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度上半期活動ニュース

」ECK2009年 度総会
'09年 4月 4日、JECK第 8回総会が開かれ、新体制が決まりました。

今期から理事長を始めとする大幅な人事の交替があり、新役員は以下の通りです。今後の活躍が期待されます。
理事長……佐藤 満寿哉  理事…小泉 由紀子  評議員……安食 和博  石井 信行 小谷 泰三
副理事長…加藤 博道

事務局長…大久保 卓次

理事………菊池 正夫

谷岡 潔

谷保 茂樹

中之薗 賢治
植岡 龍太郎  監事…福田 信一郎
大平 一昭

金谷 尚知  北島 博司 工藤 真也

田篭 勝美  冨樫 潤一  林下 幸造
山崎 清人  山田 敏夫  吉田 博至

畦地 崇敬  上田 恵一  木戸 宏
田中 秀幸  物部 宏之  フレディ・アルミホス

終了後は恒例のパーティーが開かれ、会員の奥様方も何人か参加され、会場に花を添えられました。是非また
来て頂きたいと好評でした。

アースフェスタ神奈川
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海外研修員の来日
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理事長就任のこ挨拶 佐藤 満壽哉

この度、」ECKの理事長に推薦されました佐藤でございます。

JECK(」 ICA帰国専門家連絡会かながわ)も初代、中之薗代表。2代菊池理事長と続いた後を受けて緒

先輩方の活躍を引き継ぎながら、更に新しい時代の」ECKの道を切り開いて行きたいと思つております。

すでに我が」ECKも 10年になんなんとする歴史を持つ団体となりました。この間世の趨勢も大分変ってき

ています。情報公開の問題も大変難しくなっている今日、現在のJECKの最大の課題は我 よ々り若い世代

の帰国専門家に」ECKを引き継いでもらうのが一番なのですが思うようにはならない現状があります。そし

て専門家のみでは時代に遅れをとるのではという危機感もあり、より広範囲に、海外青年協力隊やシエア

ボランテイアの人々とも交流を深める試みもなされ、ある程度の実績も出来て参りました。

また、海外経験の有無を問わず、海外に興味のある一般の方も入会できるように賛助会員制度も取り

入れ、より広く大きな範囲の活動分野を目指してきました。

これからは、」ICA横浜への協力、支援を軸としながらも、新しい人の入会に努力しながら会員の行った

様々な国の現状や将来の展望を横浜の方々にお知らせして、その国をよリー層理解し親しくなっていた

だきたいと願っております。

そして」ECKのもう一つの組織「NPO法人ジェックアソシエイツ」の活動も「JICA草の根プロジエクト」と

して、本格的に動き出しています。

県民一人一人の方に「開かれたJECK」 の仕事を知つてもらえるよう、会員の皆様にはより具体的な参

加を改めてお願いして就任のご挨拶と致します。
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大久保 卓次 (」 ECK事務局長)

