
にいがたNGOネットワーク(Nネット)とは
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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

日　次

●特集(主催事業)

1.総会･講演会のことなど

入会のお願い

2.民際センター･新潟ドナー連絡会

フェアトレードショップナル二ア

3.国際協力人材育成セミナー実施報告

(にいがたフェアトレード推進委員会)

国際教育研究会開催予定

●会員団体の活動

4.教育と環境の｢爽｣企画室

5.新潟転際整術学院

6.　アジアクラフトリンク

7.新潟アどの会

8.　NVC新潟国際ボランティアセンター

9.新潟県青年海外協力協会

10.ミャンマーの医療を支援する会

ll.新潟国際援助学生ボランティア協会

●役員のエッセイ

原千賀子理事｢ナマステ!｣

●Nネット事業報告

●お祝い

†一　総会･講演のことなど
当会報では毎回会員各位から寄せられた活動報告を掲載していますが､皆様の頑張って

いる姿を拝見するたびに､元気や勇気をいただいています｡そうした会員の皆様の尽力に

よって､ 2008年1 1月28日に設立されたNネットは､来年10周年を迎えますo今

回の総会でもそのことが話題に上りました｡そこには会員相互の縛を一層深め､ N G Oに

よる国際協力活動をより活性化したいという共通の願いがありました｡ 1 0周年記念の計

画はまだ白紙の状態ですが､国際協力活動に対する県民の皆様の理解を深めていただくと

ともに､会員の拡大に繋がるような記念行事が実現することを願っています｡是非皆様の

ご意見をお聞かせください｡

総会の後､当会会員で公益財団法人民際センター新潟ドナー連絡会世話人の赤石隆夫さ

んから､ ｢『誰かの未来』ではなく『この子の未来』を支えたい～1対1でつながる『タル

ニー奨学金～｣と題して記念講演を行っていただきましたo詳細は赤石さんから寄稿して

いただきましたので是非ご覧くださいo

実は､ご講演の翌日､ベトナムの中学生1 0人の緊急支援のお願いが現地の校長先生か

らあった旨を､民際センターのフェイスブックの投稿で知りました｡生徒たちは､支援が

なければ卒業を断念しなければならないのです｡私は1年も前に支援のための書類をいた

だいていたにもかかわらず､恥ずかしい話ですが手続きを先延ばしにしていました｡前日

赤石さんのお話を伺った私は､すぐに郵便局へ走りました｡ご講演に感謝です｡

最後になりましたが､オブザーバーとして参加してくださいました県･市の国際課並び

に国際交流協会の皆様､当会の国際教育研究会との連携のために､わざわざ東京から駆け

つけてくださいましたN P O開発教育協会〔DEAR〕の皆様に改めて御礼申し上げます｡

埋草昆　荒幸男

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とサボ一夕-の集まりです｡

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

の活動にも参加できますので､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

･事務局(最終ページ記載)までご連絡いただきますようお願

いいたします｡



†′(公財)民際センター･新潟ドナー連絡会

1987年にタイ東北部イサーン地方に始まり､延べ38万人もの東南アジ

アの子とも達の基礎教育を支援することで彼らの未来を開く手助けをして

きた｢タル二一奨学金｣｡奨学金の特徴は､支援する子供達の国の教育省､

子どもの在学校のバックアップを受けながら､それぞれの現地の事務局

(EDF, Education for DeveLopment Fund)が主体となって奨学生を選定

し､奨学金を支給管理している点にある｡支援地はタイ､ラオス､カンボ

ジア､ベトナム､そしてミャンマーと東南アジア5カ国となり､年間約1

万人の子供達の奨学金が運用されている｡

現在では､奨学金のみならず基礎教育環境の整備などにも力を注いでお

り､教材整備､学校建設､図書施設･書籍整備､給食普及､通学手段およ

び学生寮建設､学校保健衛生事業､教師研修､ドナー(奨学金支援者)研

修などの支援事業を多岐にわたる.

