ

日程11月20日(日)､新潟日報メディアシップ(1Fみな

と広場)

出展ブース出展･パネル展示計12団体

新潟国際ボランティアセンター(NVC)､

フェアトレードショップ｢ナル二ア｣､

アジアクラフトリンク､新潟アどの会､

新潟国際援助学生ボランティア協会(NASVIA) ､

新潟県国際交流協会､国際教育研究会(企画委員会)､

夢の橋多言語紙芝居､教育と環境の｢爽｣企画室､

新潟県対外科学技術交流協会､ Nネット､

第7回にいがた国際フェスティバル企画委員会

出演ステージで留学生など9クループが諸外国の民謡･タ

ンス等を発表､学生ボランティアが民族衣装ファッションシ

ョーや観衆対象の国際理解講座

協力企画委員会(委員長:横堀理事)の下､新潟大学､新

潟国際情報大学や新潟県立大学の学生など約30人がボラン

ティアで運営に協力

補助　新潟市国際交流協会

後援新潟県､新潟市､新潟県国際交流協会､新潟日報社

2)第11回～第13回国際教育研究会*以下｢研究会｣

国際教育研究会企画委員会(委員長:小黒理事)が企画運営

①第11回研究会(主催: Nネット&新潟県国際交流協会)

日程9月24日(土)､クロスパルにいがた

参加講師を含め24名

テーマ教育フアシリテ一夕一になろう　～クローパルな

学びを目指す参加型授業～

講師石川一喜氏(拓殖大学准教授)

後援新潟県教委､新潟市教委､ JICA東京

②第12回研究会(主催: Nネット&新潟県国際交流協会)

日程11月6日(日)､まちなかキャンパス長岡

参加講師を含め28名

テーマ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～

靖師田柳優子氏(認定NPO法人ACE職員)

後援新潟県教委､長岡市教委､ JICA東京

⑨第13回研究会(主催:Nネット､共催:JICA東京)

日程12月23日(金)､クロスパルにいがた

参加講師を含め44名

テーマ2016年度JICA教師海外研修授業実践報告会

発表増田有責氏(佐渡市立佐和田中学校教諭)､脇坂

聡美氏(新潟市立丸山小学校教諭)､柳津敏雄氏(県

立教育センター指導主事)

後援新潟県教委､新潟市教委

2　参加協力事業

1)後援の｢JICA草の根技術協力事業説明会｣に出席

(7/10､クロスパルにいがた)

2) ｢第32回キタック新光町夏祭り｣に出席(7/30､キ

タック駐車場)

3)NVCの｢社会貢献者表彰授賞式報告会｣に出席(8/6､

駅前パルde la soレ)

4)新潟県国際交流協会の｢国際理解教育セミナー｣に協

力(8/19､県立教育センター)

5)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)

6)NVCの｢第28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16号平成28年7月　500部

4　主な会務等

11月13日平成28年度第3回理事会(10人出席)

*クロスパルにいがた

上半期の事業･収支について報告し､にいがた国際フェ

スティバル･国際教育研究会･国際協力人材育成セミナ

ー等について審議

11月14日新潟市が定款変更を認証

(電磁的方法による表決について改正)

