
†一事業活動報告平成23年7月～12月

1　事業関係

①新潟国際フェスティバル(H23.9.1-11於　新潟ふるさと村)

主催　　　NPO法人にいがたNGOネットワーク

参加者　　教育と環境の｢爽｣企画室､ナル二ア､新潟アどの会､新潟県青年海外協力協会､ NPO法人新潟国際援助学生ボランティア協会､

ほっとけないカフェ､ら･なぶぅ､ラオスクールプロジェクト､新潟国際情報大学生､新潟大学生など

事業概要

･アピール館(H23.9.1-ll)

会員活動のパネル､写真など展示( 5団体)

･テント(H23.9.10-ll)

民芸品､フェアトレード品など紹介､販売(7団体)

･屋外イベント広場(H23. 9.10-ll)

会員活動の紹介､合唱､タンス､ファッションショウ､クイズなど

②国際交流･協力団体発表展示会参加(H23.10. 21-23　於　クロスパルにいがた)

主催　　(財)新潟市国際交流協会

参加団体　NPO法人にいがたNGOネットワーク

教育と環境の｢爽｣企画室､新潟アどの会､夢の橋

その他国際交流団体

参加内容　会員活動のパネル､写真などの展示､フェアトレード品販売や紙芝居

2　広報関係

会報発行　6号　平成23年7月　200部

†一ぉ祝い

常務理事･事務局長　飯島　信輔

【社会貢献者表彰】

社会貢献支援財団が福祉分野などで貢献した人をたたえる｢2011年度社会貢献者表彰｣に教育と環境の｢爽｣企画室の片桐昭吾さん､和子

さんご夫妻が選ばれました｡ 11月21日東京都内で表彰式が行われました｡

【ニューエルターシチズン大呂】

いくつになっても挑戦を続ける高齢者を昆頁彰する第11回二ユ-エルク-シチズン大賞(読売新聞社主催)に､教育と環境の｢爽｣企画室の

片桐さんご夫妻が入賞されましたo国内外の子どもたちへの教育支援活動が評価されました｡

おめでとうございます! l



【教育と環境の｢爽｣企画室】

大グラウンド(24.110rd)

2011年8月､現地でカウンターパートのNGOニューホープや地主と激論の末､遂に懸案の400mトラックが出来る､ギリギリの120mx200m

の広さの土地を確保出来ました｡

価格は1′000万円の予算を倍近くもオーバーしましたが､発展目覚ましいインドでは､片田舎のコツタバラ廿でも､土地の高騰がすでに始まって

いましたo荒野の中のオアシスだった､この｢子どもの憩いの村｣の周辺は､宅地造成が始まっており､唯一手つかすの荒れ地が､学校の右わきに

残されていたのは､ラッキーでした.これが､クラウンドになるのかしら?と不安になるほどの薮と原野の役'Lに立ちそうもない土地でしたが､いざ､

買うとなると､ 100人もの地主?が名乗りをあげて､土地購入の手続きやら何やらで､カウンターパートのNGO代表ローズ氏を悩ませました｡し

かし､今､購入しておかないと､こんな荒れ地でもどんどん価格が上昇するでしょうo思い切って､購入することにしたのです.ローズ氏の心痛は､

持病の糖尿病を悪化させる程でしたoこのように､私どもと夢を共有し､献身的に身を粉にして尽くしてくれる相棒があればこそ叶えられるのです｡

この土地購入にあたっては､ 5月のN H Kラジオ深夜便｢明日へのことば｣で2晩にわたっての私どもの話に同情?したリスナーが､全国から励

ましの言葉と支援の手を差し伸べてくださったお陰で､私どもはこの大プロジェクト着手に踏み切ることが出来たのです.中には､ ｢これは､不治の

病に伏す私の願いをあなた方に託すのです｡私の分も頑張ってください! ｣と､病院のベッドから機を飛ばしてくださった方もおられ､私どもは､

そういった方々の祈りを背中に受け止めて､これからも子ともたちのために頑張ってまいります｡

2011年8月後半～12月の多彩な行事･出来事

8月30日､週刊誌｢女性自身｣に｢子どもの憩いの村｣が掲載されました

9月10日､ 11日､ ｢新潟国際フェスティバル｣ (新潟JS＼るさと村)を盛大に開催

9月23日､プレゼンテーション｢サービスラー二ンク50日間の発見｣大成功!

新潟市の｢クロスパルにいがた｣で開催した､夏休みの50日間をインド｢子どもの憩いの村｣で､子どもたちと生活を共にし､日本語

学習を担当した､国際基督教大学2年生の丸山彩也香さんの発表でしたo動きのあるパワーポイントで､子ともたちとの交流や施設で

の取組みを分かり易く解説してくれました｡ 20名近い参加者には､大字関係の教授や学生さんも見え､興味深く､質問も受けたり､和

やかな雰囲気の中にも､施設の将来の運営面にまで考察した素晴らしいレクチャーで､今後の取組みに大いに参考になりました0

9月30日､上越教育大字･附属中学校3年生にレクチャーしました0
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10月2日､ ｢チャリティコンサートIn新潟J'YucCaコは大成功でした!

