
†′ ｢世界を学ぼう｣

アメリカの財政の崖､北朝鮮のミサイル実験､シリアの紛争､中国､韓国､ロシアとの領土問題､国内では自民党返りの政権交代と慌ただし

い､緊迫した社会情勢の中で2013年を迎えている｡

にいがたNGOネットワークは大勢の人から協力していただき､アジアを中心に発展途上国の支援を行っているが､国際的には更なる支援が

要請されている.世界を知ることが国際協力の第-歩ですoそのためにもグローバル人材の養成が必要で､国際理解教育の充実が求められてい

ます｡

国際理解教育は根本的な課題でもあり多義にわたり学校教育においても統一的な指導指針がない｡海外経験のある先生はともかく一般的には

指導しにくい教育課題であろう｡どのような教育実三蔓が望まれるのか､関係者が集まって研究していくことが大切で､その場として昨年12月

に国際教育研究会を発足したのである=

教育を実践している司令塔である教育委員会,クEj-ノてリセ-シヨンを推進している国際交流協会､そして実際に国際協力を実施している

にいがたNGOネットワークの三者TJ､､一体こIiって進めることが効果的である｡

特に､学校現場で実践している亘漂王墓宕萎育･.TC湧状など皆で相談しあうことが必要なことであろうo現役の教員が多数参加して切瑳王郡磨して

いくことが求められる｡このr3究会を護り返すことによってフォーマットらしいものが出来ることを期待したい｡

NGOは大勢の人たちから支援を受けて､恵まれない人たちに温かい救援活動をしている｡その国際協力の経験を子供達に直接教えることは､

生徒に感動と希望を与え､国際感覚が育ってくるだろう｡ NGOにとっても海外でやっている活動が学校教育に役立つとなれば､励みにもなる

だろう｡広範囲にそれぞれの学校で出前授業を拡充することを期待する.その場合はNネットとしても積極的に協力をしていきたい｡

さらに大字との関係においては､大学生は国際交流､国際協力の即戦力になるし､また個人的にも国際的な経験が就職､将来の生き方に直接

かかわってくるから､当研究会としても積極的にかかわりを持って生きたい｡留学生との交歓､大字でのイベント(学園祭､社会講座など)､ス

タディツアーによる海外体験などこの研究会事業と一体化することによって､クD-パル人材の養成を行いたい｡

｢私には一歩で十分です｣ :インドのガンジーの言葉です｡国民みんなが一歩､歩みを進めてインドの独立が成り立ったのです｡この研究会が

国際協力の第一歩となることを期待しています｡

理事長本間栄三郎

†一第1回国鰍育研究会に思う～命を生かす～

｢国際理解繋育二葉;JT二Iii≡_　モチーフ二薫き_-=　こ,チ- ,T二_三≡二三,パネリストによる責重な実践発表と､参加者からの真筆

なご意見ご感想をいT=-I_lLて　T三号軍票二一三千三二二二二董芋_-=二　言-=　その交流をとおして皆様との新たな縛が生まれたことを嬉し

く思います｡

参加された小中高大の先生.寄書一千二7-J:葺･三毛==;こて=　~ラニテ一二号圭二二携わる一般の方々､そして大学生の皆さんは､ J=Ejt=それぞれ

の分野における中核となって活謹言r_　多.=I,≡ニIT三二二三三7-_貢丁こ　そiノな中､休日を返上して参加してくださったことに､心から感

謝申し上げます｡

さて､私には忘れられない言葉があります二　=_三二二三-i　千二-g･=≡すが､私が定時制高校に勤めていたとき講演においで頂いた『無

言館』館長､窪島誠一郎さんの言葉ですD長野真二≡千二三三≡言Aii二言　学徒出陣で出征した戦没画学生の絵画が多数展示されていますo

戦没画学生が出征に際して描き遺した絵は､云三二≡ _童丁二三-=三三二重する人や空する家族の肖像､愛する故郷の風景でした.窪島さん

はそのお話の後｢一人でも良いから愛する人を等二三㌧一　二_　二≡･3､人のために生きることの大切さを説いて｢生命とは､その文字のとお

り命を生かすことです｡｣と結ばれました｡

他者を愛すること､他者のために命を生かすことの大切さ｡申し上げるまでもないことですが､人間は社会的存在です｡人の役に立って

こそ初めて生きている意味を感じ､喜びを感じ､生き甲斐を感するものだと私は思います｡そうした意味で､私は､窪島誠一郎さんの言葉

に胸を打たれたのでした｡ (自らの命を生かすために人の役に立つ)一弘にとって､ ｢異文化理角引｢多文化共生｣ ｢国際援助｣等々の言葉の

奥にはそうした思いが横たわっていますo

私は､国際理解教育をとおして子どもたち自身の(命を生かす)ことができるように､この国際教育研究会で学びたいと思っています0

これからもJ=E]t=様からこの研究会を支えて頂きますようお願い申し上げます｡

国際教育研究会主宰　荒幸男
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!事第1回国際教育研究会パネリストのみなさま

