いのち

生命の水 うるおす未来
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大流行、学びの場を痛撃 コロナ禍の中で⑦

に、まず具体的な生活上の問題であ
した。そこで彼らが目にしたのは、

人が商機を求めて日本にやってきま

日本が開国した当初、多くの西洋

行ったコロナ感染は今や全世界を覆
る飲料水の確保という具体的な問題
貧しい日本の庶民の姿でした。しか

す。その取り組みを実現させるため

っています。
から始めたのです。この活動は、

る／カンナンガラさんを悼む

閣総理大臣の認定を受け、公益社団法人になりました。

１９４１年大

~

年ス

ＪＡＦＳ会員綱領
私たちは、世界の平和と
人間の基本的人権を守るた

ちＪＡＦＳ会員は以下のこ
とに努めます。
一、より人間らしい地球社
会の創造をめざします。
一、アジアと世界の人々の
幸せに奉仕します。
一、地球の自然環境を大切
に守ります。
一、生活の無駄を省き、地
球資源を大切にします。

い の ち

一、これらの奉仕活動を通
して、自分と他人の生命
の価値を高めます。
以上

2
2022年冬

２０１９年末から各地に広がって

このコロナ禍が、見方によって

め に 人 々 と の「 友 情 と 信
頼」に基づく「理解と協力

し、これまで彼らが植民地で見て来
発見したのです。日本の庶民は貧し

と連帯」の輪をアジアと世

「井戸を贈る運動」として広がりま
がこの運動を通じて集まってきまし
い、だが、貧困ではないと感じたの

界に広げます。

は、世界の人々に生存の連帯感を与
の争いは、人間の欲望の争いです。
た。そこで、アジア各地の仲間と共
です。暮らしぶりは大変貧しいが、

た多くの貧しい庶民とは違うことを

エゴと言う人間システムから産み出
に、貧困からの脱却は、貧困状態に
それぞれの立場なりに生きる気概と

した。お陰で、多くのアジアの仲間

された争いです。このコロナのゆえ
あると自覚する者たちが、当事者意
誇りを持って生きているということ

も教育支援を中心に活動しています。全国都道府県認可の

アジアネット148号

えたのではないかと思います。全て

に人類そのものの生存が危なくなっ
識をもってその状態からの脱出する

自助努力の中で、大事なことは、

~

年インド・バ

年同志社大学大学院

むらかみ・きみひこ
阪府生まれ。
修士課程修了。
ンガロールＵＴＣ留学。
年ＪＡＦＳ創立。

イス・ジュネーブ大学エキュメニカ
ル研究所留学。

レン支援／インドの農村・スラムに物資配

かかる目的をもって私た

てくるとしたら、崩れ行く地盤の上
を発見したのです。この生きる気概

めの共通の目標と連帯感が、こうし

にあると思います。人類が生きるた

て、生きる気概と誇りを伝えること

協力の手を差し伸べる行為を通じ

えに意気消沈している人々に、支援

我々の援助支援の本質は貧困のゆ

のは危険です。

心も貧しくなり、人間らしさを失う

が大事なのです。貧しいゆえに身も

方法を考え、実践する努力なしには

す。地球温暖化や環
境問題が、そのいい
例です。
世界は今、ＳＤＧ
ｓを始め、地球環境
問題が強く意識さ
れ、その実現に向け
て様々な取り組みが
なされ始めていま
た自立と自律の活動の中から育って

りますが、最後まで希望をもって最
「自立」と「自律」です。自立は、

実現しないことを確認しあったので

善を尽くす努力が必要です。人類の
自分の力で自分なりに努力して生き

す。人間システムの見直しが必要で

生存のために、共に手を取り合っ
ていくことです。他人の助けをあて

くることを信じています。

て、生存の術を考えていくことは必
に生きることはできても長続きしま

す。

要な事で、互いに敵意という心の壁
せん。さらに、本当の自立を目指す

あるということです。出遅れ感があ

を乗り越えて、共同していかなけれ
ためには、各自の生き方に自律が求
２００９年タイ国立ランパーン大学

● プロフィール ●

ば実現しない問題です。そのために
められます。自律とは不必要な欲望

確定申告の際、税額控除、所得控除のいずれか有利な方

は相互の自律が求められます。

社団法人取得第１号団体です。2012年４月１日からは、内

リスト教団寝屋川教会牧師。

続税は最寄りの税務署などにお問い合わせください。

31

ださい。法人税は損金の額に算入することができます。相

｢環境コラム｣

を選択できます。本会発行の領収書を添付して申告してく

の魅力とごみ問題を知るオンラインツアー

上の優遇措置（寄付金控除）を受けることができます。

幕末・維新の伏見と酒蔵を歩く／ネパール

は、申告によって、所得税、法人税、相続税について税制

民大学スタート／留学生招き交流茶話会／

ています。ＪＡＦＳへの寄付金や会費（社員会費は除く）

紫式部の石山寺を訪ねる／第３期アジア市

ＪＡＦＳは内閣府より公益社団法人としての認定を受け

復活グローバルフェスタに参加しました／

本会へのご寄付は、寄付金控除の対象です

71
ル、パキスタン、アフガニスタン）、さらに西アフリカの

プラごみ一掃 ブルー･オーシャン作戦 16～19

ポール、ミャンマー、ラオス、中国、ベトナム、モンゴ
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より名誉博士号授与。現在、日本キ
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力団体（NGO）です。1979年に大阪で設立。誰もが生ま
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ブルキナファソにも広がり、70の現地提携団体を通じ、友

｢井戸ができた村｣

「自立」と「自律」
人類共通の目標

中心に、アジアの貧困問題がありま

アジアネット

ンは、２０２０年３月にインド全土が新型コロナ感染症の流行でロックダ

インド、カルナータカ州ビジャプールにある日印友好学園コスモニケタ
けるよう説得しましたが、応じてもらえませんでした。このような証明書

明できれば、職を得る足しになると考えたのです。学校は何とか通学を続

終了の証明が欲しい」と言ってきました。少しでも教育を受けたことが証

大流行、学びの場を痛撃
ウンとなって以降、一部の授業を始めたかと思うと、すぐにまた中止を余
を出すかどうか検討しているところだそうです。
たちから要望の強い、女子のための高校を現地に開設する計画を立て、州

女子をバスで町の高校まで通わせるのはとても危険なため、学園も、親

儀なくされるということが続きました。上級生だけが教室ではなく校庭の
月から授業が始まりました。

木の下で授業を受けたり、生徒の住む村に教師が出向いて宿題のプリント
年
政府に設立認可申請をする運びになっていました。ところが、コロナ禍で

を配るなどもしました。ようやく
ロックダウンの間、親たちは仕事ができず、元々貧しい家庭がいっそう
入学希望者が集まらないことがわかって頓挫。コロナ対策の出費もかさ
学園の将来計画も狂ってしまうような事態に陥っています。

大本 和子）

コロナ禍の期間にどのようなことが起こっていたのか、先生と生徒たち
にレポートを書いてもらいました。
（編集スタッフ

だり、ダンスした

子どもに大きな影響とショックを与え

ちていました。コロナ感染症は全ての

生徒たちがいない学校は、静寂に満

は成長しません。どの子も親が言うこ

活動なしに子ども

……。このような

校中走り回ったり

り、歌ったり、学

ました。子どもたちは学校に来ると、

となんか聞きもしないけれど、学校の

Ｉ・Ｃ・パタナシェッティ
日印友好学園中学校教師

人の家の羊を世話するために学校を去

す。何人かの生徒は、貧しさゆえ、他

り、携帯電話を持っていないからで

は何一つ新しいこ

できますが、家で

教師が学習を支援

が学校に来れば、

半年ほど授業がなかっただけで、子

り、女生徒は結婚し、ある者は働くた

とを学べません。長い間家にいると、

オンライン教育になると、彼らの学

めに学校を去りました。教師たちも、

新しいことを学べないだけでなく、過

どもたちの学力は壊滅的な影響を受け

ステイホームを余儀なくされました。

去に学んだことも忘れてしまいます。

習は止まってしまいました。学校の生

やっと７年生と６年生の授業が再開

初めの頃、子どもたちは休校を受け

ました。生徒たち

し、教育が始まりました。子どもたち

入れました。親たちは、子どもが長く

に接する態度を見ると、学校を一日も

の学力は下がってしまっていました

親たちは子どもが家にこもっている

早く再開するのが最善と感じました。

学校から離れるのを心配して度々学校

ことを心配していました。でもその心

オンライン教育はネット環境の問題

が、授業再開は生徒と親の喜びでし

配は終わりました。教師たちは清潔を

があり、満足いくものではありませ

に来たのですが、そのとき親が子ども

保ち、毎日体温を測って記録し、マス

の授業がスタートしました。この良い

試みなどしますが、スマートフォンを

の紹介などをして、例題をやってみる

画をメモし、著名な詩人や作家の文学

ンナダ語です。カリキュラムや授業計

ん。私が教えるのは第一言語であるカ
日から１～５年生
知らせをシェアできることは、とても

持っていない子どもにとっては、この

月

うれしいことです。子どもたちの将来

す。そのような状況でも、生徒たちは
試験を視野に入れて長いメモを取るこ
生活が大変苦しい中、どれだけ積極

とで課題に取り組みました。
部の授業はやっと再開されたが、学園

響を与えます。知的意欲が著しく損な

的に学ぶかは、子どもたちの将来に影
ルナータカ州ビジャプール

の将来には課題と不安が山積みだ＝カ

コスモニケタンで学ぶ子どもたち。一

ましょう。

ような授業について行くのは困難で

２０２１年

にと伝えています。

クをするように、清潔な水を飲むよう

た。新しい人生が始まったのです。

徒の大部分は貧しい家庭から来てお

大半を学校で過ごすのですから。

先生の言うことは実行します。一日の

本を読んだり、遊んだり、法律を学ん

日印友好学園小学校長

Ｓ・Ｓ・ウエンタマリ

親を助けに学校やめ
女子は 歳で結婚も

歳で結婚した生徒の親は「７年生

すが、貧しい農村では今も行われているのです。
学園の生徒数もかなり減りました。

とん ざ

貧しくなりました。子どもが働かねばならなくなって学校を続けられなく
歳なのに結婚させ

12

られた女生徒が２名いました。インドでは児童婚は法律で禁止されていま

いうケースがとても多くなっています。中には、まだ

み、学園の財政は危機的になっています。子どもたちの人生だけでなく、

21

なる、一家あげて隣りの州へ仕事を求めて移住して公立校へ転校する、と

10
12

4
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12

が良いものであるように、ともに祈り

25
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5

10

インド、
コスモニケタンの苦悩

コロナ禍の中で⑦

われると、彼らの教育に影響を及ぼし
ます。私たちはコロナの規制の下、子

どもたちの家を訪問し、再開後の学校
に行かせるよう親を説得しています。

れで他の人の農場
ロックダウン中、学校も十分に授業は

勉強する時間もありませんでした。

れませんでした。

へ行って働き始め
行われませんでした。学校から言われ

に困りました。そ

日１５０㍓
ているように勉強しようと思って座る

て
（約２３０円）を
のですが、怠けてしまいます。オンラ
イン授業を受けたくても、携帯電話も

日４５０㍓（約

もらいました。父は
人家族がこの
インターネットもありません。結局、

せん。作物がやられてしまったので、

べるものがありま

ず、私たちには食

ので作物は実ら

の薬を買うお金がありません。ミルク

りをストップしたので、高血圧の祖母

し父はコロナ感染の恐怖からミルク売

養うために懸命に働いています。しか

私の父親はミルク売りです。家族を

懸命勉強をして、良い職について将

学校を終えたいと思っています。一生

この困難な時期にあっても私は何とか

バンや教科書、洋服など買いました。

校にやろうとして、借金をして通学カ

授業が再開されたとき、父は私を学

しくなりました。

者は仕事ができなくなり、いっそう苦

結論として、私たちのような貧しい

タヌジ・カルデ
私の家族は貧しく、ロックダウン期
間には多くの困難に直面しました。こ

りました。恐怖に

た。コロナは貧し

できませんでし

オンラインで授業を受けなければな

ました。私はいつも出かけるとき、マ

りでもたくさんの人がコロナに感染し

ることなく亡くなっています。私の周

行われ、友達や親戚に会えませんでし

呼ばれる大きな宗教行事も家で静かに

大きな影響を与えました。イード祭と

モスクにお祈りに行けず、生活にも

全てのお店が閉まり、父は自分のお店

打撃を与えました。ロックダウン中、

コロナの影響は、私の家計に大きな

♢

ができませんでした。

直面しているので、服を新調すること

を祝いますが、今年は経済的な困難に

８年生

国営放送で教育番組が放送され、私

を開けることができませんでした。そ

ヤシンくんは卒業を控え、中期中等

6
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６８８円）稼ぎます。
少ない稼ぎで暮らしています。
日雇い労働者の貧しい家族は多くの

