
 

 
  
      
 

    

    
 

    

    

  

 

シェンクアーン県ノンヘット郡タムスア

萱ぶき屋根と竹の壁でできた旧校舎は、もう朽ちる寸前で、村全体の課題となっていました。

子様（当会理事）のご寄付により、新しい教室を建設することができました。

新教室には 1 年生と就学前の幼児が使い、旧教室は小学校

なる前に無事に工事を終え、5月 14 日

も同席しました。伊藤裕子さんは、昨年は

け、村の 10 ヶ所に共同水場を作り、学校にも水道を曳きトイレが乾季にも使えるようになるための事業にも

ご寄付頂きました。彼女のラオス支援は

クアーンの県都にも職業訓練所、同県ナデシダ村小学校も建設

す。ご自分の生活は質素でここ 10年は洋服を買ったこともないと、唯一の趣味は山登り。本当に頭が下がり

ます。ありがとうございました。北海学園大と斉藤加代さんご寄付の中古衣料もお届けできました。

 そして、シドニーでサッカーコーチをしている

寄贈し、サッカー教室を開催しました。子どもたちの中にはサッカー選手として将来有望な

る子もいたとのこと。この交流を活かして、子どもたちの勉強やスポーツの機

離が近くなることが期待されます。 

  

                                       

1111㌻㌻㌻㌻…タムスア小ハンドオーバー  2222㌻㌻㌻㌻…

6666㌻㌻㌻㌻…幸子のラオス便り            7777㌻…千客万来

 

伊藤裕子基金 ラオス

右より伊藤瑞希さん、伊藤裕子さん

ユニホームとボールが贈られました
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シェンクアーン県ノンヘット郡タムスア(虎の洞窟)村に学校ができ、村人はみな大喜び！

萱ぶき屋根と竹の壁でできた旧校舎は、もう朽ちる寸前で、村全体の課題となっていました。

子様（当会理事）のご寄付により、新しい教室を建設することができました。 

年生と就学前の幼児が使い、旧教室は小学校 2年生から 5 年生が使う

日にハンドオーバー式を行いました。伊藤裕子さんとご子息の瑞希さん

昨年は同タムスア村の水不足解消に、20 キロ先の山に新しい水源を見つ

水場を作り、学校にも水道を曳きトイレが乾季にも使えるようになるための事業にも

。彼女のラオス支援は 2012 年にビエンチャンの職業訓練所を建設したのに始まり、シェン

練所、同県ナデシダ村小学校も建設と、支援はこれまでに

年は洋服を買ったこともないと、唯一の趣味は山登り。本当に頭が下がり

ました。北海学園大と斉藤加代さんご寄付の中古衣料もお届けできました。

シドニーでサッカーコーチをしている伊藤瑞希さんもサッカーボールとユニホームを子どもたちに

サッカー教室を開催しました。子どもたちの中にはサッカー選手として将来有望な

る子もいたとのこと。この交流を活かして、子どもたちの勉強やスポーツの機会が増え、日本と
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瑞希さん、伊藤裕子さん 新校舎

ユニホームとボールが贈られました タムスア村の子どもたち

、村人はみな大喜び！ 

萱ぶき屋根と竹の壁でできた旧校舎は、もう朽ちる寸前で、村全体の課題となっていました。そこで、伊藤裕

年生が使うことになります。雨季に

にハンドオーバー式を行いました。伊藤裕子さんとご子息の瑞希さん

キロ先の山に新しい水源を見つ

水場を作り、学校にも水道を曳きトイレが乾季にも使えるようになるための事業にも

年にビエンチャンの職業訓練所を建設したのに始まり、シェン

これまでに 2千 2 百万円にも上りま

年は洋服を買ったこともないと、唯一の趣味は山登り。本当に頭が下がり

ました。北海学園大と斉藤加代さんご寄付の中古衣料もお届けできました。 

ーボールとユニホームを子どもたちに

サッカー教室を開催しました。子どもたちの中にはサッカー選手として将来有望なほどのプレーをす

会が増え、日本とラオスとの距
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調理、縫製、理美容の職業訓練が 2016

されました。現地カウンターパートである、

営してきたスリカムコン所長並びに OJT

と新マネージャーによる新体制への変更がありました。

当会のラオス事務所は VEDI上級訓練所の

訓練生はお客さんの注文も多く、よく遅くまで働いています。調理コ

ースは 1 人しか訓練生がいませんが、昼食時はトレーナーも手伝って

お客さんに対応しています。しかし、両コースとも実習だけで、カリ

キュラムに沿ったカスタマーサービスやスモールビジネス

ント等の科目や、インターンシップに出かけた様子がありません。新

マネージャーは引き継いでないというし、トレーナーはカリキュラム

は承知しているというので、カリキュラムに沿って実施

えました。 

 

奨学金授与 

 

 

 

 

