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－日ラオ外交関係樹立 60周年記念事業外務省認定－ 

【NO.23】2015.3.31 発行 

〔国営テレビのインタビューを受ける冨永〕 

〔お茶会の様子〕 

  

 

 

 

             

 

 

 

 

   

2015 年 3 月で日本ラオス外交関係樹立 60 周年になりました。ラオス

では本年１年間は各種の記念行事が開催されます。当会ではそれに呼

忚して、一連の日本文化紹介を記念事業として申請し、1月 23日～24

日に冨永自宅で実施したお茶会と着物展示会には約 5～60 人の参加者

がありました。お茶会というと堅苦しく感じていたようですが、とて

も気楽にお茶とお菓子を頂き、お茶の歴史に始まって、茶道は日本文

化の総合芸術と感心していました。ラオスでは和菓子も手作りで、白

玉団子に餡をのせただけの簡単なお菓子も喜んでもらいました。虫干

しを兼ねた約 40点の着物展示は、和服の綸子織りや絣柄等アジアから

日本に伝わったことを、ラオスの絣や織り、インドのサリー、インドネシアの更紗等を実際見ながら比較した

説明に、アジアは一つと感じたようです。1月 31日はヴィエンチャン武

道センター駐車場の野外ステージで着物ファッションショウを開催し

ました。日本大使館へ 60 周年記念事業に申請した際、大使館より武道

会で第 1回ヴィエンチャン・パフォーマンス・アートフェスティバルが

開催されるので、合流してはどうかとのお誘いに乗ることになり、急遽

参加が決まりました。ラオスでは初めて大衆芸術集団約 20 団体が一同

に会しての発表で、日本からもパントマイムが参加しました。約 400人

余の観衆で用意した座席もなくなりましたが、23人のボランティア・    

モデルは全部ラオス人、七五三衣装の可愛い子どもや人気歌手のアレ    

キサンドラが内掛けに高島田で現れると、カメラのシャッター音でいっぱいでした。また、出演後はマキュア

ーホテルの総支配人の招待で、モデルをはじめ、ボランティアもホテルの夕食を楽しみました。3 事業とも、

国立ラオステレビが入り、実況の他にインターネットで調べた茶道や着物についての解説や映像もあり、著作

権を心配したのは日本人だけでしょうか。 
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                    ―JICA 草の根パートナー型技術協力事業― 

 
【地方職業訓練トレーナー養成】前回の IV－NEWS でも紹介

したポンサリー県とウドムサイ県からの 2 名の縫製トレーナ

ー候補生が上級コースと教員養成コースを 2015 年 3 月末に修

了し、それぞれの出身県に帰っていきました。IV-JAPAN の職

業訓練を通してトレーナーが養成された両県の職業訓練所に

は、高岡万葉ロータリークラブ様からのご寄付により職業訓練

資機材が贈られ職業訓練の実施が可能になりました。トレーナ

ーたちは教員養成コースで学んだ訓練計画を立て、現地で訓練

を実施していきます。4月以降も他県からのトレーナー候補生

の IV-JAPAN 職業訓練校への派遣も決まっており、中央から地

方へ IV-JAPAN トレーナー輩出の道筋が尐しずつ固まってきま

した。 

 

 

 

 

