ケア・インターナショナル ジャパン ニュースレター

（2017年11月撮影）

事務局長からのご挨拶
も貧困をなくし公正な世界に近づくための活動で

々から長年に亘るご支援をいただいてきたと実感い

国際的実績をあげるため、皆さまとともに努力して

たしました。同時に皆さまのご期待に応える国際協

いきたいと誓う次第です。

力活動を今後はさらに確実に遂行していく想いも強

かげ、かつ一歩一歩地道に進み、国際協力活動に

現在、世界に目を向けると、多くの地球的課題が

邁進していく所存です。皆さまの温かいご支援とご

複雑に絡み合い、私たちのようなNGOの役割は残

指導を引き続き、
何卒よろしくお願い申し上げます。

念ながら非常に重要になってきております。CARE

事務局長

池田

卓生

今年も「国際女性の日」から、7回目となる歩く国

ので、詳しくは、ホームページまで。収益は、ガーナ

際協力「Walk in Her Shoes 2018」を開始します。

での「乳幼児の栄養改善事業」に充てられます。ぜ

東京と大阪でチャリティウォークイベントも実施し

ひご一緒に、健康的なチャリティの機会を、無理な

ます。既に、お申し込みの受付を開始しております

く楽しみましょう。

編集：甲斐 博子

3月8日に歩く国際協力「Walk in Her Shoes 2018」スタート！

発行人：目賀田 周一郎

まりました。

平成30年という節目の年を踏まえ目標を高くか

2018 年 2 月 28 日発行

2017年、私たちは創立30周年を迎え、多くの方
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↑「CAREパッケージ（ケア物資）」を受け取った思い出を持つ湯川れい子さんをお招きして創立30周年記念行事を開催しました
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事務局長からのご挨拶

変える、女性も女子も活躍する豊かな世界に
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3.11から7年 〜巡り巡る恩返し
2017 年の年の瀬が近づく頃、岩手県大槌町から思
いがけない来客がありました。
「ファミリーショップや
はた」を経営する八幡幸子さんでした。

↑再開したばかりの「ファミリーショップ
やはた」の前に立つ八幡幸子さん
（左から3番目。2011年6月撮影）

皆さまからいただいたご支援は絶対に忘れない

八幡さんとCAREとの出会いは、7年前に起きた東

毎朝1時に起きて、お店で売るお弁当を作るなど、と

日本大震災。2011年6月、CAREは、大槌町で2番目に

ても忙しい毎日を送っておられる八幡さん。7年が経っ

再開した「ファミリーショップやはた」を通じてお米と

た今でも、当時のことを思い出すと胸がいっぱいにな

お味噌を半壊家屋に住み続ける人々に届けました。八

り、
「津波で失ったものはたくさんあったけど、得たも

幡さんは、
「CAREのスタッフが3日間かけて一軒一軒回

のもたくさんあった。それは出会い。CAREとの出会い

って
（お米とお味噌を）手渡してくれたことが忘れられ

は一生の宝物」と涙ながらに語ってくださいました。

ない」といいます。
「家屋が全壊した人や避難所にいる
人たちには支援は届くが、半壊住宅に住み続けた人た
ちには支援が届いていなかった

最後に、八幡さんは、支援してくだった全ての皆さま
へのメッセージをCAREに託してくださいました。

ところにCAREが目

「支援者の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。

を向けてくれたことがうれしかった」と八幡さんは当時

皆さまからいただいたご支援は絶対に忘れません。で

を振り返ります。

も、お礼をお伝えする機会がないのでCAREに託しま

（１）

す。7年経ってもまだ復興が進んでいないところもあり
ます。ぜひ訪ねてきてください。」

この7年間で八幡さんは、
「もらうばかりではなく、自

●ちょうど日本出張中にニュースレターの作成に携わりました。
農民が長時間

●最近、周りで東ティモールファンが急増中。日本の

歩いて農地や保健所へ行く一方で、ICカードで満員電車に乗って通勤し、コン

シュークリーム店が進出し、奄美大島に雰囲気が似てい

分たちも何かしたい」と思うようになり、CAREが提供

⑴ 当時、政府は、地震と津波の影響を受けた建物を、損壊の程

ビニで気軽に昼食を購入でき、宅配便で物品を送れる便利さを改めて痛感し

る？とのうわさもある東ティモールは日本との意外な接点が
あります。まだ行ったこともない国にとても親しみを感じて

した調理機材（２）を大切に活用しているエピソードを紹

度により、全壊と半壊に分けました。全壊または大規模半壊と認定

ました。しかし、その間に通りすがりの人とのコミュニケーションはゼロ。東
ティモールの農民を見習って笑顔を絶やさないようにしたいですね。
（山際）

います。（甲斐）

介してくださいました。2016年に台風による土砂災害
を被った岩手県岩泉町において、八幡さんらはそれら
機 材を使って2 回炊き出しを行ったそうです。また
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生きるチカラ

あなたのキモチ

※小誌へのご意見、
ご感想を募集しています。
発行元までお寄せ下さい。
※このニュースレターのデザイン・レイアウトは、CAREの
デザインボランティアの大橋久美様のご協力により、制作されています。

2018年の年明けには、小槌神社（３）で行われた200名
分の炊き出しでも、この機材が活躍したとのことです。
「2018年は、いまだ仮設住宅で暮らす大槌町の方々
に、温かい生ラーメンをふるまいたい」とおっしゃってい
ます。