」:CAとの関わり&中之薗君との出会い

この4月 、定年を機に」ECK事務局長をお引き受けしました。会報第10、 11号「任国あんなことにんなこ

と|」 の投稿のように私の専門家体験ははるか昔のことで、現在の専門家の業務内容とは大分様子が変

わっていることと思いますが、私のJICAとのきつかけについて書いてみたいと思います。

昭和52年、私の上司がケニアヘ地方水道整備計画の短期専門家として派遣されました。その仕事が

完了し、翌年には長期専門家を派遣する話が持ち上がりましたが、当時、私の妻は長男を出産したばか

りで、アフリカとの縁もこれで終わりかとあきらめていました。

ところが、翌54年、厚生省 (当 時)が水道及び廃棄物分野の専門家養成コース(環境衛生コース)を

立ち上げたのです。これを逃してはと躊躇せず飛び込みました。

研修初日、」ICA研修所に社会開発、農林業等各分野の研修生が70数名集結しました。大きな部屋

の壁際に全員がずら―つと並んでいます。皆英語をしゃべりそうな顔をしていて、英会話学校に通ったこと

もなし、新婚旅行も英語が面Fllだからと国内旅行であった私にとつてとんでもないところへ来てしまったと

後悔の念にかられました。まだ残暑の厳しい9月 の中頃で、大勢の中で上着を着けず半袖シヤツにネクタイ

姿が私の他にもう一人いました。それが中之薗君との初めての出会いでありました。環境衛生コースには

水道3名、廃棄物2名が参加し、75日 間の研修、特に英語に悪戦苦闘したことを今でも思い出すことがあ

ります。

私の場合は、翌年 (昭和55年 )に前任者の後任として、中之薗君の場合もその数年後同じくケニア水

資源省への長期専門家派遣が決まり、厚生省環境衛生コース第1期生としての勤めは果たしたものと思

います。

その後、専門家としての派遣の機会には恵まれませんでしたが、横浜市水道局の国際協力活動に

色 な々面で参加させてもらったり、」ICAの水道技術グループ研修の講師を昨年まで19年間勤めさせても

らったりと、国際協力をライフワークとして国内派の技術協力に携わってきました。

」ECKの活動がより実のなるものとなるよう、おおらかな気持ちで取り組んでいきたいと思つています。御

協力お願いいたします。
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パネルディスカッション

菊池 正夫 (」 ECK会員)
“私の好きな日本、変わつて欲しい日本"を開催して

|チョモラさん
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<日 本の好きなところ>
中
命を失う心配なしに、いつも安全に旅行できる  +場所では神奈川、横浜が好き

