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みんなのしあわせが
　　　　私のしあわせに
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2018年度 活動のお礼とご挨拶

スタッフ一覧

2018 年度の活動の振り返り
「SDGs推進に向け、種を蒔いた年でした」

目次

　2015 年に国連で採択された SDGs（持続可能な開発目
標）は、17 のターゲット（課題や問題）を政府や企業だけ
でなく、個人レベルで 2030 年までに越していくための
ものです。
　ここ近年、メディア関係でもよくこの横文字を目にす
るようになりました。
　この SDGs が広がってきた背景は様々ありますが、社
会問題が複雑化し、一つの団体や企業では問題解決が難
しくなっています。社会問題解決のために、団体・個人で
意識レベルを変え、行動を起こしていかなければいけな
いというところまできているということです。
　当会が SDGs を推進することは、まさにこれまで行っ
てきた地球市民運動そのものであります。故・古賀武夫
が進めてきた地球市民運動は、「世界中すべてのものの幸
せを自分の幸せを感じられる人で溢れる社会づくり」を
目指すものです。この SDGs のテーマである「誰ひとり取
り残さない世界をつくる」は、地球市民運動と非常に親和
性が高く、SDGs を推進することそのものが、地球市民運

動の推進に繋がってくることと思っています。
　36 年前から故・古賀武夫が唱えてきた理念や活動に
ようやく世界が追いついてきたと言えるのではないで
しょうか。また、この SDGs という「共通言語」が生まれた
ことで、今後、官民連携がますます進み、1つの団体では
解決できなかったことも解決の道ができるのではと期待
をしています。そのため、当会として SDGs を推進し、
様々な団体を繋げることで故・古賀武夫が目指していた
社会の実現に繋がると思います。
　昨年度は、シンポジウムなどで SDGs 推進のきっかけ
の年となりました。昨年度、蒔いた種を育む 2019 年度の
年になるかと思います。2019 年度も変わらずご支援をい
ただきますよう、宜しくお願いします。

岩永清邦
(事務局長)

廣瀬伸恵
(事務局次長)

山路健造
(タイ・スリランカ事業/広報担当)

柴田京子
(プロジェクトマネージャー)

秀島彩女
(奨学金/国内事業担当)

諫山由紀子
(ミャンマー事業担当)

江口恵美
(会計担当)

マ・イーシー

佐賀事務局

《本部事務局》
ヤンゴン事務所

《ミャンマー事務所》
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タウンジー事務所 ナウンカセンター

ライレンピー

クン・ソー・アウン
(センター長)

ウ・ザベッタン神崎涼子
(プロジェクトアドミニストレーター)

クン・ゾー・ゾワ・マウン マ・モー・モー・トゥエ

鈴木亜香里
(プロジェクトアドミニストレーター)

クン・トゥン・ウィン サイ・トゥン・エー

タンボジセンター

ウ・ウィン・シュエウ・シェインマ・ワー・ワー・ライン
(センター長)

ドー・キン・サン・ウー

フィールドコーディネーター

ウ・ミョー・ミン クン・ティッ・サン

クン・マウン・ヨー マ・テー・ヌー・ピュー

ウ・ゾー・リン

【癖組（くせぐみ）】
　人間国宝であり、宮大工の故西岡常一さんが
生前言われた言葉に、「建築は木の癖組である」
と言われた、この木の癖に逆らって木組みをし
た場合、そこから弱さを露呈してくる。
　一本の木においても弱い処と、強い処があり、
その所々を知り尽くして建てた建築は法隆寺の
ように一千年以上も保つのでありましょう。私
は人間の組織とは、正にこの癖組にあると思い
ます。すなわち人間の持つ「気」の癖組であります。
　癖とはその人の個性であります、地球市民の

私たちは常に、お互いが相手の持つ個性を認め
合い、活かし合い、そして一人の百歩ではなく、
百人の一歩で進みたいものであります。

【”遙かなるミャンマー”にて】
　2019 年 2月中旬から再び、2週間ほど渡緬し
ました。目的は、当会のミャンマー事業の視察お
よび調査でした。2003 年から開始した本事業は
現在、シャン州とチン州で展開しています。
　ミャンマー事業の基本は有機農業を基本とし
た国際協力と地域開発であります。
　思えば、1990 年に初めてタイの東北部の田舎
へ出向き、物・金の貧しさと云う状況を目の当
たりにしながらもそこに暮らす人々の” 心の豊
かさ”に感動した体験が私のアジアとの付き合