今回､第1回国際教育研究会でパネリストとして参加させていただきました｡私はこれまで報道による世界の情報だけでなく､担任の見て来た生の世

界の動きや様子を子どもたちに伝えたいと考え､活動をし､授業を行ってきました｡また､これまでの活動でカンボジア､日本､中国､アメリカ､イン

ドで出会った人々や子どもたちの大切なものを聞き､それをいろいろな国で伝え､人々の大切にしているものを互いに大切に考えていく気持ちが共生し

ていく上で大事なことを理解してもらいたいと考えて実践してきましたo実践の目的やテーマは以下の通りですo

1　実践の目的

①　世界を知ろうについて

･ E]本と外国がつながりのある関係であることを理解するD

･外国の人と交流をもち､親睦を深める｡

②　大切なものを考えようについて

･今現在や将来の自分を見つめたり､日本のことを考えたりする｡

③　共に生きようについて

･国際交流でできることを考え､実践しようとする態度を養う｡

2　テーマ

･文化･貧富･環境･労働･戦争と平和･大切なもの･ゆめ･幸せ･自分にできること

今回の研究会では､これらのテーマの中から､戦争と平和､大切なもの､幸せについて行った授業の展開の仕方や実際の子ともたちの様子を紹介させ

ていただきました｡単元全体の実践の様子については外務省のホームページにも掲載してもらっています｡関心のある方はご覧くだきると幸いです｡研

究会では小学校や中学校､高校､ NGOや大字関係者､新潟県や新潟市の教育委員会や現役の大学生が参加し､いろいろな立場での取組や考え方を聞く機

会がありました｡自分の行っている実践がどのように縦に繋がったり横に広がったりしていくのかを改めて感じることができ､とても有意義な会となり

ました.今後も国際教育研究会でのいろいろな繋がりを大切にし､学び合ったり支え合ったりしていけるといいなと考えていますo

燕市立燕西小学校　細谷賀吾

第1 E]目の国際教育研究会で発表の機会をいただき､心から要請:ヨ｣二.千言す=　=JrLまでの自分の取組を振り返り､まとめる良い機会となりました｡

これほどインターネットが普及し､クリックひとつで情報r=容易こアクーtZスこきモ三二二二三r:ました｡しかしながら､子ともたちがたくさんのことを

知り､学んでいるかというと､そうとは限りません｡やはり.子こ≡-=三二二二手IJ二三子fIこき二二.丁空与えるのは教員の最大の仕事であり､一員火を

つければ､子どもたちの柔らかい発想と行動力で自ら道を拓いていくここて一三三二　号二重-=二tTこ=会一七　モーて学習の場を､心震える感動とともに

創り上げるには､様々な人や機関との連携が欠かせません｡この国際教育研究会TJ､ひとつ〇六二I三軍こ-ir:薄々等年代や立場の人たちが関わり合うこ

とで､人と人をつなげ､学校と世の中をつなげ､日本と世界をつなげ､最終的に子ともたちの明るい東天につなげていきたいと思います｡優しさとたく

ましさを身に付けた国際感覚のある子どもたちの育成のために､今後ともよろしくお願い致します.　　　　　　村上市立村上第一中学校　小黒淳一

Eil宮元忘
国際交流インストラクター事業による授業風景 国際理解教育繁昌研俺における生徒の学習発表

国際教育研究会設立にお祝い申し上げます｡また､その第一回の会合に活動発表の機会を頂戴し､深く感謝致しますo

情熱を持って様々な活動に取り組み､素晴らしい成果をあげている方々がこんなにも多く一同に会し､そのお話を伺える葉沢に大変驚きました｡とても

勉強になる一日でした｡

研究会に参加する多士済々の会員を考えれば､今後の活動に期待が膨らみますBカオスにも似た思いと情熱の衝突から､ビッグバンのように新しい企

画が次々と生まれる様子を想像すると楽しくてなりません｡是非､創造的な会として発展していくことを願います｡

生徒や学生の皆さんを中心におき､素晴らしい活動をしている人たちと自由に話せる｢国際協力カフェ｣や､学校や団体などが出会って活動を具体化

していく｢国際教育合同面接会｣みたいな企画があったら良いなと感じました｡様々な立場の人がそろう会ならではのコーディネート役に大きく期待を

します｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県立新発田高等学校　原口央
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第1回の国際教育研究会でパネリストとして発表させていただき､ありがとうございました｡

これまでのNVCでの活動を振り返り､また他のパネリストの先生方からも魅力的な実践をおきさすることができ､とても充実した時間になりました.

学校現場で国際教育を進められていることがわかり､ NGOに求められること､ NGOだからできることを再認識できたと思います｡

時間の確保などが難しい中､学校現場で国際教育を進めるということはやはり大変だと思います｡これから国際教育を実現･拡大していくためにも､

一人で考えるだけでなく､多くの人で意見交換をし発信する場がきっと必要です｡国際教育研究会では､ ｢国際教育を進めていきたい! ｣という人が

集まり､ヒントを得ることができる､そんな会になれば素晴らしいと思います｡

NVC新潟国際ボランティアセンター　高山美結

!事会員団体の活動報告

【ミャンマーの医療を支援する会】

9月18日にヤンゴン小児病院､国立保健研究所､ヤンコ､ン総合病院を訪れ､医療機器の供

与と技術指導を行いました｡9月19日は新しく立派に生まれ変わったネピド一空港へ到着し､

保健省で大臣に会見しました｡私は間もなく定年なので､リーダーを交代することを伝えま

したo小児科医である大臣から､これまでの支援に対して感謝の言葉が述べられました｡

翌日､ネピドーから高速道路でヤンゴンに向かいました｡高速道路といっても､高架でない

ので､普通の道のようです｡道路の傍らに牛がいました｡途中､車の逆走､ヤギの飛び出し

など､考えられないことを経験しました｡

私は2000年から13年間､ 20回の訪緬を通して活動してきましたが､ヤンゴンの日本人

墓地を初めて訪れ､戦争犠牲者の冥福を祈りましたo敗走時､食粒もなく､暑さの中で感染

症にかかって亡くなった兵士のほうが戦死した兵士よ,:すっこ多_-J二T=二です=新発田や上

越の部隊からも多くの戦死者を出しました=　三七ンマ-て二もJ-=ミニ淳監言　薮争犠牲者の

死を無駄にしないためにも継続し7:=けy_まこ告.1≡ _-==

アジアの中で発展から取り残さr.てき-=三-ンマ一言2C18年談の総選挙以降､民主化へ向

けて大きく方向転換しました=　多く._73タ､芸人かミャンマーを訪れ､現地のホテルは一杯､バ

ブル状態です｡しかし､そんな変化とはうらはらに､病院の中は何も変わっていません｡変

わらぬミャンマーを少しでも良い方向へ変えるために､私たちの活動はまだまだ必要とされ

ています｡

代表　内藤匡 日本人墓地

【アジアクラフトリンク】

Nネット会員の皆様､明けましておめでとうございますo

今回はあるD一トル日本人の夢を書かせていただきますo私がミャンマーに入るようになったきっかけは､ある少年の言葉に惹かれた事があります｡

16年前､初めて入ったヤンコ､ン市内で12歳くらいの少年が私に熱心に絵葉書を売ろうとしていました｡絵葉書は要らないのですが､あまりにも熱心

に話しかけてくるので､お金をやろうとして､怒らせてしまいましたo　いね<Jl乞食ではない〟と.