5　今後の主な予定

1)平成28年度国際協力人材育成セミナー

-3月5日(日)､クロスパルにいがた

事務局長　小畑正敏
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f夢の橋･多言語紙芝居

皆様､何時もお世話になりありがとうございます｡

紙芝居を待つ世界のこども達､色々なお話､ 5- 1 0ケ国語の翻訳が〝主役〝であることを忘れ

ずに､お陰さまの1 3年目もメンバー心合わせて参ります｡どうぞ宜しくお願いいたします｡

1 1月1 8日　新潟県立翠江高校にて多言語紙芝居作制｡

1 1月2 0日　にいがた国際フェスティバル参加o桜文化会さんによる中国語､宮津賢治原

作｢注文の多い料理店｣他､白新中学校生徒さん作制､英語｢うさぎとかめ｣他実演

1 2月3 1日　マダガスカルのこども達から､翠江高校生原画や日本の文化カレンダーへの返

礼として｢絵｣が届けられる｡

荒川久美子
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｢フェアトレードショップナル=ア｣丸田祥子

皆さま明けましておめでとうございます0 2016年は公私共に忙しい年でしたが2017年も,忙しくな

りそうですDフェアトレードショップ｢ナル二ア｣はJR新潟駅から徒歩約20分程にある沼垂商店街の

中にあるお店ですが最近この沼垂商店街に面白い動きがあるんです｡ ｢沼垂テラス｣と言って昔の市場

の空き店舗に若い店主の方々が手作りカラス細工や北欧雑貨､喫茶､パン屋さん､お総菜屋さんなど楽

しいお店を開き始めました｡最近TVなどでも紹介されているのでご覧になられた方もいるかもしれま

せんね｡また､町の商店主の方々が中心になって町のシンボル的な空間を昨年1 2月2 5日にオープン

しました｡空間の名前は｢なじらね沼垂しんこや｣と言ってレンタルスペ-ス､洋食屋､駄菓子屋､イ

ベント広場､沼垂ラジオ局など､町の情報発信な場にもなっています｡実は私もこの空間作りに昨年か

ら関わっていまして今年は是非､フェアトレード紹介コーナーも設置させて頂くつもりですB多くの

方々にフェアトレードの存在を知ってもらえれば嬉しいです｡

フェアトレードとは｡o｡途上国で生産された日用品や食料品が､驚くほど安い価格で販売されている

ことがあります｡一方生産国ではその安さを生み出すため､正当な対価が生産者に支払われなかったり､

生産性を上げるために必要以上の農薬が使用され環境が破壊されたりする事態が起こっています｡
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写真は新作の製品です｡

生産者が美味しくて品質の良いものを作

り続けていくためには､生産者のj]･L'H働環境

や生活水準が保証され､また自然環境にも

やさしい配慮がなされる持続可能な取引の

サイクルを作っていくことが重要です｡フ

ェアトレードとは直訳すると｢公平な貿

易｣oつまり､開発途上国の原料や製品を適

正な価格で継続的に購入することにより､

立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の

生活改善と自立を目指す｢貿易のしくみ｣

をいいます｡

特定非営利活動法人　フェアトレード･

ラベル･ジャパン(FL])より



≠ィンド｢子どもの憩いの村｣建設･運営のヒストリー

2003年1月､私どもはとりあえず自費の333万円を投入し､

井戸1基を掘り､ホーム1棟と､倉庫付き台所1棟の建設を始

めた｡ 9月､大きなマンゴーの樹の下に51人の子ともたちが歓

声をあげて集まった0 24人定員のホームには入りきれない子ど

もたち｡街で幸い仕事をしていた身寄りのない女性2人が､食事

作りと子どもたちの世話をする｡現地NGO/NEW HOPE代表ロ

ーズ氏と妻のルーツさんが運営を担う｡

2004年､ 2棟目のホームを急きょ建設｡ 1棟目は男の子､ 2

棟目は女の子のホームになる｡職業訓練所2棟｡幌想センター3

棟｡音楽堂1棟｡資金作りのメドも立たない中の矢継ぎ早の工

事で､早くもささやかな老後の蓄えは底をつき､夫は警備会社に

再就職､妻は生活費を削ったり､バザーやコンサートをしたりと

懸命の努力を続けた｡

2005年､職業訓練所に通う少年のための宿泊所1棟｡ ZOO人

が一緒に座って食べられる食堂1棟｡牛舎1棟｡鶏

舎1棟o農園のスプリンクラー設置.