ビエンチャン

～ハンドオーバー

カスタマーサービス実地演習 

上級訓練生の英語学習 

6 月 19 日にナーサイトン郡職業訓練所で

IV-JAPAN 奨学金授与式があり、5名の奨学生

が決定しました。初級、中級の 6 か月間、

最後まで頑張ってほしいです。 
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18 冊の教科書一式

2016 年 11 月に終了し、2 機関の現地カウンターパートにハンドオーバー

。現地カウンターパートである、職業教育開発機関（VEDI）では、これまで当会と一緒に事業を運

OJT２のマネージャーが 2017 年 4 月に移動となり、プーヴィエン

による新体制への変更がありました。 

上級訓練所の 2階にあるため、毎日訓練所をのぞきますと、縫製コース

よく遅くまで働いています。調理コ

せんが、昼食時はトレーナーも手伝って

、両コースとも実習だけで、カリ

キュラムに沿ったカスタマーサービスやスモールビジネスマネージメ

インターンシップに出かけた様子がありません。新

マネージャーは引き継いでないというし、トレーナーはカリキュラム

は承知しているというので、カリキュラムに沿って実施するように伝

もう一方のカウンターパートのビエンチャン都教育局職業訓練セ

ンター（VED）はカリキュラム通りにこなしているので、

ージャーとも連絡を取り、VEDI分からないことは

いと伝えました。以前の VED は運営があいまいのところが多かった

のですが、さすが「継続は力なり」と感じました。

それでVEDIの中で職業訓練に関する引継ぎがきっちりと

いないことがわかり、急遽、当会がコーディネート

営実行委員会（IMC）を 5月 10 日に行いました

次長、OJT マネージャー、VEDからはパヴィ所長と関係職員も出席し

ました。会議は関係者全員が参加したため、

今後も定期的に開催することになりました。

 

それにしてもVEDIでは所長はじめ職員が全員異動

５年間協働してきたものが引き継ぎがなされていないというのは困

りました。当会のラオス事務所が存続しているので、

つことができましたが、他のプロジェクトで日本人が引き揚げ

だれも残っていない場合は、どうなるのだろうかと、継続できて

ないケースも耳にします。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビエンチャン職業訓練 第１回事業運営実行委員会

ハンドオーバー後の継続支援～ 

 

ナーサイトン郡職業訓練所で

名の奨学生

か月間、  

衛生管理指導内容

理美容カスタマーサービス

ビジネス管理演習 

冊の教科書一式 

機関の現地カウンターパートにハンドオーバー

では、これまで当会と一緒に事業を運

移動となり、プーヴィエン新所長

階にあるため、毎日訓練所をのぞきますと、縫製コース 4 人の

もう一方のカウンターパートのビエンチャン都教育局職業訓練セ

）はカリキュラム通りにこなしているので、OJT１マネ

分からないことは VEDに聞いてほし

営があいまいのところが多かった

のですが、さすが「継続は力なり」と感じました。 

引継ぎがきっちりと行われて

、当会がコーディネートをして、事業運

いました。VEDIからは所長、

パヴィ所長と関係職員も出席し

関係者全員が参加したため、大変有意義だったので、

今後も定期的に開催することになりました。 

では所長はじめ職員が全員異動又は配置換えで、

年間協働してきたものが引き継ぎがなされていないというのは困

りました。当会のラオス事務所が存続しているので、早めに手を打

つことができましたが、他のプロジェクトで日本人が引き揚げた後

だれも残っていない場合は、どうなるのだろうかと、継続できてい

回事業運営実行委員会 

 

衛生管理指導内容 

理美容カスタマーサービス 
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 ２０１７年度は、IV−JAPANの国内活動を今まで以上に充実させるために、『アジア文化理解講座』や各種イ

ベントへの参加を積極的に行うことにしました。 

 

 

 今、世界から注目されている「ラオス」。欧米などの諸外国からは観光やリタイヤ先として大人気ですが、

日本人にはまだまだ馴染みが薄い国です。このラオスを皆様に知っていただけるよう、IV−JAPAN は毎年「ア

ジア文化理解講座」を実施してきました。今年度は 3月から準備をすすめ、7月までに 4回実施しました。講

師は埼玉在住のラオス人ブンロムさんにお願いし、ラオスの文化や歴史の紹介を行いました。参加された方は、

アジアをよくご存知の方が多く、かなり突っ込んだ内容でした。今後は更に、ラオスに馴染みのない方も楽し

めるように、ラオス人留学生とブンロムさんによるラオス語講座と文化紹介を中心に実施する予定です。 

   
 

 

 

 

 5 月 3日、4 日には、市民の森・見沼グリーンセンターで「国際友好フェア」が開催されました。IV−JAPAN

のブースでは、活動紹介とラオス等の雑貨販売をしましたが、両日とも晴天に恵まれ、多くの人で賑わいまし

た。ボランティアさんに大活躍頂きました。特に今回はスタンプラリーのポイントとなり、参加した子ども達

に「クイズ（ラオスの国旗当て&ラオスの場所当て）」を出し、シールをあげることになりました。その役割を

一手に引き受けてくださったのが、昨年度まで理事を務めてくださった佐復さん。子ども達が次から次へとブ

ースに訪れるのを、一人一人の年齢や個性を考慮して、違った会話をされたため、クイズに答える子ども達も

本当に楽しそうでした！佐復さんはじめボランティアさんのご活躍により、2 日間で 200名以上の子ども達と

その保護者の方々にラオスのことを知っていただくことができ、雑貨の売り上げも好調でした。今年度はこれ

まで以上に、イベント等で IV−JAPANの活動を多くの方々に知っていただけるよう、精一杯努力します。 

この秋 10～11 月にかけては、お台場と埼玉県内に出店が続きます。新作のショールや訓練生のかわいいラ

オス刺繍小物をたくさん用意しましたので、お気軽にお店に遊びに来て下さい！（これからのイベントの詳し

い内容は本号最終ページの「お知らせ」やホームページをご覧ください。）  

    