アジアで仕事していて､感じたのが､すべて揃いすぎた中で育つ日本人と､成長しようと努力する途上国の若者の目の輝きの違いです｡いつか私も

活動の主体をアジアに求めていました｡チョコレ-トを10人に配ることができても､ 100人､ 1000人になったら容易ではなくなります0 1万人な

どとてもできません｡でも作ることができたら､可能かもしれません｡はじめは､チョコレートと言えない代物でも､自分たちで作れれば明日は少し

ましにできます｡続ければ美味しい物ができます｡実はもらっている限り､オリジナルを超えられませんが､自分たちで作れば､世界一も夢でなくな

ります｡そしてその時には､伺万人にも配っているのです｡

アジアにはその国が誇れる素材が沢山あります｡ロートルの日本人は､告磨いた経験を持っています｡これを組み合わせると､世界に誇れる物を創

造することも夢でなくなります｡そしてその折にはこの活動に参加しているアジアと日本の仲間は他人からの支援でなくて自分たちで稼いで自立でき

ますb大切なことはその過程で自分達の夢を実現できる可能性が期待できることです｡

今､上記のストーリーで開発し]ETRO運営の成田､関空の開発途上因-村-品マ-ケツトで圧倒的な人気となり､銀座の専門店や大手デパートに

入っている品物が,毎年増えてきています｡新潟で定期開催のミャンマー工芸展を訪問される方も品質が満足できるから常連になっていただいていま

す｡残念ながらまだ会計的には自立できていませんが､もう少しのところまで来ています｡

NPOアジアクラフトリンクの目的は国際支援ですが､実際は私たちの自己努力による自己実現と自立と考えています｡

理事長　斎藤秀一
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【新潟アどの会】 2012年後期活動報告

昨年11月25日～12日間､ 2年ぶりに行ってきました!内戦終了してからのスリランカの目覚ましい変化!来年度には国際飛行場まで通じるハ

イウェイが完成し､今までになかった中国産携帯電話のP Rがコロンボでは此処かしこに宣伝され､インド産TATA車が-気に増えて､電化製品は

韓国産が大人気｡日本製中古車は相変わらず､コロンボ市内を走っているけど､その数は以前に比べてかなり少ない｡私達アどの会が支援している

スリランカ南部マ-タラと塩田で有名なハンバント一夕に行く道のなんと給麗に整備されていることか-o　この資金は中国から～?とその投資力に

は唖然とさせられる程の変わりようである｡

2011年3.11以来､今は海外より東日本に目を向けなければ!と思っていたが-｡今年から東日本に目を向けるのは当たり前の事として､今だ

からこそ､スリランカに学生ボランティアを送るべきだと痛感した｡何故なら～｡そこは低迷した日本とは､まるで違うシンガポールからの屈託の

ない明るい笑い声とカナダ､デンマ-クから来ている個人ボランティアの人々の素晴

らしい貢献の姿に久しぶりに出会ったからだ｡やっぱり､世界に若い人達を派遣させ

なければ･･･とo新潟市立白新中学校贈呈のタンクが緑で当会が食糧･教育費を補助し

ているメツタチルドレンセンターハンバント一夕には､シンガポールチャイニーズの

フーシュンが一人で､水不足の土地を寿井して､ 6 c mばかりの痩せた大根ができた!

と喜んでいた｡水の無い地域で一生慧命に実のなる作物を作っている. ｢フーシュン､

もし神様が貴方になんでも与えるとしたら童方は何が欲しい?｣と質問した｡ ｢僕は

何も要らない｡この土地でこの孤児の彼らと共に実のなる作物を完成できたらJ彼ら

が居たら､僕には何も必要じゃないんだoこの男の子達も18歳になったら､村に返

されるけど身寄りの無い彼らに職はないから､せめて此処で完成した作物の作り方を

覚えて､収入にできる道を彼らと作りたいんだ｡その為の人生で､僕は十分なんだ｡｣

と｡私は感動して泣いてしまった｡

シンガポールの人達と

このハンバント-タのセンターはとても汚い.しかし3年前に初めて

来た時､台所には作物が無かった｡勿論タンクも無かった｡今は飲料水

用に…慮過する小型装置で沼から吸い上げた水をタンクから濾過して､食

事を作る事が出来るようになった｡このひび割れた大地の至る所に実験

用の農作物が作られている｡ ｢ホントに､もっと大きな大きなタンクが

あったら!フ-シュンとこの子達とそして私達の願いは叶うのか弓し

れない! ｣ ｢農作物なんて決して作れるなんて思わなかったこの士三也

に! ｣その想いは先々月､津波被災地域である宮城県萱三塁郡山元町に行

った時｢なんでも育ってくれるといいんですよ!だから､なんでも植え

て実験しているんです｡桜も育つかどうか?この地域はまだ塩水が残っ

ているので､育ってくれる木の種類が分かれば､何回でもやり続けます

よ! ｣必死で生きぬいている!津波地域の人もこの水の無いハンバント

一夕も!私はこういう尊敬すべき人達からいつも感動を頂いている｡千

してこの感動を人に繋ぐ事が私の次の仕事だと今回､改めて自覚した｡ フーシュンと一緒に

そして､今回同行してくれた八子さんが｢日本の事を知ってもらうには味噌スープを飲んでもらいましょう.｣と味噌汁をマータラの子供たちに

作ったB生憎この味噌汁はスリランカの子供たちには好まれなかったが､包丁やビューう､ボールのあまりの切れなさに｢私がしゃしゃり出るのは

折り紙講習

4

嫌だけど､プレゼントしても良いつ｣と言われ､コロンボ市内の大きなスーパー店を

探して､マータラの調理担当者に手渡した｡私はとても嬉しかった.