2006年､診療所1棟D救急車両1台｡小クラウンド造成｡

2007年､農園整備(菜園､バラ園､バナナ園)｡中型耕運機1

台｡遊園地広場｡

2008年､図書館兼事務所1棟｡コンピューター､図書､テー

ブル等の備[]EjR 0

100mラン二ンクトラック(直線)0

2009年～2011年､認可初等教育学校棟建設

平屋建ての8クラスと特別室(幼稚固) 2室｡

2011年､水洗トイレD太陽光発電設備.学校設備･備REjl]購入0

400mトラックが出来るスポーツグラウンドの敷

地購入｡

2003年9月､マンゴーの大樹の下に集まった

最初の子ともたち
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2012年3月､開校式､クラウンド地鎮祭&運動会挙行｡

2013年､学校給食棟建設(調理室及びランチルーム)､

学校農園整備｡

2014年､サイクロン襲来で｢子どもの村｣復旧作業｡

給食棟内調理室およびランチルーム施設･設備整

備0

2015年6月､学校給食開始(設備･備品配置)0

2016年1月､スポーツクラウンド整地･造成完了｡体育用

具購入･収納倉庫建設｡

使い初め大運動会開催｡ 5月､スクールバス購入

2016年､ ｢子どもの憩いの村｣全体修理｡学校備品補充｡ト

イレ新設｡

｢子どもの憩いの村｣の建設･運営は､ 2003年1月以来休

むことなく続いたが､中越地震､中越沖地震､ 2011年3月の

東日本大震災時には､最早これまでと天を仰いだ｡申請した

企業･財団には､窓口で去口下されることも多かったが､毎日

国際交流呂をはじめ､幾つかの栄えある呂をいただいたり､

全国各地からの励ましを受けたりなど､嬉しい出来事も重な

った｡この間､世話した子ともたちは1900人を超える｡

2017年3月31日､私は傘寿｡活動を始めて20年｡ ｢子ど

もの村｣や学校の運営など多くの課題を抱えるが､力付けた

若者たちが育ち､私どもが手を弓lく時は間近い｡

教育と環境の｢爽｣企画室　片桐ネロ子

2016年クリスマス･イブ､

日本から届いたプレゼントを胸に笑顔満開



2016年　新潟アどの会

1 2月1日～スリランカに行ってきました｡その目的は

①ソリアポクラ村にセレモニーホールがほぼ完成したので､

その開所式に参カロする｡

②ハンバント一夕市の孤児院(カレースパイスの売上高は全

てこの孤児院への補助金です)の様子と新潟/31＼れあい基金によっ

て作られた貯水タンクの活用状況を視察する｡

③新潟県立新潟工業高等学校ボランティア同好会&食物同

好会の寄付金を井戸建設費として､メツタ･ソーシャルサ-ビス

創立者に渡す事でした｡

私が兎に角ビッグ｣∑(Oho)したのは､ナントリ＼ンバント一

夕の孤児院は新潟市立白新中学校生の募金から5 0 0しの貯水

タンクが作られ､そのタンクによってこの孤児院は内戦後の孤児

院閉鎖を免れ､そして新潟ふれあい基金からの5 0 0 0しの大聖

貯水タンクによって､この孤児院の敷地は見違えるように変わっ

ていたことでしたo

大学生派遣プログラムとして現地に昨年行っていた榎本未希

さんからも｢パパイヤは近くの菜園でなっているし､食事は美味

しい! ｣と聞いていました｡私が最初に行った5年前に比べたら､

今のこの変わりようは!言葉にならない!今のハンバント一夕

のこの敷地には汚物以外の水を各施設から集めて地底に埋めら

れているホースよって敷地中央に噴水が流れているではありま

せんか!水のない､この地域に!

ちょっと歩いた処にはパパイヤ､野菜が生っている菜園があ

り･ ･ ･｡私は泣きそうだった｡ 2年前に創設者と話した｢この

地域を日本の連の駅のように野菜を売ったり､レストランを開店

して､孤児たちの仕事とこの孤児院の運営をしていこう! ｣と語

り合った事を｡レストランとまでは行かないが食堂は韓国のボラ

ンティア寄付金で建てられていた｡ゲストハウスは既に2棟建て

られ､来年開所される職業訓練所は既にシンガポール､中国､カ

ナダから応援が予定されている｡なんて素晴らしい国際協力の世

界だろう｡私達日本側はこれからもこの南部地域では貯水タンク

から始めて行こう｡ホントに｢生命の水～全てが始まった｣のだ

からo　そして､ソリアポクラ村はこれからだ.私達に次にできる

ことは?