いの原点であります。
　更には、最初は国際交流＆国際協力と思って
始まった活動も実は、その国、その地での”地域
づくり”だったことに気付かされてきました。
要は、グローバル（Global：地球的）は、ローカル
（Local：地域的）と表裏一体だと云うことなの
です。今改めて、グローカル（Global＋Local）が
不可欠の時代なのであります。
これからもご支援・ご 撻の程、どうぞよろし
くお願い致します。

ミンダ事務所
クン・シュエ・トークン・タン・ウィン

クン・ソー・タン

マ・キン・スエ・タイ

コ・マンリン キー・カン

マ・グンテイ

トゥライ・ゼ ウ・ビエラ
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2018年度事業一覧

ミャンマー

スリランカ

タイ

中国
韓国 日本

事業報告書
Activity Report 2018
中国

韓国

国内

タイ

スリランカ

ミャンマー

事業内容 実施日時 実施場所 従事者(人) 受益対象者の範囲、人数 支出額
（千円）

ミ
ャ
ン
マ
ー
事
業

タ
イ
・
ス
リ
ラ
ン
カ

奨
学
金
事
業

国
内
事
業

中山間地域づくり事業

SDGs 推進事業

子どもの居場所づくり事業

ふるさと納税（スリランカ事業、ミャンマーイベント、他事業、返礼品含む）

その他（絆伝心、講師派遣事業、研修、ｲﾍﾞﾝﾄ等）

奨学金支給

タイ事業（Be Family プロジェクト）

タイ事業（志学生プロジェクト）調査

スリランカ事業（カタランカ）

その他（ネットワーク設立支援事業、ばーん・たわん）

ハトムギ栽培・加工事業

インレー湖湖畔緑化事業（緑の募金）

インレー湖湖畔緑化事業（地球環境日本基金）

インレー湖環境汚染調査事業（三井物産環境基金）

ピンラウン給水設備整備事業（外務省 NGO 連携無償資金事業）

ナウンカ農業用水給水設備整備事業（外務省 NGO 連携無償資金事業）

ナウンタヤ給水整備事業（ゆうちょ財団）

フェアトレード商品化に向けた事前調査事業（NGO 福岡ネットワーク FUNN）

ライレンピー農業研修センター建設事業（外務省 NGO 事業補助金）

ライレンピーアグロフォレストリー普及事業（緑の募金）

エタヤ小学校修繕（個人寄付者延べ 39 名）

物販

その他（スタディツアー等）

通年

1 月

通年

通年

通年

通年

8 月

10 月

9 月

通年

5 月～

～ 6 月

通年

通年

～ 9 月

10 月～

通年

10 月～ 3 月

10 月～

8 月～

12 月

通年

通年

吉野ヶ里町

佐賀県内各所

佐賀市内

全国

佐賀県内各所

スリランカ：サンガミッタ女子校
ミャンマー：タンボジ青少年育成センター・シャン州
ホッポン・シーサイン・ピンラウンタウンシップ

佐賀県内各所

タイ・ナコーンシータンマラート県

佐賀県内各所、スリランカ・ゴール市

佐賀市、鳥栖市、鹿島市

シャン州ニャウンシュエ郡 タンボジ農業畜産研修センター

シャン州ニャウンシュエ郡ボーミャ村、チェーポウコン村

シャン州ニャウンシュエ郡チェーポウコン村、ペインネゴン村

シャン州 インレー湖

シャン州ピンラウン郡イェンミー区、シンタウン村、ティー
タリー村、ティンテッ村、タウンレー村、ワーピョン村

シャン州タウンジー郡ナウンカ地域
シャン州ピンラウン郡ナウンタヤ地域ティーユエ
ティーヨウ村、パヤーピュー村、ルエテッ村、パシャー
ムーユエピュードゥイン村

シャン州ニャウンシュエ郡、チン州ミンダ郡

チン州ミンダ県ミンダ町、マトゥピー郡マトゥピー町、ライ
レンピー町

チン州マトゥーピ郡ライレンピー町

チン州ミンダ郡エタヤ村

佐賀市

佐賀市、シャン州、ヤンゴン

2 人

2 人

2 人

2 人

2 人

5 人

2 人

2 人

2 人

1 人

6 人

3 人

4 人

3 人

4 人

2 人

2 人

6 人

6 人

6 人

3 人

2 人

9 人

吉野ヶ里町、協力者延べ 176 名
中国人大学生 6 名、韓国人大学生 5
名、協力者 65 名（日本人学生も含む）

参加者延べ 403 名、協力者 83 名

寄付者 571 名

関係者 421 名、聴衆者 2350 名

スリランカ受給生 30 名
ミャンマー受給生 86 名
タイ留学生 7 人
インドネシア留学生 1 人、協力者 50 人

スリランカ招へい 7 人
ホームステイ参加者 30 人、イベント参加者 300 人
タイ関係者 20 人
イベント参加者 80 人、購入者 50 人

ハトムギ栽培農家約 100 世帯とタン