また､ドナー個人からの支援アイデアも民際がバックアップし､これま

で幾つかの支援事業が実現､実施されてきた｡代表的なものとして｢ラオ

ス･ボントウン村美術部プロジェクト｣ ｢ノルーボール1′000個プロジェ

クト｣などが挙げられる｡また､日本各地には任意団体｢ドナー連絡会｣

が組織されており､日本各地における奨学金の獲得や広幸臥ドナー間連絡

網の整備に力を注いでいることが､支援の広がりを支えている実情がある｡

連絡会は現在全国に40団体が登録されており､新潟県には｢新潟､長岡ド

ナー連絡会｣の2つが存在し､本部事務局との連携のもと独自の活動を行

っている｡

≡浦野'･
フェアトレードショップ　店主のつぶやき

蒸し暑い日が続きますが皆さんお元気ですか7

2017年1月～6月までの上半期の活動ですが3月には､にいがたNGO

ネットワークさん主催の｢ワタシにもできる!国際協力のヒントがいっぱ

い｣と言うイベントに参加させて頂きました｡

当日のメイン講演は熊本からフェアトレードシティくまもと推進委員会

代表の明石祥子さんのお話を聞いたのですがフェアトレードが浸透する大

分前から普及活動に奔走されて弄旨本市は勿論の事､世界からも注目を集め

る程に活動を成長させた功績は大した努力だと思いました｡諦めずにコツ

コツ信念を通す生き方に大変共感を感じました｡

当日は新潟県内でフェアトレードに携わったメンバーも話をさせて頂

き､私もフェアトレードショップを始めたきっかけと現在に至る経緯を少

し質問形式で話させて頂きました｡

佐渡から参加された教員の方などもいてフェアトレードの生産者さんの

話を熱心に聞いて頂き､嬉しかったですo

講演では新潟での活動については触れなかったが､振り返ると

各種イベントでの広報ブース出展､新潟県ドナー研修旅行､全国

ドナー連絡会会議開催､各種マスコミでの奨学金広報などが挙げ

られるが､新潟県国際交流基金によるラオスEDFへの車両の寄

贈が叶ったことは大きな喜びとなったことを昨日のことのように

記憶している｡また､長岡市より｢米百俵買｣が民際センターに

授与されたことは大きな栄誉であり､新潟県のドナーにとって大

きな力となったことも忘れられない｡

なお､ ｢にいがたNGOネットワーク｣が誕生し､同じ想いを

共有できる多くの仲間や理解者を得たことは私にとって大きな喜

びとなった｡この仲間たちとの｢これから｣がどのよう方向性を

得て､何を創生するのかをじっくりと眺めてゆきたいと思う今日

この頃です｡

世話人｡赤石隆夫

思えば｢ナル=ア｣をオープンさせて今年で19年ですが､あ

まり今までの歴史を振り返る事が無かったので私にとっても良い

きっかけとなりました｡そして5月には万代シティにて行われた

万代アースフェスタ2017に出店させて頂きました｡

7月から下半期となりますが引き続きフェアトレードの推進に

関]つって行きたいと思っていますo

｢フェアトレードショップ　ナル二アj丸口祥子

新潟市中央区沼垂東4-7-5　tel 025-244-1237



｢国際協力人材育成セミナー｣

3月5日(日)に2016年度新潟県国際交流協会人材育成セミナー

がクロスパルにいがたで開催されました｡

今回のテーマは｢フェアトレード｣でした｡講演会の講師にフェア

トレードシティくまもと推進委員会の明石祥子さんをお招きし､明石

さんがこれまでどのようにフェアトレードにかかわってきたのか､そ

して熊本市がアジアで初めてフェアトレードシティに認定されるま

で､どのようなプロセスがあったのか､等々をお話しいただきました｡

活力あふれる明石さんのお話は､単にフェアトレードやフェアトレ

ードシティに関心がある人々だけでなく､様々な方法で国際協力に関

わっている方々や､これから何らかの形で国際協力に関わっていきた

い人々にとっても､とても刺激的な講演会だったと思います｡

国際教育研究会

～今年度のセミナー開催予定～

当研究会では､持続可能な地域･社会の担い手を育てることを目的

に､セミナー等の開催を通して､学校現場での国際理解教育の充実､

および市民のグローカル意識の醸成を図ることに取り組んでいます｡

昨年度より､教員を中心メンバーとした企画委員会を立ち上げ､新

たな体制で活動しています｡教育関係者だけでなく､広く一般の方々

や学生等のニーズに応えられる研究会を目指していきたいと思いま

す｡さらに､セミナーに参加してくださる方々の関心や｢何かやりた

い｣という想いを､よりフォローアップしていける企画を今年度は実

施していきたいと考えています｡

今年度予定している定期セミナーは次の通りです｡多くの皆様のご参

加お待ちしております｡

3

後半では､人間図書館を開催いたしました｡明石さんを含め､