私達は誰-人として､この世で一人で生きては行けないo　みんな､誰かの支えがあ

って､協力しあって生きているBカリーを作製する人も販売もみな､協力店があり､

購入してくれる人も､全て理解して顧客になって戴いている｡いつも私達は生かされ

ていると思っている｡このメツタソーシャルサービスファンデーションの設立者が大

僧正だからだろうか?ここに乗るボランティアは皆､明るく人に役立つ事が最高の幸

せ(サドゥ､サドゥ)だと言う｡当会スタッフのスリランカ人も｢自分の事より人の

事を優先する｣と言う.私達日本人も以前はそうだった様に思える｡何時からだろう

か?人より自分の事を考えてしまうようになったのは?ここには平手口と優しさと愛が

いっぱいあった｡ 2年ぶりに来て､自分の原点に改めて出会ったようだo

会長　倉田洋子



【民際センター･新潟ドナー連絡会】第12回全国ドナー連絡会会議

2012年11月2､ 3日に長野県佐久市で開催された会議に出席した新潟ドナー連絡会です｡この会議は､全国の｢タルニー奨学金｣の協力者が主体

となって1年に1回､関東甲信越地区の｢ドナー連絡会｣が中心となり主催する情報交換会といえます｡東京の民際センター本部からも代表､および

事務局が参加する今は定例となったイベントでもあります｡今回は､昨年より始動した｢ベトナム･タルニー奨学金｣が順調に2年目に入ることもあ

り､新潟市内に在住のベトナム留学生4名(事業創造大学院大字)と会員3名の計7名での参加となりました｡

各地域から参集したドナー連絡会は､南は福岡市､北は新潟市からと約5 0名内外の協力者が集い､和やかなボラ活動の情報交換会･懇親会となっ

たのでした｡同行してくれたベトナム留学生も立派にスピーチを行い､アオザイ姿で自国の文化紹介にも頑張った彼らです｡来年は新潟市での秋開催

が決まり､ ｢ベトナム留学生クループ｣や市内の民際兄弟団体でもある｢ラオスクール･プロジェクト｣との共同主催となる予定です｡機会がありまし

たならNネットの皆様にもご参集をお願い申し上げます｡

会議の合間に佐久ドナー連絡会世話人の柳沢氏より長野県飯田市の水引細工の作り方の手ほどきを受ける/＼トナム留学生

赤石隆夫

【フェアトレードショップナル=ア】

明けましておめでとうございます｡ 2013年の幕が開けましたねo今年はどんな年になるか楽しみです｡なにかを計画して前に進むと言うよりは昨年

同様にバタバタしているうちにあっと言う間に半年過ぎた!なんて気がしますが(=<▽<=)でも元気にバタバタ出来るのは有難い事?と捉えて楽し

みたいと思います.

さて昨年後半7月～12月の｢ナル二ア｣の活動ですが基本的には店を構えていますので､ショップ内でのフ工Tj7トレードの促進販売が中心ですが､

その他には9月に行われた､にいがたNGOネットワーク主催の国際フェスティノてル､ 12月には新潟市内の新潟美術学園さん主催の｢行く年来る年｣

展にフェアトレ-ド製品を展示販売させて頂きました｡フェアトレ-ドの名前を始めて耳にされる方や聞いた事あるけど､どんな活動か分からないと

言う方に活動のお話をする機会があって､とても有意義でした｡

ところで皆さんはフェアトレードと言うと､その名前の通りに平等な貿易､つまり

生活のサポートの為に現地や国内のNGOの指導などの下に制作された製品を輸入さ

れた物と思っていませんか?大体はそうなのですが最近は全て丸々輸入では無くて現

地の材料などを使用して国内で包装作業やカロ工作業をして製品化する動きもあります｡

そうする事で現地の材料を作っている生産者と国内の雇用者をサポート出来ると言う

2重の利点が出来ます｡

今日はそんな現地と国内とで製品化されたフェアトレードのクッキーを1つ紹介し

ます｡このクッキーはネパールのオーガニックで栽培された紅茶やコーヒー､オレン

ジなどを使用して障害者作業所の｢かたくりの里｣と小規模授産施設の｢まどか工房｣

の方々が作っています｡まさに現地と日本のコラボ製E]E3[]と言う訳です｡種類はストレ

ート､レモン､マサう､コ-ヒ-､オレンジ､シナモン､ジンジャーの7種美巨あって

価格は1袋¥350とお手頃です｡そして何より本当に美味しいんですよ(*<_^*)皆さんも何処かでお目に止まったら是非食べてみて下さいね｡

店主　丸田祥子
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2012年9月9日

新潟で活躍するNGO団体の活動をより多くの市民に知っても

らうため､第三回にいがた国際フェスティJUレが開催されました｡

そこで活拝した学生スタッフの感想を紹介します｡

l t . ) I-　-:>1 l I

協力の先に見えるもの

私は今回の垣醸7エステイパルでは準備からti'日の雑務まで携わっていました｡準

備期間を通して､ひtつのイベントを戒功させるためにはたくさんの努力.キしてた

くさんの人々の協力が必事だtいうこt毛美感しました｡夏休みの間､何度もボうン

ティアスタッフのみんなで集まって.準備作業をしたことは今でもいい思い出です｡

キしてなによIJ､今回のイベントで一番心に残っているこtは､美行垂最長の小林可

歩さんをはじめtした､頼れる先輩方のせ婆を見るこtができたことです｡次回開催

では､こうした先輩方の意志を受け継ぎ､たくさんの人々に参加してもらい､また乗

場してくださったすべてのお客さんが笑顔になるような､素点なイベントにしたいで

す｡

新潟県立大学1年　広報担当:大苗美樹

トラブルを乗り越えて

私は国緑7エステイ′;ルにステージスクツ7tして参加しました｡実線､トう7ULもあtJ

迷惑もかけましたが､無事戒均したのは､皆さんの助けがあったからです｡今回､多くのス

テージがあIJ､幅広いジ1,ンJLを薬しむこtができたt思います｡私はあまtJ NGO7.I-ス毛

見る時間はあIJ舌せんでした｡しかし､ステージ横から観客の皆さんの轟しんでいる様子を

よく見ることがで舌ました｡このイベントを通して､いろんな人と女流で舌てよかったです｡

新潟県立大学1年　ステージ担当:斉藤友責
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私の中に刺激を与えた国際フェスティノ(ル