ボジセンターのスタッフと高校生 14 名

対象地域の住民 (2 村 ) 約 1,000 名

対象地域の住民 (2 村 ) 約 900 名

インレー湖周辺住民 160,000 名

対象地域の住民約 13,000 名

対象地域の住民 2,000 約

対象地域の住民約 2,700 名

-

対象地域の住民約 23,000 名

対象地域の住民（2 村）約 590 名

小学校に通う約 30 名および保護者

参加者 延べ 500 名

約 150 人

956 

3,409 

88 

21,478 

625 

26,556 

2,924 

699 

296 

567 

52 

4,538 

2,000 

994 

662 

3,043 

50,000 

20,000 

1,693 

200 

20,000 

8,500 

88 

11 

163 

107,354 

小　計

小　計

小　計
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地域に根差した子どもの居場所が形成されました

国内事業の活動報告

2030年のSDGs達成のための人材育成を行いました 100名以上の参加者と一緒にオリーブ農園を維持しています

SDGs Academy SAGA　時期：2019年1月26日～2月2日

　2017 年度より、地域の子ども支援に関心のある方やまちづくりを
行っている方々と実行委員会をつくり、地域 + 学校 + 行政 +CSO 連
携し、子どもの居場所づくりを行ってきました。月に 1 回行っている
居場所には毎回 40 人前後の子どもたちが参加し、週に 1 回は少人数
のための放課後の居場所の運営も行っています。
　子どもの居場所運営においては、小中校の先生や民生児童委員、地域の
方々、大学生、食材の寄付をして下さる方々、行政、他団体の皆様など多く
の協力を頂いています。これらのまわりの大きな支えがあるからこそ、子
ども達が安心して楽しく過ごすことができる居場所になっています。
　子どもたちの居場所になっているだけでなく、地域の大人にとって
も子ども達と繋がりがもてる場所になっています。居場所に遊びに来
ている子どもたちと道で会った時に挨拶をしてくれた！という効果
も生まれてきました。子どもの居場所が地域内を繋げる場としても成
果が出ております。　　　　　　　　　　　　　　（委託元：佐賀市）

子どもの居場所づくり事業　時期：2017年8月～現在

　佐賀市三瀬において、地域への交流人口を増やし、地域全体を盛り
上げていくことを目的に農泊推進事業を行いました。こちらは、地域
の方が主体となってできた協議会を中心に、周辺にある温泉や地区内
の飲食店等と連携し、観光客、インバウンド旅行者の受け入れなどを
行いました。子ども向けのキャンプなど様々なプログラムを提供して
います。いくつか実験的に行うことで今後定着するプログラムとし
て、観光客のリピート、滞在、定住も視野に入れて行動をしています。
具体的には、フットパス、リバートレッキング整備、収穫体験開発、子
どもキャンプ、セミナーなどを行いました。　　（提供元：農林水産省）

農泊推進事業　時期：2018年8月～現在

　日中韓の大学生が SDGs を学び、2030 年には SDGs を達成できる
人材を育成することを目的として実施しました。前半部分は、SDGs
を先進的に取り組む行政や企業からお話を聞き、後半部分は学んだこ
とを深めるワークショップを展開しました。
　参加した日中韓の大学生に SDGs の中でどの問題課題への意識が
あるかを聞いたところ、男女ではっきりと分かれたのも興味深いもの
でした。 男性は、より仕事に直結する部分に興味関心がありました。
一方で、女性は教育、ジェンダーの問題に関心が多数を占めました。期
間中、学んでいくうちに「国を超えて一緒に活動できるのでは？」とい
う話も出ていました。また、社会を変革するのは若い人たちの力でも
できるはずということで、今後は行政や企業にも SDGs についての
提案も行っていきたいという意見も出ました。まさに、ターゲット 17
番の「パートナーシップで目標を達成しよう」につながる機運を高め
ることができたのではないかと思っています。（ふるさと寄付金活用）

日本人大学生 15名
中国人大学生 6名　韓国人大学生 5名

2018年度に居場所を訪れた子どもの数 403名

提供プログラム 8
裨益者は 215名

　2018 年度は、日本語学校、小中学校や放課後の集まりなど、多くの
場所で地球市民の会の活動を紹介させていただく機会をいただきま
した。
　小学生などの学生さんへの普及が増えてきており、将来を見据えた
活動になってきております。