講師5人の方を本に見立て､ご自身のフェアトレードや国際協力

へのかかわりをお話しいただきました｡講師の方々がそれぞれど

のように国際協力に関心を持ち､関わるようになったのか､きっ

かけは何であったのか､などを聞き手に語っていただきました｡

聞き手の方々は講師の話を聞いて､自分はどのようにかかわって

いけるのか､いきたいのかなどのイメージを膨らませることがで

きたのではないかと思います｡

当日は定員いっぱいの約50名の方々にご参加いただきまし

た｡フェアトレードという言葉の認知度もまだまだ高い状況にあ

るとは言えない中で､多くの方がご参加いただいたことは､フェ

アトレードの推進とフェアトレードシティを目指す私たちにい

がたフェアトレード推進委員会としても､とてもうれしく思って

います｡

参加された方々は､それぞれ､何かしら自分で思うこと､これ

から活動に生かしていくことなど､収穫があったのではないかと

思います｡私たちにいがたフェアトレード推進委員会も多くのこ

とを学ぶことができました｡新潟市のフェアトレードシティ認定

を進めるにあたって､このセミナーがより大きな推進力となって

いくであろうと思っています｡

にいがたフェアトレード推進委員会

共同代表　佐藤孝輔･岡田篤志

第1 4回｢難民を知るワークショップ｣

日時: 9月30日(土) 13:00-17:00

会場:クロスパルにいがた

内容:認定NPO法人IVYの理事である阿部真理子氏をお招きし

て､ IVYのシリア難民支援を元に作成したオリジナルのワークシ

ョップを通して､難民について考えると共にその手法について学

びます｡

第1 5回｢世界とのつながりを考えるワークショップ｣

日時: 1 1月1 1日(土)13:00-17:00

会場:上越市教育プラザ(予定)

内容:国際教育研究会の企画委員がフアシリテ一夕ーとなり､

｢世界とのつながり｣をテーマにワークショップを行います｡

また､上越教育大字の原瑞穂先生をお招きし､理論と実践の往

還を図ります｡

第1 6回｢2017年度JICA教師海外研修実践報告会｣

日時: 2018年1月20日(土) 13:00-17:00

会場:クロスパルにいがた

内容:今年度〕ICA教師海外研修に参加した教員による研修報

告および授業実践発表を中心に､持続可能な社会を目指し､次

代を担う子ともたちへの教育について学び合います｡

現在､ ｢国際教育研究会｣の愛称を考え中です｡皆様のアイ

ディアをお聞かせください!

国際教育研究会　関　愛



3'教育と環境の｢爽｣企画室

『インド･子どもの憩いの村』建設･運営および国内活動

団体設立20周年記念およびインド支援15周年の活動記録

ほ(l】7 rlノ】一校玄r,川rl)

教育と衆境のr爽｣企画室

2017年7月

｢教育は先生のために｣ (片桐昭吾さんの言葉より)

引用文:

J'魚宅与/=Lr=Jl諾らば､そのEjのうちに食べきってしまうだろうoしか

し､もし魚の釣り方窄教えたならば､一生魚を食べることができるだ

うう′′

片桐子とも村と片桐スクールは､衣食住に困窮している貧しい子

ともたちや身寄りのない子どもたちを支援し､応援しています｡わ

たしたちは主にインドのアンドラ･プラディッシュ州の貧困地域を

対象にしており､生活を立て直す機会と､体を休める場所､生活の

支援と教育を提供しています｡

コンセプトノート(構想) :

教育は全ての子どもたちに与えられた基本的な権利の一つですo　人

生で良い教育を受けた子どもたちは世界のリーダーとして､ビジネス

や政治などの分野で活躍することができます｡将来医療に従事したり､

経営者となったり､工業や食品製造など様々な場面で社会に貢献する

ことができますo　より質の高い教育を受けていればより能力の高い農

家となります｡

4

決して迷うことなかれ

たとえ　小さな集まりでも

思いやり深く

志高くあれば

やがて

世界を交えることができる

r子どもの憩いの村｣の子どもたち～みんな家族だよ/ /

地方セクターは国全体の経済発展や貧困の減少によって良い影響

を受けますが､それには基礎教育が必須です｡しかし､低所得国の地

方の初等学校は国の中心の教育機関から離れているために抱えている

問題も多いのが現実です｡加えて､国の就学モデルは都会の学校を対

象として作られていることが多く､地方の学校にとって適切ではあり

ません｡地方の家庭は高額な学費を稼ぐことも､都市にある質の高い

学校へ子どもを通わせるチャンスもないのです｡

片桐スクールのミッション:男′笥りのない子ともと地方の貫困家庭

の子どもに対して､総合的なアプローチを行い､賃の高い教育を提供

する,

片桐スクールのピジョン:

全ての子ともたちが質の高い教育を受け､経済的にも余裕のある生

活を送っているo　そして栄養のある食事と､安心して亘らせる場所が

あるoそれが次の世代のイ建康や､教育機関の改善にもつながっていくo

やがてはそれが健康的な至芸境と健康的な国家を創り出していく｡

片桐和子

方針 乖�:��片桐スクールの強み �+8.x,�.價ﾙ5x,ﾈ+ﾘ-�,��

より多くの子ともたちに教育 ��xｯ�.�,ﾈ,�*(��,x.�+ﾘ+�,i|ﾘ4X92�地方のコミュニティーの中で 仆8醜,hｬyyﾙ�X*ｨﾇ���+X,I&闔h,ﾉ�ｨ.(5"�

の機会を提供する○ �5ｨ8ｨ984�/�+x.�+�,h,Xｻ8支,ﾈ�wb�強力なネットワークが築かれ �7�8h6ｨ6X4(�ｸ/�dｹn(+x.��ｲ�

性の意識を持たせる○(貧困家庭と �,H*(.�+�,h�ｲ�※2017-18年で102人の生徒が新た 

もカウンセリングを行い､子とも ��hﾋｸﾝﾓ3�Y�ﾈ,ﾉ�i6ｸ*ｨﾝﾘｧx�ｲ�に片桐スクールへの通学の機会を得た○ 

を学校に行かせるようにする○女 ��i]�ｼｸ5�4��ｸ8ｸ,�,ｨ*H+�,h,��※新しい教室4部屋増設 

子にも等しい権利を保障する○) 亊i�8/�鰄,(��,x.�+ﾘ+�*ｩ�ﾘ*b�※実験室1室増設 

ている○ ��hｻ8什w�,ﾉYH壹���ﾙ�ﾒ�

～学校スタッフより～以下続く



If新潟国際整補学院

2017年1月～6月の活動報告

●佐渡短期留学研修

1月15日-1月22日

西華大字｢佐渡短期留学｣を実施｡

2月1日-2月14日

2017冬季写生交流団｢佐渡写生研修｣を実施｡

2月15日-2月28日

切り絵伝承人･潰陽師範大学｢佐渡短期留学｣を実施｡

4月5日-4月18日

2017春季写生交流団｢佐渡写生研修｣を実施｡

近-,害意
●中国駐新潟総領事館孫大剛総領事が佐渡国際教育

学院を訪問

5月23日　新潟国際聾術学院の乗学院長をはじめ､中国からの

日本語留学生と交流しました｡

●中国大理大学が佐渡国際教育学院を訪問､視察｡

6月14日　今後の学生交換留学制度について前向きに協議し

ました｡

i-卓-!!--,義
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2017年7月以降の活動予定

● ｢AZUMAs絵画展｣

東菖有父子　水の都にいがた｢潟｣を描く

8月30日-9月4日　会場:新潟三越

新潟の自然を要する画家東富有･有達･俊達･達美父

子4人の｢AZUMAs絵画展｣第2回目を開催致します｡

国際水彩画交流展･水の都にいがた｢潟を描く｣からの

代表作をはじめ､水彩画･日本画･油絵など35点を展

示する予定｡

●第17回国際水彩画交流展

9月15日-9月19日

第17回国際水彩画大会IN NIIGATA ｢国際水彩画交流

展｣を新潟県民会館≡階ギャラリーBで開催予定｡

併催として､にいがた｢潟｣を描く作品展､ ｢とき｣を

描く作品展同時開催｡

●佐渡道の駅第7回国際芸術祭

11月3日

国際美術館の開放､ギャラリー企画展､手打ちそば､

日本語留学生による学食等などの催しを企画｡

●7月～12月

各大学の｢佐渡短期留学｣､ 2017夏期･秋期･冬期写生

交流団｢佐渡写生研修｣の実施｡