アジア文化理解講座 

花と緑の祭典 さいたま市国際友好フェア 

国 内 活 動 

多くの方にお店を覗いて頂きました ラオスの場所あてクイズに興味津々 

伝承文化・幸運のミサンガ ブンロム講師 なごやかな講義風景 
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～出前講座～ 
 

 

  

6 月 21 日の埼玉 NGO ネット勉強会で、IV−JAPANのラオスにおけ

る職業訓練事業を紹介しました。今回は、３月に現地業務を終え

た飯村事務局長が、事業の背景や現場での状況や問題点等、具体

的な内容を心掛けてお伝えしました。テーマが「ラオスの貧困と

職業訓練での技術習得による生計向上」だったため、まず「東南

アジア特有の貧困（食べ物は採れる）」からスタートし、日本で

は馴染みのない「ノンフォーマル教育」が青年の生計向上に効果

を上げていく過程について話しました。また途上国で大きな課題

となっている「事業の持続性」を達成するための秘訣も、経験を

もとに紹介しました。質疑応答も活発で、IV−JAPAN の事業経験を通して、国際協力のあり方や意義について

理解いただけたと思います。参加の皆さんからも良い勉強会だったと好評でした。 

 

 

 

 6 月 30 日は芝浦工業大学大宮キャンパスを訪れ、同大の「システム

工学特別演習」において、さいたま市水道局が実施する国際協力事業

をサポートしている担当チームの院生 5 名との面談を行いました。ま

ず冨永代表による IV−JAPANの国際協力事業紹介の後、事業サポートの

進捗報告が行われました。水道局の「ビエンチャンの水道水を飲める

ようにする」事業をどのようにサポートするかについて、IV−JAPAN か

らもラオスの現状を踏まえた提案をしました。院生にとっては日本人

に馴染みの薄いラオスの情報は、今後活動を進める上での助けになる

でしょう。 

研究テーマが異なる理系の院生が、国際協力という一つのテーマに

対してアプローチする同大の取り組みは、専門分野に集中しがちな学

生の視野を広げ、科学技術により社会へ貢献するのに役立つ活動だと思います。 

 

 

 

「一帯一路」構想で脚光を浴びるインドシナのフロンティア：ラオス人民民主共和国、と題し 7月 20 日に第

14 回埼玉アジアフォーラムが満員御礼で開かれ、当会の冨永代表がパネリストとして参加しました。鉄道網

整備により、陸路の交通・通商の上で大切な地点となることが期待されるラオスについて、上田埼玉県知事の

挨拶に始まり、スンダーラー駐日ラオス大使の基調講演がありました。そして埼玉県出身の JICAラオス米山

所長がファシリテーターを務め、ラオスでビジネスや支援活動を展開している各パネリストによる活動紹介や

ディスカッションが行われました。冨永代表の 20年以上にわたる IV−JAPANの国際協力の紹介は、ビジネスに

フォーカスしたフォーラムの中では他のパネリストとは一味違い、ラオスを別の面から捉えたもので、参加者

の皆さんがラオスの文化や人々をより深く理解することに役立ったと思います。また、パネリストの皆さんが

共通して話していたことは、「ラオス人と働くためには、彼らと時間を共有することが大切」ということです。

一緒にご飯を食べる、一緒に勉強して学んでいく等々、一緒に過ごす時間を共有し、彼らと良好な関係を築い

ていくことで、物事が好転することもしばしばあります。「袖すり合うも他生の縁」と言うことわざがありま

すが、国内外問わず、人とのご縁を大切にしつつ、ラオスの良さを活かした投資・開発により、良い形で発展

し、人々が幸せになることを願わずにはいられません。 

   

埼玉 NGO ネット勉強会 

芝浦工業大学 大学院 

埼玉県アジアフォーラム 

民族衣装で講演する代表 駐日ラオス大使 パネリストの皆さん 

担当教官も参加し熱心に議論 



 

 

 
今年度は新理事が 4名就任されました。本号では夢屋マイクロファイナンスに支援頂いております大野理事

と、税理士の森本理事を紹介します。次号で福永文代理事と河島一郎理事を紹介予定です。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017