【ビジネスプランコンテスト】第 15期卒業制作発表会はこれまで

の 3分野のスキルコンテストに加えて、ビジネスプラン・コンテス

トも導入されました。2011年 12月のプロジェクト第 3フェーズか

ら開始したスモールビジネスマネジメント(経営基礎 )の教科書づ

くりは、日本人 OJTコーディネーターがラオス人スタッフを相手に

講義し、彼らの理解度を確認しながら内容を改善する作業を繰り返

してきました。「ああいう説明だと理解できないのか…、ならばこ  

  ういう説明だったら理解できる かな？」と小学校を卒業しただけ 

  の生徒にもわかりやすい言葉 を選びながら、試行錯誤を重ねよう

やく 2014年末に完成しました。現在は OJTラオス人マネージャーやトレーナーがこの教科書をつかって生徒

にスモールビジネスマネジメントを教えています。生徒たちにとって、はじめて学ぶスモールビジネスマネジ

メントは簡単ではなかったようですが、将来自分 のお店を持ちたいと考えている生徒たちはトレーナーの説

明に真剣に耳を傾けていました。トレーニングの最後に生徒たちは自分のビジネスプランを作成します。最も

現実的なビジネスプランを書いた生徒 2名が選ばれ、卒業制作発表会で自分のビジネスプランを発表しました。

ウドムサイ県出身のセンワンは 30歳ですが小学校しか卒業しておらず、計算や理解のスピードはとてもゆっ

くりでした。しかし、故郷で自分の店を持つために時間をかけてビジ

ネスプランを練り上げました。大勢の前で話すことなどこれまで一度

も経験したことのなかった彼女はとても緊張していました。発表後、

大仕事を終えてホッとしたのでしょう。気分が高揚していた彼女は

「ありがとう、先生。ありがとう、先生」と何度も何度も感謝の気持

ちを伝えてくれました。彼女はこれから IV-JAPANのミシンローンを

活用し仕立て屋を開きます。ラオスの零細企業はその多くが家族経営

でビジネス会計と家計の境界がなくどんぶり勘定だったり、戦略がな

かったりと、感覚的にビジネスを営んでいるケースが尐なくありませ

ん。ラオスは産業が未発達であると言われており、起業家の輩出はこ

れからの国家形成においてとても重要な役割を果たしていくと思い

ます。このスモールビジネスマネジメントのトレーニングがこれから

のラオスをリードする起業家を産み出す礎となれるよう、今後も教え

る側の人材育成に力を入れていきたいと思います。                          

                            （OJTコーディネーター須田 裕美） 
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〔3月 31 日上級卒業式〕（OJT 2 卒業生たち) 
上段:右から 2番目セントン(ウドムサイ県) 
下段: 右から 2番目ブンミー(ポンサリー県) 

〔ビジネスプランを発表する生徒〕 

〔審査員として参加いただいた 
ラオ・インディア起業家開発センターの 

シアンポン所長と〕 

ラオス・ビエンチャン職業訓練（調理・縫製・理美容） 
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〔講義中の一コマ〕 

 

 

 

―JICA・埼玉県連携事業・地域経済活性化特別枠― 
 

【とりあえず木工】 

初年次を終えて、訓練成果を省みている現在、視点を変えた話題を送りたい。初年次はスタッフ一同でバタ

バタとお化け屋敷を改造して、どうにかスタートを切ったが、募集に関しては蓋を開けるまで分からない状態

だった。それでも定員を 1名下回る陣容で訓練はスタートした。しかし、忚募者の背景は様々。一番多かった

のは『とりあえず木工』組で、これは家でブラブラしていて木工に興味はないが、周りから勧められてとりあ

えず訓練を受けた者で、この連中は訓練に飽きればすぐ辞めて、1年間を通すと、全体の 3人に 1人の割合に

なった。木工訓練は IV-JAPAN が実施している他分野の訓練と違って授業料など全て無料、その他インセンテ

ィブもあり、訓練内容も他の政府系の訓練校と違って潤沢、至れり尽くせり、厳しく訓練した訳でもないのに

結果はこのざま。プロジェクトは元々職の無い、あるいは低教育しか受けれなかった青尐年を対象に行ってい

るから、玉石混交でも仕方がないと覚悟はしているが、それにしても『とりあえず木工』組に悩まされた一年

だった。そういった中、『とりあえず木工』組の Aのことを書いてみたい。Aは高一で中退した 15歳。その後

家に引きこもっていた人物（最初会った時は自閉症ではないかと思った）で、兄が木工訓練を受けていたため、

連れられて訓練を受けることになった。本人は別に木工をやりたいと思った訳ではなく、兄が毎朝バイクで送

り届けてくれるから通ったようなもので、いつまで続くかと思いきや、これが途中から片道 1時間も自転車に

乗って通い無事修了。もっとも教えるラオ人スタッフは Aの態度が悪くてウンザリしたとボヤいていた。Aの

最初の頃は挨拶も満足にできなかったが、後半には私に挨拶を返せるようになったから、変化が出て来たのは

確かで、私も訓練（といっても生活面）の成果はあると喜んだ。こういう人物が木工の技術を覚えて自信を持

てば、将来の道は開けるだろうと、将来の希望を聞くと『サッカー選手になる』という。亡くなった谷啓では

ないがそれを聞いた私は『ガチョーン』状態。まあ、それも仕方がないと思って修了証を渡した。その Aが先

日、中級に進みたいと訪ねてきた。初級のようには行かないと、あれこれ諭したが、心もち以前よりは顔つき

がキリッとして、何だかやれそうな印象を私は受けた。といってもスタッフは受け入れたくない様子だし、ま

た 2年次は募集方法を工夫したので、各地から問い合わせが多く、忚募者を選ぶ嬉しい状況になるかも知れず、

Aが希望通り訓練を受けられるかどうか分からない。                

                                          （木工プロジェクトマネージャー松本 重樹） 

 