された家屋を所有する被災者には、義援金が支給されましたが、半
壊と判定された家屋の所有者には義援金は支給されませんでした。
⑵ CAREは、東日本大震災被災者支援事業において、食糧の安全
保障、生活支援、心のケアの三つの柱を中心に活動を行いました。地
元の中小企業を支えるという生活支援の一環として、調理機材など
を含む必要物資・機材も配布しました。
⑶ 2017年11月に八幡さんのご仲介により小槌神社から10万円のご
寄付をいただきました。まだまだ復興過程にある大変な時期にご寄
付をいただいたことにスタッフ一同感謝の気持ちでいっぱいです。

持続的で多様な生きる手段の構築と
女性のエンパワメントを目指して
2016年2月、外務省の助成を得て、東ティモールのエルメラ県アッサベ郡で
開始した「農村地域の生計向上事業」。事業開始から2年経った
活動の進捗を、駐在員の山際薫がレポートします。

残り1年で
残された課題は？

1〜2年次には、モチベーションの向上、技術移

これまで築いてき

転、実践における支援に徹底するとともに、市

たネットワークや政

場との繋がりを探ってきました。3年次には、こ

府との協調を強化しなが

れまでの活動成果を市場と繋げていくことが

ら、最終年にこの挑戦に挑みます。また、男性

大きな課題です。山奥にあり、アクセスの悪い

と女性も、農民たちがジェンダー平等に対する

農村を市場と繋げていくことは容易ではなく、

理解を更に深め、もっと女性を経済活動に巻

またインフラ整備の遅れなどこの事業では手

き込んでいきたいと思っています。

に負えない事情も多くありま
す。そのような環境で、いか
にヒントや潜在性を見つけ、

東ティモールの地形は60%が山岳地帯であり、多くの

東ティモールの
農村部の暮らしって
どんな感じ？

市場と繋いでいくのかは、活

人々が農業に携わっています。この事業を実施している

動を担う事業チーム自体に

エルメラ県アッサベ郡は、首都ディリから悪路の山道を

対する挑戦でもあります。

車で4時間走ったところに位置していますが、郡の中心部
から対象地区までは、更に車で1時間以上かかります。そ
のような場所でほとんどの村人は、農業や家畜の世話に
携わっており、収穫物の大部分は、食糧を確保するため
家庭で消費され、余剰作物のみを販売できるのが現状
です。多くの村人たちは、険しい山道を歩いて学校や保

支援者の
皆さまへの
メッセージ

→これまで、農作業や家畜の
世話、市場での農産物の売買
等において、女性が重要な役
割を担っているにもかかわら
ず、生活に関わる意思決定の
場への女性の参加が十 分に
確保されていませんでした

健所、農地へ行くので、みな足腰が強いです。決して楽な
↑アジアで一番新しい国である東ティモールは、国民の約4割
が1日1.25ドル以下で暮らすアジア最貧国の一つ。貧困層の
85%は農村部に暮らしています。

暮らしではありませんが、村人はいつも明るく、知らない

東ティモールの農民たちは、恵まれない山奥の環境で懸命に

人にも挨拶するなど笑顔

生計を立てようとしています。特に女性は、普段研修に参加す

がとても印象的です。

この2年間で農民の生活が大きく向上したとは言

この2年間で農村部の
人たちの暮らしは
どう変わったの？

い切れませんが、事業に参加してきた人々、特に

副プロジェクトマネージャー

Manuel Soares

る機会がないので、この事業では、研修や活動に積極的に参
加し、実践することを促してきました。そのお陰で、みな自信
をつけ、モチベーションはますます上がっています。しかし、こ
の自信を更なる生計向上、そして持続性へと繋げるためには、
時間がかかるのが現状です。今後も農民たちを陰でサポート

女性農民にとっては、新しい経験や発見がありま

←研修では、読み書きができな
い人も多いため、イラストを使う
など工夫を凝らしてスタッフが対
話を重ねています

した。通常、農業研修というと、男性が優先されて
しまうのですが、この事業は、女性の経済的エン
パワメントを重視しているので、女性農民も（参

しながら、持続的で多様な「生きる手段」を強化していくこと
ができればと心から願っています。皆さま、引き続きご支援を
よろしくお願いいたします。

現地スタッフからの
メッセージ

加者の65%は女性）農業技術や会計の研修を受
けました。そして、習得した技術やノウハウを活用

私は、事業開始当初から、農民たちや地域の

し、実際に、収穫・販売まで行いました。また、農

人々と関わってきました。初めは、女性の参加

民たちは、ジェンダー平等研修や男性の行動変

者は人前で発言することを躊躇していたので

容、女性のリーダーシップ研修などを受け、どの

すが、様々な活動や研修を通して自信をつけ、

ように男女が支え合い、女性も経済活動に参加

自分の考えを話すようになったと感じていま

できるのかについて学ぶとともに、少しずつ実践

す。また、男性も当初は、女性の活動への参加

できるようになってきました。このように男女が同

にあまりいい顔をしていませんでしたが、今で

じように活動に参加し、実践を繰り返していくこ

は肯定的にとらえています。このような事業に

とこそが、農村部における生計向上に繋がってい

おける「変化」を自分の目で見て感じとること

くと考えています。

↑落花生の収穫を喜ぶ村人たち

❷

ができることをとてもうれしく感じています。

↑農民グループ、
事業チームのメンバーとともに
（中央右が山際）

❸

