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デザナーさんが育児休暇中なので、教えてもらいながら会報を作ったり、ホームページを更新しています。大出 恭子 

１ 講習会・研修会関係 

①NGO スタッフ育成研修 

 日時  平成２３年３月６日  １０：３０～１６：００ 

 場所  国際大学 ２０２教室 

 主催者 NPO 法人にいがた NGO ネットワーク 

（財）新潟県国際交流協会 

＊（財）新潟県国際交流協会委託事業 

タトル 「オモシロサで伝えよう、あなたの活動」 

講師 マエキタ ミヤコ（サステナ代表） 

参加者数 ３２人 参加料 無料 

○講義 １０：３０～１２：３０ 

・現代は情報過多の社会→初めから「何をして欲しいのか」という

意思が分かりやすいことが第一 

・「何も知らない人」を対象に想定する。 

＜実習＞４つのテーマから１つを選び、その中に含まれている３つ

の語句を交えた噺を作る。 

○ワークショップ １３：３０～１５：３０ 

８枚の写真を元にキャッチコピーと団体名等を記載したポスター

を作成し、それに対して講師が講評、指導をした。 

○留学生との交流 １２：３０～１３：３０ 

 国際大学留学生 6 人と受講生が昼食を食べながら交流を深めた。 

○国際大学見学 １５：３０～１６：００ 

受講生の希望者１４人が国際大学事務局員の案内で国際大学キャ

ンパスを見学した。 

 
サウンダー織物学校 

平成２３年度の総会には、新潟県、新潟市の国際課長、県国際交流協会の事務局長などをお迎えし、大勢の会員の参加をえて６月１９日に

開催されました。予定しました２２年度事業報告、決算、２３年度の事業計画、予算を審議し承認されました。 

ＮＧＯの皆さんはそれぞれご活躍いただきましたが、その様子は会報に掲載されておりますのでご存知のことと思います。なかでも特徴的

なことはネパール・ムスタン地域開発協力会（MDSA）は、近藤亨理事長が高齢のため残念ながらＮＰＯ法人は解散することになりましたが、

素晴らしい実績を残されており、現地の事業は着実に続けられているときいています。総会終了後の講演会で MDSA 事務局長の原千賀子（Ｎ

ネット理事）さんが、１８年間近藤理事長との 2 人３脚ともいうべき苦闘の活動状況を、感動的に講演をされました。Ｎネットは良き先達を

頂いたことを誇りに思います。もう一つは目覚しい活動をされている片桐和子夫妻の「爽」企画室です。昨年の毎日国際交流賞に続きまして、

今年は米百俵賞を受賞するなど、新潟のマザーテレサとして、社会的に評価されていますことはご存知のとおりであります。今年から学校を

開校することになっています。更なるご活躍を期待いたしております。 

Ｎネットの団体事業といたしましては会員ＮＧＯの支援、相互扶助が大きな柱ですが、実施しましたンドスタデゖツゕーは、参加型の試

みで画期的な成功を収めました。ふるさと村で行いました国際協力フェステゖバルにつきましても多彩なベントで賑わいました。関係者の

ご努力に敬意を表します。研修会もはじめて南魚沼市で開催しました。これら事業運営に当たりましては県・市の国際交流協会からご支援頂

きましたこと感謝申し上げます。 

絶えず動いている世界情勢があり、また東日本大災害のような未曾有な災害にも遭遇しました。Ｎネットの社会的使命はますます高まって

います。今後とも恵まれない人々に支援の手を差し伸べ、地球家族の幸せに役立つよう適切に運営をするよう努めます。 

理事長 本間 栄三郎 

ミャンマーのハンデゖクラフト産業の現状を見聞して、同国の一村一品運動の支援によって産業育成、人材育成の活動をしている 

NGO ミャンマークラフト支援会の活動を視察します。 

日程：2011 年 11 月１5 日（火）～22 日（火） ７泊８日（機中２泊含め）費用：一人約 20 万円 

【事前説明会＆ミャンマーとの交流会】 

日時：８月 7 日（日）交流食事会 午前１１時～午後１時 参加費 2000 円  説明会 午後１時～２時３０分 参加無料 

場所： 北方文化博物館 正門横 屋根裏ギャラリー  新潟市江南区沢海 2-15-25 TEL 025-284-6461 

       屋根裏ギャラリーは入場無料、駐車場無料 

【問い合わせ】NGO ミャンマークラフト支援会 事務長 斎藤秀一 新潟市中央区女池北 1-5-11 TEL 025-284-6461 

【主催】にいがた NGO ネットワーク 【共催】NGO ミャンマークラフト支援会 

 

 
バカン 

【NVC新潟国際ボランティアセンター】 

 にいがた NGO ネットワークの皆様へ 

初めまして、そしてお世話になっております。NVC 新潟国際ボランテゖゕセンターで

す。この度、にいがた NGO ネットワークさんに加入させていただきました。 

私たち NVC はベトナムでの障害児の支援や大学生への奨学金給付、ラオスでの農村

の環境保全と生活向上活動を行っています。 

また、国内活動として毎年秋の「愛のかけ橋バザー」、新潟市在住の留学生を対象に

した国民健康保険加入の補助、専門家をお招きして世界規模の課題（グローバルシ

ュー）について考える「地球を知る講座／ハチプロ事業」を展開しています。 

にいがた NGO ネットワークの皆さんと交流することで、新潟における国際協力・国

際理解に務めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【第２３回 NVC 愛のかけ橋バザーのお知らせ】 