  

 【２人のトレーナー】 

木工プロジェクトでは長年 IV-JAPAN に携わっている通称エイプ

スーパーバイザー、そのエイプの元生徒サーイチーフトレーナー

の２人のトレーナーが働いてくれています。プロジェクトが始ま

り１年、訓練も初・中・上級の 3コースを修了することができま

した。まだまだ授業として物足りない部分が多いですが、現地ト

レーナーも「人に教える」ということに慣れてきたように感じま

す。初めてトレーナーという立場になったサーイ。木工職業    

                      訓練がスタートした昨年の 7月ごろ、意見を求めても、何か良 

                    い方法ある？と聞いても何も答えてくれませんでした。「山本さ

んに任せるよ」の一点張り。不満そうな顔はするが、結局何も言わないのが彼でした。（とてもラオス人らし

い）とにかく言われたことをやる。それでいて人前で話すのが苦手で、エイプがいない時に変わりに講義をし

てほしいと伝えても、エイプが帰ってくるのを待つサーイ。技術や知識はとても高いのにもったいない、かと

いってなかなか強く言えないのがラオスの文化、どうしたものかと悩む日々でした。 

 そんな中約半年が経ったある日、サーイが私に近づいてきて、「白板を使って、話をしてもいいかな？こう

説明してあげたら分かりやすいと思うんだ」と言ったのです。離れたところから彼の講義を聞いていると、緊

張した顔をしながらも、慎重に言葉を選んで、一生懸命伝えている姿が見えました。内容もとても分かりやす

く、生徒達もスッキリした顔をしていました。「人に教えること」これはとても難しい技術です。職人として

高い技術を持っていたとしても、それを人に伝え、教えるというのはまた別の話です。しかし、教えることで

彼らにとっても勉強になり、新しい能力を身につけることになります。この 1日から新たに一つ技術を身につ

けたサーイ、次年度の活躍に期待です。        

                                                           （木工インストラクター山本 奮）  

ラオス・ビエンチャン木工職業訓練 
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〔ASC のマーク〕 

－アカウンタビリティーセルフチェック（ASC）－ 

 

 

 

 

【プロローグ】 

3 月 13 日（金）の IV－JAPAN 日本事務所。およそ１年間に渡り準備をしてきた、

アカウンタビリティ・セルフ・チェック（ASC）の実施を迎え、やや緊張感が漂っ 

 ている。午後 1時前、全国の NGOネットワーク組織、国際協力 NGO センター（JANIC） 

 から二人の立会人が到着する。冨永幸子代表理事を始め、荻野有子日本事務局総括、

井藤尚子日本事務局員の 3 人が、加藤陽一日本事務局アドバイザーの司会によって、41 項目に及ぶ組織

運営や国際協力事業についての自己診断を開始する。 

 

  【IV－JAPANが ASCマークを取得】 

3 月 20 日（金）、JANIC常任理事会で、IV－JAPAN の ASC 完了と ASC マーク取得が承認された。この日迄

に ASC マークを取得した NGO は、全国で 22 団体。IV－JAPAN は全国で 23 番目に ASC マークを取得した

NGOとなった。埼玉県では ASCマークを取得した最初の NGO であり、唯一の NGOである。 

 

  【NGOにとってのアカウンタビリティとは】 

アカウンタビリティは日本語では『説明責任』と訳される。JANIC はアカウンタビリティを、「組織・個

人が、業績や忚答性、倫理性について、関係者の期待に忚えること」としている。NGOは途上国で開発協

力や人道支援を行っているが、その活動は寄付者・会員・ボランティア・助成機関・企業など多くの人・

組織に支えられている。途上国においても、活動は政府・自治体・地元団体など提携団体と協働し、受

益当事者の意見を反映する事によって有効な活動を目指している。NGOは双方の関係者の信用を得て、信

頼関係を結ぶ事が、有効な活動を持続させる事に繋がる。そのためには、NGOは組織や活動を改善する努

力を続けていく事が必要となるが、ASCは組織を診断し、改善点を指摘し、組織を強化する制度といえる。

アカウンタビリティは世界的にも開発効果や人道支援に不可欠な国際的行動規範ともなっている。 

 