事務局　東南達



亨'仮認定NPO法人アジアクラフトリンク

｢ミャンマー滞在記｣

雨期入り

モンスーンとはよく言ったものでインド洋から吹く西から

の風｡ 5月のある日に､風向きが変わり一気に湿度が上がり､

6月未まで太陽は見えない日が続きます｡ 7月からは雨雲が奥

地まで届いて､ヤンゴン付近の降雨は控えめになりますが､雨

期には違いなく､じっとりとして日本の梅雨よりもっとすごい

湿度のために､過去レンズを2本ほどカピでタメにしました｡

こんな季節を何度か経験していますが､今年は環境が変わって

きました｡そう､気分は雨期明けの乾季の爽やかな気持ちです｡

2017年3月からNGO連携無償資金支援事業のバゴー地区

での木工産業育成事業を開始｡ 2017年5月からはJICA草の

根技術協力支援のマンタレーでの織物教育向上事業が開始し

ました｡ 2つの事業ともに長年継続している支援事業ですが､

公的受託のODA事業として､従来できなかった､大規模支援

内容に取り掛かっています｡特に人材を投入できるようになっ

たことは大きい利点です｡木工産業育成事業を例にご紹介しま

す｡ヤンゴンから100 km離れた古都､バゴー市に技術センタ

ーと事務所を構えています｡

資源･環境大臣の視察を受けた技術センター

この技術センターに設定している機械は300ドル位で

地元にて購入出来て､そして自分たちの機械として､使い

やすく改造できることを目安に選びました｡そのような機

械を並べて実際使ってもらう｡利用価値が出れば､自分た

ちで購入して仕事に利用してもらうo当方は最初のきっか

け作りと利用を促進する背中押しをします｡生産性が上が

れば収入向上しますので､あとは流れに任せます｡そんな

夢を見ながら技術センターを設定しています｡

もともとバゴー山地は世界一のティーク林でした｡現

地にはこれ以外にも魅力的な木材がたくさんあります｡地

元素材から工夫とアイデアで名産品を作り出す一村一品

運動は日本発の地域開発の手法｡今はRural

Development手法として認識が高まっています｡

八ゴー事務所スタッフ

もうー点私が現地で要望していること｡ ｢努力するこ

と｣を強く求めています｡その結果当方に参加している人

たちの意欲が高く､そこで開発したクラフト品は完成度が

高く､消費者からは海外支援品としてでなくて高感度実用

品として認識されています｡活動を継続させる必要条件の

資金面と意欲面の向上､両面を満足させる答えの一つと思

います｡

理事長　斎藤秀一



y NGO新潟アどの会

平成29年度上半期の活動

2月11日]ICAグローバルセミナーに参加｡高橋なんぐ君の

講演やスリランカ留学生ナリンダさんや他国留学生のお話があ

り､榎本未希さん当会スタッフも1 0名参加o　当会の金子ボボ

氏も講演に途中参加し､観客は皆､大喝采! ! ｡

2月25日　｢新潟工業高校ボランティア&食物同好会3年生

を送る会｣を開催｡

5月4･5日　｢万代アースフェスタ｣に参加｡

5月25･〉26日｢スリランカ大豪雨発生｣

洪水､土砂崩れで死者203人､行方不明96人､計300人以上.

建物約1500棟全壊､約7600棟半壊｡被災者63万人以上とス

リランカ災害センターが発表｡ (ニューデリー共同6月2日付

け)