新潟テル廿を会場に､ ｢世界の恵まれない地域に小学校を作る会｣ (石川幸夫会長)主催のチャリティコンサートは､大勢のお客様を迎

えました｡私どもは､学校建設のために毎年､ 200万円ずつのご寄付を頂き､ 3回目の今回をもって終了となります｡ 2012年3月､

遂に学校は完成しますo　皆様の尊い善意の賜物です｡本当にありがとうございました｡

10月21､ 22､ 23日､ ｢国際交流･協力団体発表･展示会｣に参加しました

10月29日から12月2日まで､住友信託銀行でパネル展示･写真展を行いました

11月28日､一人暮らしの高齢者を支える友愛訪問の関係者の集いでお話しました

12月9日､早通小学校2年生の授業に参カロしました

12月12日､ ｢インド･子どもの憩いの村｣にグJスマスのプレゼントを発送

例年の活動となった､ ｢インド･子どもの憩いの村｣の子どもたちにクリスマスのプレゼントを発送しましたD多くの皆様からたくさん

のプレゼントが送られて乗ましたo毎年送ってくださる方も増え､今年は､垂帽芋の一番大きい｢ゆうパック｣の段7R-ル箱5箱にぎっ

しりと詰められ､皆様の｢愛の真心｣と共に航空便で空を飛んで行きました｡

19日には､無事屈いたというメールと写真が送られて来ました.プロクに写真を掲載しましたのでご覧ください｡

12月18日､朱鷺メッセ｢フェスタ万代島2 0 1 1｣にバザーで参加しました

12月29日､新潟綜合警備保障(秩)および関係会社様がご寄付くださいました

片桐昭吾が勤務する新潟綜合警備保障(秩)および関連会社より､クラウンド建設真にと､募金が届きました0 -職員の活動のために､

職場ごとに募金箱を設置し､募金に取り組んでくださったのです.年の瀬が迫り､何かと物入りもあるこの時期に､このような取組み

をされたことに深く感銘を受けました｡ありがとうございました｡

トピックス

★　FM PORT ｢工チゴリアン～トキめき新潟人～｣でトークしましたl

★　新年早々､ NHKテレビ放送の夕方ニュース番組に出演しました!

今後の取組み

★　2012年3月25日(日)から3月31日(土) ｢インド･子どもの憩いの村｣の学校の開校式に行ってきます.

2011年度の締めくくりは､待望の学校の開校式です｡そして､ニュー･グラウンドの地鎮祭も予定していますo子どもたちやスタッフが今か今か

と待ち望んでいる開校に向けて､ローズご夫妻の心痛とご苦労を思うと､私どもは気もそぞろで､この大空を渡り鳥のように飛んで行けたらと願う

ばかりです.私どもは､現地では､今まではお客様のように迎えられましたが､この度ばかりは､ローズご夫妻やスタッフの大いなる至情と労苦を

ねぎらわなければなりませんo　そのため､今回の訪問は､一般公募は行わず､私どもとセレモ二-関係の方々のみに絞らせていただきましたo通訳

も経験豊富な方が同行されます｡皆様､全て自費参加で､ボランティアとしての参加です｡感謝の気持ちでいっぱいです｡

セレモニーの様子や現地の現状は､私どもの活動記録を当初から撮り続けて乗られた､バナナプロダクションの平津社長様によるDVDや､現地ス

タッフによる渾身の映像で皆様に報告いたします｡ご期待くださいo

なお､今後､改めて､スタディツアーの計画や学生ボランティアの募集もいたしますので､その時はぜひご参加ください0　日本の皆様の訪問を､

子ともたちは今か今かと待ち望んでおります｡遥か遠く離れていても､インドの友情は､いつも明るく率直で情熱的ですo

代表　片桐手口子

碧雲≡ _- ____ i_堅:三.串義

軍ー__皇室~ ll_占1-･=1-;tL-L-:=r=輔
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【NGOミャンマークラフト支援金】 2012年の計画

1.海外交流事業

1. -村一品製品開発による地域振興･自立支援を目標

2.はじめに人の交流をもっと充実する.

現地での印象として､ミャンマーは今､変わろうとしています｡しかし､長く国際社会から離れていましたので国際交流について経験なく､

どうするかアイデアが少ない.同様､地域振興を実施したいけど､経験が少なく､アイデアが乏しいのが現状です｡

一方､新潟には､地域振興の成功例としてユネスコ文化遺産登録の越後上布の支援スト-リーなどが有ります.又､それに携わった専門家

も居ります｡

3.両者が交流する事で､新潟の成功例をミャンマーへ紹介でき､専門家も新しい経験を得る事が出来ます

ミヤンマ-側では国際交流を通じて地域振興の企画方法を習得出来ます.