今回私はこの｢にいがた昏療7エス/;ル2072｣にWCさんのお手伝いとして奉加させて

もらいました｡ ｢フェアトし-ド｣という､生産者と消費者が公正な取引きができるような仕

組みを導入している商品を主に扱っていました｡ですが､当日､お客さんに｢これはなんで

すか?｣ t聞かれた時上手く青葉で誠明で古手戸惑う事が何回かあfJ侮しかったです｡

考の他に私は普段ボうンティア活動を学内でしているのですが､このイベントで薪潟で活

躍する多くのNGO団体や他大学の学生にも出会えました｡

私の大学のサーウルはあまり大規模ではないので､今回のイベントで｢同じ市にこんなに

大勢いるんだ｣と患い少し安心しました｡これからのボうンティア活動のいい励みになりま

した｡このような活動をこれからもたくさん経験し将来の糧にしてい舌たいです｡

繋がりをつくる

敬和学園大字2年　ブーススタッフ:岩田知也
_ニ汀…｣⊥_

第三回tなった国藤フェスティバルは､これまでのふる舌t村から万代シティへと会場

を移して初めての7エステイ/;JLtなIJました｡ i: IJ多くの薪潟市島へNGOの活動を知って

もらいたい､という強い気持ちが.開催場所の蜜貫という大音な変化をもたらしました｡何

力持も前から､美行委員･ T>-ス出電着･ステージ出演者･イベント会社t度重なる打ち合

わせの結果､このような大きなイベントを成功させるこtができたt思います｡

なぜ戒功tいえるのか｡キれは､人t人との｢繋がrJ｣を生むこtができたからです｡学

生スウツ7同士､ 7.I-ス出電着と学生スウツ7､ステージ出演者t学生スタッフなど､様々

な繋がIJが生まれました｡キして､このにいがた国醸フェスティバJLはこれからも様々な繋勺

がIJを生むペく､ i:IJ発零したイベントにできるJ:う頑張っていきますので､ご協力お帝い

します｡

→　■　■　■　■　■　→　←　■

新潟から

世界への扉

県立大学3年　実行委

㌔ J　-lV･　ー　~　一一''-下寺

撃壷軒等嘗書去きき

■　　上.∴

を開こう!　第3

Deslgned by Kaho Kobayashl



【教育と環境の｢爽｣企画室】

インドの子どもたちへクリスマス･プレゼントがたくさん届きました日

11月も半ばともなれば､例年､インドの子ともたちにOlJスマス･プレゼント

の用意をしなければと気が急くようになります.プロクにお願いのお声かけをし

ましたら､おかげ様で､今年もたくさんのプレゼントが届きました｡プレゼント

を贈ってくれる親も親戚もない子どもたちは､日本からのプレゼントを今か今か

と待ちわびていることでしょう｡

第二綜合警備保障(秩)様から､たくさんの非常食用の乾パンと赤ちゃん用の

缶入りビスケットが届けられました｡三井住友信託銀行の行員の有志様からは､

スポーツ用品やぬいぐるみ多数｡新潟市立西川中の中学3年生136人からのプレ

ゼントは､各自1枚のタオルに自作のクリスマスカードを添えて-｡

日本からのプレゼントに目を輝かせる子どもたち

燕市の洋食器関係の会社社長様からは､スプーン､フォーク､丁スプーン各200本ずつが届きました｡ 1年間こまめに集めたグッズの数々を

送ってくださる新潟市や加茂市の個人の方々が､今年もまるで､親戚のおばさんのように心をこめて送ってくださいました｡東京からは､錦糸銀

糸の刺繍をしたきらびやかな着物(中古)が10着届きました｡大箱6個にぎゅう詰めし､ 67.135kgにもなったクリスマス･プレゼントは､

12月12日､はるばる遠いインドへと空を飛んで行きました｡

また､新潟市の大企業様からは匿名で､エコバックを200枚も-｡これは､会社から直に船便で送られました｡無事に届くことを祈ります｡

2012年9月からの主Lj:活動･行事

★　2012年9月号　月刊誌｢パンプキン｣にインタビュー記事掲戟

★　9月3日(月)　新潟北ロータリークラブ　ゲスト卓話

★　9月9日(日)　第3回にいがた国際フェスティバル

★　9月20日(木)　上越教育大字附属中学校3年生　講演｢呈歪み出せば､新しい明日が見える!｣

★　9月30日(日)　チャリティコンサート　校舎完成報告パネル展

｢世界の恵まれない地域に小学校を作る会｣ (代表　石川幸夫氏)からは､ 2009年､ 2010年､ 2011年の3年間､校舎建築のために､

合わせて600万円のご寄付を戴きました｡その報告のパネル展を､チャリティコンサートの会場･新潟テルサのロビーで展示しました｡

★ 10月19日(金) ～21日(日)　新潟市国際交流･協力フェスタ　　新潟市中央公民館と併催のイベントです｡とても盛況でした｡

★　10月27日(土) ～28日(日)　東京家政大学･英語コミュニケーション学科にて､学生の募金活動

★　11月17日(土)

★　11月20日(火)

★　11月22日(木)

★　11月27日(火)

★　12月6日(木)

★　12月6日(木)

★　12月12日(水)

★　12月24日(月)

★　12月25日(火)

国際ソロプチミスト新潟一乗(河内さくら会長)様より､クラブ音表彰状並びに副昌を受賀(自宅にて)

新潟市立上山小学校6年生　講演｢インド･家なき子ともたちに命と希望を! ｣

TeNYテレビ放送　(18:25-18:35)

新潟市立西川中学校3年生　言gJ藁｢踏み出せば､新しい明日が見える! ｣

新潟市立中之口西小学校5. 6年生　講演｢インド･家なき子どもたちに命と希望を! ｣

ふれあい基金　応募団体プレゼンテーション･コンテスト

インドの子どもたちへクリスマス･プレゼント発送

クリスマス･フェスタ参加　F Mポートの実況放送､オークション他イベント多数｡ブース販売(当団体は毎年参加)

年賀状発送　全国の支援者に対して､一年間のお礼を込めた年賀状は欠かせません｡

※　2012年も様々な活動･行事や出来事がありました｡ 3月末のインド訪問に続き､ 6月の｢子どもの憩いの村｣及び学校のチ-フ･スタッフ

(ルースさんとアーシャさん)の来日｡当団体の設立15周年及びインド支援10周年の記念誌発行と､忙しい日が続きました｡

小･中学校の講演も多数お声もかかり､充実した1年でした.