  【ASCの実施】 

JANIC が日本の NGO 関係者との意見交換や国際会議で採択された国際基準などを参考に、ASC を 2012 年

に改定した。『ASC2012』は、「組織運営基準」15 項目、「事業実施基準」11 項目、「会計基準」11 項目、

「情報公開基準」4項目の、4分野 41項目より構成されている。IV－JAPANは、1年前から ASCマークを

取得する事を目指して、日本事務局を中心に 41項目の内容から組織を点検し、規程類の整備、情報の発

信充実と共有促進、会計事務の改善、中長期計画の策定、自己資金獲得の努力、ボランティアやインタ

ーン受入の整備などを進めてきた。ASCは自己診断なので、診断が適切に行われているかを見極めるため、

JANIC より立会人が二人派遣される。3 月 13 日の ASC 実施の結果、41項目（必須項目 33、強化項目 8）

の中で、必須項目すべてを含む 36項目をクリアーし、4項目は今後の改善点とした。立会人も IV－JAPAN

の自己診断を了承し、その後 JANIC 常任理事会で承認された。ASC マークを取得した 22 団体でもすべて

の項目をクリアーした団体はない。ASCが今後、NGOにとってどれだけ重要になってきているかは、日本

政府・経済界・NGOによって災害や紛争時に NGOの緊急活動を支援する最大組織のジャパン・プラットフ

ォーム（JPF）が、加盟条件に ASC を必須とした事でも分かる。 

 

  【エピローグ】 

ASCマークを取得した事でアカウンタビリティが終わる訳ではない。むしろ、スタート地点に立ったとい

える。JANICからは早速、アカウンタビリティ取り組みの実施状況を知らせて欲しいとの要請がきている。

日本事務局がキーステーションとなるが、組織全体の理解と協力と努力が欠かせない。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

国内活動 

加藤 陽一（埼玉NGOネット事務局長 

IV-JAPAN日本事務局アドバイザー） 

 4月 12、19日 板橋グリーンフェスタ＠赤塚動物公園 

 5月 3、4日  さいたま市見沼国際友好フェア＠市民の森・見沼グリーンセンター 

 5月 23、24日 ラオス・フェスティバル＠代々木公園 

 6月 20日（19日深夜）NHKラジオ深夜便    

－IV－JAPAN 国内予定表－ 
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－上田義朗氏の本職は流通科学大学教授ですが、合同会社の代表社員や 

日越経済交流センター副理事長等も務められている関西では有名な異色の大学教授です－ 

 
 代表理事の富永幸子さんと初めてお目にかかったのは 2001年 9月。私がＪＩＣＡ短期専門家としてラオス

国立大学経済経営学部に着任した時です。当時、ビエンチャン市内の日本料理店は「古都」や「東京キッチン」

だけでした。私を含む日本人は日本食に飢えていましたが、その時に日本の手料理をご自宅でご馳走して下さ

ったのが富永さんでした。「一宿一飯の恩義」と言いますが、それ以来のおつき合いが現在も続いています。 

本年 3月 14日の理事会に私は初めて出席させて頂きました。忌憚のない自由な意見交換と公的資金の積極

的な活用は、日本のＮＧＯ法人の先進的な姿であると実感いたしました。このような立派な法人の理事の就任

は、責任が重いと同時に光栄なことと思っております。微力ながら何らかのお役に立てることがあれば幸甚で

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。    

            

 私の専門は経営学。特に企業論やアジアビジネス論を担当

しています。1994年のベトナム以来、1998年のミャンマー、

2001年のラオス、2006年のカンボジアと訪問国が拡大し、

現在ではメコン川流域国 4カ国（ＣＬＭＶ）が研究調査の地

域です。これら 4カ国の首都を比較すれば、それぞれに特徴

があり、飽きることがありません。ハノイが重厚な「ハード

ボイルドな都市」とすれば、ビエンチャンは優雅な「川と綠

の公園都市」といった印象です。ラオスをさらに知るために

も、これら隣国の訪問をお勧めしたいです。 

現在、私は日本・ベトナム初の合作映画「ベトナムの風に

吹かれて」のプロデューサーです。なぜ大学の先生が映画製

作をするのか？当然の質問ですが、それは事態の「流れ」と

「弾み」とご理解ください。同映画の主演は、6年ぶりの映

画出演となる松坂慶子。監督は大森一樹。共演には草村礼子。

そのほか奥田瑛二、柄本明、松金よね子、斎藤洋介など有力

俳優が脇を固めています。さらに吉川晃司が友情出演。若手

ではＮＭＢ48の藤江れいなが起用されています。 

 

 