4.この運動にご賛同いただきましたのが､ 1)新潟県立大学国際地域学部､ 2)財)北方文化博物館､ 3) N PO新潟国際ボランティアセンタ

ーのJ=Ejt=様などです.これから賛同者を広げるP Rを計画します｡

5.私達N G Oミャンマークラフト支援会は2つの国の事情を理解できます｡相互にプラスになる方法を企画し紹介できますo　さらにこれがき

っかけで､信頼が交流をよび､いろいろな要望が見えてきます｡

織物だけでも基礎技術･研究～デザイン､色の研究など､多岐にわたると想定できますo

小さな分野での交流も含め､要望点をまとめ､出来る事をリストU Pする事で､今後の展開が期待できます｡

6.最初の行動として､ 2012年1月　4名で現地の活動拠点を訪問して､政府関係者､学校関係者､農家､クラフト従事者､ NGO関係者など

多くに人たちと交流してまいります｡

新潟には経験者が沢山おります.でも国際交流の経験は少なく､しり込みされているのが現状です｡

｢やってみましょう.動けば次の世界が見えてきます｡｣ ｢誰でも何かが出来ます｡｣

形式上は国際交流ですが､実情は私達自身の新しい世界への挑戦なのです｡こんなコンセプトで今年事業を計画しています｡

日碩両国の手織り工芸家の交流

2.オーガニックコットン･フェアートレード支援事業

1. 3年前から開始しました､オーガニックコットン栽培､かなり目処がついてきました｡

ポイントになることが､品質を向上させながら､オーjjニックの栽培ルールを維持することです｡

2.栽培ルールの検証で､今年ザカイン地区で10エーカーで成功｡

2トンを収穫して､現在紡績に挑戦しています(宇紡ぎ風の高級糸です)0

2012年1月にはもう一つの候補地を確認に行ってきます｡

楽しみが､新しい吉武みによって少しずつ品質が向上している事です｡

近藤先生のアドバイスの効果が大きいのですがミャンマーの綿の品質向上が期待できます｡

*近藤先生(㈱大正紡績取締役で世界26カ国でオ-力ニックコットンを指導､日本の第一人者､東北コットン･プロジェクトの発起人｡

よくT Vで取り上げられています｡)
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11月マンタレーで農業普及員との懇親会に参加

参加者は意欲的でした｡

2011年産のオーガニック･コットン

この畑収穫品を使って言式験実行中です｡

来月にはもっと良い環境が見れる可能性有り

期待しています

3.蓮糸による地域産業振興支援事業

1.蓮糸は古代日本でも利用されていたようですが､現在ミャンマーはインレー湖地方のみで生産されている､幻の天然繊維です｡

日本からの調査協力依頼により､ミャンマー政府への共同調査依頼含めて実施しました｡

実際の行動部隊は､インレ-湖に近いタンジー市のサウンタ-織物学校校長のキンさんが現地調査し､そのバックアップとして前ミャンマ

ー政府一村一品責任者のテインさん､さらには連絡役としてA M C社のスーさんの3名が中心になって動いています｡

2. 10-11月､現地訪問して各種調査を実施した結果

1 )従来よりかなり細く高品質の糸が製作でき､来年用に製作依頼出来ました.

2 )インレー湖以外でも蓮糸の製造可能であり､かつ年中生産が見えてきました｡

3 )脱色､染色などの応用技術も合せて試験して､今回良い結果が得られました｡

3.以上2の結果､生産量拡大と品質向上の道筋が見えてきました｡

ミャンマー政府とも相談して､地域産業として育成を目指しますo

さらには､この開発課程のマネジメント･織物技術は日本･ミャンマー両国にとって有益と推定されますので､織物留学､指導者派遣など

も含め総合的な支援計画を検討しています｡

.･一

これが蓮糸です｡

蓮の茎を折ると取れ出せますが

根気が必要な仕事ですo

湖上生活のインレー湖風景

4.ミャンマー訪問･交流事業

2 0 1 2年最初の行事として､下記2つの組織の共同事業として実施します

NGOミャンマークラフト支援会　ミャンマー訪問･交流事莱

N PO法人にいがたNGOネットワークの｢スタディ･ツアー｣

参加者　4名　2012年1月7日-1月15日　訪問地区､ヤンゴン･バゴー･マンタレ一･八カン･マクエの5地区

交流予定団体:ミャンマー政府一村一品指導関係者､サウンダー織物学校関係者､ H i t oセンター関係者､織物工房関係者､有機肥料製

造関係者､農業技術普及員と農家の方々､木工工房関係者､ N G O現地カウンターパート関係者と多様です｡

先方の生活環境に入りますので､カルチャーショック含め毒重な体験を得られる事を期待して､ 4名で行ってまいります｡

事務長　斎藤勇一
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【新潟アどの会】八一モ=カサンタ　イン　スリランカ

音楽は何時だって素敵な出会いを与えてくれるo

と言って昨年1 1月24日～1 2月3日まで田中光栄さんが一人で､スリランカに行ってくれましたoハーモニカ1 0 0本､譜面1 00冊をス-

ツケースに目一杯詰め込んで｡勿論新潟県立新潟中央高校] R Cクラブ作成の目の見えない人用のカレンダーも詰め込んでね｡帰国後､田中さんか

らの報告｢ありがとうございました.今回スリランカに行って､やっと自分のしてきたハーモニカサンタの意味を知る事が出来ました. 3年間悩ん

でいたけど､皆の笑顔で感慨無量です｡これからもハーモニカサンタをやり続けますoだってハ-モ二カサンタを応援してくれる人達が居る限り､

その想いを音楽に変えて皆に笑顔をプレゼントしてくることが僕の役割だと気づいたから｡｣有り難う!田中光栄さんl次は何処の国の子供達の笑顔

を一杯見せてくれるのでしようか?

