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ガー ナを駆 け巡 つた 2年
(国際調査実施への技術協力) 

石井 信行 (」ECK会員)

1998年 に「ガーナ2000年 国際調査技術協力」ということでJICA第 一

1呵 の公募があり、自分の経験に基づき応募したところ派遣されることに

なった3こ の経験とは、総理府統計局の同勢調査では、従来から、350

人のキーパンチャー2シ フトでも入力時間が 4年近くかかり5年毎の調

査にデータが古くなることが問題であったこその解決のため、IBヽ1のマ

ーク読み取装置を2台購入することにより1年未満に短縮できたことで

ある。この方式は今も5年毎に行われる国勢調査に使われている。この

35年前の経験をガーナ2000年 センサス (国勢調査)に生かすことになっ

た]ガーナでは2000年 にセンサスが 予定されたが、国会議員のなかには

反対があった=そ こで統計局総裁 (Dr OI Boetengは ジヤーベン州の大

酋長兼任)に 国会議事堂でプレゼンテーションするよう進言した。その

趣旨は全員賛成している「VidOn2020」 (2020年 までに中進国になる)

を実現するためには「Census2000」 が絶対必要、人|1総数、人口分布

データが不明では LJの施策ができず「Vヽlon2020Jを 達成できないとい

う論旨でPowerPointの プレゼンテーションを用意したt初めてガーナ

の国会議事堂でプロジェクターを用いて説得し国会での承認を得たここ

の結果Questionn証 rcの作成、TH」 Censusの実施、調査員教育の実施な

どセンサス・プロジェクトの諸作業が大幅に前進した。これ以来、総裁

から厚い信任を11て 、OMRの 選定、プロジェクトの進め方などの相談

をうけ、アドバイザーとしての役害」を果たした=更 にJICAに 要請して

いた20台のPCと 1台 の

サーバーが導入 され、

JICA方式で80名 の統計

オ支術者に、 Trial Census

の デ ー タを 用 い て 、

SPSSと いう統計パッケ

ージの実践的教育訓練を

行うことが出来たこその

中から優秀な6名 のカウ

ンターパー トを選び、最

後まで彼らがグループリーダとしての役割をはたしてくれた=2000年 4

月に行われたセンサスは成功裏に2001年 1月 に仮集計が完成し、私の任

期も終了した
=

その他アフリカで学んだことは、酋長お1度、奴隷博物館、植民地の後

遺症など私の好奇心をそそるものが沢山あったcガーナ人の生存へのエ

ネルギーと ^神教 (キ リスト教、モスレム教)に対する信心深さに圧倒

されたこただ仏教の 1雌界観から観れば、湯川博士の指摘の通リー神教の

限界、即ち6道 (地獄界、餓鬼界、畜′L界、修羅界、人界、天上界)の
輪廻転生の姿にしか過ぎない。従って一神教を信じるブッシュ大統領は

もちろんのことローマ法王さえ口を滑らせ、六道の世界観の中で右往左

4卜 している=それに対して仏教ではこの六道に加えて 4聖道 (声聞界、

縁覚界、菩薩界、仏界)の世界がある.そ してこの四聖道では涅槃の境

地に達するための (悟 りを開く)ための精進がおこなわれている[こ の

‖L界観を信ずる仏教徒は喜捨により徳を積むという毎日の行いを通し

て、仏教に関わる僧侶・寺院のシステムを支えている。

国際救助の行き着くところの究極の姿とは……。
‐神教を含んだ全陛界の人々の心が、いつの日か、ハ!槃の境地に変わ

るよう四弘誓願 :

衆生無辺誓願度

煩悩無数誓願円i

法門無尽誓願学

仏道無 L誓願成

以 L

知られざるウガング (アフリカの真珠)の紹介
」iCA個別専門家

ウガング国保健省医療機器維持管理の2年 安食 和 1専 (JECK会員 )

。ウガンダ共和国はどこ ?

ウガンダはアフリカ大陸の頭骸骨の日のような広人な湖であるビクト

リア湖の北側に位置し、そこからナイル川が始まる1

面積 :241万 Km」 (ほ ぼ本州大)陸地面積197万 Km」、人|]:2,780万

人 (2004年 IMF統計,、 首都 :カ ンパラ (標高1,312m)、 住民 :バガンダ

族、ランゴ族など約20部族、言語 :英語・スワヒリ語 。ルダンダ語など、

宗教 :キ リスト教約6吉」、伝統宗教約2割、イスラム教約1割、他1割、主

食 :甘 くないバナナを蒸し練った物マトケである.