IVIVIVIV----JAPANJAPANJAPANJAPAN との関わりとの関わりとの関わりとの関わり        

今期から理事に就任致しました森本と申します。さいたま市の浦和で税理士をしておりま

す。昨年 10月に監事の河合さんのお誘いでラオスでの監事業務に同行させて頂く機会を得

IV-JAPANの活動を見学させて頂きました。

教育機会に恵まれない女性の経済的自立を支援する調理・美容・縫製の職業訓練、青少年の

経済的自立を支援する木工家具職業訓練の現場を見学しました。そこではトレーナーの指導の

もと実践的なカリキュラムに基づき訓練生が技術習得に励んでいました。

翌日は職業訓練センターを修了し実際に起業している

視察し、インタビューにも同行しました。皆さんが自分の個性を活かして、将来の目標に向か

って一生懸命に事業に取り組む姿勢に感銘を受けました。

まだまだ IV-JAPANの活動について知らないこともありま

て、IV-JAPANの活動精神、内容について理解共感しました。

また、ビエンチャンでは冨永代表に大変お世話になりました。通常の旅行では触れることの

出来ない庶民の暮らしや街の様子を体感することが出来ました。数年前に比べて各段に経済成

長しているとはお聞きしましたが、それは一部であり国民全体の生活水準は依然として低く、

日本にいる私たちがラオスの人達のために貢献できることがあると実感した旅行でした。

今回縁があり、理事の声をかけて頂きました。

いきたいと思います。 

 

IVIVIVIV----JAPANJAPANJAPANJAPAN との関わりとの関わりとの関わりとの関わり    大野大野大野大野

1992 年 2 月雪が降る寒い日、ガールスカウト富山県リーダー研修会に

講師として来県された富永さんとお会いしたのがご縁の始まりでした。

南北問題をスライドを交えながら熱く語られたのが心に響き、帰宅して

から娘たちに話ました。お年玉をカノック奨学金に送金するようになっ

て、毎年届く奨学生からの手紙が娘たちの視野を広げてくれたように思

います。高校生のときにラオスワークキャンプに参加した娘は、とても

刺激を受けて帰り、方向転換して児童福祉の道に進みました。

その後スタディツアーに参加した私は、奨学生が技能を習得しても資

金がなくて自立が難しい、ミシン一台あれば村に帰って縫製の仕事で一

家を養うことができると冨永さんからお聞きして、マイクロファイナン

スを創ることにしました。小額な基金ではありますが、

をお願いして毎年数人の自立に役立てていることを嬉しく思っていま

す。 

日本の日常の生活から無駄使いを見直すことで一人の人生に希望やチ

ャンスにつなげることができることに感動

てアジアの現状や息の長い教育支援を学ばせて頂けることも嬉しく思っ

ています。いつかラオスに行って自立した奨学生のお店の

とを楽しみにしています。 

税理士という専門職の理事さん

が着任したことで、大変期待し

ております。また、理事の平均

年齢の引き下げに貢献して頂き

ました。 

ご担当は緊急支援です。 

どうぞよろしくお願いします。
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名就任されました。本号では夢屋マイクロファイナンスに支援頂いております大野理事