家では全く勉強しませんでした。

しまいました。このような状態が続く
ものを失いました。病気になっても、

再度作物を植えても、長雨で腐って
ことは、農民にはとても厳しいことで

市場が閉じて野菜売れない
仕事がない。
薬買うお金ない
オンライン授業の携帯ない
ばれても食べ物や酸素がないため死に

６年生

アルン・ワムバーゼ
病院へ行く交通手段もお金もありませ
した。市場で野菜を売ろうにも、市場

ん。農民は多くの問題に直面していま

す。そのためビジャプールの農民は午
許可を得て、わずかばかりのお金を得

前６時から 時までの間、野菜を売る

ました。助けをお願いしたいです。
アクシャクマール・ジャドガー

私の父親は農民で、お金がありませ
ん。野菜を売る市場は閉じられ、野菜
は腐ってしまいま
で見張っている警察官は市場に来るこ

大変困っています。
の販売元や父の顧客が少し助けてくれ
来、父母を幸せにしたいです。

ることができました。

私たちはコロナワクチンを買うお金
ました。母も働いていたのですが、多

６年生

がありません（事務局注：現在は無料
くの困難に直面していました。さらに
ナクサ・カレ
の期間、学校で教

した。肥料がない

ですが、このレポートを書いた頃は
この１年間、学校も廃墟のようになっ
ロックダウン中、たくさん問題を抱
育を受けることが

とを許さず、結局、野菜は腐って売り

有料で２００㍓＝約２２８円しまし
ていました。両親と、このロックダウ
えました。熱が出て健康状態が悪くな

物になりません。

た）。私たちの親せきは、ワクチンを
ン期間頑張ってくれていた警察官に感

７年生

買うお金がないどころか、自分の農地
謝したいと思います。
支配されました。

い人間の人生を食

８年生

を売ってしまって収穫できないため、
食べるものもありません。
両親はあちこち

最初のロックダウンのとき、何をし
したが、ロックダ

らないとしても、携帯を持っていない

６年生

物が、飼料がないため死にました。死
たらいけないのか、何をしたらよいの
ウン中は交通手段がなく、仕事があり

という問題があります。たとえ携帯を

バサワラジ・ビラダル

んだ動物は腐って菌をまき散らし、多
かわかりませんでした。庭で野菜を育
ません。食料がなく、ちゃんと食べら

ビジャプール地区では多くの牛や動
い尽くしました。

くの牛や動物が感染しました。多くの
てましたが、売ることができず、お金

大し、また学校は閉じられました。お

１年半以上、学校が休校し、勉強に

で仕事をしていま

子ども、高齢者女性たちは、病院に運

って朽ち果てました。家族は困窮し、

祭りを祝いたくても、寺院は閉まった

とても大きな影響が出ました。学校に

年生

持っていたとしても、私は働き場所を
私たちは食事をまともに食べることが

ままです。ロックダウン下ではお祭り

スクを着用し、ソーシャルディスタン

た。例年であれば、新しい服を着て祭

たちは食糧危機に直面し、両親は高金

用して、オンライン授業に参加してい

スを保つようにしていました。

千もの人々がコロナに感染し、病院の

できず、収入はありませんでした。私

クダウンをしたため、父は働くことが

コロナが流行中、政府は何回もロッ

は精神的なショックを受けました。

ンライン授業に参加していました。私

でした。私の村の裕福な友達だけがオ

イン授業に参加することができません

らず、ネット環境もないため、オンラ

たが、私はスマートフォンを持ってお

テレビで授業を放映したりしていまし

先生がオンラインで授業をしたり、

した。

ればならず、精神的に病んでしまいま

ヤシン・ディン・イスラム

探さなければならなかったのです。
できず、薬は買えず、ワクチンを受け

行くことができず、一日中家に居なけ

両親は私を他人の家の羊番に行かせ

はなく、学校もなく家にじっとしてい

学校も順調ではありません。学校が

ＪＡＦＳ事務局（担当：大本）
電話：０６ ６･４４４ ０･５８７

るのにも飽きました。

るお金もありません。

が稼ぐ必要があったのです。羊に必要
始まってもパンデミックが日に日に拡

ました。両親は仕事が見つからず、私
な薬を買うお金はなく、羊は病気にな

コスモニケタンの子どもを支援する

教育里親 募集中

日から

マイムナ・カンダカール

ました。私の父は私のスマートフォン

利でお金を借りました。

コロナの影響は、私の勉強をたくさ

を買うことができず、私はオンライン

ていた問題は何か」をインタビューしました。

ん妨げました。長期間学校に行くこと
友達に会ったり、

はそれに参加していましたが、停電の

のため、家族の収入はありませんでし

教育修了試験（ＳＳＣ）を受験する学

授業に参加できませんでした。

友達と遊んだりす

影響も頻繁にあり、授業にとても支障

た。食事は１日２回だけとり、なるべ

ができず、先生や

ることができませ

が出ました。そのため、私は家で独学

日

年です。コロナの影響で試験は何回も
月

く支出が出ないようにしていました。

年

延期されていましたが、
に無事行われました。

父は高金利でお金を借りていました。

んでした。とても

で勉強していました。
毎日コロナで多くの人が亡くなって

がっかりしました。
ロックダウン中、都市部や裕福な生

いると聞いて、とても不安でした。何

15
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1

1
6

ベッドに空きがないため、治療を受け

子どもたちに
インタビュー

コロナ禍の中で⑦

10

家族の食べ物買えず高利の借金
終了試験の準備はかどらず不安
バングラデシュでは、コロナの影響で２０２０年３月

日まで、すべての教育機関が閉鎖されました。このような

21

状況下の子どもたちに現地提携団体ＢＤＰは、「コロナ禍で直面し

年９月

17

10

11
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徒はスマートフォンやタブレットを利
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7

困窮、バングラでも

を継続してくださっていることに、心
が変更されました。感染状況によりコ

のスケジュールを含む学校のシステム

イン授業を始めることを宣言しまし

ました。教師も、対面のときのように

か、確認できないまま進められていき

ず、その日の授業を理解したかどう

オンライン授業に子どもたちもなじめ

されていません。最初は今までにない

ウイルスから消毒するための費用があ

ルコール、石けん、塩素を使って家を

マスクやフェイスシールドを着け、ア

従うことはできません。常にフェイス

いる健康でいるためのルールに厳密に

とんどは、保健省が規定し普及させて

られることを、とても喜んでいます。

支援により、子どもたちが勉強を続け

います。厳しくなる経済状況でも、ご

ミックの影響で仕事を失った人も多く

子どもたちの両親の中には、パンデ

ることができません。

宅でソーシャルディスタンスを確保す

していただいていることは、私たちに

ンの教育支援のため、ＪＡＦＳに応援

私たちの地区のストリートチルドレ

ーター

地区

今の学年を大成功で終えることを楽し
みに、いただいた学用品を使って勉強

マニラ・サンアンドレス８０７
コミュニティコーディネ

とって、とても名誉なことです。ＪＡ
ＦＳが子どもたちにする支援は、貧困
線以下で生活している家族が対象とな
っており、とても大きな助けになりま
す。
家族のわずかな収入からは食料を購
入することが優先されるため、学用品
を持っていない子どもたちばかりでし
た。配布中に会った子どもたちとその
家族の笑顔に、彼らの大きな幸せを感
じることができました。
ジェニファー・アドラワン
コミュニティコーディネ

マニラ・サンアンドレス８０３
地区

支援しました。

イスマスク、洗浄石けん、ミルク）を

感染から身を守るためのキット（フェ

りました。学用品以外にも、ウイルス

はありますが、学ぶという目標を達成

よう、努めています。パンデミックで

気づけられ、もっと一生懸命勉強する

忘れずにいただけることに、とても勇

世界的に大変な状況の中、私たちを

し上げます。

続けることができます。心より感謝申

援いただいた学用品によって、勉強を

使うことをあきらめていました。ご支

先していたので、勉強のためにお金を

ので、読み書きができる学習台など、

家庭には子ども向けの学習台がない

す。

えてくださったことに感謝申し上げま

贈っていただき、母親として、とても

8
2022年冬

「見捨てるな」
続々と支援

いります。

子どもたちも私たちも、まい進してま

けていくという目標を達成するため、

制度は変わりますが、勉強して身につ

日本から学用品贈り
家で学ぶ環境づくり
デニス・バトイ
アジア社会科学院副学長
コロナによって世界中が、そして日
本も大変なときに、フィリピン・マニ
年

より感謝申し上げます。ＪＡＦＳ京都
ミュニティごとに移動が制限されまし

コロナによって２０２０年から

地区会をはじめ、ご支援くださった皆
たが、当初は小学校から大学まで、そ

ラのストリートチルドレンに教育支援

さまの温かいお気持ち、絶え間ない努
した。

の対応や準備が何もできていませんで

力により、
学用品（テーブル、ノート、鉛筆、そ
月に正式に、オンラ

コロナによって人々の生活は大きく

た。生徒たちは学習するための資料と

教育省が

変化しましたが、子どもたちが勉強を

１週間を通して何を達成する必要があ

の他）を贈ることができました。

続けるという夢を、止めることはあっ

るかを受け取ります。教師、保護者、
その他の関係者が連携し、新しい学習
歳未満の子どもは、

の形態が整ってきました。
フィリピンで

チェックし、指導し、支援することが
りません。また、寝たり、食べたり、

感染を防ぐため、家を出ることが許可

できません。家庭にいる両親、兄、姉
勉強したりする日常生活スペースが小

学用品支援を受けた子どもたちと家
族らから感謝の声が届きました。

を頑張ります。

クリス・タパン

たちが、子どもたちが受け取った教材
さく、そこに家族が密集するため、自

ました。
親が子どもを教えるための方法も適
切に準備されていません。彼らはこの
新しい状況、新しい学校教育システム
に対応できない状況にありました。
教育省からの正式発表の直後、アジ
ア社会科学院（ＡＳＩ）は、教育支援
プログラム対象の子どもたちに初期調
査を実施しました。 私たちはまず、
自宅で授業を受ける子どもたちのニー
ズを確認しました。昨年までは学校に

ヴァネッサ・マラピット

８年生

ましたが、新しい学習様式に合わせ調

して、また教育プログラムの受益者の

ーター
たちを取り巻く状況は今まで以上に厳

「ありがとう」という言葉だけで

一人の母親として、私たちの家族と支

ダン・ガブリエル・マーティン

学校で子どもたちが授業を受けると

しく、困難になりました。私たちを継

は、不十分です。私たちの家族は、生

援を受けた各家族に、大きな祝福を与

悲しいことですが、教育支援プログ

するためのモチベーションを維持し、

子どもが家庭でも勉強できる学用品を

ラムに参加した子どもたちと家族のほ

コミュニティのコーディネーターと

きのように、自宅にテーブルが用意さ

続的に支援してくださる皆さまにとて

き残るために食料を購入することを優

年生

れ、大きな袋がランドセルとして機能

も感謝しています。

コロナのパンデミックによって、私

通うために必要な学用品を支援してい

勉強の目標達成へ頑張る
家族の笑顔に幸せ感じた
親にとっても大きな祝福

を勉強し、手伝うことを余儀なくされ

妹＝マニラ市サンアンドレス

の間の限られたスペースで勉強する兄

贈られた学用品を使い、ベットと天井

てはなりません。状況によって学校の

年

人の学童に学習に必要な

21
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18

し、必要な学用品を支援することとな

整しました。

感謝の声届く
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9
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マニラのストリートチルドレン

コロナ禍の中で⑦

とてもうれしかったです。皆さまから
のご支援は、私たちの子どもたちと母
親、その家族がもっと一生懸命働き、
子どもたちが寄付者に感謝の気持ちを
表す方法として、勉強することを支援

農村・スラムに物資を配る
コロナ禍のインドＪＰＦの活動資金で

政府の支援が他県に比べて届きにく
く、コロナ感染防止などの情報も都市
部と比べると十分には行き届いていま
せん。このような地域の住民に正しい
情報や知識を提供できました。
村の計３００世帯に４カ月分の食料を