首都カンパラの町は標高1.400メ ー トルの高知でビクトリア湖北岸に

位置するc気候は温暖で1年 を通じて過ごしやすく、台風のような嵐は

ない.一度住むと他の地域には住みたくなくなるようなところである。

・ ウガンダの内乱の歴史

1962年英国から独立、63年共和制となる.1963年 オボテ首相によるク

ーデター、1971年 アミン将軍によるクーデター、1979年 アミン失脚、ル

レ大統領 (タ ンザニア支援 )、 1979年 ルレ失脚、ビナサイ大統領、1980

年オボテ大統領復帰、1985年 オケロ将軍によるクーデター、1986年 ムセ

ベニによるクーデター (以 後2011年 まで大統領、一昨年大統領三選 )

そしてウガンダといえばアミン大統領、何と言ってもラストキング・

オブ・スコットランドと言う映llbiで 、アジア人 (イ ンド系ウガンダ人)

を追い出し、30万 人を虐殺した実在のアミン大統領を演じるフォレス

ト・ウィテカーは本年度アカデミー賞主演男優賞、ゴールデン・グロー

ブ賞最優秀主演男優賞を受賞している。 (次の映画の公式サイトで内容

を見ることができる。)http://moviesfOxiapancOmllastkingl、 イスラ

ム過激派によるエ

ールフランス139

使ハイジャック、

エンテベ空港での

籠城にアミン大統

領が支援し、それ

に対しイスラエル

軍による人質奪還

のサンダーボルト

作戦の成功.

アフリカの地域

紛争 (冷戦終蔦後

のもぐらII「 きの様

な内戦の連鎖)と

領域内の統治を巡る権力間の紛争の連続している。ウガンダの混乱の歴

史は次の3キ ーワードで読み取れる。

1ロ ーカル・リージョナル・グローバルの扮装の重層構造 :ソ マリ

ア、コンゴ、ルヮンダ、ブルンジの内戦と虐殺[(ウ ガンダ軍はル

ワンダ・ブルンジ軍と共闘して、反コンゴ年を支援している。現

在でも北束コンゴは彼らの支配区で、そこから 11が る鉱物資源を

共有している3)

2生業形態の多様性と資源略奪 :ウ ガンダの輸出産品コーヒー・紅

茶・砂糖・締花などの農産物 (赤道直 ドで肥沃な土地と水に恵ま

れているためお茶の葉の収穫は年 36回 )地域紛争時にはコンゴ

からの金、希少金属 (タ ンタライトなど)

3国内権力の正当性 :ウ ガンダの 4人 :F族 と現政権 (ウ ガンダの 4大

部族長でそれぞれ王族として,f殿 を持ち、現政権が民族の象徴とし

て経済的 。政治的支援をしている。)

。ウガンダ国境紛争とカル ト集団と安全

反政府勢力 :神 の抵抗軍、ウガンダ北部を拠点としゲリラ活動をして

」ECK会員 安食和博氏 (写真中央右)



J.ECK20.06年度下半期活動ニュース

」ECK創立五周年記念シンポジウム開催
4回 目になる「シンポジウム」が、今年 1月 13日 、横浜JICAの会議室
にて盛大に開かれました。
このシンポジウムも、次第に知られるようになり、今回は以前にも増し
て会員以外の方々の参加が目立ちました。

内容は次の通りですが、詳しくは本紙に掲載されてますのでご覧下さい。
講師とテーマ

1.ガーナ全土を駆け巡った 2年・…………………石井 信行 会員
2.知 られざるウガンダ紹介・………………………安食 和博 会員
3.フ イリピンにおける水道分野の技術移転・……鈴木 千明 会員

例によって、終了後のパーテイには、若い人達の参加もありましたので
いつもより活発な意見の交換の場となりました。

国際協力業務展望・国際協力業務入門ガイ ド講座 (第一回)開催
社団法人日本技術士会の神奈川支部である神奈川県技術士会は、いくつもの分科会を有する」ECKの先輩団体ですが、その

中の有志が集まってllPO(特定非営利活動法人)技術協カネット (ENA;Engineering Neい 〃ork Association)があります。

JECKと の共通会員もおり、今回打ち合わせを重ねて、両団体の共同主催で国際協力の実践の業務に関心がある方々を対象
にした「国際協力業務展望 。国際協力業務入門ガイド講

座」を企画しました。

企画内容に」ICA横浜国際センターも関心を持っていた

だいた結果、後援として2月 17日 の土曜日5名 の講師によ

る講座を開催しました。

横浜市立大学の国際協力に興味のある団体「Peace
News」 の学生をはじめ多くの若者を中心にJICA横 浜第
一会議室が満席になるくらいに参加いただきました。

JECKお よ樋 NAでは、この成果に基づき今後定期的な

開催を計画しています。

なお、当日講座後の懇親会ではJECK o ENAの 昔若者と

現役若者とはっきりとゼネレーションが分かれる2組の

交流で盛り上がりました。

ものづくり体験学習、小田原市立城南中学で実施
会報第7号で報告した、県の施策課科学技術班が主催する体験学習、“鎌倉の大仏さまのつくり方"の最終授業が 2月 13日 、
14日 の両日、城南中学1年生67名 を対象に実施されました。」ECK会員菊池正夫氏が引き続きこれに参加協力しました。