講師派遣　時期：2018年4月1日～2019年3月31日

県内を中心に地球市民運動を広げることができました

　里山保全の目的で、福岡や佐賀県内からの参加者と一緒にオリーブ
を栽培しています。
　実も成り始めており、地元主体でできた吉野ヶ里オリーブ会も今後
の商品開発のため他業者とも積極的に打ち合わせを重ねています。
　今後の販路開拓がまだまだ課題ではありますが、商品化までのサ
ポートを行っていきます。

オリーブの森事業　時期：2014年4月～現在

参加者延 126名

842名の方が聴講

担当者コメント

佐賀市中山間地域で滞在および
移住者を増やすための実証事業を行いました

災害支援
　当会含め県内 31 の団体で構成される「佐賀災害支援
プラットフォーム」は、今後、県内で起こりうる災害に
向けて佐賀県の正式に協定を結びました。
　そのためにも、普段からの顔の見える関係性づくり
や勉強会を通して、有事の際にはすぐに動ける仕組み
づくりを行っていきます。

ネットワーク加盟している
佐賀災害支援プラットフォームが佐賀県と

災害にかかる協定を締結しました

秀 島 彩 女
(国内事業担当・子どもの居場所コーディネーター)

一人一人可能性を秘めた子どもたちがどんな境遇にいて
も、自分らしく育っていけるよう私たち周りの大人が協力
して子どもたちを支えていく仕組み、安心して過ごせる居
場所づくりに取り組んでいくことはとても重要だと感じて
います。どんなに大きな課題でもそれぞれが無理なくでき
る範囲のことに少しずつ取り組んでいくことが課題解決に
つながっていくと思います。子どもたちの笑顔と地域の方
の感謝の言葉はこの事業に取り組む上で一番の原動力と
なっています。この一年も地域のみなさんとともに頑張っ
ていきます。

秀島 彩女（奨学金/国内事業担当）

● 06 ● 07
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100名以上の参加者と一緒にオリーブ農園を維持しています

　2018 年度は、日本語学校、小中学校や放課後の集まりなど、多くの
場所で地球市民の会の活動を紹介させていただく機会をいただきま
した。
　小学生などの学生さんへの普及が増えてきており、将来を見据えた
活動になってきております。

講師派遣　時期：2018年4月1日～2019年3月31日

県内を中心に地球市民運動を広げることができました

　里山保全の目的で、福岡や佐賀県内からの参加者と一緒にオリーブ
を栽培しています。
　実も成り始めており、地元主体でできた吉野ヶ里オリーブ会も今後
の商品開発のため他業者とも積極的に打ち合わせを重ねています。
　今後の販路開拓がまだまだ課題ではありますが、商品化までのサ
ポートを行っていきます。

オリーブの森事業　時期：2014年4月～現在
参加者延 126名

842名の方が聴講

担当者コメント

災害支援
　当会含め県内 31 の団体で構成される「佐賀災害支援
プラットフォーム」は、今後、県内で起こりうる災害に
向けて佐賀県の正式に協定を結びました。
　そのためにも、普段からの顔の見える関係性づくり
や勉強会を通して、有事の際にはすぐに動ける仕組み
づくりを行っていきます。

ネットワーク加盟している
佐賀災害支援プラットフォームが佐賀県と
災害にかかる協定を締結しました
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タイ・スリランカ事業／奨学金事業の活動報告

　スリランカ事業では、2012 年から隔年で実施している招へい事業「カタランカ～Cross Asia 2018 ～」を実施しました。スリランカ・シショダ
ヤ奨学金で支援するゴール市・サンガミッタ校の学生 6 人と引率教諭 1 人を佐賀にお招きし、ホームステイやイベントなどで延べ約 450 人と
交流を行いました。
　4回目の実施となる今回は、ただ交流するだけでなく、日本とスリランカの両国にある社会問題について考えてもらう機会を提供するように
心がけました。現地のカウンターパート（協力者）と話したのが、「環境問題」と「高齢化」でした。
　スリランカでは、ごみが散乱するなど環境悪化が社会問題化していると言います。今回は佐賀市のエコプラザを訪問。ごみの回収方法や分別な
どについて学びました。スリランカの学生たちは、ごみを燃やした熱を活かした発電や、発生した二酸化炭素を活用した野菜栽培などに活用する
活動に興味を持っていたようでした。　高齢化問題では、神埼市の高齢者施設を訪問。日本の介護技術について学びました。
これらの視察で得た知識を基にしたワークショップでは、特に身近な問題である環境問題への話題が白熱。「分別のルールをつくっても徹底され
ない」「住民がごみを出さないという意識が低い」などとスリランカの課題を挙げ、「日本で得た知識を友達や家族に伝えたい」と“お土産”を手に
した様子でした。
　交流イベントでは、ホームステイや座禅体験、着物体験、伊万里市川内野地区での農泊体験などが学生には人気でした。また、今回、「地球市民秋
祭り」と題したイベントを実施。スリランカカレーやスリランカの舞踊の披露のほか、空手の演武や大学生サークルのよさこいの披露などもあ
り、招へいした 7人は多くの人と交流することができました。
　期間中に水ぼうそうにかかる学生が発生するなどトラブルもありましたが、ホストファミリーの皆さんや実行委員会の皆さんのおかげで無事
に終了することができました。ありがとうございました。