私達がお世話になっている南部マータラ&ハンバント一夕地域

も豪雨被災地に入っており､既にマータラにあるガールズホー

ムでは16歳以上の女の子もスタッフと一緒に救済活動を始め

ていました｡そこで､私達も急遮､

Fスリランカ大豪雨被災地緊急支援募金｣を実施｡

有難いことに､お付き合いのあった関係団体､にいがたNGOネ

ットワーク様､にいがた青年海外協力隊を育てる会様､夢の橋･

多言語紙芝居様等が直ぐに募金活動に協力してくださり､フェ

アートレードショップや数多くのアピ会カレー販売店&車販売

店様が｢募金箱を設置しますよ～ ! ｣と新聞報道だけでTV報

道もされなかったのに､温かい励ましのお声が連日私達の事務

所に届き､これには本当にピックリ致しました｡又スタッフの

何人かが｢こういう大切な時に自分にやれることをさせて下さ

い! ｣と名乗り出て､現地に持参するベビー&子供服を集めた

り､連日カレーや紅茶を募金活動と同時に販売するなど､凄い

頑張りを見せてくれています｡こういう時こそ｢人は財産! ｣

と痛感いたしました｡

万代アースフェスタ
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これからの予定

7月15日　｢えんでばよこごし｣の食育食堂にてキーマカレー

の提供と販売｡

7月17日Jetstream主催｢チャリティーヨガとスリランカカ

レー｣全額寄付｡

7月29 Ej　スリランカへ青年海外協力隊で行っている伊藤君

の両親が今回集めたベビー子供服をスリランカに届けてくれ

ます｡

9月2日　この募金活動にも､日常のアピ会活動にも積極的に

関オつっている榎本未希さんを中心に新潟県立大学学生6名教授

1名で｢スリランカ･ボランティア･現地集合の旅｣に出発で

す｡この時に今回の募金総額と支援品を学生さんたちが持って

ゆきます｡尚､この募金の半額は南部管轄NPO法人メックソサ

エティを通じて､被災した村の支援活動に｡半額は当会スタッ

フ松山雅子女史が支援しているNGOピースの医療活動費とし

て､振り分けて､榎本未希さんが各NPO､ NGO責任者に届け

に行きます｡

マータラbカールズホーム

物資を買う村人達

もし､この募金にまだ間に合うかしら?と思っていらっしゃ

る方は

第四銀行　白山支店　普通預金　r新潟アどの会　難民支援｣

1547641

にお振込み下さるか､ NGO新潟アどの会Facebook@

api.niigataにご連絡を下さいませ｡

宜しくお願い致します｡

NGO新潟アどの会　倉田洋子



き'NVC新潟国際ボランティアセンター

◆奨学会授与式､現地調査を行ってきました◆

2月は､奨学金支援事業の授与式に出席してきました｡ 2015

年度から始まっているサポーター制度を受け､昨年度は53名

もの学生を支援することができました｡今年はサポーターさん

自ら授与式に参加してくださる方もいて､直接奨学生さんと交

流していただけました｡ NVCが得意とするのは､顔の見える

関係づくり｡これからも新潟の皆様の｢私も何かお手伝いした

い! ｣という気持ちを大切にし､直接皆さんをつなぐことので

きる関係づくりのお手伝いを続けていきたいと思っておりま

す｡

授与式後の記念撮影｡

日本とベトナムの大勢の人が参加してくれました

また4月には､ NVCのスタッフが現地調査を行ってきまし

た｡フェアトレード事業の現場であるベトナムのロンアン省キ

ムチシェルターでは､ホーチミン市内の大きな布問屋で布を仕

入れ､なおかつご寄付いただいたミシンを持って裁縫教室を訪

問しました｡今後はさらなる技術の向上はもちろん､新潟およ

び日本で販売ができるモノづくりを目指していきたいと思っ

ております｡女児たちの著しい成長と意欲を感じ､フェアトレ

ード事業のこれからが楽しみです♪

元NVC奨学生で現在はNVCの支援者となった

ロイさんと一緒に布の買い付けにいきました

8

日本から持っていった中古ミシンの使い方を熱心に学ぶ

シェルターの女児たち｡真剣そのものです｡

◆sDGsハンドブック発行! ! ◆

NVCは持続可能な開発目標(SDGs)を実現させていくた

めの取り組みを行っています｡第一弾としては､ NVCが作成

したSDGsハンドブックを通じて新潟の皆さんにSDGsを知

ってもらうという試みです｡国連が提唱する2030年までの

持続可能な開発目標(SDGs)をオつかりやすくまとめ､さらに

ベトナムを中心として援助を続けているNVCの活動を紹介し

ています｡作成直後から多くの方からご好評をいただいてい

るこのSDGsハンドブックをぜひもっと多くのみなさまにお

届けしたいと思っております｡

■■tR l.. .　-.
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◆新企画!ベトナム語講座♪◆

NVCは､広報･啓発講座のひとつとしてベトナム語講座の

開催を始めました｡新潟在住のベトナム人留学生を招待して､

初心者向けとして6月に一回目を開催いたしました｡当日は､

スタディツアーに向けた参加者が熱心に質問しそれに留学生

が丁寧に教えてくれました｡楽しくベトナム語の基礎をネイ

ティブの仲間と学べます｡たいへん好評をいただいたので､

今後も継続していきたいと思っております｡ベトナムに興味

のある方､ぜひぜひご参加ください♪

ベトナム人J=EEl7'学生さんとベトナム語議史参加者のみなさんたち

NVC広報担当五井晃



†′新潟県青年海外協力協会
~　　　　　　　　　　　　　　　　~~-　~　　　　　　　　　_____--

新潟県青年海外協力協会は､ JICA青年海外協力隊を中心とす

るJICAボランティア(シニア､日系社会等含む)の新潟県出身

者､在住者で作るOB/OG会です｡創設は､ 1974年､会員数は､

約260名となっています｡主にJICAボランティア事業の理解活

動を中心に年2回の募集活動への協力及び協力隊経験を活かし

た国際理解教育活動を実施しています｡

2017年1月～6月(活動報告)

①協力隊ナビ

1月は､長岡､ 2-6月は新潟市内で毎月開催しました｡少しずつです

が知名度も広がり､参加者も10-20名程度となりました｡最近は､高

校生､大学生の参加者が増えており､国際協力の理解が若年層に浸透し

始めた感触を得ています｡

②にいがたグローJUレセミナー

JICA東京主催で毎年開催され､当協会でも協力しています｡世界一周

の旅をした新潟のお笑い芸人､高橋なんぐ氏の講演やベトナムなど3カ

国の留学生によるパネルトーク及び新潟の国際交流､協力5団体がブー

スを構えて相談会をしました｡

③ 2017-1表敬

2017-1次隊の新規派遣前表敬が6月21日行われ､当協会の神田綾子

副会長が列席しました｡今回から県知事表敬が実現し､ 7月に旅立つ新

潟県出身の青年海外協力隊2名が米山知事の激励を受けました｡
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2017年7月～12月(活動計画)