いつかは､内戦で負けたタミール人地域の子供達にもアナタのハーモニカが届きますように｡何時の日か､荒れた国土に澄み切ったハーモニカの

音色が人々を癒してくれる事を祈っています｡

会長　倉田洋子

八モ=カサンタinスリランカ

音楽はいつだって素敵な出会いを与えてくれる｡とあるキッカケで出会った新潟アどの会代表･倉田洋子さんのセッティングにて2011年11月

24日～12月3日までスリランカへ行くことになりました｡ハモニカサンタとして｡

スーツケースにハーモニカ100本､譜面100冊を目一杯に詰め込んでスリランカへ降り立ちました｡これをラックナシリ師の関連施設の子供達に

プレゼントし､ライブとハーモニカ教室を開催するのです｡

最初に訪れたのは､ Metta Youth Centerという孤児の施設.

ますはライブをやりました.スリランカの子供は､恥ずかしがり屋さんが多いのですが､音楽が鳴ると盛り上がる人種でした! (笑)それじゃ､

ってことで踊れる曲を何曲も♪ ♪

しまいにや､ハーモニカなんか関係なくなって､ただみんなで踊ってる(笑)いいんです､なんでも(笑) Everything lS OK

急速､ワークショップのアシストをお願いしたシンガポール人のスーパさん｡彼女がいなかったら今回のワークショップは非常に難しいものとなっ

たはすo息もバッテリ!

みんな一生懸命取組んでます♪ ♪ ♪曲はもちろん｢きらきら星｣

みんな初めは恥ずかしがり屋さんだったのに､終わるころにはすっかり打ち角削ナてやんちゃなカキどもになってました! (笑)ど-ス♪ ♪

近所の幼稚園のような場所に､先ほどの男の子達と､そしておまけに村の人達も多数押し寄せてイベント開催.なんとそのセレモニーのテープカ

ットを僕がやりました! l l

老人ホームのようなところへ行きました(身寄りのない老人が住んでいるのでしょう)｡ここでもアカペラで演奏を披露｡そしてハーモニカもプレ

ゼント｡なんだか時間が止まっているような場所o車が遠ざかるまでずっと手を振ってくれていたのが､なんだか胸を打つものがありました.カナ

ダ人インディアンのサウィトリ-は思うとこあったのか､この後しばらく無言になった｡｡｡

貧困な村のサンデースクールに突撃日

ここでもライブをまず行いました｡やはり盛り上がりましたね～～｡たまりませんo

ハーモニカを漉して､ワークショップです(ここでは大きな子にのみ)｡みんな本当に熱心.相当にハーモニカが楽しい模様l H
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きらきら星を1曲練習して､我々は少し休憩o　しばらく自主練習してもらったのですか､みんなすっと吹いているんですよHスリランカの青空

にハーモニカの音がフウ～､フウ～と響き渡っていた｡とても平和で幸せな世界が確実にそこにあった｡｡｡

その後に｢Happyblrthdaytoyou｣も練習しましたoちょっとやんちゃそうな村の子? (制服を着ていなかったから､サンデ-スクールの子では

ないのかな)が小さな声で｢俺にもハ-モ二カくれ! ｣と言ってきたo以前ウjjンタのストリートチルドレン支援施設で耳元で同様のことを言われ

たのを思い出した｡｡. ｢次回持ってくるから! ｣と説得｡最高に嬉しくなる瞬間｡

初めははにかみながらの対面でしたが､終わるころにはすっかり仲良し♪ ♪ ♪大事なことはオープンマインドやね｡ピ-ス♪ ♪ ♪

最後にMettaYouth Centerに再度訪れた｡前回はいなかったちびっこばかりだ｡バンテさんもだいぶ｢無茶ぶり｣するようになってきて､ここで

ノ-マイクで1人で演奏してくれと(笑) 1曲アカペラで演奏する｡目の前にいた男の子がいつまでも特大の拍手をしてくれていた.感激.バンテさ

ん､間髪いれず｢ではもう1曲｣と(笑)それでは､と僕のハーモニカに合わせて､先生方が一緒に歌ってくれた♪

バンテさん｢じゃあ今度は日本の曲を｣と(笑)実は今回｢歌声サンタ｣デビューしたのです(笑)彼らにとっては日本語は未知の言監日本の

曲を日本語で歌うことは文化交流として大事なことだよね｡恥ずかしいから曲は内緒です(笑)みんなも手拍子で盛り上げてくれる!完全に宴会状

態ですな(笑)