2月 13日 は重さ121ト ンの青銅の大仏さまの鋳型はどのようにして造られ、地金がどのよ

うにして溶かされ、鋳型に流し込まれたかを数枚のスライドを使って説明し、併せて現代
の代表的な鋳物についてその鋳造プロセスと用途を紹介、展示コーナーに草刈り機のエン

ジン部品などを展示して鋳物に親しみを持ってもらうように配慮しました。
2月 14日 はマイ・メダルづくりの体験学習で県の松谷主幹や日本鋳造協会の竹内純一氏等
をゲス トに迎え、JICAの OBの金子和夫氏のサポー トを得て、生徒達と楽しい一日を過ご

しました。

NPO法人ニュース (第三回)

NPO法人JECKア ソシエイツ (JECKA)の 推薦を受けて常務理事の谷保茂樹 さんが、2006年 11月 12日 に松沢成文神奈川

県知事 より委嘱を受けて、県の「NGOか ながわ国際協力会議」第 5期の委員に選任 されました。

本会議の 目的は、NGOの 県政参加を推進 し、県 とNGOと の連携の強化 を図るとともに、県内NGO間 の連携の強化を進

めることであ り、NGOと しての立場か ら様々な事項について協議を行い、知事に提言を行 うものとなっています。

すでに 4期 8年間の会議運営がなされ、本会議 と同様に設置されています「外国籍県民かながわ会議」 とともにい くつ

もの提言がなされ、国際地方自治体神奈川 として特色ある施策に反映されています。

JECKの代表 としての会議参加ですので、皆様の積極的なご意見お待ちしてお ります。

シンポジウム会場



いる神の抵抗軍はキリスト教のカルト集団で、村々を襲い、大人たちを

殺しr供 たちを誘拐し、恐怖によるマインドコントロールで男 rは兵隊

に、女の子は性的虐待と家事をさせている。ウガンダ軍に追い詰められ

るとスーダンやコンゴに逃げ込み、その教lllは 逃げ延びて、近年ウガン

ダとの和解を進めているc

。復興から開発へ (専門家業務 )

北部や西部のコンゴ「1境を除いた地域はこの20年 間安定し、順調な開

発が進んでいる.

私は保健省医療機器維持管理支援業務 (2001イ15月 2003年 4月 まで 2年

間)と して鰐L在 し、保健省の施設管理部と国こムラゴ病院ワークショッ

プにて医療機器管理支援を行った。
。アフリカの古き良き 。悪 しき文化の共存

男性 (男 の子10歳から12歳 ぐらい)も 女性 (や はり12歳前後)も 割礼

があり、男性は成人の儀式として、女性も成人と男性の優位な1幻 係のた

めに行われているようである:

。疫病ブレーク地帯

エボラやリフトバリーなどの出血熱のアウトブレーク、HIヽ
・AIDの

蔓延、眠り病、マラリア、コレラ、髄膜炎と何でもありの感染りた、気を

つけるところを理解すれば対応できるが、未だ多くの無知がはびこり、

多くの患者が苦しんでいる:特に1供 のマラリアと壮年期のHIV AIDS

による死亡は無1参 な現状があるc

・カンパラはナイロビより安全な町

カンパラの町ではウガンダ人同 lf皆、英語で話し合っている:英語が

各部族間の共通言イiと なっているため、多くの部族が入り交じっている都

市部では、特定の部族語 (メ インはブガンダ語)を話すことを控えてい

る.ま たそこら中に銃を保持した警備員や警察がおり、‖Jの 中の治安は

たいへん良く、夜中でも出歩くことができる」(逆 に犯罪をすればすぐ

に撃ち殺される[)世 界中から流れ込むバックパッカーの若者たちは夜

中まで騒いでいる.
。豊かな自然

赤道直 ド、照りつける太陽が強く、かつ豊lfな 水があるため、お茶の

刈り取りは何と年に36回 できるそうである.主食のバナナはあっという

間に大きくなり、熱帯の果物はたいへんおいしい。単 ^占
11種農法だとす

ぐに土地が枯れてしまうが、混合・循環農法を行えば、腐葉土などの生

成も早く、1'か な収穫が ,可 能である
=

。活躍する日本人

約30年前にカンパラlド内にシャツエ場を立ち上げ、歴代の全ての大統

領のワイシャツを作った柏HI氏が80歳になろうとしておりますが、何度

も内戦で破壊されても元気に再生し、現在でも約200名 の従業,1と とも

に頑張っております ]