（助成元・佐賀市市民活動応援制度『チカラット』、佐賀銀行社会福祉基金）

スリランカ招へい事業「カタランカ～Cross Asia2018～」　時期：2018年9月

7人を佐賀に招へい　延べ450人と交流

担当者コメント

※関連する
　主なSDGsの
　目標 

スリランカ事業

ホストファミリーさんたちが集まった
さよならパーティ
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※持続可能な開発目標(SDGs)は、「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す、2030年までの国際目標

　2018年にタイ事業の一環として設立を支援したサワディー佐賀は
2018年6月、祐徳稲荷神社と、通訳ボランティア派遣に向けた覚書
を締結しました。同神社は、ドラマや映画の影響でタイ人観光客が
殺到しています。ただ、ガイドのいる団体客は良いものの、経済発
展に伴って増える個人客は、神社の由来や参拝方法などが分からな
いまま、神社を後にしてしまうのが現状です。
　そこで、タイ語ができるメンバーを月1回以上派遣することで、個
人客に神社の由来やドラマのロケの裏話、お参りの方法などをガイ
ドしています。2018年度は計11回ボランティアを派遣し、108人を
ガイドしました。タイ人観光客にとってさらに魅力的な観光地とな
るお手伝いができればと思います。
(佐賀県・佐賀CSOさいこう補助事業、佐賀県国際交流協会)

サワディー佐賀
時期：2018年1月～現在

　2017年度からスタートした、柳川高校のタイ人留学生のホームステイ事業
「Be Family プロジェクト」は2018年度、8人のタイ人と1人のインドネシア人
留学生を受け入れました。
　この事業は、夏休みに寮が閉鎖されるため、帰国せざるをえない留学生のた
めに、ホームステイで受け入れながら日本語学校に通うというプロジェクトで
す。留学生は、長期間のホームステイを受け入れてもらう代わりに、家の手伝
いをすることで「家族として受け入れてもらいたい」というものです。
　事業では、平日は日本語学校に通学。週末は、祐徳稲荷神社への観光や栄の
国まつりでの浴衣体験、流しそうめんなどのイベントを開催しました。そし
て、最後はInternational Festivalを開催。タイやインドネシアの遊びを紹介した
ほか、タイの旧正月・ソンクラーンの水かけ祭りの体験も実施しました。グ
リーンカレーやタピオカミルクティなども振る舞いました。
　2年間実施したBe Family プロジェクトですが、当初企画した際の趣旨と違っ
てきている点などがあることから、一度事業を見直すことになりました。ホス
トファミリーで関わっていただいた皆様、どうもありがとうございました。

Be Family プロジェクト
時期：2017年7月～2018年8月

タイ日人材育成協会　テムラック・チャオ会長より

タイ事業

通訳ボランティア派遣
100人超をガイド

タイ事業

タイ人観光客をガイドする留学生（右）

浴衣体験をするタイ人留学生
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ミャンマー事業の活動報告

　標高1000メートルを超える山岳地帯のピンラウン地域の
人々は、給水設備が整っていないため生活に必要な水は雨水
に頼って生活していました。1年のうち雨が降らない約9か月
間は、家庭に設置してある小さな水タンクに雨水を貯めて少
しずつ使い、タンクが空になると山道を何時間も歩いて水を
汲みに行くという不便な生活を続けてきました。中には水汲
みのため学校に通えない子どももいました。使える水が限ら
れるためトイレや洗濯に水を十分に使えず、衛生環境の悪さ
から皮膚病や下痢など健康被害も多く発生していました。
　こうした問題を解決するため、水源から各集落までの給水
設備の整備を行いました。これにより、住民の安全な水への
アクセスが大幅に改善されました。合わせて農業研修や、手
洗いうがい・歯磨きなどの保健衛生の指導を行い、約3,000
人の住民が参加しました。