この教室の先生にもハーモニカとスコアをプレゼント｡そしてレッスンoとっても熱心｡

このような充実した内容にてハモニカサンタlnスリランカを無事に終えることが出来ましたo

｢八一モ=力は平和の音色｣

これまでウガンダ､カンボジア､南アフリカにてハモニカサンタ活動を行なってきましたが､この活動をする上で常に悩みや疑問が自分の中にあ

りました｡ ｢はたしてこれは意味のあることなのだろうか･･?｣と｡しかし今回のスリランカでの活動で自分の中にあったモヤモヤが晴れましたoこ

れは意味のあることだ､と｡それと同時にこれまでの認識の甘さを考えた部分もありました｡

極度の貧困に苦しみ､今日を明Ejを生き抜くことに必死な人達に対しては､やはりまず先にやるべきことがある.それはしかるべき人達が､しか

るべき方法で取組まなければいけないものであり､大変規模の大きな問題だ｡そこに僕は足を踏み込むことは出来ない.そんな彼らには音楽よりも

まず食べ物だ.そこでは音楽は浅念ながら非力かもしれない｡ ｢ストリートチルドレンをストリート三ユ-ジシャンに｣という最初の動機は､甘い認

識の夢物語だったかもしれないo

しかし､住むところ､食べ物がある程度確保された人達が次に必要なものは､今を生きる喜びや楽しいと思える瞬間に角虫れることではないでしょ

うか｡その先に｢希望｣や｢幸福｣が待っているかもしれない｡そこでは音楽は本来の力を存分に発揮するoそここそがハモニカサンタの居場所だo

輝く未来をプレゼントすることは出来ないけど､ささやかながら夢中になれるひと時を一緒に過ごすことは出来るoハーモニカという楽器で音楽を

奏でる楽しさを伝えることは出来る｡外国へ行くことが出来ない彼らに異文化に触れてもらうことは出来る｡肌色も言葉も全く違う人間と心を通わ

せることで､世界はひとつだよ､世界はつながっているよ､と感じてもらうことは出来るoハモニカサンタに出来ることは沢山ありそうだo

みんなで飛び跳ねながら一緒にハーモニカを吹いている瞬間､そこにあふれる笑顔には一

点の曇りもありませんでした｡穏やかに流れる時間の中でハーモニカの音色がキラキラと響

きわたっていた｡それは疑うことのない平和な場所｡ハ-モ二カの音色は平和の象徴だ､世

界のいろんな場所でそんな光景が見れることを夢見る｡

スリランカの人達は僕に最高のクリスマスプレゼントを与えてくれました♪ ♪イ工イ♪ ♪

田中光栄
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【新潟国際聾術学院】 20 1 1年7月から1 2月の事業報告

● 7月2 0月～8月2 0日　｢中国水彩｣雑誌と2011中国水彩国際研修を桂林で共催｡研修参加者は中国の各地で活躍している水彩画家､先生な

ど68名D棄学院長は講師として出席した｡

良転- a:.tit-_

51 =鷲f '-Lilrit芋習
● 1 1月2日～1 1月1 1 Ej　中国黒龍江大字の先生と学生1 9名が佐渡研究院などで日本聾術文化の研修を行ったo

● 1 1月2 6日～ 1 1月3 0日　中国仙頭大学で佐渡の聾術文化をアピールした｡佐渡版画村会員作品展を開催すると同時に､学生達を対桑に水彩

風景画､木版画､舞踊講座を行った.

●1 1月1 5日～1 2月1 0日　第1 1回国際水彩画大会INNIIGATA､国際水彩画交流展(巡回展)を新潟市美術館､アミューズメント佐渡､佐渡

研究院で開催o中国各地から3 0名の水彩画家達が佐渡展に出席し､写生研修を行ったo

● 1 2月3日～ 1 2月1 4Ej　中国藩陽師範大字の先生と学生2 0名が佐渡研究院などで日本堅術文化の研修を行った｡

学院長　束冨有

【NVC新潟国際ボランティアセンタ-】活動報告

1.イベントのご報告:

①第23回NVC愛のかけ橋バザ-&フェスタを開催いたしました0

2011年10月15日～16日にかけて､第23回NVC空のかけ橋バザー&フェスタを開催いたしました｡今年は今までのバザーにフェスタという要

素を加え､イベントとして成長した形で開催しましたD

多くのボランティアさんが参加してくだきり､たくさんのお客さまと交流できたフェスタになりました｡

Nネット会員さんでもある長岡のら･なぶぅさんにも協力出展していただき､そしてナル二アさんからも展示パネルをご提供いただき､楽しいイベ

ントとなりました♪
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②万代島フェスタに参加しました｡

2011年12月18日に万代島フェスタ2011に参加してきました｡お隣さんのブースでいらっしゃった教育と環境の｢爽｣企画室さんの皆さんと

~緒に､新潟における国際協力について活動紹介をすることができましたoクリスマスらしい展示も踏まえて､本当ににぎやかなイベントでした｡

1.セミナー/講座のご報告:

①13回ハチプロセミナー/第62回NVC地球を知る講座:貿易ゲーム

2011年10月15日ノttザー&フェスタ会場内で開催いたしました｡参加人数は24人｡参加した方からは｢貿易のシステムが不平等を発生してしま

う仕組みが分かった.｣などの感想を聞くことができました.

②14回ハチプロセミナー/第63回NVC地球を知る講座:ラオスを知る

第63回地球を知る講座｢ラオスの現場を知る｣を開催しました｡講師はJVC (日本国際ボランティアセンター)ラオス事業担当である島村昌浩さ

ん｡ NVCも協力しており､そしてNVCの原点であるJVCのラオス事業について学ぶことができました｡

2.支援先現地訪問報告:

2011年9月24日から26日にかけて､ NVC運営委員がベトナムを訪問してきました｡訪問の目的は､プロジェクト内容の確認と現地カウンタ-

パ-卜とのパートナーシップの確認でしたo訪問期間は短いものでしたが､交流を深めることができ､そしてプロジェクトの重要性を再認識するこ

とができました｡

NVCのベトナム事業の一つに､大学生への奨学金支給というものがあります｡貧困状態の大学生に対し､奨学金を提供し学業に励んでもらうこと

がこの事業の目的です｡この度､現地カウンターパートの方と話をしたところ､ ｢日本は東日本大震災と原発問題で大変な状況だから､奨学金を辞退

したいという学生がいます｡｣というお話を聞きました.日本が大きな囲難を抱えているのは確かですが､ NVCとしてはそちらの支援にも配慮しつつ､

本来の事業に影響が及ばないよう運営しているつもりですので､奨学生の皆様には安心して奨学金を軌ナていただきたいし､今後の展開についても

日本･ベトナム双方で共に考えていきたい､とこちらから意見を述べました｡日本とベトナムがつながり､支援する側とされる側という二極的な関

係でなく､双方が協力していくことの重要性を確認できた訪問となりました｡

3.次回活動案内:

2012年3月中に､フェアトレードに関するセミナーを予定しております｡詳細は決まり次第､ウェブサイトに掲鼓しますので､ご興味･ご感心の

ある方ぜひご参加ください｡

運営委員　三上杏里

/＼トナム訪問
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【夢の橋】

2 0 1 2年秋､かねてから依頼されていた良寛様の｢月の兎｣がようやく多言語紙芝居になりました｡あまりにも美しく悲しいお話に脚色･作画

のスタッフは一年以上悩みましたが､翻訳など多くのボランティアの皆様の熱いご協力を頂いてお陰さまで2 0 1 2年春にはインド･マダガスカル

はじめ新大留学生の方々の母国でも､子どもさん達に楽しんでいただけるでしょう!今回は｢世界の文化｣授業の中で彩色くださった高校生3 5

名のすてきな手作りメッセ-ジも一緒にプレゼント! (みんなでしあわせに)の思い込めて1ペ-ジずつ貼り合わせています｡現地スタッフの方へ手

渡しのお願い出来ます方､ご出発の1ケ月前にどうぞご連絡を!メンバー一同お待ちしております｡

荒川久美子

F:i,:tI-I::_I_;I-: tf ･讐泡ji_:f･:,1･_i.,_ - -Iii覧醤■しぎ∴
｢月の兎｣　中国語･英語･/＼トナム語･ロシア語･モンコLJt,請.韓国語･スペイン語･インドネシア語･フランス語

『月の兎』　脚色　夢の橋

ずっとずっと､すっと苗のテンジクという国のお話｡ある日､天の神様の日に下界のうわさが届きましたo

神様｢なになに?猿と兎と狐が兄弟よりも仲良く暮らしているじゃとフ人間同士でもケンカばかりしておるのに感心なことじゃo　どれ､ひとつためしてやろうかのおo｣

そう言うと､乞食の姿に7:iり下界に降りていきました｡乞食の姿をした神様は､おなかがすいて､苦しそうな様子で石に腰掛けていましたo

そこへ､仲良しの三匹がやってきました｡

神様は､ ｢わしは何E]も何も食べていす､今にも死にそうなのじゃ.どうか.このあわれなわしを救ってくださらんかo｣と言いましたb

すると､猿は｢林から木の実を集めてきました｡どうぞ食べて下さい｡｣

狐は､ ｢川で魚を取ってきました｡どうぞ食べて下さい｡｣と言い､乞食にたべきせました｡

乞食姿の神様は､ ｢おかげさまで命が助かりもうした｡本当にありがとうのお｡｣と､喜びました｡

ところが､兎だけはあちこち飛び回っているだけで何もしてくれません｡

神様は兎に､ ｢兎さん､兎さんも､このあわれなわしに何か恵んでくださらんかのおo｣と言いました｡

兎は､ ｢はい､私も何かしたいのですが､猿さんや狐さんのような知恵もなくどうしたものかと思っていました｡｣と､しばらく考え込んでいましたが何か思いついたよう

で､ ｢猿さん､ここに枯れ枝をたくさん積み上げてくれないかい｡狐さんは､それに火をつけてくれないかい｡｣と言いました｡

兎は｢旅のおじいさん｡私には働きも知恵もなく何もしてあげられませんoせめて､私の焼けた肉を食べて下さい｡｣

そう言うと､なんと】燃え上がる火の中に飛び込んだのでした｡

神様は､ ｢な､なんと･ ･ ･oかわいそうなことをしてしまった- ･どうして､こんな立派なお心の方の肉を食べられようか｡｣と言い､焼けただれた兎を抱きあげ泣き

続けました｡神様は天に昇り､兎を月の寺卸殿におまつりになりました｡月の中に兎が見えるのは､こういうお話があったからなのですね｡ =おわり=

【ミュンヘンで感じたこと】

昨年12月中旬､家内とミュンヘンへ行ってきた｡

滞在したホテルで､セネガル出身の50代のボーイさんと､たわいない世間話をしているうちに親しくなった｡

私は1968年～1971年､ ]IGAの派遣専門家としてナイジェリアのヤバ工科大字に滞在した｡

アフリカには沢山の部族がいるが､彼はプラ二族｡ナイジェリアの北部にもブラ二族が生活している｡

プラ二語の単語を思い出し､久しぶりに西アフリカの話題で話がはずんだ｡

私のへたな英語のジョークにも思い切り笑ってくれた｡

彼の宗教はイスラム教で､奥さんはドイツ人｡異教徒どうしの結婚だa

ダカールにいる90歳になる母親とは毎週､電話でl青報交換しているとのこと｡

世界は狭くなったものだと､しばし感無量o

ドイツ博物館で科学技術の原点､原理展示を見学したo

高度な内容にもかか]つらず､子供をつれて訪れているドイツ人も多く､ものづくりにかける情熱を感じた｡

日曜日､パン屋を除き､店は閉じているので教会へ行った｡

うす氷がはる外で､案内､言秀導しているのは子供たちである｡

教会のミサに参加している家族づれが印象的だった｡

最近､日本の国力が低下してきているとの指標がだされている.