嬉しい=ユース

～アンドラプラディッシュ州スポ-ツ大会のバレーボール代表選手となったガンガとプジヤ

インド｢子どもの憩いの村｣の二人の少女が､地区を代表するバレーボールチームの選手に選出

されました｡この地区には約100校の学校がありますが､その中で､ 12人の少女たちカリでレーボ

ールの代表選手として選ばれました｡ 12人の中に､この2人が選出されたのですo

施設で暮らす親のない子でも､スポ-ツ選手として立派に育つことが証明されたのです｡

二人の晴れやかな毅然とした顔は誇りに忘れ､他の子どもにも勇気を与えたことでしょう｡
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【NVC新潟国際ボランティアセンター】 2012年7月～12月までの活動報告

◆地球を知る講座を開催しました♪ ◆

NVCでは､地球規模の課題(グローバルイシュー)について｢知る･考える･行動する｣ことを目的として地球を知る講座という啓発事業を行っ

ています｡ 2012年度は､世界規模の諸問題に対して､ ｢2015年までに世界の貧困を半減すること｣などを目指す世界の約束8つの取り組み､国連の

ミレニアム開発目標(MDGs)を1年かけて学んでおります｡ 7月から12月にかけて､次のような講座を開きました｡

7月21日(土)に第66回地球を知る講座｢少年ルイスの物語｣を開催しました｡

途上国における衛生環境の実態､栄養の確保が難しい現実について知り､その原因である様々な要因について体系的に学びました｡

8月25日に第67回地球を知る講座｢もうひとりばっちじゃない｣を開催しました｡

エイズ対策に成功した国の一つとして知られるアフリカのウガンダに注目し､ HIV/AIDSに関する誤解･

偏見が招く実情や成功の背景に焦点を当て､学ぶことができました｡

11月11日に第68回地球を知る講座｢どこからくる?食糧自給率とフードマイレージ｣を開催しました｡

貿易立国と呼ばれるEj本の食料事情を知ることができる機会となりました｡

12月8日に第69回地球を知る講座｢どうなってる?バングラデシュの医療の現状｣を開催しました｡

6年間バングラデシュの医療の分野で活躍された日本キリスト教海外医療協力会(]OCS)の宮川匡-さん

をお招きして､医療の現場について学ぶ会になりました｡

2013年1月から3月にかけても､地球を知る講座を開催いたします｡詳細は随時ウェブサイト(http://www.nvCjapan.org/)をご覧ください｡

◆第24回愛のかけ梼バザー&フェスタを開催しました◆

11月10日と11日の2日間に渡って､ピアBandaiイベントスペ-ス｢ピアテラス｣ (にぎわいマルシェ)にて､ NVCの最大イベントである｢愛

のかけ橋バザ-&フェスタ｣を開催しました｡今年はクリーンカレ-やベトナムの揚げ春巻きなどを販売する飲食ブースを設けるなど､新しい挑戦を

盛り込んでの開催となりました｡昨年から実施している知る講座の開催もバザー会場内で実施｡ ｢楽しくつながる市場｣を今年のコンセプトに掲げた

かいあって､賑わいがありそして誰でも参加できるイベントとして広く地域に向け発信することができました｡

◆イベント出展しました♪◆

11月17日､新潟ふるさと村にて新しい公共にいがた会議さんが主催するイベント｢にいがた市民活動博覧会『みんぱく』｣にブース出展しました｡

◆支援先であるベトナムを訪問してきました◆

NVCがベトナムで展開している事業の一つは､障がいを持っているこどもたちへの支援です｡ 12月2日から4日にかけて､ NVC担当スタッフが

現地を訪問してきました｡

NVCは降がいを持っているこども達が利用する2つの施設を支援しています｡第-はホ

ーチミン市内にあるキークワン寺センター1というところです｡ここは多くの障がいを持っ

たこどもが利用していますo NVCの現地スタッフがこまめにどのようなものが必要なのか施

設スタッフからニーズを聞き取り､その都度必要物資を提供するという生活支援を行ってお

ります｡今回の訪問時は洗濯洗剤やフロア洗剤を支援してきました｡

NVCが支援している第2の施設がマタクイこどもセンタ-です.ホーチミン市から車で

4時間かかる立地の為､支援を受け難い状況となっています｡ NVCは今年､この施設を利用

しているこどもたちが通学するのに必要であるバン購入の為の支援金を提供しました｡今ま

でこどもたちの通学にはバイクで送迎していたため､大変時間と手間かコ､かるところでした

が､バンを利用することにより､一度に多くのこどもを送迎できるよう･=なったそうです｡
罰ユ臣璽警璽済

授与式後の記念撮影の様子

巧　｡へトナム貞芋全事業

マタグイこともセンターのこともたちと一緒に♪

もう一つ〇 NVCベトナム支援事業は､経済的困窮度の高い大学生に対する奨学金事業で

す=蔓三〇-=め､大字での勉学をあきらめなくてはならない状況に陥ってしまっている学生

さん･こiTL､それを防ぐ役割も果たしています｡

口　　12弓2O EjにNVCのカウンターパートであるベトナム･ホーチミン市学生支援センター

(SAC)の主催によるNVC奨学金の授与式が市中心部のホ-ルで開催され､出席したNVC

副代表から証書が手渡されました｡また､式典に引き続いてベトナム入学生との交流会(対

話集会)を開き､意見交換を実施しました｡同行した新潟県立大学の3人の学生さん達と

ベトナムの大学生さん達が直接交流し､有意義な時間を過ごしていました｡

事務局長　三上杏里

9



【新潟国際聾術学院】 2012年7月から12月の事業報告

●8月23日′-9月8日

東富有学院長の佐渡風景水彩画12点が

｢中日名家‖日本風情‖絵画作品展｣

(北京患爾再宣画院美術館)に招待出品｡

●11月3日.-4日

新潟国際璽補学院佐渡研究院で｢佐渡道の駅第一回国際塾術祭｣開催｡

開催内容は

第一ステージ　絵画展公募展&水彩画実演･体験

第二ステージ　｢トキ･佐渡の大空へ｣一一日佐渡の舞姫若林美津枝の創作舞踊演出

第三ステージ　佐渡美食･手打そば実演販売

●11月28日～12月16日

国際水彩画大会IN NIIGATA ｢国際水彩画交流展｣

新潟市美術館とアミューズメント佐渡で開催｡

出品作品はアメリカ､中国､イギリス､カナタなど海外画家の招待作品､

新潟市民､佐渡市民および小､中学校､高校からの推薦作品136点｡

展示会場