。日本人とのかかわり

今から約90年前の人Jに 年間に現在の大手商社 トーメンの駐在員がカン

パラから東に60Kmほ どの第 1の都 Fジ ンジャに綿花の買いf寸 けのため

に、家族と駐在していたそうである。現在日本からはドバイ経由で、20

時間ほどで行くことができるが、当時は香港・シンガポール・ボンベイ

(現ムンバイ)・ モンバサ (ケ ニアの港田1)・ ナイロビを経由し約3ケ 月

掛かったそうです:ま た現在は人lt館 ・JICA事 務所があり、日本の会

ネLの事務所はありませんが、人使館・」ICA関 係者以外で20名 ほどの日

本人が住んでおります :

。最後に

ウガンダのおすすめは何と,1っ ても豊かな自然です、lil地 帯が多いこ

の回はバードウォノチングの最高のところで、世界の鳥の三分の 一が見

られるそうですじまた西部の山岳地帯には野生のゴリラが′L虐、しており、

人数の制限があるのですが観察ツアーがあり、貴重な体験ができるそう

です[人懐っこく純朴なウガンダ人とナイル川の源流である広人なビク

トリア湖とそこを飛び交う鳥を ^度 見に行ってください。

F=:|≡ ,「 :111:i轟 1● 基Ⅲl‐ 量ま幡塾薙
=1尭鈴木 千明 (」ECK役員)

在、は、2003年 にフイリピンにJICA L水道専門家として8ケ 月赴任いたし

ましたので、簡単にフィリピンと、フィリピンの水道事情を紹介いたします。

フイリピンのlF式 な国名は、Repubhc of The Phnippinesで 首都は、メト

ロ。マニラ(市 の集合体)ですc元 前は、アロヨ大統領、気候は6～ 11月 雨季、

12～ 5月 乾季ですc言語は、タガログ語、英ポ;で、日本との時差は、-1時間、

面積は、299万 km2で 日本の約8古1です=地理的には、7.107の島国で、名前が

ある島4.600、 人が住む島が1,000島 、歴史は、マゼランがセブ島を発見後ス

ペイン統治が350年 続き、少しの日本統治と、第二l次大戦後■年のアメリカ

合衆国による統治がありましたc距離は、日本から飛行機で4時間半です。

次に水道事情 を紹介 しますこフィリピンには水道の組織が2つ

(ヽ IヽVSSと LWtlA)あ ります[

MWSS(首都圏水道庁)は、水道施設整備にBOT方 式を導入してい

ます=BOTと は、最初に民間資本を導入して施設の建設を行い、企業

として利 ll・lを あげた後に政府が買いIFtる という方式です MWSSは 、

8,900億 円で2つ の合弁企業、日本企業含むMWCIと アイヤラ財閥 IヽWSI

に営業権を与えました
=

しかし、ほぼ 6年が経過しても普及率が上がらず、水道オ1金が民営化

前の数倍に高騰していることで、反政府デモの宣伝に使われています。

合弁企業の一方は水道経常に行き詰まり、権利金の返還を求めて政府と

裁判中 (ヽIWSI、 ロペス財間)です.MWSSは監督官1子 として残ってい

るものの、大幅に人員削l・ tさ れ指導能力に欠けています=水道料金は、

750円  り](平均月収は7.000～ 25,000円 )ですが、未給水地区では、水

売りから高価な (月 収の10～ 40°0)の水を,tわ ざるをえない状態です[

私力ヽ好属したLWUA(地方水道庁)は、職員760名 で、その内技術者

345名 の組織で、人112万 人以 11の 地方都 |ド で給水活動を行っている約

580の 水道区を統括しており、水道LXに対して、技術的、経営的、財政

的支援を行っています。支援方法は、WB、 Al)B、 JBIC等 から低い金

利で融資を受け、水道区に高い金利で貸し付けていますi水道区にとっ

ても、独自の資金調達が難しい状況であることから、金利の差額でアド

バイス業務を行ってくれるLWUAからなかなか独立できない状況です。

しかし、LWUAが融資を受けている世銀、アジア開発銀行からの債務

が ドル建てのために、四半期毎の為替変動による料金計算を行っていま

すが、ペソ安が続き3ケ 月毎に水道挙1金が Lがっている状況です [

以 11が簡単な水道事情です。私は赴任中LWUAに 所属したために、60

回近いドメスティックフライトを経験しましたc日 本では決して溜1介 され

ない美しい島、現地の人のフイリピンスマイルは忘れることができませんc

「昨年末にコスタリカより帰国し、JICA横浜で連携促進事業

を担当することになりました。JECKの 皆さんと一緒に神奈

川らしい連携の在り方を考えて行きたいと思っています。よ

ろしくお願い致します。」  独立行政法人 国際協力機構 (JICA)

横浜国際センター 連携促進チーム
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ま麗錢 4
.」 澱鏃碧翁事鷺鍮賞鵜1本罐

山崎 溝人 で、ま獲穣K&饉譴A食員 )