ナグプール県では、スラム地域や農
て現地提携団体から支援依頼が殺到。
配りました。また、スラム居住者、高

た。心より哀悼の意を表します。
我々が「ガジローさん」と親しみを

インド変異株危機対応支援

ルキャンプをして、衛生習慣を身に付

同時に、カルナータカ州ビジャプー
ルエリアへ５万セット、ナグプール県

年に教員を引退し、社会福祉活動
年

晩年の彼は風貌が歌手の谷村新司に

こ

ます。あいさつする

似てきたように思いました。彼の魂

ＡＦＳネットワーク活動の積極的な

は

間もなくビールが出

は、今頃、地上の青春時代を思い出し

メンバーで、多くの国際会議に出席し

お

され、冷たくておい

て天上を駆け巡っておられるのではな

ました。責任ある高齢者として、豊か

％を与えたいと思っていました。

ました。常に他の人の向上のために百

常に若者が変革を起こすことを奨励し

な経験をもとに若者にアドバイスし、

ーダーとして救援活動をしました。

ンカに大被害をもたらしたときは、リ

しくて、思わず「素

いかと思います。

ウィジャヤ・ビムセラ・カンナンガ

ラビンドラ・カンダゲ

サルボダヤ副代表

晴らしいおもてな
し」と言ってしまい
ました。
「一杯の酒杯は十
年の知己を作る」と

ラ氏は、１９３４年４月

されています。彼の美しい魂が安らか

その謙虚さは、すべての人から賞賛

言いますが、まさに

ました。非常に多才で精力的な人でし

に眠ることを祈っています。

日に生まれ
そうで、小柄で物静

た。シリル・ジャンス奨学金を得てパ

10
2022年冬
アジアネット148号

し、奨励するように私たちをも力づけ
インド、マハラシュトラ州で２０２
政府の支援が行き届きにくいガッチロ
齢者、女性、子どもなど弱い立場に置

てくれました。
日まで、「新
リ県の農村地域やナグプール県のスラ
かれている人々計１０００人に衛生啓

月

型コロナ
ム地域を対象に、食料支援、衛生啓発
発活動をしました。ポスターなどによ

日から

プログラム」を、ジャパンプラットフ
活動支援、医療支援をしました。

１年７月
学習プログラムを修了すること
ォーム（ＪＰＦ）の活動資金により実

ロウェナ・Ｒ・ディアス
ができたタイロン・ジェームズ
ない高齢者や未亡人、
けて自分で健康を守ることができるよ
また、酸素濃度計や酸素濃縮器を貸

身体障がい者、孤児が
世帯に食料を配りまし
し出し、すぐに病院へ行くことができ

う指導しました。

た また、８つの地域
ない地域住民が応急対応や感染状態の
支援終了後も、住民が自ら健康を守

で２回ずつ、学校の先
売者、農場労働者ら定
れるよう、病院などと連携し、濃縮酸

把握をできるようにしました。

期的に多くの人々と接

万５千枚

素や酸素濃度計を貸し出しています。

０人を対象に、ダンノ
ーラ地区ムスカ村にあ
るサティ病院の医師と
看護師が、衛生啓発活
動をしました。

万５千枚の布マスク

が㈱良品計画から支援され、４つの提

へ５千セット計

力ナクサライトが活動

用されています。
（ＪＡＦＳスタッフ

学、ロンドン大学で学びました。

トゥワのプリンスオブウェールズ大

ナドゥラのセントジョンズ大学、モラ

坂口 優）

した。感染予防対策に大変効果的に活

携団体を通じて現地の人々へ配られま

電話：０６ ６･４４４ ０･５８７
ＨＰ： https://jafs.or.jp

している地域もあり、

同県には極左武装勢

良品計画がマスク

触する人たち計２２０

生や地域の代表者、販

暮らす世帯など８００

る呼びかけや、現地の医師がメディカ

施しました。コロナ変異株が大流行し

ＪＡＦＳ事務局

ガッチロリ県では、支援を受けてい

・ディアスの母親
私たちの子どもに贈ってくださった
教育支援は、私たち家族にとっても、
子どもが勉強するための学用品を持っ
ているという喜びを与えていただけ、
大きな祝福です。
娘は本当に勉強するのが大好きで
す。学習テーブルと学用品をいただ
き、「もっともっと勉強をがんばる」
ととても喜んでいます。彼女は、より
良い成績を取り、将来の準備に役立
つ、より多くを学ぶために、もっと一
生懸命勉強すると、大きな意欲とパワ
ーを皆様からいただいたようです。よ
り良い成績をとることは、近い将来に
彼女の夢を実現するための力になるで
しょう。
本当にありがとうございました。

コロナ募金を続けています

心美しいサイレントヒーロー

英語で一流のトレーニングを受けた
教師であり、帰国後はピリヤンダラ中
央大学で教鞭をとり、学生のスポーツ
向上にも尽力をしました。スリランカ
学校クリケット協会の書記長を務め、
エリート校だけでなく様々な学校の学

ルボダヤを訪ねたときでした。 数年

た気品を感じさせる人です。３人の子

に専念しました。２０００年から

哲学や信条を語らせると意気軒高、力

前の話です。創始者であるアリヤラト

は医者を始め立派な専門職についてい

までサルボダヤスワセタ（子どもとお

込めて呼ぶ氏に最初に出会ったのは、

ネさんから「僕の先生」と言って紹介

ます。皆さん熱心な小乗仏教徒です。

年寄りを支援する部門）会長として、

生が大会やイギリスへのツアーに参加

されたのです。気さくなおじさんとい

彼が好んで話すのは、イギリス留学

貧困や虐待に苦しむ人々を、多くの私

強い何かを内に秘めた人でした。

う印象を受けました。イギリスで教育

時代の話でした。苦学生であったよう

財を投じて支援しました。

本会のスリランカの提携団体であるサ

ウィジャヤ・カンナンガラ氏を悼む

村上 公彦

ＡＦＳスリランカ
ＪＡＦＳ事務局長
日、スリランカの

を受けた紳士です。

です。十八番は、ロンドンから車で陸

スリランカ全国長老評議会の積極的

２０２１年８月
ＡＦＳの指導的役割を担っておられた

スリランカを訪れ

路スリランカまで帰って来た時の話で

なメンバーでもあり、サルボダヤの国

できるように改革しました。

ウィジャヤ・カンナンガラ氏が、コロ

るたびに海岸近くの

す。１９５０年代後半、西欧から東

際部の活動の中心を担いました。

奥様も質素な雰囲気の中に洗練され

歳で亡くなられまし

自宅に招かれまし

欧、アラブ中近東、インドをめぐり約

年、スマトラ沖大地震の津波がスリラ

ナ感染により

た。最初のときの印

２カ月に及ぶ旅だったそうです。

10
04
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象が強烈に残ってい

局長＝2018年、スリランカ、カンナンガラ氏宅
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ムスカ村で開かれたメディカルキャンプ＝ガッチロリ県

26

談笑するカンナンガラ氏（左）とJAFSの村上事務

87

・

【優秀賞】
故郷の自然を守るために私たちに
できること（ゴミ拾い）
＝京都暁星高校
地域住民参加型のゴミの排出削減を
めざした活動。地域のゴミの現状を、

いない。若者が親世代以上の人たちに
し、地元のゴミの現状把握と流布、そ

標に掲げ、不法投棄されたゴミを回収

学校の閉鎖によりデジタル機器の有
「すべての世代の人が繋がっていて、

が多いことが挙げられる。私たちは

支援を頼みながら活動を展開していく

はなく、地域の住民やＮＧＯなどにも

持続的なものにするには、単独行動で

から講評してもらい、プロジェクトを

門家に、「行動力」「繋がり」の観点

これらのプロジェクトを研究者や専

するためには、やはりより多くの住民

地球規模で考え、地域レベルで行動を

まだ足りていないということでした。

地域社会をつくっていくという視点が

き込んで、ともにより良い持続可能な

イントとなったのは、地域の人々を巻

動宣言文を策定しました。その中でポ

その他の立案プロジェクトは次の通
りだった。
・コロナスタディサポートプロジェク
ト～学生たちに学ぶ機会を～
＝神戸学院大学附属高等学校
＝神戸龍谷高等学校

・コロナ禍で私たちにできる外国人を
支援

・宍粟市（兵庫県）の地域活性化
＝清風南海高等学校
・新型コロナ禍でロックダウン下にあ

木村 直子

世界の中の自分見つける
ＡＹＳ実行委員会
プログラム委員長

今回は初のオンライン開催でした
が、過去の回に劣らない実り多いもの
でした。特徴や意義を３つ記します。
１つ目は「気軽に参加できる国際交
流」。英語が苦手な学生のサポート、
参加者の文化的 宗
･ 教的背景への配慮
など、皆が楽しめる工夫があります。
２つ目は「アジアの同世代との意見
交換の機会」。ＡＹＳ最大の強みで
す。自分の地域の課題解決に向けて意
見交換し、行動に移します。
ここから得られるのが３つ目の「ア
イデンティティの確立」。地域の中の
自分→日本の中の自分→アジアの中の
自分と、枠を広げながら複眼的に内省
するきっかけになります。そのような
若者を育てるのが大きな意義です。

立住 空

明日のサポート役を担え
ユースリーダー

２回目のユースリーダーとして参加
し、準備や高校生との議論を通して新
たな考えやスキルを身につけ、再度成
長しました。多くの高校生がＡＹＳで
新しい考えや文化に触れ、自分の世界
を広げるきっかけとし、次はユースリ
ーダーとしてサポート役を担うことを
つな

望んでいます。ＡＹＳの仲間とこれか
らも繋がっていくことを願います。
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コロナで増えたゴミの量にも着目しな

デジタル化社会に適応できる講習を行
して解決策の考案、実行、振り返りを

がら多くの人に知ってもらうことを目

う。デジタル機器を使いこなせること
行う。
つな

【オーディエンス賞】
高齢者と若者の繋がり
＝関西学院高等部

無が子ども、若者たちの教育格差にも
自由に話せる社会」を理想の街と考

学校がある地域の特徴として高齢者

つながっている。貧しい学生たちと豊
え、コロナ禍で交流が無く寂しい生活

＝インド

かな学生たちの間のデジタル格差を減
を、オンライン交流を通じて互いを理

タルアクセス

リモートで学ぶ学生のためのデジ

【優秀賞】

しいコミュニティづくりへつながる。

が大人たちの生活の質を向上させ、新

コロナ禍でできること
アジアの若者らが討論
第７回アジア・ユースサミット（ＡＹＳ）が２０２１年８月

両日、初のネット中継オンラインで開催されました。持続可能な地域

社会づくりを担うアジア各地の若者のリーダーを育て、ネットワーク

を築くことを目的としています。今回のテーマは「コロナ禍で私たち

ができること」。世界中が新型コロナ大流行という未曾有の課題に直

面し、行動や生活に大きな規制や変化が生じました。この困難な状況

下で高校生・ユース世代にも「自分たちにも役割がある」ことを考え

プロジェクト

必要性があると意見をもらいました。

を巻き込むことが重要です。第７回Ａ

今回のＡＹＳで発表された各プロジ

つな

ジタル障壁を打ち破れ＝ネパール
らすために、ラーニングを提供し、教
解し合っていく。

のプロジェクトを立案し、動画で発表し合いました。入

コロナの影響でデジタル化が進む社
育への関心度を高めることを目指す。

る機会づくりが必要だと考えました。海外７カ国９チームと日本の高

校５校が計

代以上はそれに追いついて

会だが、

賞作５つなどの内容を紹介します。（ＪＡＦＳスタッフ 熱田 典子）

内外から
【最優秀賞】
＝スリランカ

＝フィリピン
・コーヒー残渣の利用＝インドネシア

プロジェクト発表後は、「みんなが

ＹＳを通して、地域との「繋がり」、

実行へ向けて着々と準備

尊重され、どのような立場の人もいき

地域を巻き込む「行動力」の必要性が

ニティと仮定し、６つの課「地域住民

ェクトは現在、実行に向けて準備が進

つな

いきと生活できる多様性と環境バラン

今後の課題として挙げられました。

課」「広報課」「教育課」「市民生活

められています。下記のＨＰ、フェイ

つな

スに富んだ地域社会」をＡＹＳコミュ

課」「健康福祉課」「情報政策課」の

スブック、インスタグラムで活動状況
をご覧いただけます。明日のアジアへ
向けた各国の若者たちの取り組みを、

101956422179264/?ref=page_internal（上中）

読書愛好クラブ
外出が禁止され、友達との交流機
会、勉強、戸外での活動の機会を失っ
た青少年たちのデジタル機器依存にな
った生活を、読書習慣を根付かせるこ
とにより、「読書は人を豊かにする」
のことわざのような生活を送る推進活
動をコミュニティ図書館の設置ととも
に実施する。
【最優秀賞】
Zoom Upズ
(ーム活用大作戦）デ

る学生の精神的健康の回復～バング
ラデシュの小さな町でのケーススタ
＝バングラデシュ

ため

＝インド

＝パキスタン

＝インド

パンデミックと闘う為の
・ COVID-19
啓蒙活動とコロナ影響家庭への食糧

プロジェクト

・チャイルド・ディベロップメント・

ディ～

29

観点から、どのような政策が打てるか
を議論しました。
議論した内容をもとに、今後の各自

これからもご支援ください。

Facebook: https://www.facebook.com/Asia-Youth-Summit-

14

・学校のハウス栽培農業学習

・ケアプロジェクト

支援

28

目しながら行動していくかについて行

40

14

の活動において、どのような事柄に着

画面上に集ったAYSの参加者たち
初のオンライン開催となり
Instagram: @ays_asiayouthsummit_jafs（上右）

第７回アジア・ユース・サミット
第７回アジア・ユース・サミット
アジアネット148号
2022年冬
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https://jafs.or.jp/ays/about.html（上左）
HP:

オンラインで第７回ＡＹＳ

ニケーション学科で通訳とサービスを
勉強しています。卒業後、在日ベトナ
ム人をサポートする仕事がしたいと思

最優秀賞にホアンさん
(
ベト
ナム

)