と、税理士の森本理事を紹介します。次号で福永文代理事と河島一郎理事を紹介予定です。

2017～18 年度新理事さん紹介  

        森本森本森本森本    進進進進    

今期から理事に就任致しました森本と申します。さいたま市の浦和で税理士をしておりま

月に監事の河合さんのお誘いでラオスでの監事業務に同行させて頂く機会を得

の活動を見学させて頂きました。 

教育機会に恵まれない女性の経済的自立を支援する調理・美容・縫製の職業訓練、青少年の

経済的自立を支援する木工家具職業訓練の現場を見学しました。そこではトレーナーの指導の

もと実践的なカリキュラムに基づき訓練生が技術習得に励んでいました。 

翌日は職業訓練センターを修了し実際に起業している、美容・縫製の卒業生の郊外の店舗を

、インタビューにも同行しました。皆さんが自分の個性を活かして、将来の目標に向か

って一生懸命に事業に取り組む姿勢に感銘を受けました。 

の活動について知らないこともありますが、このラオスへの同行を通じ

の活動精神、内容について理解共感しました。 

また、ビエンチャンでは冨永代表に大変お世話になりました。通常の旅行では触れることの

出来ない庶民の暮らしや街の様子を体感することが出来ました。数年前に比べて各段に経済成

長しているとはお聞きしましたが、それは一部であり国民全体の生活水準は依然として低く、

日本にいる私たちがラオスの人達のために貢献できることがあると実感した旅行でした。

今回縁があり、理事の声をかけて頂きました。IV-JAPNの精神を理解し微力ながら貢献し

大野大野大野大野    宏江宏江宏江宏江    

月雪が降る寒い日、ガールスカウト富山県リーダー研修会に

講師として来県された富永さんとお会いしたのがご縁の始まりでした。

南北問題をスライドを交えながら熱く語られたのが心に響き、帰宅して

から娘たちに話ました。お年玉をカノック奨学金に送金するようになっ

て、毎年届く奨学生からの手紙が娘たちの視野を広げてくれたように思

います。高校生のときにラオスワークキャンプに参加した娘は、とても

刺激を受けて帰り、方向転換して児童福祉の道に進みました。 

その後スタディツアーに参加した私は、奨学生が技能を習得しても資

ミシン一台あれば村に帰って縫製の仕事で一

永さんからお聞きして、マイクロファイナン

スを創ることにしました。小額な基金ではありますが、IV-JAPAN に管理

をお願いして毎年数人の自立に役立てていることを嬉しく思っていま

から無駄使いを見直すことで一人の人生に希望やチ

ャンスにつなげることができることに感動しています。IV-JAPAN を通し

てアジアの現状や息の長い教育支援を学ばせて頂けることも嬉しく思っ

ています。いつかラオスに行って自立した奨学生のお店のお客になるこ

税理士という専門職の理事さん

が着任したことで、大変期待し

ております。また、理事の平均

年齢の引き下げに貢献して頂き

どうぞよろしくお願いします。 

名就任されました。本号では夢屋マイクロファイナンスに支援頂いております大野理事

と、税理士の森本理事を紹介します。次号で福永文代理事と河島一郎理事を紹介予定です。 

今期から理事に就任致しました森本と申します。さいたま市の浦和で税理士をしておりま

月に監事の河合さんのお誘いでラオスでの監事業務に同行させて頂く機会を得て、

教育機会に恵まれない女性の経済的自立を支援する調理・美容・縫製の職業訓練、青少年の

経済的自立を支援する木工家具職業訓練の現場を見学しました。そこではトレーナーの指導の

 

美容・縫製の卒業生の郊外の店舗を

、インタビューにも同行しました。皆さんが自分の個性を活かして、将来の目標に向か

すが、このラオスへの同行を通じ

また、ビエンチャンでは冨永代表に大変お世話になりました。通常の旅行では触れることの

出来ない庶民の暮らしや街の様子を体感することが出来ました。数年前に比べて各段に経済成

長しているとはお聞きしましたが、それは一部であり国民全体の生活水準は依然として低く、

日本にいる私たちがラオスの人達のために貢献できることがあると実感した旅行でした。 

の精神を理解し微力ながら貢献して

大野理事は月１回富山か

ら上京に合わせて事務所

にご足労頂き、IV-NEWS

の発送や、バザーの値札

付けなど、お手伝い頂い

ています。いつもありが

とうございます。 
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―ラオスの子ども文化活動― 

ラオスは 1975 年に社会主義国になり、それまで活

動していた世界的な青少年組織のガールスカウト、

ボーイスカウト、YWCA、YMCA 等の青少年団体は解

散し、革命後は共産党の中に青年同盟や女性同盟が

組織されています。 

1986 年に政府が打ち出した経済開放政策の影響で、

タイのテレビやラジオを通して外国文化が流通し、

また、外国人観光客の増加に伴い、外国文化や外国

人のライフスタイルも入ってきました。それに危機

感を覚えた政府が、伝統文化を子どもたちに継承す

るために、情報文化省は「こども文化センター」

（Children’s Culture Center=CCC）を、また、教

育省は「こども開発センター」（ Children’s 

Development Center=CDC）を各地に設立しました。 

主にラオス伝統楽器の演奏と舞踊を教えていまし

たが、1996 年からは日本の援助で日本の学童保育

や児童館的な活動や、図書館活動も加味され、現在

は全国 48 ヶ所に CCC が開設され、CDC は数ヶ所あ

り、日本の青年海外協力隊員が 8ヶ所に指導者とし

て配属されています。 

CCCと CDCの活動は同じようなものですが、最近は

絵画や英語学習、コンピューターを教えるところも

あります。 

参加費はビエンチャン中央 CCCでは月 5000 キップ

（およそ 60 円）、対象年齢は 8 歳から 13歳までで

すが、8 歳以下の弟妹が一緒に来たり、高校生や大

学生になっても参加して、お兄さん、お姉さんリー

ダーやボランテイアとして活動を続けている青年

もいます。 

ラオスはおおらかです。 

学校教育では先生が黒板に書いたことを、ボールペ

ンを使ってきれいにノートに書いて、覚える教育方

法です。音楽や美術を教えられる先生はほとんどい

ないので、子どもセンターで本を読んだり、読み聞

かせをしてもらったり、楽器に触れたり、踊りを覚

えたりと、こどもセンターは子どもの情操教育に大

切な役割を果たしています。 

 

ビエンチャン中央 CCC では従来の活動の他に、 

2014 年から NPO 法人「ぐんまジュニアー オーケ

ストラ」がバイオリン、ビオラ、チェロなど 30台

ほど楽器を寄贈して、今年 3月までの 3年間日本人

の音楽指導者も派遣していました。それでラオスに

「チャンパ ジュニアー オーケストラ」が誕生し

て、5月 7日には日本からプロのピアニストとフル

ート奏者も参加して、コンサートが開かれました。

チャンパとはプルメリヤのラオ語で、ラオスの国花

の名前です。 

 

チャンパージュニアーの実力は今一でしたが、馴染

みのない西欧音楽を初めて習い、ドレミの音符も初

めて見る子どもが多い中、一所懸命に弾いていまし

た。ラオスでは学校でも音楽の先生が配置されてい

るところは少なく、ドレミを読める先生もあまりい

ません。 

客席も携帯電話が鳴ったり、子どもの泣き声や大人

のおしゃべりが聞こえたり、観客のマナーもこれか

ら学んでいかなくてはなりません。 

 

ぐんまジュニ

アー オーケ

ストラの南紳

一代表は日本

少年少女オー

ケストラ協会

を設立して、現

在 15団体が加

盟しています。またアジア各国（ネパール、カンボ

ジア、バングラデッシュ）にジュニアー オーケス

トラの設立支援を行っています。ミャンマー、中国

は準備中です。2011 年の東日本大震災の折には、

アジアの国々（シンガポール、ベトナム、韓国）が

100 台余りのバイオリンやチェロを日本に送って

きたのに伴い、岩手県花巻市に金星少年少女オーケ

ストラを創設して、音楽から復興支援をしました。 

 