国際協力銀行 (Japan Bank for lnterna」 onal Coopera■ on,JBIC)

は、 H ttODAの 二国問援助のうち有償資金協力 (円 倍款)の 実施機

関であるc開発途上国の要請を受けて事業の妥当性等の審査を行い、

当該日間と交換公文を締結、相手国実施機関と」BIC間で長期返済、

低金利の緩やかな条件で借款契約を結び開発資金を貸し付ける。途上

国は、この資金で機材や土木工事を国際競争入札等で調達、事業を実

施するこ開発プロジェクトは概ね、企画・計画、実行可能性検証、設

計・入札・施工、運営・維持のフローで、JBIC融 資は設計以降が多
いc選定されたコンサルタントが詳細設計を行い、図面、人札図書、

施工計画書を作成、事業費

を算定する。実施機関は事

前資格審査を通過した施工

業者に対して入札に付す。

入札評価は通常当該国実施

機関とコンサルタントが評

価委員会を設けて技術・価

格 を 中 心 に 評 価 す る c

JBIC融 資国際プロジェク

トの施工形態は、発注者

(実施機関)、 施:[監理のエ

ンジニア (コ ンサルタン

ト)、 施工業者の三者方式

で実施される。日本国内は

発注者と受注業者の二者方

式である。

貫露雛 5
蝿めての海鶴鐵濾  灌鎮蒻轟艤 薔親鑢事犠 爾使蝿言議 霧

田篭 勝爽 (EttA会員 )

「要旨」

本講座は初めて海外業務と取 り組む

為の一般的な準備・心構え・赴任国の情

報・課題と取り組む為に必要とされる資

質・自己管理能力などに関して紹介した

ものであり、海外協力業務と取り組む初

心者の方々に参考になれば幸いである。

1海外渡航前準備、空港到着前の心構え、

赴任地到着から業務開始に向けて
*初

めてのLFl際協力業務に臨むに当

たって重要な事は業務の目的が国際交流か国際協力かで準備の内容

がやや異なるc国際交流はコミュニケーション能力・多文化社会の

知識、国際協力は学問的背景と専門能力が一般的に求められ、各々

の目的に合った準備を′しヽ掛ける事が大切であるこその為には自己の

目標。目的を事前に明確にしておくことが肝要であるc

*赴
任地空港到着前には単純な事であるが身の同りの整理・確認、日

的の再確認を行い心の準備を整えるc

ネ
健康・生活の自己管理能力の高揚に努める事が現地活動を円滑に行

える。その為、出発前に健康状態のチェック、持病の治癒、常用服

用薬等の準備をする。

2.現地業務開始、報告書作成などの事前の心構え [参考]

拿
業務の内容。実施項目.結果・残された課題等を記録に残す事は次ヘ

のステップを示唆し、関係機関との連携や支援を仰ぐ為の貴重な資

料となる。可能であれば、報告書は最初から英文で作成する柔軟な

姿勢が大切である.
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アンケート結果まとめ
岡本 俊策 (ENA会員)

2月 17日 の研修会では、研1参 内容の評価や意見などを今後の参考にするためにアンケー ト
調査を行いました。その内容は以下の通りです。

C参加者内訳
研修会参加者は37名 、懇親会参加者35名 で、アンケー ト回収は34名

でした。

アンケー ト回答者の年代は右の通りです。こちらの予定していた通

りに若い人の参加が多かったことと、参加者全体の年代が幅広かった

ことが分かります。

②研修内容の評価
各研修内容を「駄良ヽ ,ヽ-4-3普通|-2-1嘔い|」

として評価 してもらいました。

結果を見ると、全体的には高評価だったと考えら

れます。

O意見・要望など
・研修自体についての評価は良かったのですが、講師一人の持ち時間が講義20分 と質問10分では短かく、もっと詳しく聞きたいという希望があり

ました。

・聞いてみたいテーマについては、若い人が多いこともあり、プロジェクトの成功例・失敗例といった具体的な話や、青年協力隊後の就職などの

キャリアパスについての希望が目立ちました。



任国あんなこと!こ んなこと!