・人も機械もアクションがタイムリーだ      拿
食べ物では魚、特にサンマが好き

ウ
殆どすべてのものについて、日本では信用できる 中

季節では春と秋が好き
拿
助けが必要なときは、殆どの日本人は助けてくれる

中正確さ、精密さのセンスがよい

<日 本の変わって欲しいところ>
中
中国人と較べると、すべての日本人が自信を持ち、アグレシブとは言えない

・ 日本人は′亡ヽを開いて、自由にフェアにすべてを語つてくれない
中
家族や友人関係でお互いに干渉しないという、厳しいルールを持っている

その結果、弧独に悩んでいる。外国人を含めて多くの人が弧独である
中
宗教活動の面では韓国人と違って、キリスト教徒としての行動が少ない

°
食べ物ではポークは嫌い

°
季節では冬と夏が嫌い

5.力 ・ピンさんのプレゼンテーシヨン

私は北京の天安門広場の南西方向にある住宅街で育ちました。上海建築材料学院で専門技術を学び、卒業後は

北京新型建築材料工場で防水建築材料の研究を2年 、それから英語を勉強するためオーストラリアに留学しまし

た。その後、技術員として乳製品の品質検査の仕事をしました。その頃は友達が沢山でき、キヤンプや トレッキ

ングを楽しみました。

今の主人と出会い、結婚して日本に来て家庭を持ち子供を育て、もう17年 になります。最初の頃は日本語が分

らず、目黒の日本語学校に通いクラスメートのドイツ人、イタリア人、カナダ人などと親しくなりました。その

紹介で入会したcrOss culture women's clubで は日本人女性と外国人女性が一緒に日本の文化を学び、これを通

じて国際理解 と親善を深めるという幅の広い文化交流を行ってお り、子供が執拗な「いじめ」に会って悩んでい

た時には、いろいろと助言をして貰い、本当に助か りました。

<日 本の好 きなところ>
中
日本では水 も空気 も町もきれいで、ゴミもみな持ち帰つていい気分になります。

中国では汚いところが沢山あつて、テーブルも上と下にゴミが沢山残 ります。

中
交通信号 も皆守つています。中国では信号無視が多 く、道路を渡るのは危険です。

中
駅のプラットホームが込んでいても、皆静かに順番を待っています。

・ 交通が便利です。中国ではバス停の乗るところと降 りるところが違い、特に複雑な立

体橋のある道路では乗 り換えも大変です。

中
中国の病院では必要のない薬を沢山出されることがありま

‐
九私が喘息になった時もそうでした。

北京の一流病院で専門医の検査を受け、わるい所が見つからないのに薬が沢山でました。

く日本の変わって欲 しいところ>
中
子供の教育費や生活費が掛か りすぎること。

Ⅲ
親が子供を殺 したり、虐待 した り、子供が親を殺 した り。テレビのニユースでは信 じられない事件が沢山、報

道されています。これは是非なくして欲しいものです

し に熱中する人を沢山見かけますが、夢中になり過ぎだⅢ
子供から大人まで、電車の中やゲームセンターでゲー

と思います。
十
学校での「いじめ」を無くして欲しいです。私の息子が「いじめ」を受け、先生に相談しても解決できず、私

立中学に転校してやつと解決しました。

6.総合デイスカツシヨン

先ず、パネリス トが相互に質問をして疑問点を正した後、フロアーからの質問

に答える形でデイスカツシヨンが進められた。その中で特に参加者の関心が高か

ったのは子供達の教育・躾の問題と日本の若者達の愛国心をどのように育てて行

ったらよいかということでしたo

こうした機会に改めて浮き彫りになった、日本の誇るに足る、優れた社会習慣

と逆に深刻な社会問題を再認識させられ、次世代の若者とスクラムを組んでこれ

らの問題に立ち向かつて行くことの大切さを今更のように痛感させられた。

引き続き行われた懇親会の席でもパネリス トを囲んで、和やかな雰囲気の国際

交流の輪が広がり、意義深い一日が過ぎて行きました。



」ICAフィジー草の根プロジェクトの開始にあたつて 田中 秀幸 (」 ECK会員)

」ICAの「フィジー草の根プロジェクト」に応募してから、まず2-3回 は空振りするのが通例と

言われショックを受け、案の定、4回 目にしてようやく受理された。この間3年を費やした。JICAの
最高選考機関である有識者会議を高得点で通ったとの内定を得て喜んだのもつかの間、その

後の関係省庁との法定会議とやらで、追加情報が求められた。2回の資料提供の後、しばらく

して出された回答は、予算は申請額の半分以下の2,000万円以内に、そして3年 間を2年に

短縮しろということだった。そのため、提案書の再修正が求められ、2回の修正を行って、3月 に

ようやく最終計画案が認められた。本案件の実施に先立ち、」ICAフイジー事務所とフイジー政

府とで覚え書きの調印式が4月 に行われることになり、それに立ち会うためにフィジーに渡ったが、フィジーの暫定軍事政権が今
年予定していた総選挙の延長声明を出したため、オーストラリアやニュージーランドらがフィジーに対する制裁として援助協力
を見合わせることを表明した。これに合わせて日本政府も新規の援助案件の見合わせを実施した。調印式の丁度前日のこと
である。結局調印が行われたのは7月 になってからであった。それから本事業の契約手続きがようやく始まった。これでいよいよ
事業が始められると思ったが甘かった。一円単位の詳細な予算書の提出が求められ、これが実に大変な作業だった。最低2

社からの相見積もりが必要な2万円以上の資機材や工事費に関しては4月 にフイジーに行った時にある程度取り寄せていたも
のの、住民参加による工事などは相見積もりをとるのは全く不可能であり、そのための理由書を要請されたり、見積もり入手後、
フイジードルの切り下げがあったためフィジーから再度見積もりを取り寄せてほしいと言われたり、打ち合わせや資機材調達の
ための県内の交通費の詳細内訳を求められたり、YCATからのリムジンは使えないので」Rの普通料金で請求してほしいと
か、なんやかんやで正式契約のための必要書類が全て整ったのが8月 20日であった。このあと事業の実施委託契約の締結や
3ケ月分の前渡金の支払い手続きなどがまだ残っており、事業の開始はおそらく9月になってしまうものと思われる。結局、初めの
つまづきが最後まで災いした結果になってしまった。この程度の過程はむしろ当たり前と思うべきなのだろうか。市民参加による
国際協力事業として位置づけられている草の根事業が、はたしてこのようなやり方で一般市民と連携していけるのだろうか疑
間に思えたこともあった。

さて、本題であるが、本案件はYICの前身とも言える元神奈川国際水産研修
センターと多くの係り合いを持っていた閉国際水産技術開発と」ECKAが共同
で提案したものである。太平洋の島嶼国は日本にもっとも近い隣国でありながら、
利便性の関係で遠い国となっている。かつては天国に一番近い島とも言われた
ところもあるが、南太平洋はもはや最後の楽園とも言われなくなって久しい。その