堰会示展

新潟展会場

学院長　束冨有

j繭i l■■

｢大英博物館の火炎土器をみて考えたこと｣

昨年10月上旬､家内と久しぶりにイギリスへいってきた｡大英博物館の正面をはいった右側で､長岡市芸野原遺跡跡出土品の火炎土器が特別展

示されていた｡ 5,000年前の縄文人の感性や美意識を世界の人たちと共有することができた｡長岡市生まれの私には､これまでとは違った感慨深い

見学となり､椅子にすわりふと懐古した｡

最初にイギリスを訪れたのは昭利44年で､その後昭和56年にロンドン大学のインペリアル･カレッジのハッチンソン教授のもとに1ケ月滞在

した｡当時､インペリアル･カレッジにはロンドン粘土の地すべりの安定問題を地盤=芋的な観点から解決すべく､最先端の実験設備がととのって

いた｡イギリスの植民地だった国々を中心に世界中から研究者が集まっていた｡

新潟県は全国でも有数の地すべり多発地帯である｡地盤工学のゼミに参加したり､イギリス各地の地すべりや道三各建設の切り取り斜面の現場を見

学させていただいた｡学問や技術は生きた人間が創造するという原点にたてば､有名なスケンプトン教授の講義を聴いたり握手したりすることによ

り､先生の論文がにわかに人間臭く感じられることとなるo

この時の経験が､ JHの磐越道建設時の地すべり検討委員会に参加させていただいた時､大いに役立った｡ハッチンソン教授宅のディナーパーテ

ィに2回招待された｡食事はいたって質素であったが､未知の人との出会いや英国人特有のユ-モアに富んだ会話がとても楽しかった.今まで､論

文を通してしか知ることができなかった世界のトップレベルの研究者達となごやかな同じ場で一時をすこすこができたということは､責重な経験で

あった｡

イギリス社会は個人の責任というものを重視する一方で､その個人個人を互いに尊重する｡日本のように団体主事の国ではないことを認識した.

ロンドンの市街地を抜けて郊外へでると､街道は起伏に富み､ゆるやかに上がったり下がったりでトンネルがない｡起伏に富んだ大地をおおまかに

石の壁で仕切った牧場で羊や牛が章を食んでいるのどかな光景が広がる｡木々は日本の紅葉とはまったく別種の黄色や茶色に色づいている.

イギリスはイングランド､スコットランド､り工-ルズ､北アイルランドからなる連合王国であるo外交と軍隊を除いて分権が確立している｡エ

ディンバラで初めてスコットランド銀行発行の1ポンド紙幣を手にしたとき､二セ札ではないかと思った｡交通､通信の発達の結果､世界は狭くな

っている｡いま日本では海外留学を希望する若者が減少し､企業では海外赴任を嫌がる若手社員が増えている｡資源の少ないE]本の将来を考えると､

憂慮すべき事態である｡ロンドンのヒースロー空港の使用料は15.000円であった｡それでも毎年沢山の人たちがイギリスを訪れている｡

理事吉山漬道

且⑬



r非営利組織にこそマネジメントの本質がある｣

年の瀬に､友人が関わっているある団体からお招きいただき､富山市で講演をさせていただく機会がありました｡

演題は｢ミッションから始める組織運営～NPOに学ぶ｢想い｣と｢経営｣の両立～｣というもの｡普段は市民活動や地域づくりに関わる方たちの前

でお話させていただくことが多いのですが､今E]の講演会は企業関係者や行政関係者､学生さん､ NPO関係者等々､様々な方がいらっしゃるというこ

とで､ちょっと大袈裟かな?なんて思いつつ､だれもが関心を持てる｢組織運営｣の話として､こんなタイトルをつけさせていただきました｡参加者

のみなさんの反応はというと･･.拙話に対する質問もたくさん頂戴し､その後の懇親会も大いに盛り上がり･ ･と､一日を通してよい時間を共有させてい

ただいたのではないかと思います｡

行き帰りの電車の中でぼんやり考えていた時､ストンと落ちるものがありました｡気がつけば､市民活動に関わって四半世紀になり､その間､会社

勤めやら農家の手伝いやら酒づくりやらバンドやら､好きなことを色々とやらせてもらってきて､組織とかコミュニティというもののあり方を自分な

りに探求してきました｡その時私の中に落ちたのは､経営学の神様ドラッカーが晩年に語った｢非営利組織にこそマネジメントの本質がある｣という

言葉です.

仕事柄､これまでもそうに違いない､と理屈上は思っていました｡でも今回､色んな立場の人に向けたお話を準備させていただいたお陰で､これま

でにない納得感が自分の中に湧きあがってきたのです｡でもそれはまだ､どちらかというと理屈上の話｡ 25年程度の社会経験ではまだまだ極められる

ものではなく､ましてや人様にわかりやすくお話することなんてできないな～と､むしろ先の速さを感じることになりました｡

普段から市民活動(非営利組織)に関わる皆様は､どんな風にお感じでしょう?もしもご興味のある方がいれば､今度ぜひこんなことで私とおしゃ

べりしてもらえませんか?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　金子洋二

｢ゆる-り自給自足｣

寒い日が続くと憂琶感も続く｡雪国だから仕方がないといって毎年やり過ごす繰り返しではある｡雪国に育った人たちは粘り強いといわれる所以で

あろうが､ ｢しかたねえ｣と､素直に諦めることに慣らされているとも思える｡

関川村に友人の家族が住んでいる｡子ども二人を持つパトリシアさんは目下4ケ月である｡先日､一家で我が家に遊びに来てくれ､おでんや蕎麦､

ホットケーキ､餅などの手料理を囲んで賑やかに楽しくお昼のひと時をゆっくり過ごして帰って行った｡いつもながらどの鍋も気持ちの良いほどカラ

である｡二人の子どもたちは元気の塊といっていい｡

3 5歳の夫婦にはこだわりがあるD家のすぐ前に村の鎮守のお宮さまがあり､年中枯れるこ

とがない清水が弗いている｡家に遊びに来てくれる時は必ずその｢水｣をポットに一つ持参

し､自然の恵みとしてこれほどの肇沢はない､といつも感謝の気持ちを家族全員で表現し､

清々しい｡彼らは同村でコメやキビ､大豆､小豆などの主食と､大根､ねぎ､トマトや茄子

などの野菜を自給しながら､地元の人たちとも溶け込んで親子四人で元気いっぱい暮らして

いる｡無農薬､無耕機を心がけ､天然生活を家族で実践する若き国際人であるoアリゾナが

故郷というパトリシアは村の学校で働き､農作業の傍らで育児をしながら彼女を遣しく支え

るTETUYAo二人には｢しかたねえ｣はない｡私には学ぶことの多い若い家族である.　!