CCC活動での悩みは、学校のように義務教育ではな

いので、来たり来なかったりで、継続的指導ができ

ないため、特に音楽や語学はなかなか上達しないこ

とです。 

また、協力隊員の中には、「自分が帰国した後も持

続可能な何かを残したい」という信念から、これか

らも子ども達を指導する立場にあるラオス職員の

スキルアップを目指して、今年 2017年 1 月に、各

県の CCC隊員と協力し、「8県合同ワークショップ」

を開催して、各県から 2～3名の施設職員を対象に、

外部講師を招き、「本の読み聞かせの仕方」と「棒

人形の作り方・演じ方」について実践形式で学べる

機会を設けた、瀧口恭平さんのような熱心な隊員も

います。 

これは NGO 活動や JICA事業でも同じですが、日本

人が引き揚げた後の継続活動が大きな課題です。い

つの間にか事業がなくなっている例も見受けられ

ビエンチャン中央こども文化センター 
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ます。 

先日訪問したビエンチャン中央 CCCでは、6月 1日

の国際こどもの日にベトナムで開催される、アセア

ン子ども交流会に参加するために、民族舞踊の練習

を 40度近い気温の中、熱心に練習していました。 

当会も 2000 年から 10 年間、毎年日本に「平和のた

めの青年民族舞踊団」を招へいしてラオス文化を紹

介してもらいました。この団体はラオスジャーナリ

スト協会の中に設立され、高校生を対象に活動して

います。その当時の団員は皆 30 代になり、社会で

活躍している人が多いです。若い時に日本でホーム

スティを経験し、日本社会を知った経験は彼らの成

長に大きく貢献したと感じます。 

 

最後に引っ越しする知人が電子ピアノ(少々壊れて

いるが修理可能)を処分するか、誰かに上げたいと

いうので、ビエンチャンの CCCに連絡しましたら是

非ほしいというので、翌日すぐトラックで取に来て、

CCCに収まりました。いろいろな依頼事が来ますが、

私の役割は繋げることと思っています。

  

    

    

    

「ラオス事務所・「ラオス事務所・「ラオス事務所・「ラオス事務所・ラオ日文化センター」ラオ日文化センター」ラオ日文化センター」ラオ日文化センター」 

【愛知商工連盟【愛知商工連盟【愛知商工連盟【愛知商工連盟協同組合・協同組合・協同組合・協同組合・福田福田福田福田    譲氏譲氏譲氏譲氏】】】】2017201720172017 年年年年 4444 月月月月 20202020 日日日日    

協働事業の可能性について当会を訪問されました。 

【【【【タイロンタイロンタイロンタイロン    ラオ・ラオ・ラオ・ラオ・溝口盛司氏溝口盛司氏溝口盛司氏溝口盛司氏    】】】】2017201720172017 年年年年 4444 月月月月 21212121 日日日日    

縫製の技術指導では大変お世話になりました溝口様とご友人がお多福を訪問されました。 

【ビエンチャンレスキュー・【ビエンチャンレスキュー・【ビエンチャンレスキュー・【ビエンチャンレスキュー・Mr.Mr.Mr.Mr.セバスチャンと中村宏子さん】セバスチャンと中村宏子さん】セバスチャンと中村宏子さん】セバスチャンと中村宏子さん】2017201720172017 年年年年 6666 月月月月 7777 日日日日    

埼玉県国際交流協会の中古救急車、消防車の寄贈申請を検討するため、協議しました。ラ

オスでは公的なサービスが発達していないため、NGOビエンチャンレスキューが 300 人の

ボランティアで救急・消防を実施しています。アジアのノーベル賞と言われるマグサイサ

イ賞を受賞した信頼の高い団体です。 

【【【【JICAJICAJICAJICA 青年海外協力隊員青年海外協力隊員青年海外協力隊員青年海外協力隊員・・・・中田実可子さん】中田実可子さん】中田実可子さん】中田実可子さん】2017201720172017 年年年年 6666 月月月月 15151515 日日日日    

協力隊員終了の記念にお多福ラオ日文化センターの活動の一つである打掛（うちかけ）の着付け体験をしまし

た。2人係りで約 45 分を費やし、出来上がった花嫁姿に大満足でした。 

【【【【JICAJICAJICAJICA 青年海外青年海外青年海外青年海外協力隊員協力隊員協力隊員協力隊員・・・・教員教員教員教員養成グループ養成グループ養成グループ養成グループ】】】】2017201720172017 年年年年 6666 月月月月 19191919 日日日日    

ラオスの各地方へ派遣されていた 6名と JICA職員 1名が、現地での活動維持が大きな課題となっていること

から、当会のハンドオーバー後の活動継続方法について学ぶため、訓練所を訪問されました。当会の活動紹介

の後、冨永代表への質疑応答を行い、初級、上級コース見学後、OJT１レストランで昼食を召し上がりました。 

【【【【JICA JICA JICA JICA 青年海外協力隊員青年海外協力隊員青年海外協力隊員青年海外協力隊員・・・・保健グループ】保健グループ】保健グループ】保健グループ】2017201720172017 年年年年 6666 月月月月 19191919 日日日日    