①協力隊ナビ

新潟県内におけるJICAボランティア事業や国際理解への情報格

差を是正するため､県内各地での協力隊ナビ開催を計画しています｡

7月は､糸魚川で青年海外協力隊を経験し､帰国後に新潟県内の市

町村において地域おこし協力隊となったOB/OGを集め､ディスカ

ッションを行います｡また､ 8月は小千谷市､ 9月は長岡市で開催

予定です｡

気軽に参加できる空間ですのでお時間のある方は､是非､足をお

運びください｡

②大学サークルでの出前講座

新潟県立大､新潟大でOB/OGによる出前講座を開催します｡新

潟大では､エクアドルの野球指導をしてきた需藤勇太OBによる活

動報告とフリートークを行い､県立大では､ ]ICAボランティアセミ

ナーと併せ､ 7月にフィリピンより帰国予定の羽田達矢OB (防災教

育)の活動報告を予定しています｡

③講演会

7月に新潟市と小千谷市において､ケニアのN GO ｢MOYOチル

ドレンセンター｣主宰の松下照美氏より講演をいただきます｡松下

氏は､ケニアで子ともたちの家を運営し､ストリートチルドレンな

どのリハビリ支援等を行っています｡

また､ 11月には､新潟テルサを会場に｢メディアが伝えないミャ

ンマーのいま｣と題してフォトジャーナリストの宇田有三氏の講演

会を開催予定です｡

渡部悟

協力隊ナビ



_!'ミャンマーの医療を支援する会

活動報告(2017年1月～6月)

3月5日から新潟大学感染症プロジェクト一行とヤンゴンを訪問し

ました｡プロジェクトとは別に私は3施設へ免疫染色用抗体を提供し､

サンピュア病院と支援の協議をしました｡

ヤンゴン第1医科大芋の病理では供与した抗体のお陰で研究ができ

たという女医さんからお礼を言われました｡ 10年間､ニチレイバイオ

サイエンスの協力を得て42種類の抗体を提供してきました｡ミャンマ

ーではなかなか入手できず､皆苦労しています｡

サンピュア病院では病棟に患者があふれ､廊下にまでベッドが並べ

られていました｡ 500床の病院ですが､常に700人以上入院していま

す｡ベッドサイドで菊池先生とヤデナ先生はレントゲン写真を検討し

ました(図2)｡ ｢こんなに病状が進んでからでないと患者さんは来な

いのですよ｣｡肺癌の患者でした｡

図2　レントゲン読影する菊地先生｡
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院長と今後の医療支援について協議しました｡超音波検査機が

希望でした｡今使っている機器は10年以上前の機種で解像度が悪く､

しかも2台中1台が故障とのことで､なるべく早く話を詰めること

になりました｡

金属製の箱を運んでいる女性にヤデナ先生が声をかけると､女性は

箱を開けて魚肉と鶏肉の入ったカレーを見せました(図3)｡これは

ヤデナ先生が貧しい患者のために提供している食事でした｡ ｢内藤先

生の寄付も時々この食事になります｣｡病院食の出ない病院｡ミャン

マーの変わらぬ現実です｡

図3　ヤデナ先生から患者へ病院食の寄付｡

第2医科大芋とヤンゴン小児病院とに抗体供与して今回の活動は

終りました(図4)｡これからも支えて行かなければと思いながら帰

国しました｡

図4　第二医科大学中央研究所に抗体供与o

内藤　LJB7



†'新潟国際援助学生ボランティア協会

◆万代アースフェスタ2017

5月3日～5日に参加しました｡ RWAN-JAの皆さんを中心に､ブースを展

開しました｡ルワンダの学校教育の発展への協力を訴えることができました｡

◆RWAN-JA講演会

5月27日(士)にクロスパル新潟で､ 【ルワンダ×日本】新潟の若者がつなぐ日

～いま私たちができること～と題しまして､ ｢NPO法人ルワンダの教育を考え

る会｣の永久瑠マリールイスさんと永久瑠ルーシーさんをお招きして講演会を

行いました｡ 1部にマリールイスさんから現在の活動につながるまでの経緯な

どお話をしていただき､ 2部では､ ｢平和｣について考えるワークショップを

行いました｡講師と参加者で様々な意見交換ができ､とても有意義な時間にな

りました｡また､今回は企画運営をほぼすべて学生で行うことができ､学生に

とっても貴重な経験になりました｡

(RWAN-]A　新潟大学　中山芙智子)

※本講演会は新潟市国際交流協会の助成を受けて実施されました｡

事務局　原口　央

ナマステ!