（助成元：外務省NGO連携無償資金協力）

水不足が深刻な山岳地帯で給水設備を整備
安全な水で衛生環境の改善

ピンラウン地域 給水設備整備(シャン州)
時期：2017年9月～2018年9月

安全な水を
使えるようになった人

10村13,000人

水源から引いた水を貯める大規模な貯水タンク

　トウモロコシなどの価格変動の影響を受けやすい作物を栽
培する農家は、収入が安定せず、年によっては栽培コストが
収入を上回ってしまうことも少なくありません。こうした
シャン州の農家が安定した収入を得られるよう、日本企業の
指導の下ハトムギ生産を行ってもらい、企業が買取って日本
へ輸出する事業を行っています。2018年度は約50トンを栽
培農家から買い取り、そのうち40トンを輸出しました。

（委託元：西田精麦株式会社）

付加価値の高いハトムギを生産
農民の収入向上と自立を目指して

ハトムギ栽培・加工(シャン州)
時期：2017年5月～現在

2018年度輸出量
40トン

農家にハトムギの収穫方法を指導している様子
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※持続可能な開発目標(SDGs)は、「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す、2030年までの国際目標

　生活に必要な木材の確保のため、多くの木が伐採され山の
土砂がインレー湖に大量に流入しています。また、土砂中の
化学肥料や農薬により湖内の生態系が破壊され、漁獲量にも
大きく影響しています。湖周辺の環境保全のため、500名以
上の村の人々と一緒にモリンガやコーヒー、マンゴーの木な
ど合計19,240本の植林を実施しました。また、化学肥料や農
薬を使用しない循環型農法の研修を行い200名以上の住民が
参加しました。植林活動や研修の参加者からは「木を植える
ことは村一丸となってやっていることなのでこれからも続け
ていきたい」「これまで聞いたことのない技術を学ぶことが
できた。環境のためにいい農法なので実践していきたい」
「自分たちの力で今後も環境保全活動を続けていきたい」と
いった声が聞かれました。

（助成元：(公社)国土緑化推進機構 緑の募金、
㈱三井住友信託銀行 地球環境日本基金）

インレー湖の美しさを取り戻すために
自然と人の共生を目指して

インレー湖 湖畔緑化(シャン州)
時期：2017年4月～2019年3月

植林本数
19,240本

多くの女性や子どもたちも参加し一緒に植林を行いました

　およそ15万人が湖上で暮らしているミャンマー有数の観光
地インレー湖。年々深刻化する環境問題に対し、1年目に引
き続き東洋大学と協働で水質や土砂流入量の測定を実施して
います。学術的な調査データをもとに、地域住民を対象とし
た環境問題を正しく理解し、行動するためのワークショップ
を実施しました。環境問題はインレー湖上に住む住民だけの
ものでなく、山からの土砂や他地域からの汚染物質の流入な
ど、地域全体の問題であるという理解を促す第1歩となりま
した。

（助成元：㈱三井物産 三井物産環境基金）

学術的な調査データのプラットフォーム構築
原因分析と対策で環境保全を目指す

インレー湖 環境汚染調査(シャン州)
時期：2017年9月～現在(2年目)

ワークショップ形式で、湖畔村と山の上の村が
インレー湖のために行動すべきことを話し合った。
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ミャンマー事業の活動報告

　これまでシャン州農村部での住民の収入向上を目指し、モ
リンガの植林・加工を進めてきました。また、2018年度よ
り事業を開始したチン州においては、コーヒーの栽培技術の
普及指導を行っています。これらの活動を更なる生産者の持
続的な生活向上へ繋げるため、付加価値をつけた「フェアト
レード商品」としての商品化を目指し、NPO法人くまもと未
来ネットと連携して商品開発・輸出の可能性を探る事前調査
を行いました。
　栽培状況や市場調査を行いつつ、「フェアトレード」が生
まれた背景や価値について理解を深めるため、ミャンマーの
農村地域の若者を対象に講演会も行いました。
（助成元：特定非営利活動法人NGO福岡ネットワーク）