各県よりビエンチャンに集まった約 20名がお多福ラオ日文化センター・レストランで昼食。久々の日本料理

を楽しんでいただきました。米山 JICAラオス事務所所長、牧本次長も同席。 

【河島一郎理事】【河島一郎理事】【河島一郎理事】【河島一郎理事】2017201720172017 年年年年 7777 月月月月 24242424 日日日日    

担当のラオ日文化センターの現状把握と今後について協議。 

「日本事務所」「日本事務所」「日本事務所」「日本事務所」    

【愛知商工連盟【愛知商工連盟【愛知商工連盟【愛知商工連盟協同組合・協同組合・協同組合・協同組合・鹿島理事長、久保田広報担当鹿島理事長、久保田広報担当鹿島理事長、久保田広報担当鹿島理事長、久保田広報担当】】】】2017201720172017 年年年年 7777 月月月月 6666 日日日日    

愛知から大宮の事務所にお越し頂き、今後ラオスとタイで色々とコラボできそうな事

業を協議しました、将来が楽しみです。 

【テレビジョンフィールド・佐双泰介様】【テレビジョンフィールド・佐双泰介様】【テレビジョンフィールド・佐双泰介様】【テレビジョンフィールド・佐双泰介様】2017201720172017 年年年年 7777 月月月月 7777 日日日日    

テレビ東京の人気番組「世界ナゼそこに？日本人」では、波乱万丈人生を送る、世界

のために貢献している人が取り上げられるとのことで、冨永代表に初回の取材が来ま

した。現地撮影はこれからです。 

【【【【藤田藤田藤田藤田廸枝廸枝廸枝廸枝さん、さん、さん、さん、小小小小沢沢沢沢秋子秋子秋子秋子さんさんさんさん】】】】2017201720172017 年年年年 7777 月月月月 19191919 日日日日  

代表お手製のタイ・ラオス料理を囲んで。 

千 客 万 来 

花嫁姿の記念撮影 

愛商連 

読み聞かせ研修 協力隊員による棒人形実演 棒人形の舞台裏 

藤田さんと小沢さん 



 

＜随時会員を募集しています＞ 

奨学金ドナー及び国際協力費・運営費ドナーを随時募集していま

① 奨学金ドナー  年 1 口 12.00012.00012.00012.000 円円円円

② 国際協力費又は運営費ドナー  

・申込方法・申込方法・申込方法・申込方法((((銀行振込の場合は振込された方の銀行振込の場合は振込された方の銀行振込の場合は振込された方の銀行振込の場合は振込された方の

郵便振替 ：（口座番号） 00140-5-537168

銀行振込 ：埼玉りそな銀行浦和中央支店

（普通） 口座番号:5038052   

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

ごごごご協協協協力力力力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました

❤カノック奨学金

田中兼勝、松下倶子、神原惠、石井直子、土屋多賀子、和田治江、菅原由紀、みどり幼稚園みどり会（

山口愛子、新井良夫（2口）、斎藤雄太、富井伊都子、小松文子（

高見沢啓二、稲葉尚子、岡庭史子（2

  ❤運営・プロジェクト

（（（（2017/42017/42017/42017/4/1/1/1/1 からからからから 2012012012017777/7/3/7/3/7/3/7/3

伊波美智子（3千円）、山口愛子（5万

吉原喜代（3千円）、石井直子（3千円）、北條正子（

由紀（3千円）、上田義朗（5 千円）、田中兄一（

サポート募金（9,293円）、栗原 聡（

    ＜編集後記＞＜編集後記＞＜編集後記＞＜編集後記＞    

本号は記念すべき IV-NEWS30号です。そして来年は

に行われた理事会でも、どんな楽しい

に着々と計画を練っております。ご期待下さい！ところで今年の夏は変な天気でしたね。

関東は 7月暑かったのに、8月は長雨で

は過ごしやすい安定した秋らしいお天気になることを期待して。

    

    

    

    

    

    

認定・埼玉県指定認定・埼玉県指定認定・埼玉県指定認定・埼玉県指定    特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人

日本事務所日本事務所日本事務所日本事務所 開所時間 午前 9 時～午後

〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋

シティヒルズ 101                         

TEL:048-622-8612   FAX:048-622-8612           

E-mail: iv-japan@vanilla.ocn.ne.jp

http://iv-japan.wix.com/iv-japan 

                                     

                                    

                                               

                                                   
(IV-JAPAN QR コード) (アカウンタ―ビリティセルフチェックマーク

� 「NHK ラジオ深夜便」 ～当会代表

 次回放送は未定です。わかり次第当会

� ラオスの小物や訓練生の作品

～新作のコットンショール（肌触り抜群）やシルクショール

・・・・グローバルフェスタ JAPAN  お台場

 9月 30 日（土）、10月 1 日（日）午前

  

・・・・さいたま市 国際ふれあいフェア

 10 月 8日（日）午前 11時～午後

  

・・・・埼玉県国際交流協会 国際フェア

 11 月 5日（日）午前 10時～午後

  