2011 年 10 月 15 日（土）、10 月 16 日（日）の 2 日間、新潟市総合福祉会館（新潟

市中央区八千代１丁目３番１号）でかけ橋バザーを開催します！バザーの収益金は、

ベトナムにおける障がい児支援事業（子どもたちへの生活・教育支援）、生活困窮大学

生に対する奨学金支給などに使わせていただきます。詳細は随時ウェブサトに掲載

していきますので、どうぞご覧ください。 三上 杏里 

  
バザーの様子 

 
ベトナム：障碍者施設の様子 事業活動報告（平成２３年１月～６月） 

２ 広報関係 

会報発行 ５号 平成 23 年１月 ２００部 

 

３ 理事会、総会関係 

①理事会 

平成２２年度 

第２回理事会 平成２３年２月２０日 クロスパルにいがた 

第３回理事会 平成２３年４月２４日 クロスパルにいがた 

平成２３年度 

第 1 回理事会 平成２３年６月１９日 新潟会館 

②総会 

第３回通常総会 平成２３年６月１９日 新潟会館 

［総会審議］ 

 第１号議案 平成２２年度事業報告及び決算について 

 第２号議案 平成２３年度事業計画及び予算について 

 全議案は、審議の結果、原案とおり満場一致で承認された。 

 出席者数３７人（内 委任状１６人） 

［総会行事］ 

 ・会員活動報告 「MDSA 活動の今後について」 

元ＮＰＯ法人ネパール・ムスタン地域開発協力会 原 千賀子  

 ・懇親会  

 