私が毎E]要用している樹脂製歯間ブラシも､メイド･イン･ジャーマニーo

メイド･イン･ジャパンとの違いを分析するのも､日本の教育や今後を展望する上で重要なことと感じている｡

暖冬で雪のないクリスマスマーケットでした｡
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【フェアトレードショップナル=ア】

年も明けて2012年｡昨年は色々な事があり､ 1人では何も出来ないのだなあ～と改めて気づいた年でもありました｡今年は是非､皆で協力して住

みやすい地球に近づく為にアクションを起こして行きたいと思いました｡

昨年は下半期(7月～12月)まではNネット主催の国際フェスティバル(9月10日､ 11日)にフェアトレード製品の販売と推進で参加させて頂

きました｡楽しかったです.久々に皆さまとお会いして元気になれましたDまた今後機会があったら参加させて頂きたいです｡

フェアトレ-ドショップ｢ナル二ア｣の店舗は今写真に写っている通り冬バ-ジョンでアルパカセ一夕-やネパールの毛糸物など置いてありますo

冬限定のフェアトレードチョコもあります｡お勤めは簡単チャイパックかな｡チャイはアジア各地で飲まれていますが､ここで言うチャイは｢スパ

イスを入れて煮出した甘いミルクティー｣の事です｡

本格的に作るとスパイスを数種類用意して手間もかかるのですが簡単チャイパックは､甘い香りのシナモン､ jクのあるナツメク､爽やかなレモ

ングラス､スパイシーなクローブが小袋に入っていて牛乳と一緒に1 ､ 2分煮出すだけ｡寒い日に熱々のチャイを飲む冬の楽しみを味わってほしい

です｡ 1袋450円で12小袋入りです｡

そしてもう~つのお勧めはエコノtLックですo猫のイラストが可愛いこのバックはバンクラデッシュの国からジュート麻で作られていて､とっても

丈夫｡ 5キロ位のお米入れても持ち手はびくともしませんo定価840円なのですが店頭で500円にディスカウントしています｡

相変わらずフェアトレード製品の紹介になってしまいましたが今年も宜しくお願いしますo

店主　丸田祥子

惑ylFtTFTT
･1 7.一:L､

閑

【ほっとけないカフェ/CLN】

9月1 0日(土)新潟国際フェスティバル1日目に､南魚沼市から8人で参加しました｡国際大学7㌦ ㌔ ＼ゝ㌢恩嘉一

の3人､カーナのダットソンさんとラオスのトオーさんとニッドノイさん｡日本語ができなくてもボ

ランティアをしたい｡そんな願いを叶えるため､ほっとけないカフェは留学生と一緒に活動していま

す｡そして､ ｢ぢきゆうじん｣の田村ご夫妻と二人のお子さん｡ j-ヒーの生豆を事情煎して販売し

ている田村香さんと､今回初めで′コラボ′'させていただきましたoうす緑色のコーヒ-豆が1 0分程

でこげ茶色に変わると､挽きたての香りにつられた人たちがコーヒーを買いに来てくれました｡この

方法ならもっとたくさんの方にフェアトレードのコーヒーを楽しんでもらえる｡そんな可能性を感じ

た出店でした｡

1 2月1 7日(土)宮城県の七ヶ浜にボランティアに行ってきました｡長岡のフェアトレードショップ

｢ら･なぶぅ｣の若井由佳子さんの紹介で｢東日本大震災ボランティアネットワークにこにこ団｣の炊き出

しをお手伝いしました｡金曜日の深夜から8時間かけて土曜日の朝に到着｡にこにこ団の他､ ｢特定非営利

活動法人にいがたからみんなえがおに｣ ｢にいがたスマイルマーケット｣の3団体7名で､車2台で一緒に

行きましたD ｢未来教室｣という親子向けのイベントで､もちつきをして､ぜんざいをふるまいました.県

内には被災地で活動しているたくさんの団体や仲間がいることを､心強く思いましたo

国際協力やボランティアをするようになって約1 0年ですが､現地へ行ったのは初めてでした｡現場に足

を踏み入れてしまったら､今の生活を続けられなくなるような気がして､これまで避けていました｡ 3月末

には､教育と環境の｢爽｣企画室の｢インド子どもの憩いの村｣の学校の開校式に通訳として同行します｡

海外の現場を訪れる初めての機会に期待と不安でいっぱいです｡

大出恭子

五五



f　ボランティア精神雑考

ヒトと他の動物とが(神が別個に創造Lた)非連続の生物との教会の教えに対Lてタ-ウインの｢種の起源｣が｢生物は連続した

存在｣であると主張し､歴史上の大論争と+A:りまL f=o　いまやDNAの分析が護んて､ヒトがチンパンジ-ヒ分かれf=のか何時かまで

が判明LまL f=o

ヒトの身体の器官や感情､意識は何処まで遠い先祖の影響を受けているのかという鼻毛問が残ります｡ヒトは受精から出生までの胎

児の期間に生物40数億年の歴史を経過Lます(胎児の成長のある段階では照があり､尻尾がある)｡前の段階を経ち:けれは次の段

階に進めないのてす(発生は系統に従う). ｢胎内の羊水の塩分濃度が生命藤生当時の海7Jlの塩分濃度に等Lい｡｣とは聞かされてい