背景には、人口の増加に経済発展が伴わないことに起因する貧困層の拡大や
政情の不安定、それに社会秩序の混乱による治安の悪化がある。またこのような
社会・経済状態は沿岸の水産資源の乱獲も招いている。現在、殆どの島嶼国で
は沿岸資源の激減が大きな問題になっている。フィジーは日本では海洋観光国

として見なされているが、観光で潤っている地域はほんのわずかである。地方の村々では雇用機会が増えず、もっぱらサトウキ
ビ生産が主な所得源である。これまで食糧源であった沿岸の魚介類は商品化し、漁業規制は有名無実と化し資源が急速に
減少している。本プロジェクトは、フィジーで未利用資源となっているミルクフィッシュの仔魚を環境にやさしい粗放的手法で養
殖し、村の食糧源並びに新しい収入源とすることを目的とした小規模パイロット事業である。粗放的養殖の適地が多く存在す
るフィジーの食糧安保を意図した将来的には、地場産業と発展していくことを願っている。フィリッピンやインドネシア、それに台
湾等で庶民の魚として大量に流通されているミルクフィッシュは全て池で養殖されたものであり、その養殖手法は400年 以上に
も渡って伝統的・持続的に行われている。ミルクフィッシュは天然では10cm位になるとリーフの外に出て行ってしまうため、テー
ブルサイズのミルクフィッシュは殆ど漁獲されないという特徴がある。時 獲々れても殆ど地元で消費されてしまうので、町の市場
では殆どお目にかかれない。小骨は多いがフィジー人が好む魚の一種である。雨期が始まる12月初めまでにはどうしても池の
建設を完了したいため、現在、一刻も早いプロジェクトの開始を待ち望んでいる。

」ECKAの会員には、既に本プロジェクトを通して考えられる県民との交流に

夢を描いているものもいる。」ECK会員はじめ県民参加によるミルクフィッシュの

合同獲り揚げ、ミルクフィッシュの加工品開発支援、シーフードレストランの経営
支援、YICレストランでのメニュー化、奨学基金の設立支援、マイクロファイナン
スの運営支援、環境と資源の保全のための市民参加による研究開発支援、
等、等、村おこし支援への夢は広がる一方である。」ECKAの 始めての本格的
国際プロジェクトに対し、」ECK/JECKA会員皆様を初め多くの市民の方々の
ご支援とご協力を切にお願いする次第である。

≫ 'ず



イスラムの味 国各副レダン 吉田 博至 (」 ECK会員)