ハノイで日本語を教える新潟出身の主人公（松坂慶子）が、周囲の

反対にもかかわらず、認知症の母（草村礼子）をベトナムに引き取り、

そこで介護生活を開始するという内容です。これは実話で、富永さん

と同じ「ＮＨＫラジオ深夜便」でベトナムを担当する小松みゆきさん

が原作者です。 

ベトナム側の芸達者な俳優の演技も見どころです。日本で言えば、

今は亡き宇野重吉や原節子のようなベトナム人が出演しています。本

年 10月に日本とベトナムで全国公開です。文化庁から「国際共同製

作映画支援事業」の助成金受給も決定しています。 

ハノイはホーチミン市などと比較して「重苦しい」「暗い」と言わ

れます。それを前述のように政治的な意味も込めて「ハードボイルド

な都市」と私は表現しました。一方、認知症の介護といえば、自分の

両親のみならず自分自身を含めて憂鬱な問題と認識されることが日

本では一般的でしょう。しかし本映画を見れば、それらの重圧感や不

安感は「ベトナムの風に吹かれて」吹き飛ばされてしまいます。固定

観念にとらわれず、自由な発想で前向きに人生を生きる。大森一樹監

督が描く独特の世界です。久しぶりに暴力・アクション・セックスの 

                  ない大人の鑑賞に堪えうる映画となりました。ご期待下さい。 
 

                        （上田 義朗 流通科学大学商学部教授） 
 

 

〔2014年末にワッタイ空港にて〕 

〔松坂慶子さんと草村礼子さん〕 

理事紹介：上田義朗 
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―長年ご協力いただいている奨学金ドナーの皆様の中から 2名の方のお便りをご紹介いたします― 

 

 

宮下 ひとみ（東京都大田区在住） 

大分以前の事ですが、自分の子ども二人が中学生くらいになり、

ここまで元気に育ってきたことに感謝の気持ちを何か表す方法は

ないものだろうかと考えていました。そんな折、かノック奨学金

の事を知り心が動きました。これなら私にもできると。 

 私は子どもたちにダンスを教えています。踊る楽しさを伝えた

い、楽しく豊かな経験をたくさんして欲しい、そんな思いで教え

ています。 

 私の周りにいる子どもたちを含め、日本の子どもたちは恵まれ

た環境の中にいます。しかし世界には、飢餓、貧困、戦争など、

子どもたちが泣き、生存さえも脅かされている現実があります。

それに対し、私にできることは何だろう？その時、その時、自分

にできることをしたい。そんな私が出会ったのがカノック奨学金は私が求めていたものにぴったりでした。 

 子どもの笑顔が好きです。キラキラした目で未来を見ている顔が大好きです。その未来を見ることのお手伝

いを尐しでもできたらと思います。小さな力ですが、それが未来につながればとてもうれしく思います。 

 日本でのスタッフの方、現地でのスタッフの方、多くの方々に支えられ、奨学金が活かされていると思いま

す。どうぞこれからも子どもたちの未来のためによろしくおねがいいたします。 

 

 

 

 

 根橋 叔江（静岡県静岡市在住） 

もう、20 年以上も前のことです。新聞で偶然目にしたカノック奨学金の

記事を読んで、「何かしたいなぁ」と思っていた私は国際ボランティアの会

（IV-JAPAN 旧称）に電話をしてみました。電話でお話したのが冨永さんだ

ったのか、今となっては記憶があいまいですが、「これも何かの縁ですから、

一緒にスタディツアーにいきましょう」と誘ってくださいました。残念な

がら日程があわず、ツアーには参加できませんでしたが、そのご縁が今も

続いていることに感謝します。 

当時はタイの中学生の学費を支援するプログラムでした。これが私のタ

イ好きの原点となりました。タイ語を習ってみようと、タイからの留学生

が先生をしているタイ語教室に入りました。文法はシンプルですが、発音

も文字も難しくて、面食らいました。タイ語の習得はあっさり断念(笑)。

奨学生からいただくお手紙は、IV-JAPAN でしっかり翻訳してもらっていま

す。毎年、どんな人だろう？と楽しみにしています。かわいらしい女の子の

写真にいやされ、きりっとした女性の写真にはげまされます。支援の相手がしっかり見えるので安心ですね。

始めた当時は、会社に勤めている間は支援を続けたいなと思っていましたが、会社もカノック奨学金もなんと

か続けられています。20 年前と同じ金額というのも継続できている理由だと思います。ありがとうございま

す。1年に 1人の支援しかできませんが、定年まではがんばります。 

先日ラオスのガイドブックを見ていたら、なんと冨永さんが載っているではないですか！ラオスで活躍する日

本人として紹介されていました。直接お会いしたことはないですが、うれしくなりました。いつの日か、スタ

ディツアーに行きたいと思います。 

   