-8- 

奨学金ドナー及び国際協力費・運営費ドナーを随時募集しています。一人でも多くの皆様のご協力を宜しくお願い致します

円円円円以上  

★個人 年 1 口  3.000 円以上  ★団体及び法人 年１口

銀行振込の場合は振込された方の銀行振込の場合は振込された方の銀行振込の場合は振込された方の銀行振込の場合は振込された方の氏名と会員番号の下氏名と会員番号の下氏名と会員番号の下氏名と会員番号の下 4444 桁桁桁桁の明記の明記の明記の明記をお願い致しますをお願い致しますをお願い致しますをお願い致します))))

537168  （加入者名）（加入者名）（加入者名）（加入者名）IVIVIVIV----JAPAN JAPAN JAPAN JAPAN  

：埼玉りそな銀行浦和中央支店 （※銀行振込の方は事務局までご住所等詳細をお知らせください。）

   名義人：（特非）国際協力 NGO・IV－JAPAN 

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました‼‼‼‼                                                            ―順不同・敬称略

奨学金ドナー紹介 ❤（（（（2012012012017777////4444/1/1/1/1 からからからから 2012012012017777////7777/3/3/3/31111 まで）まで）まで）まで）

田中兼勝、松下倶子、神原惠、石井直子、土屋多賀子、和田治江、菅原由紀、みどり幼稚園みどり会（

口）、斎藤雄太、富井伊都子、小松文子（2口）、福永文代、向明伸、河口道子、

2口） 

・プロジェクト費寄付者一覧❤ 

/7/3/7/3/7/3/7/31111 まで。まで。まで。まで。3333,000,000,000,000 円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。）円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。）円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。）円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。）

万 3千円）、塩谷雄一（5万円）、斎藤敏一（110 万円）、関矢綾子（

千円）、北條正子（1万円）、井藤尚子（10万円）、武藤廣子（

千円）、田中兄一（5千円）、羽山陽子（5千円）、斎藤加代（

（5万円）、吉野貴美子（50万円）、片岡康博（

号です。そして来年は IV-JAPAN30周年ということで、

に行われた理事会でも、どんな楽しい 30周年式典にしましょうか！と、池田理事を中心

ご期待下さい！ところで今年の夏は変な天気でしたね。

月は長雨で、海やプールも閑古鳥だったようです。これから

過ごしやすい安定した秋らしいお天気になることを期待して。 （事務局 西野）

    

    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    国際協力国際協力国際協力国際協力 NGONGONGONGO・・・・IVIVIVIV----JAPANJAPANJAPANJAPAN    

時～午後 6時    

埼玉県さいたま市大宮区三橋 2-545-2         ラオス事務所ラオス事務所ラオス事務所ラオス事務所

                      P.O Box7920 Vientaine, Lao PDR

8612                 TEL/FAX : +856-21

japan@vanilla.ocn.ne.jp             携帯電話；+856-20

              E-mail: ivjapan.vte@gmail.com

                                                     タイ事務所タイ事務所タイ事務所タイ事務所 

                                             Continental Mansion 34/7 Soi Lertpanya

                       Rangnam, RajavithiBangkok 10400 

                                                    E-mail: valaikorn@hotmail.com
アカウンタ―ビリティセルフチェックマーク) 

お 知 ら せ 
～当会代表 冨永幸子によるラオスレポート～ 

わかり次第当会 HPでお知らせしますが、聴き逃しサービスもご利用下さい。

ラジオ深夜便 http://www.nhk.or.jp/shinyabin/kikinogashi.html

作品を販売します！お気軽に遊びに来てください！販売

～新作のコットンショール（肌触り抜群）やシルクショールもあります～ 

お台場 センタープロムナード 

日（日）午前 10時～午後 5時 

ふれあいフェア 2017  浦和駅東口駅前市民広場 

時～午後 4時 

フェア さいたま新都心 さいたまスーパーアリーナ

時～午後 4時 

す。一人でも多くの皆様のご協力を宜しくお願い致します 

年１口 10.000 円以上 

)))) 

（※銀行振込の方は事務局までご住所等詳細をお知らせください。） 

    

順不同・敬称略－－－－

まで）まで）まで）まで）    

田中兼勝、松下倶子、神原惠、石井直子、土屋多賀子、和田治江、菅原由紀、みどり幼稚園みどり会（7口）、

口）、福永文代、向明伸、河口道子、 

円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。）円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。）円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。）円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。）    

万円）、関矢綾子（5 千円）、

万円）、武藤廣子（1万円）、菅原

千円）、斎藤加代（50万円）、JANIC/NGO

（50 万円） 

周年ということで、6/24

と、池田理事を中心

ご期待下さい！ところで今年の夏は変な天気でしたね。

これから

西野） 

    

ラオス事務所ラオス事務所ラオス事務所ラオス事務所 

P.O Box7920 Vientaine, Lao PDR     

21-316047         

20-55515122  

ivjapan.vte@gmail.com   

  

oi Lertpanya (Rajavithi9), 

Bangkok 10400  Thailand 

valaikorn@hotmail.com 

でお知らせしますが、聴き逃しサービスもご利用下さい。 

http://www.nhk.or.jp/shinyabin/kikinogashi.html 

販売ボランティアも募集！  

さいたまスーパーアリーナ 