私達のこの世界の素晴らしさとは- ･人の想いが形になって､

全てをインスパイアして奇跡を目の当たりに見られることなの

だ｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉田洋子

仮認定特定非営利活動法人アジアクラフトリンク～2016年の反省と2017年の目標

2016年は良い面も悪い面も盛りだくさんの年でした｡

ミャンマーでの人材育成は順調に進んでいて､活動範囲が拡

大しています｡春には織物学校への支援でミシン68台の寄贈

も完了し､次の]ICA草の根支援への足掛かりになりました｡

木工産業支援も進んで､活動も盛り上がり､デザイン開発面

でヤンゴン美術学校元校長も仲間に入り､現地での活動準備が

整ってきています｡また､原料木材のトレサピリティ管理でも

進展がみられ､将来のフェアトレード生産組合の国際認証への

道も見えてきました｡

ミャンマー国内でのNGO活動のPRとしてミャンマー政府

主催の国内産業展やJICA支援によるヤンゴン市における

NGOクループの活動紹介などへの参加をしました｡

2017年にはこの流れを受けて､ JICA草の根支援と外務省

のNGO連携支援による2つのプロジェクトを開始準備に

a

入り､その実行チームも準備整いました｡その中でスタッフの日

本語学習意欲も盛り上がり､かつ地域貢献を兼ねて､近く日本語

教室を開始予定で準備に入っています｡現在日本語検定資格のス

タッフが3名在籍していますので､私含め交代にてボランティア

参加で講義を行う予定です｡

ミャンマーの地域素材を工夫によって付加価値を付けて世界へ

通じる生活実用品をつくり､地域振興と自立を達成する｡私達の

目標が徐々に見えてきました｡

理事長　斎藤秀一

ミャンマーの拠点

バゴー事務所のスタッフ



′ミャンマーの医療を支援する会～活動報告(2016年7月～12月)

私どもはミャンマーの医療支援と並行してインフルエンザの調査研究

をミャンマーのパートナーと共同で行ってきた｡私の定年後の2015年に

新潟大学とミャンマーの感染症研究プロジェクトが感染症研究国際展開

戦略プログラムに採択され､ 2016年3月にヤンゴンに新潟大学ミャンマ

ー感染症研究拠点ができた｡ 11月2日には新潟大学医学部で｢第1回日

本･ミャンマー合同シンポジウム｣が開催された(写真1)｡ミャンマー

から4名の共同研究者が参加し､支援活動のキーパーソンのヤデナ医師も

来日した.シンポジウムでは研究成果が多数発表され､盛会だったDヤデ

ナ医師は私の最初の訪緬の写真を出して､新潟とミャンマーの16年の歴

史を話した(写真2)｡小さな医療支援から新潟大学の感染症プロジェク

トに至ったのはヤデナ医師の献身的努力に負うところが大きいoヤデナ医

師はわれわれの支援に感謝の意を表したが､感謝しなければならないのは

われわれの方であると思っている｡

私は2016年後半には訪緬する機会がなかったので､支援金を直接ヤデ

ナ医師に渡した｡ヤデナ医師からは前回の支援金の使途を示す酸素ボンベ

や生検針など消粍品の領収書を受け取った｡それを見るとミャンマーの医

療状況にまだ改善の様子はないと思われた｡ヤデナ医師の病院は半年前に

増築工事が行われていたが､予算がなくなり､設備を入れる見通しがまだ

立たないという｡次回は､病院の状況をよく見てこようと思っている｡

内藤畏

写真1　シンポジウム会場の筆者(中央)とヤデナ医師(右)｡

写寛2　発表するヤデナ医師

｢伊藤文書様を偲んで～人との出会いを大切に～｣　青山清適(理事/元新潟大学教授)