生産者の持続的な収入向上を目指して
付加価値をつけた商品開発

フェアトレード商品開発に向けた
事前調査事業(シャン州・チン州)
時期：2018年10月～2019年3月

農村の若者に向け『フェアトレード』についての講演会を実施

　ナウンタヤ地域は、水源から村への配水整備を村が行って
きましたが、資金に限りがあることから水資源を有効に利用
するための貯水タンクを作ることができませんでした。地域
の水源は水の量が少なく貴重なため、トイレや洗濯などに十
分に使うことができず、暑さが増す季節には不衛生な暮らし
をせざるを得ませんでした。本事業では4村に貯水タンクを
設置し、人々が安定して衛生的な水が利用できる環境を整備
しました。また、水をどのように利用して衛生環境を保つか
について学ぶ保健衛生研修を7回実施し、約760人の村人が
手洗いうがいなどの基本的な衛生知識を学びました。

（助成元：(一財)ゆうちょ財団）

安定した水資源の確保
安全な飲み水と衛生的な暮らしを

安定した水利用の実現と
衛生環境改善事業(シャン州)
時期：2018年6月～2019年3月

衛生環境が改善された人
4村2,500人

完成した水タンクに水を入れた様子
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※持続可能な開発目標(SDGs)は、「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す、2030年までの国際目標

　ナウンカ地域では住民の9割以上が農業を営んでいます。
しかし灌漑設備がないため雨季の天水に頼った農業をしてお
り、雨が降らない乾季には作物栽培ができず、収入に大きく
影響しています。また、雨季の時期が遅れると適正な時期に
種をまくことができず、収量が減ってしまいます。
こうした課題に対し、年間を通じて農作物の栽培ができるよ
う、2年間かけてこの地域に農業堰と農地への配水路を整備
しています。いつでも使用できる農業用水が確保されること
で安定した収量も見込めます。事業終了後は地元の人たちが
管理していけるよう、地域の首長をはじめとする維持管理委
員会を組織し、水使用規則などの策定も行っています。

（助成元：外務省NGO連携無償資金協力）

全長183ｍの堰を整備し乾季でも農業を可能に
二期作の実現で農民の所得向上へ

ナウンカ地域 農業堰建設(シャン州)
時期：2018年10月～現在

年間を通して水が
利用できるようになる人

4村711世帯
農地：280ヘクタール

堰の水門部分を建設している様子

　現地の課題を知り、それに取り組む私たちの活動を知って
もらうことを目的としたスタディツアー。2018年度は全国
各地から10名の参加者がミャンマーを訪れました。文化だけ
でなく、現地の人たちの生活に潜む課題を目の当たりにする
ことで、「平和とは何か」「豊かさとは何か」をそれぞれ考
え深める機会となりました。今回は奨学金事業で『さとお
や』として現地の高校生を支援してくださっている方も参加
され、他の参加者からは「自分たちに身近にできる支援につ
いて考えさせられた」という感想も聞かれました。

地球市民の会の活動地を訪問
農村の暮らしを体験し「豊かさ」を考える

スタディツアー(シャン州)
時期：2018年９月

循環型農法の研修テキストを見せてもらいました

参加者10名
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ミャンマー事業の活動報告

　チン州ライレンピーでは移動式焼畑が代々続いてきました
が、地力が回復する前に焼いてしまう過度な焼畑が繰り返さ
れ、収量は以前の半分以下に落ち込んでいます。家族が食べ
る1年分の米すら収穫できず、また現金収入がほとんど無い
ため食料を買うことも困難です。育ち盛りの子供たちも1日1
～2食しか食べることができません。
　ここに、循環型農畜産業の普及拠点となる「ライレンピー
持続開発研修センター」を建設しています。建設完了後は農
業研修と栄養研修を実施し、生活水準の底上げを目指しま
す。センター敷地内にはデモファームも整備中で、農業研修
では座学だけでなく実践でも学べる環境を整えます。現在、
現地スタッフ5名が研修の準備を着々と進めています。

（助成元：外務省NGO連携無償資金協力）

持続可能な農業で食糧難に終止符を
ミャンマー最貧困地域に研修センターを建設中

ライレンピー持続開発研修センター建設(チン州)
時期：2018年10月～現在

センター建設の様子

　ライレンピーにおいて、人口増加などが原因の過度な移動
式焼畑は農作物の収量を減少させるうえに、大規模な環境破
壊を引き起こしています。住民たちも危機意識を持ってはい
るものの、新しい農法や土地に適した作物の知識がなく、こ
の状況から長年抜け出せずにいます。
　低収入と環境破壊という２つの問題にアプローチすべく、
アグロフォレストリー農法を用いたコーヒー栽培の普及を開
始しました。コーヒーからの現金収入獲得と、失われた森林
の再生を目指します。コーヒーだけでなくマカダミアなどの
換金作物も同時に植林し、単作ではなく様々な収入源をつく
る工夫もしています。
　2018年度は日本人専門家によるコーヒー栽培研修を2回実
施。また、モデル村を2村選出して栽培指導を行っていま
す。今後も栽培農家を増やし、収穫・加工に向けて研修を継
続していく予定です。