常務理事・事務局長 飯島 信輔 



【ぐろーばるわーるど ナルニア】 

蒸し暑い日が続きますね。皆さんお元気ですか。 

フェゕトレードショップ「ナルニゕ」では暑い夏も快適に過ごせる製品を紹介します。まず

は菊花せんこう。原材料は全て天然の除虫草やハッカなどで作られていて防虫効果の他に芳香

にも良いです。 

衣類も東南ゕジゕや南ゕジゕの国々の服装は暑さ対策に優れているものが多いんですよ。  

高温多湿のゕジゕの綿織物は、肌触りが良く、軽い生地が多いのです。 

足元を涼しくするには麻のサンダルも良いですよ。サラサラした感触で素足に心地良いです。 

さて、「ナルニゕ」はお店でフェゕトレード製品を提供させていただく以外に５月に新潟市万

代シテゖーにて開催された「地球ゕースフェステゖバル」と言うベントに参加しました。普

段お会い出来ない方々との出会いもあり楽しい時間を過ごす事が出来ました。秋にはにいがた

NGO ネットワーク主催の国際フェステゖバルがふるさと村で開催されるようですので只今日

程調整中です。宜しくお願いします。   店主 丸田 祥子 

【新潟アピの会】 

毎年、４月にスリランカのメタマルセヴゔナ孤児院の生活・教育費を作る為に参加し

ていたナチュラル・ラフフェステゖバルに、今回は東日本大震災の募金活動を新潟県

立新潟中央高校ＪＲＣクラブと一緒に活動しました。募金金額を（社）中越防災安全推

進機構に納めさせて頂きました。またこのベント販売の為に用意したカリーレシピー

も大好評で、その後もメール注文が続いたため、本格的な商品化にすることにしました

がやはり、ボランテゖゕから始めた商品をビジネスランに乗せるには、幾つものハー

ドルを越えなければなりません。食品販売の厳しさが段々分かってきましたが、楽しい

です！ 

また、本来なら今年４月にシンガポールにてチャリテゖーコンサートを開催する予定

でしたが、大震災の為今年１１月に変更。ハーモニカサンタの田中光栄さんが直接スリ

ランカの津波被災孤児や楽器を知らない子供達に一杯ハーモニカを渡して教えてくる予

定です。もしご自宅にご不要なハーモニカがありましたら、是非当会にご連絡をお願い

致します。 会長 倉田 洋子 

【寄稿~顧問 関 昭一】 

壊滅的な被害を受けた陸前高田市復旧ボランテゖゕに参加（六月中旬に）したことが本間会長のお耳に入っての寄稿です。かねて私は安

逸に慣れたわが国の若者に、その人生観が変わるほどの非日常の世界を見聞させたいものと願っていました。例えば、マニラのスラム街で

ゴミの山の中から空き缶などを拾って僅かな金額（一日 1 ドル？程度）を家計の足しにしている子供たちを対象にするボランテゖゕ活動

に学生を連れて行く大学、短大があります。そこでは全員が「人生観が変わった。」と云うそうですが、私は私どもの学生を誘拐などのリ

スクの多いマニラに迂闊に連れて行くだけの勇気がありません。東日本大震災ではボランテゖゕ活動を授業に振り替えるという文部科学省

の後押しもあり、新潟青陵学園では原則として学生全員の参加（となれば教職員も全員の参加）を求めることにしました。隗より始めよの

諺どおり、理事長の私がまず新潟市社協が派遣するボランテゖゕ活動に参加した次第なのです。自分の身の丈にあったボランテゖゕ活動の

幾つかは経験がありますが、災害の現地での筋肉労働は初めて（ただし、私たちの世代は戦争末期には旧制中学校生として、ありとあらゆ

る？勤労奉仕、勤労動員に駆り出されたものです。）でして、奇妙な懐旧感がありました。現地での感想は下手な短歌で責めを果たさせて

頂きます。 

陸前高田市ボランテゖゕ行 

堆(うづたか)く瓦礫(がれき)を山に積上げて惨禍の街の真昼の静謐(しづけさ) 

梅の樹に梅の実は生り高低差僅かばかりの黄泉(よもつ)比良坂(ひらさか) 

ここまでは津波危険の標識が瓦礫の都市のブラックジョーク 

百年の伝承あれど千年の忘却悔ゆる大津波の惨 

大津波破壊の街に小雨降り非日常の泥水作業 

持主の少女の安否想うべく津波の泥より腕時計掘る 

地震(なゐ)揺(ゆ)るは天為かボランテゖゕ人(びと)に已むに已まれぬ自然(じねん)の善意 

頼もしきはお上に依らぬみちのくの老農たちとボラの若者（ボラとはボランテゖゕの言い） 

少女めく小柄の女教師重作業に外国メデゖゕの興味集まる 

視るからの草食男子ボランテゖゕに力任せの汚れ厭わず 

何ごとの会話かひそと尽きぬ故にボランテゖゕ基地消灯遅し 

 

【教育と環境の「爽」企画室】 

 2011 年 3 月 11 日の未曾有の東日本大震災は、原発事故と相まって、日本の

生活や経済に大打撃を与えました。私どもの支援活動も、これで終わりかと心萎

えました。しかし、5 月 12～13 日のＮＨＫラジオ深夜便「明日へのことば」の

放送を聴かれ、北は青森、南は福岡までの多くの方々から、心温まる激励のお言

葉を頂きました。また、6 月 15 日には、長岡市米百俵財団より、「米百俵賞」を

頂戴し、ンド「子どもの憩いの村」及び学校の建設・運営への情熱と意欲を、

一層高めることが出来ました。どこの国の子も、未来の「光」です。 

 8 月 6～11 日と現地を訪問し、学校の現状や水洗トレの完成を見届け、太

陽光発電工事など今後の協議をしてきます。国内では、国際フェスタやチャリテ

ゖコンサートなどの展示・バザー、「憩いの村」学生ボランテゖゕ活動報告会、

ンド・スタデゖツゕー（2012 年 3 月 26～4 月１日）の準備、学校等から要

請の講演やパネル展、会報の発行など、予定は満載です。 代表 片桐 和子 

【新潟県青年海外協力協会】 

・1 月１９日 中央ゕジゕ・コーカサス混成グループへの訪問協力（巻南小学校訪問） 

・１月 ５日 「新年会」（上越地区「長者温泉 ゆとり館」） 

・3 月２１日 「東日本大震災緊急街頭募金」 駅前・万代・古町 3 カ所で実施 

およそ２９万円を中央共同募金会へ送金 

       「自転車日本一周出前講座の旅 報告会」開催 

・5 月４日 「万代国際フェステゖバル」に出展協力  

・6 月５日 「総会」（「新潟会館」にて） 

以上の他に、派遣隊員の壮行会や帰国隊員の帰国慰労会を開催。 

また、毎月「協力隊ナビ」を開催。 

場所は隔月で「エミタ」（東新潟地区 敬和高校前パン屋）と「ナミテテ」 

（西新潟 国際情報大学近くパン屋）で実施。 

【平成２３年度上半期の活動予定】 

・9 月 「新潟国際フェステゖバル」 ブース出展 

    「２１世紀東ゕジゕ青少年大交流計画」 協力 会長 藤田 純子 

【ほっとけないカフェ（CLN）】 

4/15～5/19 オランダに行って来ました。どのスーパーでもフェゕトレードのチョコ

レートは目立つ場所に置かれていましたし、オランダ航空 KLM の機内ではフェゕトレ

ードのチョコしか売っていませんでした。 

ほっとけないカフェ（CLN）は、「動く→動かす」のフレンズ団体として、世界の貧

困をなくすためのキャンペーン STAND UP TAKE ACTION（スタンドゕップ）に参加

しています。今年は 10 月 1 日（土）～17 日（月）全国および世界各国で展開されま

す。地元南魚沼でもベントを開催予定です。 大出 恭子 

 

会員紹介  

【新潟国際藝術学院】 

6 月 3 日「佐渡は世界のゕトリエ、国際教育研修留学基地に」を目指して、 

新潟国際藝術学院 佐渡研究院を開院。  学院長 東 富有 

活動報告 2011年１月～６月 

＆活動予定 2011年７月~ 

 
今日のおやつはゕスだよ！ 

 