ＪＡＦＳは、第２回日本語スピーチ
査の結果、ベトナムからのホアン・ト
日本の景色と同じように日本人の心も

た。あることに気づきました。それは

今でもはっきりと覚えています。津波

持ちになりました。一つのニュースを

皆さんはベトナムについてどんなこ
夏には色々な文化を体験できる祭があ

春には桜の木の下で花見ができます。

四季の美しさにとても感動しました。

このような国から来た私は、日本の

もらったでしょう。日本人はいつも相

活に慣れるまでに日本人に親切にして

にあると思います。皆さんは日本の生

でも日本に来てから困ったことが絶対

に助けてもらいました。留学生なら誰

ました。奨励賞のカトヤル・シヤモリ

・ヌンマさんは、子どもたちが家の近

ョンと絶え間ない変化により、世界

生き返らせます。グローバリゼーシ

自由、機会、安全、正義の追求」を

高貴な願望「すべての人々の平和、

促進し、模範となる活動を展開して

ＡＦＳは友情を通じて平和と調和を

多くの挫折に苦しんでいますが、Ｊ

る兄弟で大切な友です。今、世界は

パートナーではありません。親愛な

はなく、アジアの貧困緩和を使命と

行使することができます。同時に、

学び、成長しながら、権利と責任を

の潜在能力を最大限に発揮しながら

推進しています。活動の中で、人間

に、個人とグループの行動を熱心に

豊かすぎない社会を目指し、「真実と非

分かち合いキャンプを実施。貧しすぎず

アリヤラトネ博士 １９３１年 月

明るくなることを願っています。

努力を通して、私たちの未来がより

ＪＡＦＳとＡＦＳの仲間の誠実な

せてくれました。内容を要約して紹介します。

を通して世界の争いをなくし、貧困

日生。高校教師だった 年に労働奉仕の

暴力」の基本理念をもとにサルボダヤを
設立。世界の民衆の自立を目指して活動
している。マハトマガンディー平和賞、

ボランティアは市民社会の基本的

愛情深いものです。村上さん（ＪＡ

歳の誕生日はスリランカの特別な休日

庭野平和賞、マグサイサイ賞等を受賞。

い、取り組むことを推進していま

として全国的にお祝い集会が開かれた。

14
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人が参加し第２回日本語スピーチコンテスト

月３日に大
とっても美しいということです。ベト

コンテストを２０２１年
イ・リンさんが最優秀賞に輝きまし

阪市天王寺区のクレオ大阪中央で開催
ナムにいたときから日本人のイメージ

た。

しました。日本語を母語としない国・
はとってもいいものでした。
２０１１年の東日本大震災を皆さん

最優秀賞のほかに、優秀賞に韓笑さ

は覚えているでしょうか。私はベトナ

地域からの留学生（大学・専門学校・
日本語学校）が対象で、インド、中
モリエさん（インド）、観客賞にピラ
ムでニュースで見て、とても悲しい気

ん（中国）、奨励賞にカトヤル・シャ

国、バングラデシュ、ベトナム、カン
イポン・ヌンマさん（タイ）が選ばれ

加。発表内容は、日本に来た動機、日
最優秀賞に選ばれたホアンさんのス
が来た町で、物やご飯を配っていまし

名が参

本での生活、仕事、日本語学習、感動
ピーチ内容を紹介します（見出しは、

ボジアの５カ国・地域から
ました。

したことなど多岐にわたりました。審

とを思い出しますか。「とっても暑い
り、秋になると山やお寺で真っ赤な紅

手の気持ちをよく考えてくれてまるで

私はこれまで何度も日本人の優しさ

のだと思いました。

は優しくてなんて素晴らしい人たちな

ました。そのニュースを見て、日本人

本人はちゃんと並んで丁寧に待ってい

た。みんな本当に大変な時なのに、日

内容に則して編集部が付けました）。

震災のときも助け合う
日本人の優しさに感動

国」ではないでしょうか。ベトナムに
葉を楽しめます。冬になれば雪が景色

自分の家族のようにとても暖かい愛情

本日は日本に来て感じたことについ

は季節がない町が多く、日本のような
を真っ白に変えてくれます。１年中美

て発表します。

四季はあまりありません。南部の有名

を与えてくれます。

岐にわたった発表テーマに共通してい

エさんは、日本語の語学力が高く、日

私は現在、エール学園の国際コミュ

しい景色に感動することができます。

度を超えます。

たのは、日本への深い愛であり、日本

本で日々感動した情景をわかりやすく

日本に住んでから３年が経ちまし

な町であるホーチミンは１年中（気温
が）

ようこれからもがんばっていきます。

語習得へのひたむき姿勢がひしひしと
最優秀賞に選ばれたホアン・トイ・

くの公園で安心して遊んでいる姿に感

伝えていました。観客賞のピライポン

リンさんは、日本語の表現力が優れて

動した様子を表情豊かに述べました。

伝わってきました。

審査委員長

おり、特に東日本震災についての言葉

出場者が多く、発表時間が５分とい

日本への深い愛と
ひたむきさ伝わる
第２回の今年は、コロナ禍がまだ終

が審査員の共感を呼びました。優秀賞

う制約になりましたが、皆、精一杯、

實 清隆

とを彼らに教えるだけでなく、日本人
息しない中での開催となりましたが、

の韓笑さんは日本の文化を取り上げ、

いです。これまでに私が学んできたこ
の美しい心も伝えないといけません。
名もの参加者を得て、

はますます小さくなり、相互依存

います。変化を前向きにとらえ、困
っている人々のためにできる活動に

近年の急速に変化するデジタル環

する人間に思いやりと関心を持って

世界は混乱を経験しており、友情を

ついて考え、行動しています。

境では、チャットグループやオンラ

活動することを大切に考えていま

促進し、ボランティア活動はすべて

観と伝統が維持され強化されるよう

ＪＡＦＳは、コミュニティの価値

し、複雑になってきています。

工夫している姿に好感が持てました。

前回の倍近い
名が集いました。多

明るい未来へともに行動を
サルボダヤ アリヤラトネ博士からメッセージ
ＡＦＳネットワークの仲間で、アジア最大の
ＮＧＯといわれるサルボダヤ（スリランカ）の

インコミュニティに参加すること

す。水、環境、健康、貧困、教育、

の社会の不可欠な要素なのです。

歳を迎え、ＪＡＦＳに連帯のメッセージを寄

で、つながりを築いたり維持した

文化的多様性の促進等、具体的活動

しかし、ＪＡＦＳは対面で会話

5

ＦＳ事務局長）は私の単なる仕事の

ＪＡＦＳの関係は、健全でより強く

数十年にわたるサルボダヤ運動と

り、孤独を和らげたりできます。

創設者、Ａ・Ｔ・アリヤラトネ博士＝写真＝が

ユーモアたっぷりの表現力が評価され

私にとって日本は美しく第２の故郷で

っています。彼らと日本人がより良い

ホアンさんの
スピーチ

観客を含めて約

関係で一緒に生活できる社会を作りた

14

緩和を働きかけていきます。

11

日本語スピーチコンテスト

14
10

す。日本とベトナムの懸け橋となれる

14
50

アリヤラトネ博士からメッセージ

30

な構成要素です。それは人類の最も

し、ボランティア活動で協力し合

58

日本語スピーチコンテスト
アジアネット148号

のピライポン･ヌンマさん、實 審査委員長、最優秀賞のホアン･トイ･リンさん＝2021年10月３日、クレオ大阪中央

す。単に寄付者として行動するので

80
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講評

日本語スピーチコンテスト各賞の皆さん。左から優秀賞の韓笑さん、奨励賞のカトヤル･シャモリエさん、観客賞
90

日本、
フィリピン、
インドネシア同時開催
日、日本の大阪と

ブルー･オーシャン作戦をした３カ国５地域
▲▶ 大阪・二色の浜公園

大阪・二色の浜公園（貝塚市）
名が参加しました。ＪＡＦＳ会員以

子どもからシニアまで、予想を大幅に上
回る
外の方も多く、法人会員の㈱ＯＳＧコーポ
レーションなど会社ぐるみの参加もありま
した。散歩していた近所の方の飛び入りも

さを感じました。
プラスチックごみ

袋、それ以外のごみ

袋が集まりました。遠目にはきれいな浜

に見えましたが、大人数で拾い続けると、

たくさんのごみがありました。ゴムボー

ト、ビニール傘、釣り竿まで。海で砕けた

小さなプラスチック片も砂の上にたくさん

ありました。長年にわたるプラごみの蓄積

があること、小さく砕けてしまうと回収が

大変なことを、実感しました。
「体験して知ることで『自分ごと』とし

て考えるきっかけになりました」「一見き

れいに見えてもたくさんのゴミがあり、終

わりが無いなと思いました。今まで以上に

少しでも減らしたいという考えにつながり
川本 裕子）

ました」などの感想をいただきました。
（ＪＡＦＳスタッフ

名のご参加。㈱Ｏ

東京・葛西臨海公園（江戸川区）
子どもから大人まで

ＳＧコーポレーションを始め会社ぐるみの
袋、それ以

袋のごみを拾いました。ペットボトル

参加もありました。プラごみ

外

キャップやタバコの吸い殻が多くありまし

た。護岸の石畳の隙間には、至る所にプラ

スチックの破片が挟まり、終わりのない作

業に思えましたが、皆さんの取り組みで、
見違えるようにきれいになりました。
また、おそらく世界初ではないかと思い
ますが、デジタルツールを駆使して海外と
オンラインでつなぎ、リアルタイムで各国
の状況を見ながら一緒に清掃をしました。
国境を越えた一体感やつながりを感じるこ
ともできました。多くのお子さんにも参加
してもらい、世界の現状と環境を守る意味
を感じてもらえたと思います。
参加者の皆さまから次のような感想をい
ただきました。「想像をはるかに超えるゴ
ミの量」「思った以上にゴミ拾いが大変な
作業だと実感しました。ガラス片が多く拾
端無 勝、川崎 隆二）

いにくく大変だった」。
（ＪＡＦＳ関東

フィリピン・マトノッグ
ルソン島の南端の３つの村にまたがる長
い浜辺で行いました。東端にはマトノッグ
川の河口があり、上流から、土砂や天然
物、プラスチックごみを含む家庭ごみなど
が海に流れ込んでいます。近くは海藻の繁
茂地とサンゴ礁になっており、浜辺をきれ
いにすることで生態系も守られます。
ごみ拾いには百名余りが参加しました。
台分ものごみ

地域の結束力が感じられ、若者も多く参加
してくれました。トラック

を回収しましたが、川の上流からの天然物
が多くありました。海辺の住民が処分でき
ないごみを砂浜に埋めてしまうことがあ
り、砂から突き出ていたごみは掘り出して
集め、今後は埋めないように話し合いまし

16
2022年冬

93

あり、海洋プラスチック問題への関心の高

プラごみ一掃 ブルー・オーシャン作戦

１国だけでは解決できない海洋プラスチ
月

ック汚染にアジアの国々が連携して取り組
もうと２０２１年

各会場から届いた報告を紹介します。

て、互いの情報をシェアしました。

ックで活動の様子を報告してもらうなどし

い に 力 が 湧 き 意 欲 が 高 ま り ま す 。 ZOOM
を使って各地の活動を中継し、フェイスブ

仲間がいると実感することができます。互

く、国を超えて同じ時間に同じ活動をする

きな力を発揮できます。自分たちだけでな

私たちのネットワーク力を生かせば、大

ています。アジアでの取組みは重要です。

私たちＡＦＳネットワークの国々もあがっ

ジアからと言われています。流出量上位に

しています。残念なことに、８割以上がア

世界中からプラスチックごみが海に流出

インで国際交流しました。

同時に海辺のごみ拾いをしながら、オンラ

とバリ島の３カ国５地域で、時差を超えて

グ、インドネシアのアチェ州バンダアチェ

東京、フィリピンのソルソゴン州マトノッ

20

東京・葛西臨海公園 ◀▼

45
41
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17

45
13

11

フィリピン・マトノッグ ▶
◀ インドネシア・バンダアチェ

た。ペットボトルは、ほぼ毎日拾ってくれ
ている人がいるようで、思ったより少数で
すれば、地元の人々が協力して行動してく

オンラインで連帯
３カ国５地域をインターネットの ZOOM
で
つなぎ、参加者たちがお互いの活動ぶりを
れることが分かりました。今までで一番き

した。今回の活動を通し、問題意識を共有

リアルタイムの画面で確かめ合った
れいな浜辺になりました。
ジーナ・ヤップ）

袋分のごみを拾いま

名が参加。漁

の離島・下甑島の下甑手打診療所長、

本誌１４７号で紹介した、鹿児島県

ん。「いままで、離島医療という面を

が言われていた言葉が忘れられませ

コトーのモデル、瀬戸上健二郎先生

上の二次元コードでご覧いただけます。

将来はぜひワークキャンプも

率先してゴミ拾いをしています。海開

ることができます。いろんな方々が、

手打湾を診療所の屋上から綺麗にみ

らでも、日本からアジアの生活環境や

と思います。このような小さなことか

とを、少しでも感じてもらえたのでは

ジアの国々で一緒に取り組んでいるこ

の現状を実際に見て、拾い続けなくて

できたらと考えています。現地でごみ

訪れるごみ拾いワークキャンプも企画

続け、コロナ禍が明けたら、アジアを

した。自分たちの海、そんな思いが詰

め、国や自治体によるごみ施策が後回

途上国では財政的に余裕がないた

会にもできたらと思っています。

はないか、アジアの人と共に考える機

活環境づくりのために何かできること

18
2022年冬
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（ＡＦＳソルソゴン
インドネシア・バンダアチェ
自然の美しい村の浜辺でごみ拾いをしま
した。ここは限られた人に使用を制限して
いるので、訪れる人は他の浜辺ほど多くあ
りません。それでもプラスチックごみがあ
名が参加し、