まLたが､動物の筋肉に酸素系の赤身と非酸素系の白身とがあ()､それはほほ40億年前(その頃地球は非蝦素世界かC,酸素世界に

転換しまLl=)､非酸素系の生物が新興の酸素系生物(ミトコンドリア)を取り込んf=経緯に由東するt:の説にはロ乞驚仰天LまL f:D

植物も動物も地球上の風土､環境に適合Lて形質を変えて畏まL f= (象は鼻を､キリンLi首を伸ばL壬L f=)が､基本的な臓器は昔

の性質を多分に保守LているかのようですC　40億年前にまで遡らなく　とも､現在のと卜の生活環境の変化は余りの大きくて､保守

的なと卜の身体の器質や感情､意識が対応出東ないところに,ご身異常の原因がありそうてすo

現代人の糖尿病とそれに由来する疾病は､栄養失調寸前のカロリーで生命を維持して釆f=ヒトの臓器か妥逸な生活(西洋?乳に栄

養過剰の食事と車社会ての運動不足)に扱旗を翻し[=にホカ十J/十イのですか､感情や意識もまた(最近の不登校や引き龍L)など)

新旧の相克てはないかと私は思います.船に例えれば､船には目的地-＼の舵と羅針盤､重′ごをTげろ(ヨノトなC,はセンターボード)

鐘がなければ漂流の果てに沈没するLかありません｡いま若者は特別の目的意識を持てなけれは(貧困かLl,の脱出という)最低限の

目的すら持ち得ません｡船の鐘に相当する安定装置てある共同社会(家康や地域社会)もその秩序(内部の役割とお互いの尊敬)を

失いつつあります｡

一才嬉Lい報告もあL)ますo　"人間"の倫理､道徳(他人のための自己抑制ないL犠牲)などの社会規範がと卜の本性(歴史的

意識)に基っくことを､進展著Lい脳科学が科学的に証明したのですo　ヒトの脳は他人に褒められる(社会的報酬)と快感を得ます

が､ ｢人々の幸福を額っての利他行動｣は誰に褒められなく　とも､幸福感は揺るがないそうてす｡ヒトは猛獣や他の部族からの襲撃

から身を守るために､共に助け合う(家族､地域社会など共同社会の維持､存立)二とて生き延びて釆まLl=.共助の意識が身に付

いて､本能ともいえる感情となったのですo NGOの皆さんは共助の精神が世界､人類にまて高められていることに敬意を表させて頂

きますo

雇員Fnr3　関　昭--

I耳よりな耳の話

◇　小学生の国際交流集合

十数年前になるが､小学校の国際交流集合て16名の.毎夕卜からの留学生を招き､体育館でセレモ二-を行った｡帰国子女の6卑

生一女児が英語で歓迎のあいさっをL f=｡彼女は2年生から5年生に+A:るまで､オ-ストリアで暮らLていf=｡′彼女の発音は､全く

日本人離れしていて､見事f='っf=o

留学生たちは､各教室でチビもたちに母国語のあいさっを教え､遊びを紹介Lた｡チビもたちは､各国のあいさっを一回で聞き

取り､反複Lていた｡私たけは､もう一度､ゆっく　りと蚤音Lて欽Lか-･,た｡

◇　脳の神経紬月包は､一生もの

人間の脳の神経紬月包は､約140億｡涌三歳前後に出来上がるという｡確かに､幼少時に五感に刺激を受けた二とは､何時まても

記憶に残っているo子どもの項の食卓の味や匂い､烏や虫の声などは直ぐに分かるo　大人に+A:-,て､電話の声が親父そっく　りたな

どと言われた話は､良く聞く　二とf=o

政治家のお国ilヒ(なまり)を耳にすることも､良くあることたo ｢読tJ､-書く｣を重視Lf=日本の受験英語教育は､ ｢聞く-話す｣

英語の場面になると､どう　してもお国吉化が出てく　るC　生まれた時から､親の騒音て聴覚が育ってきたのたかこ,当然であるo

耳は､そLて､目も､舌も､鼻も､触覚も､体験によ-,て育っものてある｡

◇　′ト学校から英語教育がスタート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌦-a

平成20年に､学習指導要領が改訂になり､小学校5 ･ 6年生は週1時間(早

35時間)､ ｢タト国語活動｣が必修になっているo　英語が中′こたか､子ともたち小　　　舟

nqTIVe SPeqkerによって聴覚を刺激され､鍛えられるチャンスが広が-,ているD

◇　人は､知っている言葉で考える

言語は､思想てある｡言葉は､自分の考えを伝え､人の考えを理解する道具

であるD　日本人とLては､何よりも母国語をLっかりと学ひ､考えるカを身に

付けることは教育の基本である｡

世間には､小学生の時から英語を学ぶことに反対の意見も少なくないo

LかL､これからグロー/くル化が一層進も､時代に､幼少時から耳を鍛え､育

てていく　二とは､決Lてマイ十スてはなく､必要不可欠f=と､私は考えている

『庵集後記

し｣　､)､/ 1 fL　-i i i

今回は文字萎嬬IJ限なく情報をお寄せいただき､特別にページを増やしました｡

会報の感想やご要望も､ぜひお聞かせ下さい｡今年もお会いできる機会を楽しみにしています♪　　大出恭子