カノック奨学金ドナー 
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  ＜奨学金授与数＞  

 

  ＜職業訓練所＞ 

 

  ＜学校建設＞ 

  授与先 

年度 
タイ ラオス 

 授与先 

年度 
タイ ラオス 

 授与先 

年度 
タイ ラオス 

1990 81 0 1999 200 200 2008 40 159 

1991 242 0 2000 200 200 2009 40 147 

1992 566 0 2001 120 200 2010 40 128 

1993 664 0 2002 120 140 2011 40 98 

1994 606 0 2003 120 124 2012 35 115 

1995 434 40 2004 60 160 2013 40 110 

1996 401 100 2005 46 156 2014 40 108 

1997 416 100 2006 30 167 合計 4,821 2,899 

1998 200 291 2007 40 156 総合計 7,720名 

No. 建設年 建設地 訓練所名 寄付者 

1 1996 シェンクアン県ムアンカム ムアンカム職業訓練所・生徒寮 郵貯･IV-JAPAN 

2 1997 シェンクアン県ノンヘット ノンヘット職業訓練所・生徒寮 郵貯･IV-JAPAN 

3 2000 ヴィエンチャン都チャンタブリ ヴィエンチャン都職業訓練所 ODA/IV-JAPAN 

4 2008 ヴィエンチャン都チャンタブリ ヴィエンチャン都職業訓練生徒寮 ODA/IV-JAPAN 

5 2011 ヴィエンチャン都ナーサイトン ナーサイトン職業訓練所 ODA/IV-JAPAN 

6 2012 ヴィエンチャン都シコタボン 
ミズキ職業訓練上級コース

IV-JAPAN事務所 

伊藤裕子/水と大地と緑の

会 

7 2013 ボリカムサイ県パカディン パカディン郡職業訓練所（資機材） 高岡万葉ロータリークラブ 

8 2014 シェンクアン県ペーク ユウコシェンクアン県職業訓練所 
伊藤裕子/埼玉県国際交流協

会 

No. 建設年 建設地 学校名 教室数 寄付者 

1 1994 ヴィエンチャン都ハットサイホン パワー小学校 6 IV-JAPAN 

2 1999 ヴィエンチャン県ケオウドム ヴィエンカム小学校 6 早坂健治 

3 2000 ヴィエンチャン都チャンタブリ シーダムドウアン小学校 6 ODA/IV-JAPAN 

4 2000 ヴィエンチャン都ハットサイホン パワー小学校 図書館 IV-JAPAN 

5 2001 サイニャブリ県トンミーサイ ヤイ小学校 6 ODA/IV-JAPAN 

6 2003 シェンクアン県カム ナーパー小学校 6 埼玉県国際交流協会/WIG 

7 2004 ヴィエンチャン都サイタニー タソモ小学校 6 斎藤加代 

8 2005 ヴィエンチャン都シコタボン チャンパー小学校 6 埼玉全労済 

9 2006 シェンクアン県カム ナーパー中学校 図書館 松島精一 

10 2006 ヴィエンチャン都サイタニー ノンドン小学校 6 ジャパン･ヨガ･カレッジ 

11 2007 カムアン県タケーク ニャンカオ小学校 6 山梨ラオス友好協会 

12 2008 カムアン県タケーク ポシタ小学校（新校舎） 6 山梨ラオス友好協会 

13 2008 カムアン県タケーク ポシタ小学校（旧校舎） 3 山梨ラオス友好協会 

14 2009 チャンパサック県チャンパサック ノンヴィエン小学校 7 三菱化学/早稲田大学 

15 2010 ヴィエンチャン都サイタニー パクサップマイ小学校 6 オール･セイフー･ユニオン 

16 2011 サワナケット県カイソンポムヴィハン タートインハン小学校 図書館 麗澤海外開発協会 

17 2012 シェンクアン県ペーク ナムトム小学校（修繕） 3 埼玉県国際交流協会 

18 2013 シェンクアン県ペーク ナムトム小学校（増設） 2 
埼玉県国際交流協会/水

と大地と緑の会 

19 2015 シェンクワン県クーン ナディシダ幼稚園 3 伊藤裕子 

IV-JAPAN記録 
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〔留袖のモデルは日ラオ友好協会会長夫人〕 