ります。周辺住民や学生などのボランティ
ア計
した。８割がプラスチックごみで、ほとん
どがペットボトル、ストロー、飲料水カッ
プでした。ごみは、州都バンダアチェのご
み収集センターに運びました。ごみの管理
や浜辺をきれいに保つ学習もしました。テ
レビのニュースに取り上げられました。
この活動が村人によって今後も続くこと
を期待します。浜辺や海をきれいにする活
動は、どの地域へも広げられます。海は地
シャフウィナ）

球の天国であり、私たちは海でつながって
います。（ＡＦＳアチェ
インドネシア・バリ島
デンパサールの南に位置する２つの川の
名、漁業者

合流点にあるマングローブ林でのごみ拾い
でした。学生

本のマングローブの木
のプラごみを回収し、市

本も植えまし

齋藤学さんから、ブルー・オーシャン

強調せざるを得なかった点を島の人々

ます。これが海へのプラごみ流出量上

♢インドネシアの２地域での活動の様子は

作戦にエールの頼りが届きました。

におわびしなければなりません。なぜ
同時にごみ拾いしながらオンライン

しもこしきじま

♢

なら、島の人々にとって、ここは離島

こしき

東シナ海に浮かぶ甑島。中国と韓国

きの前日に、島内放送でゴミ拾いのお

ごみ問題に目を向けてもらえるきっか

今後も今回のような海岸ごみ拾いを

知らせがありました。島の方々は、そ

けになればうれしいです。
まった手打湾を毎朝掃除する人が多い

しになり、日本のようなごみ収集の定

川本 裕子）

のは、当たり前なのかもしれません。

（ＪＡＦＳスタッフ
期的な仕組みさえない地域も多くあり
（下甑手打診療所長

齋藤 学）

済むような根本的な解決、衛生的な生
の前日から、各々ゴミ拾いをしていま

なのです」。

位の理由の一つです。そんな中、自ら

シディ・ターカー）

（ＡＦＳディアナプラ大学

た。今後も続けていきたいと思います。

併せてマングローブの苗木

器、発泡スチロール、釣り糸などでした。

ル、レジ袋や買物袋、食品や飲み物の容

の清掃業者に引き渡しました。飲料ボト

から、約３００

んばりました。約

て回収するという大変な作業。若い力でが

みつくプラスチックごみを、カヌーに乗っ

した。海中に生えるマングローブの根に絡

マングローブ林の保全について話がありま

最初に漁業者グループのリーダーから、

業者がカヌーを貸し出してくれました。

10

50

との国境離島にあたります。自衛隊の
レーダーも配備されています。また、
テ レ ビ ド ラ マ 「 Dr.
コトー診療所」で
有名となった離島医療の象徴の地でも

30

中継、という挑戦的な試みには課題が

斎藤医師から
エールの便り

view?usp=sharing

でもなければ、へき地でもありませ

Kyn4NbgiC7zDA2NECgso-gkeyiO/

立ち上がって、海や地域をきれいにす

https://drive.google.com/file/d/18OzF_

いろいろ見つかりましたが、インドネ

バリ島の動画

ん。かけがえのない故郷なのです。島

lay/view?usp=sharing

るごみ拾い活動に取り組んでいるＡＦ

d/1vPzZ8dGV1lAovaE31A4rQXw5ndnS_

シアのアチェから「バナナの葉に食事

https://drive.google.com/file/

こそすべての中心であり、世界の中心

アチェのテレビニュース

Ｓの仲間たち。

あります。

27

40
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19

15
kg

インドネシア・
バリ島
▲

を載せて休憩中…」など声が届き、ア

下甑島 手打湾の海開き＝2021年６月20日

m）

ら水を買っていました。井戸ができた
おかげで、家の近くで衛生的な水が手
に入り、生活は本当に便利になりまし
た。村人４名が井戸掘りやその周囲の
整備を手伝いました。

域の人々の健康を支えることにもつな
がり、一同感謝しています。
21

2022年冬

アジアネット148号

てため池に水をくみに行き、飲料水と

池の水が干上がると、水売りから水を

して飲む際は、一度沸騰させています

買っていました。また、約25%の村人

が、下痢などの病気にかかることも多

は水を煮沸して飲んでいましたが、他

いです。水くみは家族全員の仕事でし

の人々は衛生に関する情報がないた

た。荷馬車の水売りからも水を買って

め、下痢などの病気によくかかってい

いました。新しい井戸が近くにできた

ました。井戸ができて健康面でも不安

ので、水くみ労働が減り、水を買う必

が減りました。５名の村人が井戸掘り

要もなくなって、生活が向上しまし

に協力しました。

た。

【寄贈者】株式会社ウォーターネット 様

井戸ができた村

【寄贈者】オムロン労働組合 様

21

21

33

21

タケオ州トレアン郡プレイスルック村

のために活用することができます。地

村にある池の水を使用していました。

【寄贈者】オムロン労働組合 様

ｍ）

えに、新型コロナ感染防止の衛生確保

す。村人の多くは、日に２～３回歩い

タケオ州トレアン郡プレイスルック村

必要な水が確保できるようになったう

用を足します。井戸が完成する前は、

ｍ）

めていました。この度のご支援により

の近くの木陰で用を足すことも多いで

人（７世帯）

衛生状況の改善と安定した水供給を求

％だけで、他の人々は家の近くの森で

受益者：

行くことは困難なので、校長は学校の

ます。トイレは全戸にありますが、家

井戸の形式：露天式（深さ

な水をくみに、日々川や泉まで歩いて

皆農民です。トイレがある家は村の２

ソルソゴン州マトノッグ町ツガス村ツガス小学校

いことが多くありました。学校で必要

この村では全員が農業に従事してい

受益者：生徒１３３人、教師７人

クへの水供給が十分でないため使えな

水くみ労働が減り生活向上

523人154世帯が住む村です。村人は

井戸の形式：ポンプ式

げられた水道がありますが、そのタン

・郵便振替 00960-6-10835 アジア協会アジア友の会

・三菱UFJ銀行大阪中央支店 普通1968711 公益社団法人アジア協会アジア友の会

人（８世帯）

ｍ）

この小学校には地域のタンクにつな

■お振込み先■

受益者：

世帯）

フィリピン

学校で水が飲め手を洗える

用を１割増に変更させていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。

井戸の形式：露天式（深さ

人（

10

タケオ州トレアン郡スレチョローク村

受益者：

井戸の形式：露天式（深さ
23

50

井戸のおかげで健康不安が減った

※５年間のメンテナンス費、現地管理費を含む概算です。※現地資材費高騰により費

カンボジア

【寄贈者】株式会社ユニコーン 様

■井戸１基の建設に必要な費用■（2018年4月現在）
インド＝60万円
フィリピン＝33万円
カンボジア＝28万円
スリランカ＝22万円
ネパール＝17万円（パイプライン＝25 ～ 150万円）
バングラデシュ＝浅井戸22万円、深井戸55万円

村

28

した。池の水が干上がると、水売りか

井戸の寄贈にご協力ください。あなたの力がアジアの人々の
命を助けます。ご寄贈者に完成報告書、写真、パネル写真を届
け､ 現地の井戸に、ご寄贈者のネームプレートを設置します。

みなさんのおかげで

回、池まで徒歩で水くみに行っていま

生命の水 うるおす未来

ができた

の仕事で、多くの村人が1日に２～３

いのち

井戸

用していました。水くみは家族全員

34

ご寄付には
税の優遇措置が
受けられます
詳しくはアジア協会アジア友の会
☎０６︱６４４４︱０５８７ へ

が完成する前は、村にある池の水を使

人（７世帯）

の人は木陰で用を足しています。井戸

タケオ州トレアン郡スレチョローク村

がある家は村の２％のみで、ほとんど

受益者：

この村では全戸が農家です。トイレ

安全で衛生的な水を確保できないアジアの
地域に井戸ができて生活基盤が整い、自立へ
一歩踏み出せるようになりました。ご寄贈く
ださったみなさまに感謝申し上げます。

【寄贈者】坪内かずよ 様
井戸の形式：露天式（深さ

カンボジア

村人も井戸掘りを手伝い

水を買わなくて良くなった
全ての村人が農業で暮らしていま
す。これまで村人の多くは、日に２～
３回歩いて水をくみに行っており、水
くみは家族全員の仕事でした。水を飲
む際は、一度沸騰させて飲んでいまし
た。しかし、家にトイレがあるのに近
くの木陰で用を足すことも多く、また
多くの村人が健康面をあまり気にして
いないため、下痢などの病気にかかる
ことも多くありました。水売りからも
水を買っていましたが、大きな負担で
した。新しい井戸が近くにできたの
で、生活が改善されました。

井戸ができた村

アジアネット148号

2022年冬

20

になると水が干上がっていました。そ
のため村人は、２km先の川まで歩い
て水をくまなければなりませんでし
た。以前も井戸を作ろうとしました
掘り進めませんでした。今回は井戸掘
りがうまくいき、村全体に十分な水が

世帯）

が、地中の石が妨げとなり、水脈まで

95

ｍ）

60

行き渡るようになりました。夏も水を
確保でき、１家族（５～６人）あたり
１日約400リットルの水がくめるよう

マハラシュトラ州ガッチロリ県ビクシー村

ポンプ式井戸が1つずつしかなく、夏

受益者：３７０人（

630世帯が暮らす村に露天式井戸と

23

2022年冬

アジアネット148号

利用できるのも短時間だったので、水

ともに働き、井戸周辺のプラットフォ

を求めて列に並ぶ必要がありました。

ーム作りや道路整備をすることができ

完成した井戸は電動ポンプ付で、いつ

ました。皆で井戸が清潔に保てるよ

でも水をくみ上げることができます。

う、心がけています。子どもたちが中

村人は、井戸を長く使用するためにル

心になって、井戸の周りに、水を保持

ールを決めました。①使用は飲料・料

し浄化する力のある木々の植林も始め

理用のみ、②電気代は村人たちで出し

ました。木々を育てることによって、

合い支払う、③メンテナンスはすべて

緑多い土地をよみがえらせ、井戸の水

の人が一緒に行う。これらのルールの

を枯らさず、土砂崩れなどの自然災害

もと、管理・維持します。

からも村を守ってくれます。

【寄贈者】
京都暁星高等学校 様

30
５

【寄贈者】スリランカサルボダヤの会 様

27

48
14

干ばつ時も枯れない十分な水
この村には飲料水として適する井戸
はなく、また昨今の気候変動により干
ばつが頻繁に起こるため、水をいかに
得るか、村の人たちは毎日悩まされて
いました。この度、ご支援いただいた
ことにより、干ばつ時にも心配せずに
水を得られる井戸が完成しました。村
の中で十分な水が得られることは初め
ての体験であり、村人みんなでとても
喜んでいます。井戸の水を使って新型
コロナ感染予防にも取り組んでいま