新潟県で国際交流､国際協力に尽力された伊藤文吉様が､ 2016年10月25日､ 89歳で亡くなられた｡農村文化を国内外に発信し続け､その情

熱は最後まで衰えることはなかった｡私が親しくお話しできるようになったのは､ 30年はどまえ､安塚町(町長は矢野芋様､現在の上越市安塚区)

で開催された雪シンポジウムがきっかけだった｡パネルディスカッション後の意見交換会で､過疎･高齢化が著しい豪雪地帯での農村文化の継承の

大切さについて熱く語っておられた.当時の安塚町はフィンランドとの住民同士の交流など､地方創生のさきがけとなった所である｡その直後､新

潟日報の文化欄(1973年10月31日)に執筆させていただいた'l北方領土問題に思う"の私見をおおくりしたところ､和紙のハカキで励ましの礼状

をいただいた｡ 2007年6月11日､新潟市の大栄寺で開催された､新潟ユネスコ協会(伊藤文吉会長)の総会で､ 〟災害調査を通して文化を考える〟

の演題で講演の機会をいただいた｡アフリカや欧米で携わった教育･調査､研究での滞在経験から､住民はそれぞれの土地で､はぐくまれた固有の

文化に誇りを持っていることを述べるとともに､将来を見据えて､若者には社会のグロ-ノUL化に対応できる力を)t函養する必要性を説いたo

(公益社団法人)にいがた緑の百年物語緑化推進委員会(伊藤文吉理事長)の理事を4年間(2007年～2010年)務めさせていただいた｡会議

を終えて､希望者だけの昼食会で､示唆にとんだお話をお聞きするのが楽しみだった｡太平洋戦争末期､ 10万人の死傷者をだした､ 1945年の東京

大空襲の時は学生で､隅田)l=こ浮かぶ死体の弓IE上げ作業にあたり､この悲惨な､忘れてはいけない大事なことを伝えるのは大人の義務であること｡

ライト中尉の偶然の出会いから北方文化博物館(詳細については､ホームページを参照)が誕生したこと.その因縁で､ 10年ほど前､第七艦隊司

令長官に招待されたこと｡福沢諭吉の著書<字間のすすめ>は､自分の道を自分で切りひらくために､再読を強く薦められた｡など"思い出はつき

ない｡

最後にお会いしたのは､亡くなる10日前､ 10月16日､ "友の会の夕べ"で､車いすに乗っての､ご挨拶だ

った｡私は､外国からの友人がくると､誇りを持って新潟の古き良き文化を感じさせる北方文化博物食酢こ､家

内とご案内することにしている｡人材以外これといった資源を持たない日本が現在の繁栄を維持するためには

効果的に世界と連携していく必要がある｡若い人には､自分の郷土にもっと関心をもち世界に出て､何がいま

人類の課題なのか肌で感じてほしい｡記憶にある伊藤様の数々の教訓を心に刻み､その心を末長く大切にして

ゆきたいと思います｡ご冥福を心からお祈り申し上げます｡

⑳



lNVC新潟国際ボランティアセンター

◆スタディツアーを開催しました!