 

 

【ラオス子ども象４頭京都市動物園へ寄贈】 

 

毎年 2 月にラオスでは象祭りがサヤブリ県で開催

されます。今年は 2 月 13日～15 日の 3日間約 700

頭の象が集って行われました。サヤブリ県は野生の

象が生息することで知られています。もう 15 年ほ

ど前に当会 IV-JAPAN と日本の政府開発援助(ODA)

の支援でサヤブリ県トンミーサイ郡ヤイ村に学校

を建設したことがあります。ヤイ村は山の上の学校

で、山道をジープでヤイ村に向かったのですが、途

中材木運びに使われている象と何回もすれ違いま

した。完成式に日本大使はヴィエンチャンからヘリ

コプターでいらっしゃいました。当時ヤイ村は陸路

で 2日掛かりました。 

日本にラオスから子どもの象 4 頭が贈られたこと

はご存知でしょうか。今年の 3月で日本ラオス外交

関係樹立 60 周年になり、その記念に京都市動物園

に寄贈されました。同動物園には象は１頭しかいな

かったので、ラオスからは３頭のメスと１頭のオス

象が「アジアゾウ繁殖プロジェクト」として、昨年

12 月に空輸されました。京都市では「ゾウの森京

都市動物園」としてリニューアルして、2 月 28 日

から一般公開します。どうぞかわいいラオスの子ど

も象を見にいらしてください。 

 

【着物ファッションショウ裏話し】 

 

おなじく、60 周年記念行事に呼忚して、当会では

一連の日本文化紹介：お茶会、着物展示会、着物フ

ァッションショウを先月開催しました。このファッ

ションショウが実現できた裏には秘話があります。

私はフェースブックで色々と近況をお知らせして

いますが、実は 30 数年ぶりに元ラオス難民の尐女

と繋がったのは昨年暮れのことでした。1975 年彼

女が６歳のときにラオスは王政から社会主義国に

変わり、彼女は姉や兄の 4人でタイの難民キャンプ

に逃れました。2年間の難民キャンプ時代は、タイ

人のメードとして働いて一家を助け、日本に来てか

らは生活保護を受けながら、中学、高校を通して、

夜は工場でアルバイトをしてお金をため、19 歳の

ときにラオスに居る母親に土地を購入して家を建 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ててあげたそうです。当時私の家族もタイから帰国 

したばかりで、彼女は中学生のころから私の家に遊 

びに来るようになりました。私はラオスダンスの上

手な姉妹として覚えているのですが、もう亡くなっ

ていますが、一番上のお姉さんとは良くお付き合い

していました。旧大宮市は文部省の帰国子女教育研

究指定地域を受けて、市内の小中学校全校に帰国子

女主任が置かれました。帰国子女は総称でその中に

は日本人帰国子女だけでなく、中国引き揚げ子女や

インドシナ難民子女も含まれていました。当時旧大

宮市にはラオス難民が 300 人ほど生活していまし

た。1975 年以前の王政時代に、ラオスを訪問した

会社の社長さんがラオスで病気になり、手厚く看病

してもらったことの感謝から、難民に大宮の社宅を

無料で提供したのが始まりです。大宮市から帰国子

女保護者会を組織したいとの呼びかけで、創設から

5年間私は保護者会会長を引き受けて、活動しまし

た。それでラオスの友人がたくさんできました。 

今年の正月に日本に帰国した時、30 数年ぶりで彼

女に再会しました。智恵さんと名前も変わっていて、

結婚し、46歳になっていました。 

お姉さんやお兄さん、ラオスのお母さんの消息等話

は尽きませんでしたが、私が上げたという食器を大

事に持っていて、「今も使っている」と見せてくれ 

〔スポンサーの木村智恵さんとボランティア司会者〕 
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〔ホテルの美味しい食事にモデルの皆さんも笑顔〕  

 