9

井戸ができた村

【寄贈者】株式会社国元商会 様

世帯）

気が高まっています。

で、専門的な作業以外は多くの村人が

す。村人が安心して暮らすことができ

地区

ることができ、農作物栽培発展への士

周りに木を植えて井戸を守る

組合が作られ維持管理されます。

人（

なっており、今回の支援により水を得

井戸形式：露天式（深さ約５ｍ）

す。井戸の水を守っていくために村に

ウバ州バドゥラ県ガラヒチヤワ地区

いましたが、現在は農業が生活の術と

ウバ州バドゥラ県ライディマリヤダ地区

ウバ州バドゥラ県バドゥラ地区

して地域の祈祷医療に以前は従事して

すことができ、心より感謝申し上げま

世帯）

しました。この地域の人々は祈祷師と

ありますが、井戸のおかげで村で暮ら

受益者：１２５人（

するため、小規模パイプラインを敷設

移動など、生活面ではまだ制限が多く

井戸形式：露天式（深さ約６ｍ）

先の水源を新たに地域の水として使用

とが可能になりました。学校や仕事、

の水道を使いますが、蛇口数が少なく

世帯）

り立たなくなりました。そこで２km

井戸の水によって、それを実践するこ

望んでいた村人は建設にとても協力的

シンドゥパルチョーク郡インドラワティ村

り、乾季になるとその水では生活が成

育や感染予防講習が繰り返し行われ、

の仕事に従事しています。村人は地区

人（

2015年の地震以後、年々湧水量が減

すが、村ではサルボダヤによる衛生教

長年、安全な水が飲める井戸を待ち

受益者：

の水で生活をしていました。しかし

農村部に徐々に拡大し、不安な日々で

この村の人々は主に公衆便所の掃除

井戸形式：集水式水道パイプライン（小規模）

山間地で近くに湧水があり、長年そ

います。新型コロナ感染が都市部から

受益者：

ｍ）

世帯）

ネパール

水を得て農業への士気高まる

な水が得られるようになり、皆喜んで

井戸形式：露天式（深さ約６ｍ）

受益者：２８０人（

マハラシュトラ州アムラワティ県ドゥルガナガル

村

井戸の形式：ポンプ式（深さ約
60

70

ルール決めて自分たちで管理

安全な水で感染予防
井戸が完成したことで、近くで安全

受益者：45人（12世帯）

になり、村人の生活が向上しました。

【寄贈者】佐藤 高 様

【寄贈者】北海道湧別高等学校 様

スリランカ

【寄贈者】佐藤 高 様
井戸形式：ポンプ式（深さ約

インド

村中に行き渡る豊富な水

るようになりました。
井戸ができた村
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した。
他にネパールに魅せられた理由の一
つに、ネパール人の物を大切にする姿

したとき、わざわざ追いかけて届けて

し、再利用します。未使用の紙ナプキ

た際の容器やカトラリーは洗って保管

用します。例えば、テイクアウトをし

ネパール人は、しっかり資源を再利

うしたら解決できるか、考えがまとま

がまだ壁になっているようです。「ど

には、ジェンダー＝性に対する考え方

で女性・男性が共に地域を作り上げる

に差し掛かっていますが、本当の意味

倒を見るのは息子や息子の妻で、他家

が残っている。将来家に残って親の面

率や初等教育就学率に大きな男女格差

い。制度や法の整備も不十分で、識字

強く、女性が離脱してしまうことが多

動や教育で性別役割分業的な考え方が

さを皆が理解することが必要ではない

異性のことを大切に考えることの大切

地方では問題であると聞きました。

妊娠し途中退学する女子が多いことも

まり公になっていませんが、結婚前に

ールでは

自分自身を大切に考えると同時に、

か――と状況を理解し、啓発のための
ポスター＝写真＝を、インターン生が
中心となって作りました。
「性交渉で『ノー』を聞き入れない
人は、あなたにとって良きパートナー
なのか」などと、現地の人にとって少
しショッキングな表現もありますが、
注目を集めることによって一人でも多
く関心を持ってほしいというのが、携
わったスタッフ一同の願いです。
先の各集落から選ばれた女性リーダ
ーたちは、当初は積極的でなかった人
も多くいましたが、事業のトレーニン

ネパールはもちろん、エベレストを

そこでＪＡＦＳは、ジェンダーの課

どの相談を受けることが増えました。

話をすることはほとんどない。若者の

ける。家庭でも親と子が性についての

についての話題を扱うことを教師が避

全体のムーブメントとして起こすこと

なってきました。そのような変化を村

ーダーであることに誇りを持つように

き、多くの人が積極性を身につけ、リ

熱田 典子）
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人々の優しさに心洗われた

ネパール人は、つながりをすごく大

あなたのためにいるから」

物を大切にリサイクル
ナマステ（こんにちは）。２０２０
月にネパールへ渡航し、はや１年
切にします。友人の友人は自分の友人

心細さを感じていることに気付いたの

が経ちました。今回は、駐在して感じ

ネパールを好きになった理由にま
か、自分たち、そして家主のビマラさ

でもあり、家族のように思うと本当の

ず、人の優しさが挙げられます。私が
ん一家がネパールでの家族だと元気づ

たネパールの魅力をお伝えしたいと思

ネパール駐在員となった理由は、ＪＡ
けてくれました。
じた私ですが、ネパールで生活してい

出発前からネパール人の温かさを感

ンフラ設置と農業支援事業に共感した
ると毎日、人の優しさに心が洗われる

地区での水イ

からだけではなく、海外の現場で実際
例えば、道を尋ねると、訪ねた相手

ようでした。

の橋渡しをしたいと思ったからでし
人

だけでなく、その周りにいる人が最低
人は反応してくれます（本当に
円）を落と

そんな中、離陸直前の飛行機の中

くれることもありました。また、自分

ルピー札（約

で、一人の現地スタッフがメッセージ

の健康や幸せを祈るよりも、家族や大

も！）。

をくれました。「ネパールで孤独に感

とにも、心がほっこりしました。
ありません。ですが、他人を思いやる

ネパールは、まだまだ豊かな国では

ネパール事務所のメンバーと。左から

気持ちは、日本よりも豊かだと感じま

２１年の報告によると、性交渉の誘い
にノーを伝える／避妊を決定する／健
康管理に関して決定するの３つの権利

ンも捨てずに保管します。昔の日本で
らない」との相談がＡＦＳネパールか

に嫁ぐ娘はメリットがないと多くの人

をすべて行使できている女性は、ネパ

もそうであったように、ヨーグルトや
らＪＡＦＳに寄せられました。

社会経済活

牛乳、野菜果物は必要な分だけの量り
事業地は前から女性参加が

％にとどまっています。あ

売りです。今の日本では、商品に付属
少ないことが課題で、女性参

の直接事業には各集落から女

いました。このインフラ整備

最近、京都で、食品だけでなく調味

ＡＦＳネパールのスタッフ

性リーダー 人が参加するこ

器も自分で用意するか、お店のリサイ

は現地の若い女性から「高校

料や洗剤などの量り売りをするお店に

クル品を使用します。資源を大切にす

で男子のスポーツクラブは認
が考え、息子にお金をかけて育てる傾

とを、強制に近い形でやっと

るという、ネパ―ルで再認識した行動

められるが、女子は認めてくれない」

向がある。

伺いました。消費者は自分の必要なも

が、京都の例のように、より多くの人

「高校以上の進学を家で認めてくれな

実現できたそうです。

々に広まっていってほしいと思いまし

はじめとした山々や、美しい棚田、湖

題に役立ちたいと希望してインターン

間ではインターネットが性に関する情

グを重ねて新しい知識を得ることがで

といった観光地も魅力的です。しか

シップに参加している日本の大学生

報源となっている。

学校の授業で性

い。大学で専門的な勉強をしたい」な

し、人や資源を大切にし、私たちが忘

に、現地の人たちから聞き取りをして

（ＪＡＦＳスタッフ

啓発活動に取り組んでいます。

る、とＡＦＳネパールは期待し、この

ができれば、誰もが住みよい地域にな

れがちな基本的なことを教えてくれる

もらいました。問題の背景を探り、何

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）の２０

ことも、背景にあるようです。

自己決定権を持つ女性の割合が低い

人々が、それ以上にネパールの魅力で

をすべきか決めようという狙いです。
２つの要因が浮かび上がりました。

はないでしょうか。

②不十分な性教育

た。

のを必要な分だけ購入し、購入時の容

はないでしょうか。

する資源を再利用する人や、裸の商品

①息子選好と教育格差

女性参加をポスター作って訴え

２人目が筆者＝カトマンズ

一緒に仕事をして支えてくれたＡＦＳ

切な人を想い祈るお祭りが沢山あるこ

ことに少し不安を感じていました。

ちに、この状況下で、一人海外で働く

た。しかしコロナ禍で出国が延びるう

に住む人々と一緒に働き、日本と現場

ク郡インドラワティ村

ＦＳが行っているシンドゥパルチョー

家族のように接します。彼女は、私が

年

中島 彩華
3

じることはないよ。私たちがいつも、

5

3

加率の目標を ％以上として

ネパールでの水インフラ事業は終盤

ネパール報告

います。

11

の量り売りを買い好む人は少ないので

が挙げられます。

10
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1

新入会員ご紹介
月

日

日

音順）

音順）

●里親会員
根上真依／ピグマリオン学院奈良教室
／三宅詩佳

●法人賛助会員
やすふく内科クリニック

稲葉秀子／近藤允伸／佐藤美千代

ご入会感謝申し上げます。（敬称略・
２０２１年９月１日～
●社員会員
上田高久／大石みどり
●維持会員
岡田芳明／川添稔／髙瀬みよ子／坪田
由紀子／中尾巧／平田實／廣敦子／宮
山聡
●賛助会員

会費納入者、寄付・物品協力者
月

温かいご支援ありがとうございます。（敬称略・
２０２１年９月１日～
なお夏季・冬季募金へご協力くださった方につきましては、
１年後の夏季・冬季に別紙で報告させていただきます。

／石田功夫／石山光子／市川晃／伊藤
恵理／稲葉秀子／井上千湖／井上美穂
／井上順子／岩岡幸衣／大塩節子／大
丹生あい子／岡光子／お母さんの地球
学校／小笠原達治／岡田能里子／越智
和子／角谷道子／片田欣三／加藤朝子
／金田修治／鎌田重明／神谷尚孝／岸
野亮淳／喜多榮子／北野与志江／北原
祐司／木下直美／沓野泰之／久保真太
郎／久保井一匡／黒木昭子／後藤安子
／後藤泰子／小西紀代美／昆由香／近

●法人賛助会費
㈱ウォーターネット／大阪府連合会／
㈱ＯＳＧコーポレーション／㈱公益社
／中西産業㈱／パナソニック㈱コーポ
レート戦略・技術部門ＣＳＲ・企業市
民活動担当室

藤蒼／近藤秀子／近藤允伸／近藤湊／
斉田真理子／佐々木健児・ゆみ子／佐
藤美千代／澤田薫／設楽宏幸／庄子幸
子／新羅和子／菅洋子／鈴木通文／瀬
戸井初恵／相馬隆人／田中愛子／田中
敏弥／田中啓／田邉政子／谷山美和子
／種井法子／田村まき／辻本栄太郎／
土屋りつ子／堤祐子／坪田秋成／永井
勝也／中川由美／中川亮／中島彩華／
永菅裕一／中谷良二／中西貴子／中西
美代子／中西佑介／中野通／中村滋／
西川久美子／新田留美子／野村水香／
長谷川美穂子／花崎能理子／馬場順子
／鎺喜世多／林祐己／原のり子／春木
眞巳／福岡陽子／舟﨑和誠／堀内登久
子／本多隆久／前原良光／松居安佐子
／松田和子／松田健志／松原悦子／松
本沙耶香／三重野哲／三木あゆ子／皆
笹信二／南光子／南出和余／宮本益見
／三好和香子／村上五郎／孟劭卿／森
原尚子／安富睦／八束庸子／山下玉英
／山下良一／山本宏昭／横田健／吉岡
久江／吉川英昭／吉田靖

辰巳桂子／谷阪洋子／田村京子／辻井
昌子／辻本栄一／辻本選子／辻本智美
／出口和子／手束光子／戸田恭子／富
永たけ／永江敦子／中尾和子／中尾巧
／中野為夫 桂
･ 子／中橋康治・真由美
／永原幹男／中村哲治／中村正憲／中
山康夫／西野節子／野井洋正／橋詰英
子／橋本芳樹／原田佳子／平田實／廣
敦子／福岡仁／藤井いずみ／藤田高淳
／古谷佳世子／堀内弘嗣／前田恵／前
田安太郎／三島明美／水城実／水 上
ﾉ
成彰／溝口治／溝渕むつ躬／三林寿子
／宮田奈美子／宮野京子／向井宏之／
武藤三代子／宗形充弘／安田勝／矢野
浩美／山地尚枝／湯浅禎也／吉田清史
／吉田樹央
●里親会費
明見勝好／浅香真理子／荒谷靜／飯田

浅井聡子／浅沼暁子／浅野直人／荒川
正嗣／有田稔／池田ミオ子／池田美奈
子／井坂猛／伊奈徹／岩田悦子／岩本
郁子／疇地道俊／大分明星幼稚園／大
須賀丕出子／大谷タカコ／大野篤一郎
／大橋一同／大山行雄／岡智恵子／小
笠原和久／岡田経子／岡田麻理／沖田
哲男／奥田京子／奥村佐二郎／小野豪
臣／小野惠大／小野寺知子／加賀敦／
香川泰子／梶谷阿久里／㈱カステロ／
粕谷香代子／勝沼深／加藤喜代子／鎌
田重明／上村みちえ／川西秀樹／川村
忠／菊池哲也／岸本玲子／吉祥院嶽盛
和三／木下良子／木村征代／木村依江
／清原浩子／久保桂子／久保佑治／栗
山拓／小出裕司／後藤理紗／小林仁美
／斎藤芙美子／坂本任司／佐藤正明／
佐藤美千代／沢田博／三本松三津江／
塩月裕朗／設楽宏幸／正法地由紀子／
勝楽寺前原英彦／新谷百代／新羅和子
／菅原直樹／円通寺菅原芳徳／鈴木千
草／聖霊奉侍布教修道女会／髙島純子
／髙美時郎／田口裕子／竹田由美子
／武本和子／田中静枝／田中裕江／
／谷口倫子／谷口陽子／
AviolatDaniel
谷阪洋子／地本英子／手束光子／寺井
春夫／藤間孝子／中川咲子／中島和子
／中嶋啓子／中島裕子／中島綾／中塚