2016年8月26日～8月31日にかけて､ NVCの支援現場

を見てもらうというベトナム･スタディツアーを開催しまし

た｡参加者は12人｡ NVCの支援現場を直接見て､そこにいる

人､こども達と直接触れ合ってもらい国際協力活動の一員とな

ってもらいました｡

フェアトレード事業の現場であるミ/

エルターでは､事務局長の三上が日本

から寄付したミシンの使い方を説明｡

説明を聞く女児達の表情は真剣その

もの｡教える方が圧倒される程でし

た｡ 2年前まで引っ込み事案だった彼

女達からは想像ができないほど積極

的に｢学びたい｣ ｢もっと成長したい｣

という意志を感じることができました｡

障がい児支援事業の現場である孤児院で

は､自立支援を目指した線香生産プロジェ

クトが順調に進んでいます｡

シェルターのこども連の栄養状況をサボ

一卜するための食事を提供してきました｡

野菜･肉･乳製品などバランス良く摂取してもらうためにツア

ーメンバーで300個以上のサンドイッチを作りました!でき

た後は､皆で一緒にお食事｡一緒に食べると楽しいね♪

ー●′

◆NVC組織力強化合宿!を開催しました♪◆

NVCは今後も組織として成長し､各事業を充実させていく

ことを目的として､組織力アップを目指した強化合宿を行い

ました｡運営委員､ボランティア､インターン､学生リーダ

ーなど様々な人が集まってくれたおかげで､ ｢私がNVCを作

っていくんだ! ｣という皆の思いを終結させることができま

した｡元NVC奨学生で今は新たなるNVC支援者となったロ

イさんがちょうど日本に滞在中だったので参加してもらいま

した｡国境を超えて､様々な意見が飛び交う充実した会誌と

なりました｡

NVCはNGOであり市民団体です｡多くの人に参加しても

らい､多くの人の意見を

集めて常により良い形

にしていくことに力を

注いでいきます｡

◆愛のかけ梧バザー&フェスタ報告◆

2016年10月8日･9日の2Ej間､ピアBandal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｡ ｢買い物

をして世界に新潟の空を届けよう! ｣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｡

学生ボランティアスタッフの皆さんが民族衣装を着て会場を

盛り上げてくれました

NVC事務局長　三上杏里

｢新潟流のまちづくりは世界に通用するか?｣理事　金子　洋二

｢まちづくり学校｣というNPO法人が新潟市の吉山にあります0 2001年の発足以来ずっと関わっているEfl体なのですが､県内で先駆的にまちづ

くりに取り組む人々が経験やノウハウを持ち寄り､市民が主体となったまちづくりのための人材育成を中心とした活動に取り組んでいます｡

3年ほど前の話になりますが､そのまちづくり学校で､三重県に本部を置くある財団からの依頼により､ ASEAN 9か国の若手リーダー18人を対

象にまちづくりの研修をさせていただいたことがありましたoまちづくりを進める上で私たちが基本としている｢未来デザイン｣という考え方を中

心に､これまで実践してきた事例を紹介し､彼ら自身にも自分たちの故郷をモデルとしたまちづくり計画を策定する演習に取り組んでもらいました｡

こうした機会は全く初めてでしたので､当初は上手く伝わるか不安な面もあったのですが､始めてみたらとてもよく理解していただき､約2ケ月の

研修の最後には9か国全てで立派な計画が完成しました.

現在､開発途上国の多くは(かつての日本のように)まだ政府がまちづくりにおいて主導的な役割を果たしているところがほとんどだと思います

が､この時の経験を糧に､いつか新潟流のまちづくりのノウハウをそうした国々のまちづくりに生かす橋渡しができたらいいな､と妄想を膨らませ

ています｡
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t新潟国焼香術学院2016年7月～12月の活動報告

●佐渡短期留学研修

7月2日-7月31日

7月6日-7月20日

7月9日-7月30日

8月3日-8月10日

8月11日-8月20日

8月11日-8月21日

11月1日～11月15日

11月2日.-11月7日

シャントウ大字｢佐渡短期留学｣を実施｡

2016夏季写生交流団｢佐渡写生研修｣を実施｡

杭州ミ折江理=大字｢佐渡短期留学｣を実施.

成都親子団夏季佐渡留学研修を実施｡

大連工業大字塾術デザイン学院｢佐渡短期留学研修｣を実施｡

中央美術学院｢佐渡短期留学研修｣を実施｡

秋季佐渡写生研修会｢佐渡短期留学｣を実施｡

シンガポール･マレーシア秋季佐渡写生研修会を実施｡

●第16回国際水彩画交流展

9月16日-9月19日､第16回国際水彩画大会IN NIIGAm ｢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三階ギャラリーBで開催致しました｡