（助成元：(公社)国土緑化推進機構 緑の募金）

アグロフォレストリー農法によるコーヒー栽培
収入増加と環境保護を同時に実現へ

ライレンピーアグロフォレストリー(チン州)
時期：2018年7月～現在

植林本数
5,500本

日本人専門家から研修を受けている様子

センター敷地内に整備しているデモファーム
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担当者コメント

　チン州にあるエタヤ村は30世帯178人が暮らす小さな村で
す。村にある木造の小学校校舎は老朽化が進み、壁の木材は
腐敗するなどしてたくさんの 間がみられる状態でした。雨
季になるとその 間から雨が吹き込んで子供たちの服が濡
れ、さらに教科書やノートも濡れて使えなくなってしまって
いました。
　このプロジェクトでは、壁をトタンで覆って 間をふさぎ
ました。また、天井板と窓ガラスの設置も行い、より風雨に
強い校舎にすることができました。村の人々が積極的に工事
に参加し、予定よりも短い期間での完成となりました。
　今後、校舎の修繕が再度必要になった場合に備え、維持管
理基金の創出に取り組みます。村の人たちが寄付した土地を
学校農園とし、アボガド、こんにゃく、じゃがいもを植え、
販売した収益を基金として貯めていくことになりました。

（2017年度バースデードネーションでのご寄付
：支援者様延べ37名）

老朽化した小学校を修繕
子どもたちの学習環境が改善

エタヤ小学校校舎修繕(チン州)
時期：2018年12月20日～27日

学習環境が
改善された子どもたち

30人

修繕が完了した校舎と学校建設委員会のメンバー
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支援を届けたみなさんからの声

日本人専門家によるコーヒー栽培研修に参加し、座学と実習で4日
間集中して学ぶことができました。外国でのコーヒー栽培や消費者
の様子を映像で見せてもらい、とても意欲が湧きました。初めて栽
培するので大変なこともあるかもしれませんが、モデル村として栽
培を絶対に成功させたいと思います。村の人たちも、新たな収入源
の一つとしてコーヒーに期待を寄せています。

以前の校舎は決して安全とは言えず、教室内に雨が吹き込んでいた
ため児童や先生の健康を害することが多かったです。来年度から児
童の数が増える予定なので、いい教育環境を準備することができて
嬉しく思います。これからもにぎやかで楽しい学校を作っていける
よう頑張ります。

佐賀県は、静かで暮らしやすい場所です。ホームステイでは色々な
経験をすることができました。毎日ホストファミリーと話してとて
も楽しいでした。生活のことや日本語などホストファミリーにたく
さん助けてもらったことをとても感謝しています。私はホームステ
イのおかげで日本語が上手になりました、でもこれからももっと頑
張りたいと思います。

私たちが日本で素晴らしい経験ができたのは日本のお父さん、お母
さん、地球市民の会のスタッフそして佐賀に住むみなさまのおかげ
です。佐賀の美しい自然、歴史や偉人、文化、おいしい食べ物、リ
サイクルセンター、介護施設訪問、すべてが新しい発見と学びでし
た。そして何よりも佐賀の温かい人々との出会いは私の宝物です。
本当に感謝しています。ありがとうそして大好きです。

ミンガラーバー。私たちのヌワダマ村は、インレー湖の湖畔にあり
ます。2018年6月21日に、インレー湖の環境保全のため、TPAと
村が協力して植樹祭をやりました。毎年6月21日は植樹祭の日と、
村の人たちで話し合って決めました。3月にTPAが実施した環境問
題を学ぶスタディーツアーにも参加し、とても勉強になりました。
今は循環型農業の実践を頑張っていますが、インレー湖を守るため
の活動を続けようと改めて決意しました。

3か月研修に参加しています。この研修に参加した目的は、循環型
農業を学んで、自分の農業に生かしたいからです。自分だけでな
く、村の人たちにも伝えていきたいと思っています。この研修に参
加できたのは、僕にとってとても価値があります。研修を実施して
くれたTPAに感謝しています。

ミャンマー・チン州/ピンティヤ村コーヒープロジェクト委員長 ミャンマー・チン州/エタヤ小学校校長

タイ/柳川高等学校2年生 スリランカ/シショダヤ奨学生

ミャンマー・シャン州/ヌワダマ北村 ミャンマー・シャン州/ルエサンシッ村
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