●賛助会費
秋元千佳／足立暁／荒谷靜／生駒晴代

津代／前田豊／宮本博幸
●ネパール地震被災者支援
饒平名知幸
●ネパール学校建設支援
福永有花／横田美智子
●ネパール・バイオガス支援
設楽宏幸
●日印友好学園指定
田中壽美子
●フィリピン農漁村支援
岡本佳子
●フィリピン障害者支援
末永雅典
●フレンドシップ基金
旅は道連れ会
●フレンドシップ国際基金
石原基義
●ブルーオーシャンプロジェクト指定
大本和子／ブルーオーシャン作戦参加
者
●地球幸せ募金
小代利子

哲雄／伊藤恵理／梅田祥仁／大須賀丕
出子／大原映子／岡光子／越智和子／
角谷道子／加藤朝子／鎌田勝江／鎌田
重明／北野与志江／北原恵美／北原祐
司／木村依江／古賀旭／児下美恵／佐
藤理香／ＪＡＦＳ松原／白神博子／田
尾茂・ますよ／高橋恵／武内彩／竹田
由美子／田中愛子／田中和子／谷山美
和子／チャリティショップＫＡＮＡＵ
／辻本選子／東代清隆／中谷良子／中
橋康治・真由美／中山忠愛／西原智珂
子／西山美菜子・千晶・敦記／長谷川
美穂子／鎺喜世多／姫野佐智子／藤原
克彦／増田愛子／水野礼子／南大阪教
会／三好和香子／武藤英利矢／武藤三
代子／山下由起／吉田暢子／和田幸子
／渡部司
●一般寄付
熱田親憙／池田直樹／大久保洋子／大
阪松下幸之助経営を学ぶＰＨＰ友の会
／小原純子／桒村壽子／三枝瑞恵／櫻
井紘哉／篠原勝弘／ソフトバンクつな
がる募金／チャリティショップＫＡＮ
ＡＵ／辻本選子／冨松英二／永島智子
／藤原正昭／古谷裕子／眞砂哲志／宮
野谷篤／村上公彦／森本榮三／吉田暢
子
●井戸指定寄付（募金箱より）
のこ美容室／饒平名知幸
●井戸指定
大山行雄／蛯名健仁様、加奈子／角英
樹／中尾巧／山敷敦子
●井戸積み立て
㈶Ｈ ２Ｏサンタ／岡部雅子／ＪＡＦＳ
ぞうすいの会／延原修
●井戸一基建設支援
〇ネパール
エーゼル㈱／京都暁星高等学校／菅原
直樹／松並淳／吉田幸子

／森﨑律子／森田康代／森本榮三／矢
賀繁之／八束浩一／山口かをる／山下
良一／山田英里名／山田善清／山本晴
子／湯浅洋子／ＵＡゼンセン宮城県支
部／吉江久子／吉積慶子／吉田宏／霊
松寺／レデンプトリスチン修道院／和
田幸子／渡辺荘六

〇バングラデシュ
㈱グローアップ
〇フィリピン
大山行雄／京都暁星高等学校
●アジア・ネットワーク奨学会費
上野孝一／村上公彦
●アジア・フレンドシップ夢基金
ＪＡＦＳ歩く会／辻本選子／坪田由紀
子／ドリアンプランニング／鳥居建十
／萩原満智子／山田寿美子
●アジア・ユースサミット指定
熱田典子／近藤知佐／大塚憲昭／澤村
和子／末永雅典／辻本選子／寺林公子
／橋本末子／花房逸子／濱口薫翠／冨
尾貴美代／森わか子／山﨑桃
●アジア・子ども支援
伊奈徹／大島久子／松尾慶治／宗像千
代子
●インドムスカ村医療支援
浅井聡子／天野紀／荒川正嗣／有田稔
／池田時造／池田美奈子／伊奈徹／㈱
ユニバーサルインシュアランス／宇野
雄登／枝澤圭祐／大分明星幼稚園／大
島直樹／大須賀丕出子／大谷タカコ／
大橋一同／大平英明・さゆり・こはる
・ほのか／大山行雄／岡智恵子／岡田
麻理／岡部雅子／岡本眞理子／岡本佳
子／小川良文／沖田哲男／小野豪臣／
小野英俊／小山田朱里／加芝ナミ子／
粕谷香代子／加藤喜代子／神谷尚孝／
川崎隆二／川西秀樹／北岡稔美／吉祥
院嶽盛和三／木下良子／木村征代／木
村依江／栗山拓／米田明正／黒川一志
／桑原正人／神戸東部教会教会学校／
後藤理紗／小林与子／小林仁美／斎藤
芙美子／齋藤正健／浄土宗西方寺／作
田和彦／佐藤正明／佐藤眞子／佐藤雅

●物品・日用品・食料品等
木村千鶴／高橋美也子／中西豊次／春
重祺子／本庄紀子
●集めるキャンペーン
宇田和博／姫野佐智子
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●社員会費
明見勝好／池田直樹／井上勇一／岡本
圭司／小原純子／小原孝彦／中嶋啓子
／永島智子／中西武雄／ナリンダーシ
ンセティ／萩尾千里／服部道代／古谷
裕子／松浦正
●維持会費
浅尾佐江子／安宅義人／石若達弥／市
川秀一／伊藤ヒサ／伊藤義人／井上邦
子／上田慎子／植田延江／植村茂／植
村ルリ／宇田喜美子／宇野和子／岡村
遍導／岡本就介／沖田耕一／沖田哲男
／小野孝博／片岡伸介／壁谷桂子／河
合忠和／河口正隆／川那辺操／北村真
澄／木下四朗／近藤恵子／櫻井暁美／
佐藤高／佐藤根恵美／澤村和子／品木
吉明／嶋崎貴行／清水総代／白國哲司
／仙野和子／髙岸弥生／髙瀬みよ子／

美／澤田武憲／塩月裕朗／四國うどん
讃岐路／霜鳥正／正傳寺和田康圓／正
法地由紀子／新羅和子／瀬尻芳子／外
崎宣宏／田岡佳子／髙島純子／髙美時
郎／多胡恭子／田中裕江／田中静枝／
田中壽美子／田中里菜／谷口和代／谷
口陽子／谷阪洋子／玉木町子／長克宣
／辻本選子／坪倉幸弘／手束光子／道
明寺双葉会／戸田恭子／中島和子／中
島綾／中谷誠／那須トラピスト修道院
／西川龍夫／西田京子／西原智珂子／
西村節子／布川理紗子／寝屋川国際婦
人クラブ／畠山ひろみ／浜口啓子／濱
田美恵子／姫野佐智子／廣澤悦子／㈻
広島女学院ゲ－ンス幼稚園／深田晃／
福西宗子／藤川敦子／藤原明朗／藤原
和子／藤原克彦／藤原正昭／藤原増子
／古谷佳世子／別府浄照／舳松志津子
／細川憲和／細谷詩子／㈱ボックス／
法花敏郎／堀内静／堀内弘嗣／堀口節
子／本庄紀子／常念寺本田享道／前田
みどり／前田美保子／前田泰子／松岡
利成／松本勝正／水野礼子／水本裕子
／宮古聖ヤコブ教会／宮野谷篤／妙代
和也／森﨑律子／森田康代／森本榮三
／森山正明／八木健次／薮内資子／山
口かをる／山口汎正／山下玉英／山下
良一／山田英里名／山田穂積／山野和
子／湯浅洋子／横井明子／吉江久子／
吉田恵子／吉田宏／吉村千賀子／脇家
崇夫
● インド・ＨＩＶ子どもと家族支援会費
ＪＡＦＳいのちの会枚方／苗村登美子

●助成金
〇ネパール地震被災地植林
（公社）国土緑化推進機構
○バングラデシュ植林・環境教育
日本労働組合総連合会「連合・愛のカ
ンパ」

鞠子／中野秀治／中野為夫 桂
･ 子／西
田貞之／西原智珂子／西原八重子／西
本悦子／丹羽和子／根津千枝子／萩野
肇／萩原節子／畠山ひろみ／畑中義雄
／羽田孝彦／林宏直／林越洋子／原史
子／原田和幸／姫野佐智子／廣澤悦子
／㈻広島女学院ゲ－ンス幼稚園／福西
宗子／藤原明朗／藤原克彦／藤原増子
／船戸康夫／麓忠司／古谷佳世子／坊
上信子／法蔵寺／細川憲和／堀内静／
堀内弘嗣／堀口節子／本庄紀子／本間
耕一／前田美保子／前田泰子／松生孝
子／松岡利成／松田高志／松野光伸／
水口正樹／水野久子／溝口清子／宮古
聖ヤコブ教会／宮野谷篤／宮本由貴／
宗像千代子／村田恭仁子／森川佐和子

暮らしや旅先の様々なところで感じた「水」への想いを、自由な感性で応募願います。
応募テーマ：
「水と私たち」～水への感謝 水とくらし 水とこども 水と環境 水と文化 等～
応募方法：メール（asia@jafs.or.jp 宛）にて、件名を「水」写真コンテストとし、①氏
名、②e-mailアドレス、③写真（データ）をお送りください。
注意事項：・作品の写真はデータでお送りください。・データは５～ 10MBの解像度の
ものをおすすめします。・応募できる作品は一人２作品までです。・被写体の肖像権な
ど、他社（団体）の諸権利を含む作品のうち、権利者の承認を得たものに限ります。
・未発表のオリジナル作品に限ります。
応募期間：2022年１月20日（木）～２月20日（日）
結果発表：厳選な審査を行い（予選通過作品を３月20・21日にJAFSが入居する肥後橋
官報ビル８階で展示、オーディエンスによる投票実施）、選出された20作品は３月22日
（火）の「世界水の日」にJAFSホームページに掲載されます。
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●コスモニケタン指定
二反田静子
●チャイルドアカデミー指定
辻本選子

●新型コロナウイルス緊急募金
〇アジアの子どもたち支援・国内留学
生支援

JAFS未来をうるおす
「水」
写真コンテスト 作品募集！！

50

●ネパール・ピトゥリ支援会費
大谷英一／大谷臣子／小川幸子／倉光
和之／小松朱美／佐藤美千代／前田美

世界水の日 特別企画

30
30

50

11
11

国際協力活動、社会貢献活動、ＳＤＧ

などに取り

組む官民の団体が一堂に会する国内最大級のイベント

日に３カ国５カ所
ど！大阪おもしろツアー」で大阪各地

本政府のＯＤＡによって建設された橋

ン・ソピャディビットさんと、立命館

国際大学のカンボジア人留学生、ソー

ＡＦＳによる現地活動報告の後、関西

との交流茶話会が開催されました。Ｊ

内においても留学生や技能実習生への

た。今後、海外支援にとどまらず、国

実感し、うれしい気持ちになりまし

現地の人々に感謝されているんだなと

日本の政府支援やＮＧＯなどの活動が

28
2022年冬

「グローバルフェスタＪＡＰＡＮ」（外務省、国際協
月９・ 両日、２年ぶりで

力機構＝ＪＩＣＡ、国際協力ＮＧＯセンター＝ＪＡＮ
ＩＣ共催）が２０２１年
開かれました。
例年は東京・お台場海浜公園に飲食・物販ブースが
万人以上の来場者でにぎわっていました