来場者は350名以上｡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｡

忘琶-I:!iii;1-I- I j

●佐渡道の駅第五回国際芸術祭

2016年11月3日､島内外1100人を超える来場者で､道の駅水彩画教室会員の

作品展､国際美術館の見学､第16回国際水彩画交流展開会式､佐渡国際教育学院

開校式､手打ちそばや日本語留学生による学生食堂ワンタンスープの販売で賑わい

ましたo

●日本語学校佐渡国際教育学院が佐渡で開校

2016年10月3日から開校し､佐渡初の日本語学校としてスタ-卜をしました｡

2016年12月26日付けで日本語学校佐渡国際教育学院が県私立学校審議会にて

｢設置適当｣という審査結果を得ました｡

新潟国際垂縮学院1月以降の活動予定

01月16日～30日　第16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回国際水彩画交流展の作品60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｣､ 2017冬期写生交流団｢佐渡写生研修｣､

2017春期写生交流団｢佐渡写生研修｣の実施｡

且且

事務局　東有達



フェアトレードからはじめよう!あなただけの国際協力ライフ｣

日　時:2017年3月5日(日) 13:30- (講演会･人間図書館など)

場　所:クロスJUレにいがた5階　交流JTt-ル2

参加費:無料

参加申し込み先: info@ft-niigata.info

世界にはとても貧しい状況にいる人たちが9億人近くいると言われており､

同じ地球に生きる私たちにとっても心を痛める問題となっていますo

｢でも､私たちにできることはないのでは?｣実はそんなことはありません｡

｢身近にできる国際協力｣と言われるフェアトレードという方法を使うと誰

にでも手軽に遠い国の困っている人たちを助けることができるのです0

今回の国際協力人材育成セミナーでは､子育てをしながら熊本市でフェア

トレードの普及に20年以上携わり続け､熊本市をアジア初のフェアトレード

シティへと押し上げた明石祥子さんをお迎えして､フ工

アトレードやそのご経験についてお話しいただきます｡

さらに現在新潟県内で仕事や子育てをしながらフェアト

レードの普及に携わる方々を講師として､多忙な毎日の　蒜蒜詣ン笠憲はV:

中でどのようにフェアトレードを取り入れ国際協力に携

わっておられるのか､対話形式でお話ししていただきま

す｡国際協力やフェアトL/-ドはもちろん､女性の社会【

参画やまちづくりに関心がある方もぜひご参加ください｡

り舛t'.?Lf票l'
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講師紹介

明石祥子(あかLLようこ)

1993年にフェアトレード専門店『ラブ

ランド』を開店｡ 1999年に若者たちと

共にフェアトレードの普及を目的とし

た『NGOフェアトレードくまもと』を

設立D以降､フェアトレードの普及活

動に尽力｡ 2011年熊本市議会のフェア

トレード支持決議を受け､熊本市のフ

ェアトレードシティ認定を達成｡世界

で1000番目､アジア初のフェアトレ

ードシティ認定となる｡ 2014年には世

界中のフェアトレード関係者が集まる

フェアトレードタウン国際会議を実

現｡フェアトレードシティくまもと推

進委員会代表｡

｢入会のお願い～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0

他団体､行政等と連携して､県内で､国際協力活動の啓発､人材育成､国際理解教育の研究等に取り組み､国際協力活動の拡大を

目指しています｡

Nネットの特色として､会員は､ Nネットの主催事業とともに､会員NGOの活動にも参カロできますので､身近で､いろいろな国

際協力活動等に寄与できることが上げられます｡

未だ､発展途上国の中には､紛争や貧困などで劣悪な環境での生活を余儀なくされている人々が少なからずいます｡

Nネットの趣旨にご賛同いただける方(もちろん企業も)ならどなたでも入会いただけます｡会員が増えることにより､ Nネット

や会員NGOの国際協力活動が盛り上がっていきます｡

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

･会報などの配付､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｡

特定非営利活動法人　にいがた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&FAX 025-247-2478

E-mall二　nnet@nilgata-ngO.0｢g URL: http://www.nilgata-ng〇･〇｢g