理事　原千賀子 無農薬の小豆と大豆(お土産)

｢国際理解は､ 『違いが分かる』ことから｣

現職時代に､韓国ソウルの小学校と姉妹校を提携し､双方の校長とPTA会長が相互訪問をしました｡

ソウルの学校は､児童数2千人以上のマンモス校で午前と午後の二部授業でした｡韓国の学校には､屋外クラウンドはあっても､日本の学校の体育

館のような施設はないと聞きました｡

歓迎会は､広い教室に5 ･ 6年生2百余名が集まり､賑やかでしたが､教師の一声でピタッと声は止み､整列も姿勢も実に見事なものでした｡

校長先生から､韓国の男性教員は全員が軍隊経験者だと聞きましたo韓国は､現在も休戦下であり､ソウルは空港にも市内の道路脇の植え込みにも､

武装した兵士の姿がありましたo高速道路は､いざというときには滑走路になるとも聞きました.

歓迎夕食会は､豪華な韓国宮廷料理店でした｡私は､玄関で日本のしきたりで靴を｢出船型｣にして上がったら､ ｢韓国では､あなたはもう帰るのか､

何か気に入らないことでもあるのか?と嫌がられます｡｣と言って､ ｢入船型｣に直してもらいました. ｢郷に入ったら郷に従え｣かと､納得しました.

また､皿や茶碗などの食器は､手で持たないこと､顔を器に寄せて長い箸でたべるのがマナーだそうです｡日本の学校給食では､食器を持たないで

食べると｢イヌ食い｣などと言って､持つように指導していますo

さらに､年上の人とお酒を飲むときは､面と向かわず､少し斜めに構えて飲むのがマナーだということも知りました｡

世界の国々には､それぞれ独自の伝統や文化､マナーやモラル､しきたりなどがあります｡日本人は､海外でこの｢違い｣が分からずに､誤解を招

いたり､失敗したりすることがよくあると言われています｡

海外旅行などでは､分からないことは聞く､注意をされたら素直に聞くことも肝要です｡ ｢違うものは違う｣ ｢ならぬものはならぬ｣ことも国際理解

にとって大切なことと考え､子どもたちにも伝えてきました｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　室賀美津雄

乱且



事事業活動報告平成24年7月～12月

1事業関係

(1)第3回にいがた国際フェスティバル　(平成24年9月9日(日)　万代シティ2階イベント広場)

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､グローバルワールド｢ナル二ア｣､新潟アどの会､新潟県青年海外協力協会､ NVC新潟国際

ボランティアセンター､ (財)民際センター､ NASVIA　ラオスクールプロジェクト､県内大学生ボランティア等

事業概要

･テント内　会員の国際協力活動のパネル､写真等の展示及び物品販売｡

･イベント広場　団体の紹介､タンス､合唱､民族衣装ファッションショー等

(2)第1回国際教育研究会　(平成24年12月2日(日)　クロスパルにいがた)

主催　NPO法人にいがたNGOネットワーク

目的　海外協力を推進するためには､人材教育が肝要である｡そのためには学校教育における国際理解教育の充実が必要であり､

教育機関と連携を図りながら推進するために研究会を実施した｡

参加者　小学校･中学校･高校･大字関係者､国際交流､国際援助関係者､大学生等

参加者数　35名

事業概要　パネルディスカッション｢国際教育の現状と課題｣

パネリスト　細谷賀吾･小黒淳-･原口央･高山美結

オブザーバー　新潟県国際交流協会･新潟県教育庁義務教育課･新潟県教育庁高等学校教育課･新潟市教育委員会学校支援課

2　広報関係

会報発行　　8号　　平成24年7月　　400部

リーフレット印刷　　平成24年8月1.000部

3　会議関係

(1)平成24年度役員会　平成24年7月15日(クロスパルにいがた)

第3回にいがた国際フェスティバル､国際教育研究会について､審議

(2)平成24年度役員会　平成24年9月2日(クロスパルにいがた)

第3回にいがた国際フェスティバル等について､審議

(3)平成24年度第1回国際教育研究会事前打合せ会議　平成24年9月30日(クロスパルにいがた)

12月2日実施第1回国際教育研究会実施内容等について､検討

(4)平成24年度第2回理事会　平成24年11月18日(クロスパルにいがた)

12月2日実施第1回国際教育研究会実施内容等について､審読

書l参加者募集

NGOスタッフ育成研修

｢NGOと行政･企業との協働の可能性を探る｣を開催します｡

日　時二2月24日(日) 13:30-16:20

場　所:クロスノUレにいがた多目的ルーム2 (新潟市中央区礎町3ノ町2086)

講　師:特定非営利活動法人ACE代表　岩附由香さん

特定非営利活動法人新潟NPO協会　代表理事　金子洋二さん

参加費:無料

主　催: (財)新潟県国際交流協会/にいがたNGOネットワーク

以上

事務局長　富岡　こす哀

y編集後冨己

◎Nネットのフェイスブックページが出来ました!

http ://www.facebook.com/mlgatangO

｢いいね｣をよろしくお願いします｡

◎2月2日､大阪で開催される｢ポストMDGsに関す

る全国NGO意見交換会｣に出席予定です｡

◎会報はどなたでもご寄稿いただけます.会員のみな

さんの近況をお待ちしています｡掲載しきれなかった

お写真や活動の詳細は､ Nネットのプロクで紹介して

います｡　　　　　　　　　　　　　　　　大出恭子

E-mail : nnet@niigata-ngo.org URL: http://www.niigata-ngoLO｢g