年はコロナで中止となり、今回は規模を縮小

立ち並び、

が、

し、東京国際フォーラムに会場を移してリアルとオン

ラインで行われました。展示とステージ発表のみで入
万３５７人とのことでした。

場制限もあり、参加者は来場者とオンライン合わせて

２日間で

月

ＪＡＦＳ関東は飲食ブースでベトナム風汁麵のブン

ることができました。また、

同時にライブ配信しながら行う予定の海ごみ拾いのチ
由緒ある神社・仏閣などを巡る歴史散

を巡るチャリティウォークをしたり、

私は今まで飲食ブースを担当し、展示は他の方に任
歩などを催して、活動資金を得ており

ラシを配りました。

せきりでＪＡＦＳの活動について詳しく知らないこと
日には「歴史散歩・大津

ます。

月

が多かったのですが、今回展示ブースに立ち、にわか
建部大社と紫式部の石山寺」を行い、
地区会メンバーを含めて十数名が参加
たけ べ

本最初の千円札に神社本殿と日本武尊

やまとたけるのみこと

建部大社は、近江国の一之宮で、日

や他の出展者からも色々と話を聞くことができ、新た

が描かれていました。その後、瀬田の

想を練ったところで有名です。また、

石山寺は、紫式部が「源氏物語」の構

唐橋を渡り、バスで石山寺に行き国宝

（ＪＡＦＳ理事・
アジア市民大学学長

お話の中で印象的だったのが、カン
ＪＡＦＳ高槻によるカンボジアへ

が描かれていることでした。カンボジ

ボジアの５００リエル紙幣の裏に、日
の井戸寄贈募金の目標達成を記念して

アと日本のきずなを象徴するもので、

大学大学院のインド人留学生カトヤル

支援や交流を活発に行い、日本とアジ

月

・シャモリーさんが、それぞれの母国

アのきずながいっそう深まることを期
古井 紀行）

の観光名所や慣習、食文化などを話し

（ＪＡＦＳ会員

待します。
していました＝写真。

てくれ、参加した皆さんも熱心に質問

２０２１年

日、アジア人留学生

留学生招き交流茶話会

カンボジアとインドの

實 清隆）

のホームページをご覧ください。

土曜日に開催します。詳しくは、当会

年３月まで、原則として毎月第２・４

第３期ＪＡＦＳアジア市民大学は

◇

もある。来年の講座が待ち遠しい。

危惧され、台湾へ軍事侵攻する可能性

会社・恒大集団の破綻・バブル崩壊が

現在、中国では、大手の不動産開発

ても問題提起した。

協力・日米同盟のバランスなどについ

事同盟）の動向、さらに、日中の経済

カス（＝豪州、英国、米国３国間の軍

保障や経済を協議する枠組み）、オー

森山 涼子）

来年はまたぜひブン・スオンを提供することがで

れ、地区会メンバーの方々のご協力も

がんばかりの兆しを見せ始めているこ
とや、ペンス米前副大統領の対中強硬
発言、バイデン米大統領の対中戦略な
どを紹介。クアッド（＝日本、米国、

（ＪＡＦＳ関東活動委員

の本堂や多宝塔などを散策しました。

な交流や情報を得られたことも良かったです。

した。また、国際支援や環境問題に関心のある来場者

長年の活動から得た経験の蓄積、アジア各地との交流

年以上にわたるＪＡＦＳの歴史と、

16

しました。

ながら改めて、

10

国内外のさまざまなイベントを
ＨＰに載せています。記事につ
いてのお問い合わせはＪＡＦＳ
へ＝裏表紙にアドレス、連絡先

・スオンを提供し、多くの方に来ていただき好評を

10

20

・ネットワークの深いつながりを感じることができま

40

き、ＪＡＦＳの活動もより広めることができるよう願

「寺は石山、仏は如意輪」と清少納言
得て、楽しい歴史散歩になりました。

っています。

が「枕草子」にも書いている西国三十
（ＪＡＦＳ会員

伊藤 勝）

三所十三番札所です。好天にも恵ま

第３期アジア市民大学スタート
月９日、加藤千洋さんの

第３期ＪＡＦＳアジア市民大学が
２０２１年
講座から開学した。新型コロナの影響
名ほどの受講者があり、満員

で、予定より１カ月延期となったが、
当日は
御礼となった＝写真。
加藤さんは、朝日新聞社の北京特派
員、アジア総局長、中国総局長、外報
部長、論説委員、編集委員として長
年、深くアジア、とりわけ中国と関わ
ってきた。今回は、現在、世界が最も
注目している「米中」争覇について講

それぞれの「名言」を披露しながら、

習近平の「一帯一路」戦略について、

東の文化大革命、鄧小平の改革開放、

を、米中関係を軸に年表を掲げ、毛沢

和国の発足から、歴史的に中国の動向

この日は、１９４９年の中華人民共

じた。

・女性支援に協力するため、「まい

なにわ西地区会では、インドの学童

20

最近、中国の経済成長が米国をしの

わかり易く語った。

10

1

アジアネット148号
JAFSプラザ

得ていました。今回は展示のみ 写
= 真＝で残念でした
が、オンラインでアジア・ユースサミットの報告をす

復活グローバルフェスタに参加
豪州、インドの首脳や外相による安全

22
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29

s

紫式部の石山寺を訪ねる

11
30

10

10
10

30

て知られるボリビアの塩湖。ここが実は、電気自
動車(EV)と強いつながりがあると初めて知りまし

すが、EVが普及しリチウムの需要が増せば、あ
た。EVのリチウムイオン電池に使われるリチウ

新たなリチウム資源として、濃度の低い海水や
ムの宝庫。塩水からリチウムが採れるそうです。

使用済み電池からのリチウム回収に関する研究が
ガソリン車の生産を廃止してEVに切り替える

始められているもののコストが課題だそうです。
動きが始まりつつありますが、テレビで報道され

またEVの電池製造には、ガソリン車の製造よ
るたびに、大学生になった息子が「リチウムなん

り多くのエネルギーを費やします。そしてEVは
てレアメタルで資源枯渇の問題もあるし、電気自

走行中にCO2を出さないと言いますが、充電する
動車を手放しでそんなに推進して良いのかな…」

電気が火力発電によれば実際はCO2を出すなど、
と言います。論拠を調べたことは無いけど感覚的

発電方法によってはライフサイクル全体での環境

いうことで、

名の参加者には、スタ

ート前に検温とマスク着用をお願いし

また不純物が多いため精製に高度な技術が必要で

入会ご案内

ろしくお願いいたします。
（ＪＡＦＳ京都地区会

辻 賢二）

ネパールの魅力と
ごみ問題を知る
オンラインツアー
ネパールの魅力や現地の課題（ご
み処理について）を知ってもらうこ
日に開催しました。

とを目的としたオンラインツアーを
２０２１年９月

三菱UFJ銀行中之島支店 普通1007011

編

１

集

後

記
年ぶりにヒマラヤを眺み自
然の広大さを感じ、雨期の
増雨による土砂崩れ後を確認し自
然の変異を感じ、オミクロンに自
年は心から自然

然の脅威を感じながら締めくくっ
た2021年。

年は、恵まれないアジアの

に感謝できることを願う。（典）

22

人たちへのご支援ありがと
うございました。新しいトラ年、
心新たに、阪神タイガースと共
に、アジアで苦しんでいる人たち
の支援をよろしくお願いします。

加してくれた小学生の感想

色の浜での海ごみ拾いに参

（金）

二

文。「インドネシアとフィリピン
も同じ時に海のゴミひろいをして
いたそうです。カップラーメンの
ようきをみつけたそうです」。ち

起き

よるのうみにて
目を醒ませーコロナ禍でパッ

汽笛鳴る。こころよ

ののめの

ゃんと伝わってた！（川）

よ

としない年明けに、中原中也の詩
を胸に刻んでいます。詩碑は生ま
れ故郷・山口市の湯田温泉にあり
齢者の運転事故続発に東京

ます。（敏）
の息子は「早く免許返納し
たら」。でも、郊外に住む老夫婦
には何かと便利な車。「そろそろ
お買い替えを」の誘いも。視力減
退を横目に半世紀超の運転歴をい
つ閉じるか、思案の日々。（督）

30
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ました。
近鉄桃山御陵目駅前に集合し、御香
宮神社～伏見奉行所跡～魚三楼～銀座
発祥の地碑～本願寺伏見別院～神聖酒

こと。ただし雨季があるため天日濃縮しにくく、

アジアネット148号

蔵～黄桜記念館～電気鉄道発祥の地碑
～西岸寺～寺田屋＝写真＝～長建寺～
大倉記念館を巡り、それぞれの地にま
つわるお話を聞きながら約４時間ウオ
ークを楽しみました。
伏見は、豊臣秀吉が伏見城を築き、
江戸時代には参勤交代の要所である宿
名が参加し、ネパール・クイズや

現地の様子をまとめた動画、現地スタ

約

には新政府軍と幕府軍が戦った鳥羽伏
ッフとのＱ＆Ａを通して、ネパールに

場町として栄えました。明治維新の際
見の戦いの地となり、時代時代の主要
対する理解を深めました。
この企画を通して私は、様々な人と

地となりました。その時代の足跡を残
す神社仏閣や、石碑を巡りながら案内
相乗効果を体験することができまし

ともに一つの企画を作り上げることの

また、伏見の地は古くから豊富な地
た。当初は現地スタッフとのＱ＆Ａの

していただきました。
下水が湧水しその水を使っての酒造り
みを考えていましたが、動画を制作し
ＪＡＦＳスタッフが登壇してくれたお

も盛んな地であり、併せて酒蔵も見学
見学会終盤の大倉記念館では大倉酒
かげで、現地の状況をより鮮明に、か

たり、実際にネパールに駐在していた

造・月桂冠の銘酒の利き酒も堪能し、
つ内容の濃い企画を作ることができま

させていただきました。

ほろ酔い気分で全員無事に近鉄桃山御

参加した方からも「ドローンを活用

した。

ＪＡＦＳ京都地区会では、コロナウ

した映像によって、現地の状況が良く

陵前駅までたどり着きました。
イルス禍の状況を見ながらですが、私

分かった」「久しぶりに現地の様子を

日に開催しました。
たちの支援を待っているアジアの子ど

月

当日は、好天に恵まれ、ガイドを

２０２１年

イルス禍が少し落ち着いた状況の中

目にできて、早く行きたくなった」と

比べると、約400年分は存在する計算らしいので

中根 杏）

もたちへの継続的な支援に向けて、活

がり、空や人を上下対称に映す「天空の鏡」とし

（ＪＡＦＳインターン

「伏見の魅力広め隊」のボランティア

ＪＡＦＳ京都地区会では、コロナウ

27

で、実施可能な行事から始めて行こう

（JAFSスタッフ 川本 裕子）

感想をいただきました。

し、中でもウユニ塩湖は、埋蔵量が世界最大との

皆さまが会員となってサポー
トしてくださることで、安定し

50,000円

々がリチウムマネーで潤うのでしょうか。

動を進めて行ければと思っています。

アンデス地方には大小100を超える塩湖が存在

昨

し

高

た活動計画ができます。継続し

Ｅ．法人賛助会費 年額１口

それにしても、石油産出国がオイルマネーで潤

ガイドの伊藤さんと江嵜さんにお願い

ったように、今度はリチウムを産出する南米の国

との思いで、幕末・明治維新の伏見と

チウムの濃縮液を作って精製するのだそうです。

ット決済でもご寄付いただけます。
郵便振込 00960-6-10835

た活動をしていくためにも、ご

20,000円

オ燃料によるエンジン車にも可能性があります。

今後とも、皆さまのご支援ご協力をよ

るのを除去しながら、最後まで溶けたまま残るリ

くお願い申し上げます。HPからクレジ
協力をお願いいたします。

年額１口
Ｄ．団体会費

りながら進めてほしいです。また水素燃料やバイ

しました。三密を避けての屋外行事と

池で塩水を天日濃縮し、食塩など他の塩が析出す

ました「冬季募金」へのご協力をよろし

会費・寄付の振り込み先

1,000円

予想される負の側面を考慮に入れてバランスを計

電気自動車とウユニ塩湖
と思っていましたが、主には、塩田のような蒸発

幸せに過ごせますよう、12月にお送りし
年額１口

教訓を生かし、EV新時代を開くなら、当初から

酒蔵を訪ねるチャリティーウォークを

13
た結果、生じた環境問題に後手で対応した過去の
とです。金属なので、てっきり鉱山から採掘する

多幸をお祈りいたします。アジアの友も
Ｃ．ジュニア会費（高校生まで）

究が進められています。利便性や経済性を追求し
7割は塩湖の塩水由来で、3割が鉱石由来というこ

とうございました。新年を迎え皆様のご
（月額600 円＝振込手数料含む）

現在のEVの課題を乗り越えるために、リチウ
日本ではリチウムは全量輸入で、8割がチリのア

旧年中は様々にご支援いただき、ありが
6,000円
年額１口
Ｂ．賛助会費

っという間に枯渇が近づくでしょう。

研究中だそうです。これら埋蔵量と今の生産量を

JAFSプラザ

11

ムの代わりにナトリウムを使う電池など様々な研
タカマ塩湖から。現在、世界のリチウム生産量の

環境コラム

20

14
（月額1,000 円）

負荷がガソリン車より高くなる場合もあります。
にそう思うと言うので、私も調べてみました。

冬季募金お願いいたします
12,000円
年額１口
Ａ．維持会費

アジアネット148号
2022年冬

31

幕末・明治維新の伏見と酒蔵を歩く
ウユニ塩湖。波のない浅い水面が地平線まで広

コロナ対策の物資配布で、もらっ
◀表紙の写真
３カ国５地域が協力して同時

に行ったブルー オ
･ ーシャン作戦。インドネ
シア、バリ島では、海中のマングローブの根

㌻に記事

に絡みついたプラスチックごみを、参加者が

～

19

た食料キットを頭に載せて運ぶ女

㌻に特集「コ

カヌーに乗って回収した＝
16

性＝インド、マハラシュトラ州ナ

グプール県。４～

ロナ禍の中で⑦」

11

募金にご協力をお願いします
アジアの安全な飲料水がない地域で

貧困に苦しむ人たちを支援する活動に使われます

郵便振替 00960-6-10835
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