―太 平 洋 島 嶼 国 の 食 文 化 ― (田 中 秀 幸 JECK会 員 )

エチオビアでの協力隊活動がきっかけでODAの仕事をライフワークと決めて34年たちまし

た=JECKの編集長から何か面白い記事を書けとの依頼があり、書いてみることにしました
=

色 な々世界を見て面白い話と言えば、やはり異文化世界の体験かと思います。特に食文化

にまつわる体験は、現地に長く滞在したものにしか味わえないものが多いかと思います
=

この20年は太平洋地域を中′亡ヽにどっぷり浸かっているので、今回はこの大平洋島嶼国での

飲み物について紹介します=当地域でもっとも 般的なアルコール飲料はビールです:こ

れは欧米の1日 宗主国の影響ですc ミクロネシア地域はアメリカ製のバドワイザーが主流で

す1メ ラネシア地域では以前はオーストラリア製のフォスターやVB、 フォーエックス等が

よく飲まれていましたが、人口が急増している当地域ではオーストラリアを始めとした夕|

資会社との合弁によって、今では各国にビール会社が出来ています=こ の中でも定評があ

るのはフイジーのエール系のビールです。Sportsman.s beerと して、フィジーの|■J技である

ラグビーの選手らを宣伝に使い、今では近隣諸国への輸出も積極的に展開しています 植

民地時代のビールのアルコール度数は1500以上もあったという話を聞いていますtイ ンドネ

シアを続治していたオランダ人らは暑気払いと強度のストレスの解消に、ジンやウォノカ

といった強いものを朝から飲んでいたようで、フイジーでも丁度同じようにイギリス人ら

は強いビールを飲んでいたようです=イ ンドネシアの場合、これらの多くのオランダ人は

体調を崩し、本国に戻っていったようですが、フイジーではどうだったかまだそこまでは

調べていません=lll民 地時代の一ttの フイジー人は、ほぼ奴隷と同じような扱いを受けて

いたようで、彼等は勿論ビール等は飲めませんでしたcア ルコールを飲む習慣がなかった

島嶼国地域は、一般にアルコールの免疫が弱く、わずかなアルコールでも酔っぱらってし

まい、凶暴になる人が少なくありませんtフ ィジーのビールは独立後、9%に 度数を下げた

のですが、現在では5か ら5500に 落ち着いています=近年では400の ものも出回り始めました:

メラネシア地域やサモア、 トンガではビールを飲んでよく大喧嘩までに至ることがあり、

死亡li件 も多 あ々ります:現地人の喧嘩の仲裁に入ったものの、逆に」ltを 殴られて、H本

に緊急搬送された協力隊員もいるぐらいです。凶暴になるものが多い反面、 1カ ートン

(20本 )飲んでも全く酔っばらわないものもおり、人洋州の人達はどういうDNAを 持ち合わ

せているのか全くわかりません=ソ
ロモン諸島に駐在していた日本人は、ソロモン人がビ

ールを飲みたくて家に遊びに来た時は、決して冷たいビールは|||さ ず室温の暖かいビール

を出していました:暖かいビールは量が飲めないため、酒癖の悪いものも何 1本飲んでも

平気なものも、長居をせず早めに切り上げて帰って行きます
=

ポリネシアのクック諸島人もビールが大lFき で、NZの ビールを大量に飲みます=し かし、

輸入ビールは高いので、就労先が少ない離島では自家製のものをよく飲んでいます:ホ ー

ンブルーと聞こえるのですが、lL確 にはhome brewの ことです=勿論密造酒なため、家庭

では作っていません:あ る晩、ゲストハウスの住民からホーンブルーを飲みに行くかと誘

われて、オートバイの後ろに乗せてもらって一緒に出かけたのですが、行く先は村とは反

対の真っ暗なココナッツ林の方です:どこに連れて行かれるのかと不安を覚えながら、細

い曲がりくねったでこはこ道を振り落とされないよう必死につかまっているうちに、やや

開けたところに出た,そ こには56人 の男たちが真ん中のバケツを囲んで車町になって椅子

やヤシの切り株に11っ ておしゃべりをしている=近 くには小さなホッ建て小屋があり、そ

こにわずかにともっている石油ランプがぶらFがっていた:小屋の外の台の11に は青いプ

ラステックの容器が置いてある=男 たちへの紹介を終り、真っliな 車11の 中に入った.バ

ケツの前に座っている体格の良い中年のマスターは、早速バケツの蓋をとって中からココ

ナッツの殻の器で酒を掬い、それを左隣の物にわたした,も らったものは 気に飲み、器

をマスターに戻し、マスターはまた汲んで、今度は次の物に同じように渡した:バケツの

中から酒を酉,む時、 1-211少 しこぼしてからlP4し ている。一巡したら、マスターも飲み、

バケツに蓋をして、 しばしおしやべりに専念する[時を見て、またマスターが酒を酌み始

める=オ レンジジュースの味で‖い。作り方は、オレンジジュースにlj販のイースト菌と

砂糖を加え、青いプラステックの容器に入れて発酵させ、 1週間位で出来上がる:砂糖の

量がポイントのようだ:バ イナノブルやグレープのジュースも1吏 うと言う=こ のココナソ

ツ林のパーのことをブッシュバーという: 3回位飲んで、帰ろうとしたら、小屋から帳簿

を出して来てこれに名前を書けとFキ う。ゲストブック兼収支簿兼クラブ帳簿とでもいった

ようなものである: 一応気の合う連中による会員制1に なっているようで、 当番が毎H撹拌

に来る:飲み頃になると皆が集まり、帰る時に次国の分としていくらか置いていく,こ ち

らもいくらでもいいからと寄付を懇願された=ブ ッシュバーは時 摘々発されると言う:離

島ならではの面白い経験をした=しかし、この話は後日談があるc別 の島でこの話をし、

ついでに疑間に思っていた、「何故マスターは少しこはしてから人に酒を波すのか」聞いて

みた=驚いたことに、ブノシユバ~の酒ダルの多くはきちんと管理していないので、ウジ

が湧いてくると言う:マ スターはココナッツの器で酒をすくった時に 緒に泳いでいるウ

ジもすくったので、それをこぼしているのだと聞かされた。この話を聞いた時のションク

「私のメキシコ体験記・異文化との出会い」
第2回～モナルカ蝶とハチドリたち～

3月 中旬、メキシヨに着いて間も

なく、先輩たちに誘われて珍しい

蝶を見に行くことになりましたc

「モナルカ蝶Jと 呼ばれている蝶で、

日本のアサギマダラと似た蝶ですc

この蝶が毎年、越冬のためにカナ

ダから5.000キ ロも飛んできて、 ミ

チョアカン州のある村の森にいる

というのです.そ してその数は

7,000万頭から1億頭と言われているのです。さらに不思議なことに、前年

の冬にいた蝶の5代 日の蝶が、その祖先の過ごした同じ村の同じ本に確実

にとまるのだそうです。メキシヨシティからバスとトラックを乗り継ぎ、

数時間かかって、やっと辿り着きましたc

「いました、いました !」 見たことのないほど多くのモナルカ蝶が、ブド

ウの房のようにビッシリと同まって木にぶらドがって眠り、起きて羽音も

高く空を舞っているのです。まさにモナルカ蝶だけの大乱舞大会ですc

蝶・蝶・蝶・蝶・蝶・ ・̈・t

既に力尽きたのか、地 Lに 落ちて息絶えたものも無数にいます。圧倒的な

その生命力の神秘さに、長旅の疲れも一挙に吹き飛んだ、それはそれは素

晴らしく感動的な光景でした。

3月 の末には、再びカナダに飛び立つその姿を見ようと大勢の人々が見物

に来ています。蝶の好きな人には見逃せないこの一大ショーは、毎年繰り

返される隠れたメキシコの名所になっています3

そしてもう一つ、珍しい鳥もいます。中南米に多い、世界で最も小さい鳥

「ハチドリ」です3最小では、 6セ ンチ、重さ2グ ラムのものもいて「空

飛ぶ宝石」と呼ばれており、王虫色の体は光の具合により様々な色に変化

し、手持ちの砂糖水に寄ってきて、空中に羽ばたきながら停止して蜜を吸

う様子は、本Jlに 可愛らしいものです。英語ではハミングバードと言いま

すが、これはその羽ばたきの音から出来た言葉と言われており、速いもの

は1秒間に80回 も羽ばたきをするそうです。

残念ながら、日本では野生のハチドリは見られませんが、中南米では古く

から人々に親しまれている鳥で、「ナスカの地 L絵」にも描かれています。

またこれも日本では珍しい「ペリカンJも アメリカ人陸ではどこでも見る

ことができ子供達にとても人気があり、これまで持っていた疑間の一つ、

なぜ外国の童話や物語にあんなに沢山のペリカンが出てくるのかが、こち

らに来てやっと納得できたのでした.

さらに、絵本や動物園でしか見られなかった、大小様々な、色とりどりの

オームや、インコも、野生のものも含めてそこら中にいるのを見る度に、

なんとこの国には多くのカラフルな生き物がいるのかと感心したものでし

た.

中南米にいらしたときは、是非、これらの生き物たちを見てほしいと思い

ますt

編集後記
桜の季節になりました。先日、早咲きの河津桜を見に行きました。

歳のせいか、日本人のせいか桜に惹かれるこの頃です。

吉野の山桜、京の寺に映える桜、高遠、三春、弘前城の桜と、一

度桜前線を追いかけて旅をして見たいと思いは募るのですが……。

「散る桜、残る桜も散る桜」と、なんとはなく戦時中を思い出す一

句も出てきますが、何と言つても西行法師の「願わくは花の下にて

春死なん その望月の如月のころ」が一番と、桜好きの日本人の心

を思います。

今年も桜をたくさん見て元気になりましょう 1

(佐藤)

」ICA帰国専門家連絡会かながわ会報 第8号
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講 座 1

0DAの世界 一 お互いの安心を求めて一

谷岡 潔 (」ECK会員)