オパール　カドカ様

- ･長年活動を共にしたカトマンズ在住のネパール人

アッパームスタンでの近藤先生の-周忌を無事に終えたご報告と10枚の

写真をいただき､とても感激しました｡この度､貴女が3800Mカ三村で

のセレモニーの計画と実行を成し遂げたこと､本当にうれしく感謝してい

ます｡また､ 5月に東京のTVの人たちを連れてムスタンまで案内し､農場

や学校､病院を回ったことが7月8日に放送されます｡近藤先生は亡くな

っても農場や学校や病院を護って､ネパール人で力を合わせる時が来たの

です｡悲しくても泣かないでどうぞよろしくおねがいします｡

今､日本はお年寄りが大勢になり､子どもが少ない国になっ

ていますから､暮らし方が大変です｡私も家族や親の面倒を見

ながら､お年寄りに花の育て方を教えて街を花でいっぱいにし

て国中が平和になるよう願っているのです｡これも､近藤先生

の教えなのですから､貴女も先生の教えを忘れずネパールでが

んばってください｡いいですか､日本の私と競争ですよ｡

お元気でどうぞ･ ･ ･また｡

原千賀子

這藍き喜惑
ll



にいがたNGOネットワーク活動報告

1　主催事業等

1)平成28年度国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]))

テーマ　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

日程　3月5日(日)､クロスパル

講演　明石祥子氏

(フェアトレードシティくまもと推進委員会代表)

｢～熊本から世界へ～ひとつなぐフェアトレード｣

ワークショップ(人間図書館)講師

明石祥子氏､丸田祥子氏(｢フェアトレードショップ　ナル=ア｣オ

ーナー)､斎藤さゆみ氏(会社員)､長演美郷氏(敬和学園大学学生)､

小池政洋氏(｢体にやさしい食品と住まいのサボート店　こいけや｣

オーナー)

参加者数　講師を含め48人　※参加費無料

企画運営　にいがたフェアトレード推進委員会

後援　新潟県､新潟市､新潟市協会､新潟日報社

2) ｢近藤亨写真展～ムスクンへの旅立ち～｣を展示

日程　2月13日(月) ～3月28日(火)､

新潟国際友好会館交流サロン(クロスパル)

*3月18日(土)に同会場で原千賀子さんによる

｢近藤亨さんを語る会｣を開催

3)ネパール地震被災者救援募金

寄せられた2万円を認定NPO法人シャプラニールに第三次送金(累

計547′209円)

2　参加･協力

1)万代アースフェスタ2017に協力(5/3-5､万代シティ)

出展　青年海外協力協会､国際援助学生ボランティア協会､

民際センター､ナル二ア､アどの会､ NVC

ボランティア　新潟大学･国際情報大字学生がキッズコーナーを

運営し､民族衣装ファッションショーを開催

2)新潟県国際交流協会主催の｢平成29年度国際交流連絡会議｣に出席

(4/25､朱鷺メッセ)

3)新潟市国際交流協会主催の｢にいがた国際ネットワーク会議｣に出席

(5/20､クロスパル)

教育と環境の｢爽｣企画室の片桐昭吾さん､和子さんが第1 0回かめのり賞

の特別賞を受賞されました｡ 2月7日に行われた表彰式の様子です｡

:_･- I-I tL-:譲

(平成29年1月～平成29三5月)

3　会報

vol.17 (1月号)発行　500部

4　会議関係

4月15E】 (±)平成28年度第4回理事会(出席者12人*

書面表決1人含む､クロスパル)

平成29年度事業計画･収支予算等を議決

6月11日(日)平成29年度第1回理事会(出席者11人*

書面表決2人含む､クロスパル)

総会付議事項等を議決

平成29年度通常総会(出席者35人､うち正会員28人(委任

状7人含む)､クロスパル)

平成28年度事業報告･収支決算､平成29年度事業計画･収支

予算､定款の一部改正(公告の方法)を議決

5　今後の主な予定

1)第8回にいがた国際フェスティノUレを開催

- 11月26日(日) ･メディアシップ1Fみなと広場

2)国際教育研究会を開催

-第14回:9月30日(土)･クロスパル

=第15回:11月11日(士)･上越教育大字

･･･第16回:1月20日(士)･クロスパル

3)平成29年度第2回理事会を開催

-11月12日(日)･クロスパル

万代アースフェスタ

事務局長　小畑正敏

人　にいがた　NGOネットワーク学務局

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

E-mail : nnet@nHgata-ngo.org URL: http://www.nHgata-T190.Ore