ヨルダンに行くことになったので一緒に行こうかと妻に言ったところ、中東でしよlそんな危ないところ、ひとりで行って…。という

のでひとりで首都アンマンに来てしまった。ヨルダンはイスラムの国、朝4時ごろから最初のアザーン(お祈り)が始まる。モスクか

ら聞こえる大きな声で起こされ、日に5回もこれを聞くことになる。ダウンタウンを歩くと、さらにイスラムの国に来た自分を感じる。あ

ちこちから視線を浴び、自分が外人であることを知らされ、緊張が走る。

しかしそのうち、ヨルダン人の親切心がだんだん分かってきた。彼らと付き合うのは、まず自分が笑顔を見せることだと分かっ

た。「ヤパーニ(日 本人)」 というと、笑顔が返ってくる。それからである。いろんなところに「サラーマ・アレイコム(今日は|)」 と笑顔

で入り込み、好奇心を満たしだした。そのうち、ヨルダン人の家庭に招かれる機会がたびたび出てきた。驚いたことに子供の数

の多いこと、子供たちは行儀よく、よく働き、家事を助けている。家庭における父親は絶対で、威厳に満ちている。家族、親戚、同

族といつた関係を大切にしているため、犯罪も少ない。

ヨルダン生活が3年 目に入るころ、妻はヨルダンが安全な国であることを理解したら

しく、ヨルダンにやつてきた。好奇心が旺盛な妻は、ヨルダン人と接するごとに、この地

の文化、風習に興味を持ちだした。最近、7人の子供のいるパレステナ出身の貧しい

家庭を妻と訪問した。なんと、妻は奥さんと抱き合いホッペキスを交わしているでは

ないか。イスラムでは挨拶を大切にし、男同士でも抱き合いホッペキスをするのが普通

である。自分は貧しくても、人を助けよ、人に与えよ、というイスラムの教えの根底にある

日常の行動が、このホッペキスであり、人を尊ぶ精神の表れのような気がする。これで、

イスラム文化の味を妻は少し知ったような気がした。

爾鐵願饉繹顧諄111::|

ベルーの日本人
「ペルーで有名な日本人は誰だと思いますか。3人挙げて下さい。」

カロ藤 博通 (」 ECK会員)

先月5月ペルーに行った時、ペルーの友人からの問いかけである。

さて麻生さんはまだそれほど有名ではないかなと思案していると、彼は「一番目はフヒモリ(フジモ1り )ですよ、なんと言つても元

大統領ですからね。」「なるほど、それはそうだ。でも彼はベルー人ではないのですか。」「ええ彼は日系二世のペルー人ですが、

日本国籍も持っています。」「そうでした、2人 目はだれですか。」

「加藤明さん、知つていますか。」「いや、知りませんね。」「そうですか、加藤明さんは1965年 ペルーヘ女子

バレー・ボールの監督に来られ、それまで最下位レベルだったベルー女子をオリンピックに入賞させ (1968年 、

メキシヨ。オlリ ンピック、4位 )、 その後もずっとペルーに在住され1982年リマで亡くなりました。

ペルーでは誰一人知らない人は居ない有名人ですよ。」

「3人目は勿論、天野博物館の天野芳太郎さんです。戦前天野さんは実業家 (百貨店経営 )

としてパナマで大成功され支店をリマに開かれ、傍ら若い時から関心の深かった考古学に

関し古代アンデス文明の遺物収集にあたられました。しかし第二次世界大戦時米国がパナ

マに永い天野さんは敵国重要人物として米国へ拘留、収集品没収 (未返還 )、 交換船で

帰国させられましたが、戦後 (1951年 )密 航同様にペルーヘ戻り在留邦人の熱烈歓迎を

受け事業の再開を果たされ、特に、日系人入植地を中心にチヤンカイ文明 (11～ 15世紀、

ペルー中部)を発見、膨大な遺物、織物、レース等の出土、採集と研究に心血を注がれ私財を投じたリマの「天野博物館」に

残されました。」

「天野博物館」は天野さんの「外国人が発掘、採集したペルーの遺物をペルーの人達に有料で見せることは出来ない」との

遺志から現在も無料公開であり、その運営はボランティアの人たちにより行われている。その精神は今に引き継がれ頭が下がる。

一方、昨年4月 にペルーに来た時、テレビに「フジモリ最高裁特別法廷」でフジモリ氏が起訴事項に対して胸をはり反論する

姿が実況中継されていた。「ペルーでは裁判をTV実況するのですか。」と問うと、「いや、普通の裁判は放映禁止ですが、これ

は「特別法廷」だから公開放映されています。」との応えが返ってきた。国民の関心は大変高い。その後「有罪判決」が下つて

いるが、ペルーは二審制であり控訴がされている。

今回もペルー南部のプーノ、イカ県等農村地帯へ行くと、「FUJIMORIINOCENTE」 、「KEIKO

FUERZA」 (フ ジモ1り・無罪、ケイコ・頑張れ)との壁標語 (中国の壁標語と同様)が頻繁に眼に入る。

2011年はペルー大統領選挙の年であり、現大統領アラン・ガルシア・ペレスは引退を表明している。

所得格差の大きいペルーでは、フジモリ人気は高く、彼の長女で上院議員のケイコに対する支持・

期待は農民等貧困層を中心に非常に大きい。

但し、ケイコ(コロンビア大学MBA)の学資がフジモリ大統領時代の汚職資金から出たのではない

かとの捜査もされていると。将来の見通しはなかなか難しいことである。
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