世界人口63億、%は途上国で、そのうち10億は絶対的貧困下にあり

ますが、自然災害やグローバリゼイションのある側面は、様々な困難を

これらの人たちに齋すことがあります。

それら負の部分を少しでも和らげ、自立的発展への道に手を差し伸ベ

るのが人の務めであり、ODAの役日です。

一方、 `国際協力は先進国の責務であり、途上国の繁栄は先進国自身

の利益に繋がる
.(DAC新

開発戦略・19965)と の大儀があります。わ

が国ODAス キームも2008年 から新」ICAに 一元化され、国家安全保障会

議 (近 く発足する日本1拠 SヾC)と も連携をとりながら、進められること

になるでしょう。

ODAは DAC主要国US$80 bil

lion (2003)、 わが国 145リヒ円

(2005、 但し、イラク等債務救済を

除くと9,451億 円)の規模です。そ

して、政治的・経済的・社会文化

的国際協力の形で、複合的に組み

合わされ実施されています。

これら国際協力への関与には沢山

の選択肢があります。本日研修会参

加の方々、個々人として、専門知識

と技術を磨きながら、国際協力活動
の現場に行く時、̀お 互い (Donorと Recipient)が安全・安定・繁栄=安心
の受益者となれる世界を求める'、 を一つの心構えにしては如何でしょう
か。そして、喜怒哀楽多々ありますが、・自分が役に立つことの幸せ感・、を
しみじみ味わってみては如何でしょうか。

講座2
求められる協力分野・専門性・業務範囲

カロ藤 博通 (」ECK会員)

国際協力の様式には、ODA(政府開発

援助)と NGO(非 政府組織)があるが、こ

こではODAに よる、人的協力を中心に述
べる。

協力分野は人道支援、インフラ整備、産

業開発支援をはじめあらゆる分野にわたっ

ているが、「青年協力隊」は2005年 度、

432人が76ケ 国、7分野 (農林水産、加工、

保守操作、土木建設、保健衛生、教育文化、

スポーツ)約 140種 の職種にわたり派遣さ

れている。

ODAは 原則として対象国からの要請に応じ、その分野、専門性、期間、

協力方法により、ボランティアとして「海外協力青年隊」、「シニア海外
ボランティアJに よるか、「専門家」として協力するかの方法がある。

ボランティア協力者は39歳以下の場合「青年協力隊員」、40歳から69

歳までは「シエアボランティア」として、1～2年受入国の人々と生活・

労働をともにしながら協力活動をおこなう。専門家は主として技術移転
が目的であり、その専門家が帰国後もその技術が持続的に現地に継承さ

れることが要求される。

人的国際協力は、先ず対象国の歴史、現状、習慣を理解し、日線を合

わせ「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は

動かじ (山 本五十六)」 を肝に命じて活動することが肝要と思われる。
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講座 3
」ICAでの業務体験

石原 平八郎 (」ECK会員)

ケニア1978‐1981(2年
10ケ 月 )、 ス リラ ンカ

19941997(3年 )、 ケニ

ア1998‐ 2001(3年 )、 イ

ンドネシア2001‐2003(2

年 )、 ネパール2003-2005

(2年)合計12年 10ケ 月に

亘 り、途上国の上水道分

野でJICA専 門家として活

動 してきた内、至近のネ

パールを事例に上水道専

門家としての活動内容を

説明した。

派遣国からの要請とそ

の内容を精査 し、当該国

の L水道の実態を把握 し

た後、カウンターパー ト

と協議の上立案 した業務

計画の遂行過程を事例を基に説明した。

具体的な成果としては、都市部上水道整備計画政 xliの 策定とその普

及活動、全国上水道整備計画の立案、首都カトマンズ上水道施設実態

図 (50mm以上の配水管網のマッピングを含む)の作成、カトマンズ

の地下水水質調査により、当該国では初めて深井戸の約60%にWHO
基準値以上のヒ素の存在を確認し、今後の地 ド水利用に警鐘を鳴らし

た。

研修参加者からのお便り

JECK事務局谷保 茂樹様

先日の「:1際脇力業務震黎・11際脇力業務人円ガイド」及び懇親会では

大変お世話になりました。私たち大学生を快く迎え入れてくださり「Peace

News」 メンバーー同感謝申し上げます。

勉強会のお話は現場の視点、現場の生の声ということで非常に感じるこ

とが多くあり、考えさせられることがいくつもありました。今後国際協力

について考えて、行動していく中で今回の勉強会を活かせるよう、メンバ

ー同士で共有を図り、よリー層深めていきたいと思います。

懇親会では勉強会では聞くことのできなかった、大変貴重なお話を聞か

せていただくことができ、大変有意義な時間を過ごさせて頂きました。滅

多に体験できない場を提供していただきありがとうございました。

まだまだ未熟な私たちではありますが、今後もFll心 を持って、ご指導、

ご協力頂ければ幸いです。今後も宜しくお願致します。

以 L

「Peace News」 代表
横浜市立大学国際総合科学部

」ECK会員 石原 平八郎氏の発表