ました。私はとっくに忘れているのに、智恵さんは

「親切にされた人は絶対に忘れないよ」と、とても

感激しました。日本で事業に成功して、アメリカに

も豪邸を持ち、億万長者のようです。彼女の仕事は

ウエディングドレスや花嫁衣装のデザインをして、

ファッションショウをプロデュースして、発表する

会社のようです。短大時代に土日祭日は結婚式場で

着付けをしてアルバイトしていたのが役に立った

とのことです。それでラオスでも着物ファッション

ショウをすることになりました。私のコレクション

の内掛けや着物の他に日本からも内掛けを持参し、

2人の着付け師も連れて来てくれました。全部彼女

のアレンジで、ラオス人のプロや学生のモデルを

15 人も揃え、プロの司会者も頼み、七五三や留袖

のモデルは私の友人に引き受けてもらい、総勢２１

人のモデルで実施しました。航空運賃や滞在費等の

費用約 100万円は全部彼女の寄付です。さすがにプ

ロのプロジュースは素晴らしく、約 4百人の観衆は

着物の美しさと絶妙な解説で喜びました。ラオス国

営テレビも入りましたが、ラオスの絹や木綿で作っ

た紬や絣の着物の紹介には、現地の平凡な布が、こ

んなにきれいな着物に変身してうれしい、ラオス文 

化を誇りに思ったとの声が聞かれました。日本の紬

や更紗はインドから東南アジアを通って伝わって

来ているので、ラオスにも似たようなデザインがた

くさんあり、アジアの文化は繋がっていることに私

は感動を覚えます。 

 

 【ＮＨＫラジオ深夜便の視聴者ラオス訪問】 

最後にうれしいご報告です。 

実は先月川崎市在住のご夫婦が当会の事務所に見

えました。ラジオ深夜便を欠かさず聞いていて、私

のフアンだというご主人が、車いすの奥様を連れて

見えました。寒い冬は暖かいタイ、マレーシアやベ

トナム等に 2～3 ヶ月越冬するのだそうです。ぜひ

お会いしたいとラオスまで足を延ばしてくれまし

た。けして追っかけではないと何度も断って、町の

ラーメン屋に聞いたらすぐ冨永さんが分り、電話し

てくれた、と。当会が JICA の支援で開講している

職業訓練上級コースの美容院で、体の不自由な奥様

にきれいになって楽しくなってもらいたいとシャ

ンプーを注文し、ご自分はフット・マッサージを楽

しまれました。お二人で合計約 400円の施術料を払

って、生徒たちには約 200円ものチップをください

ました。昼食も生徒のレストランで取り、楽しい一

日でした、と帰られました。ほのぼのとした夫婦愛

を感じました。私に対しては、「同じような年齢で、

現役で頑張っていて、張りのある声を聞くと勇気づ

けられます、頑張ってください。」と励ましてくれ

ました。ＮＨＫラジオ深夜便（2015 年 2 月 21 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔白無垢のモデルはイギリス大使夫人、 

モデル・ボランティア全員に夕食を提供してくださった 

マキュアーホテルの総支配人（右）〕 

〔日本から来た着物着付け師の 

川原津多江さんと柴田麻衣子さん〕 

〔ラオスのトップモデルによる内掛け〕 〔ラオス絹織りの紬と帯〕 
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―3 月 2１日に世界に向けて 30 分放映されました― 

 

ＮＨＫワールドの密着取材を 2 月 10 日から約 2 週間にわたりラオスで受けました。正直言って、朝から

晩までの取材は疲れましたが、撮影ってこうやって作っていくのかと、おもしろかったです。また、実

際に 30 分の放映を見た時は、なるほど、上手に構成しているのはさすがプロと思いました。いくつかの

放送局から出演の依頼はあるのですが、興味本位だったり、あからさまにプライベートを取られたりす

る番組は、今まではお断りしていましたが、ＮＨＫということもあり、又、ダイレクターが IV-JAPAN

の活動を理良く解し、紹介してくださる真しな態度に感心しました。以下は放送をご覧になったＪＩＣA

ラオス事務所の金井さんからの感想です。 

『先ほど、冨永様が出演された Side by Side の放映会を致しました。 

すごく中身の濃い内容を、コンパクトにまとめられてて良い出来でしたね。 

「周りにいる人たちが幸せになればいいと思って 20 年間続けてきた」との冨永さんの言葉が心にし    

みました。普段の活動を拝見させていただいても、冨永さんは本当に現地の人たちの自立のため  

に力を尽くしているということがすごくよくわかります。改めて冨永さんと IV-JAPAN の活動の 

素晴らしさに感動いたしました。放送の中でも特に印象的だったのが冨永様の笑顔です。 

その笑顔の裏にはさまざまなご苦労があったと思いますが、それを表へ出さず、日々その笑顔を絶  

やさずいることには本当に冨永さんしか出来ないことです。 

冨永様の笑顔こそが周りのみなさん（私を含め！）幸せにしていると思います！ 

今後ともご自身のお体を第一に、ご活躍されることをお祈りしております。 

そして私もいつか冨永さんの後に続けるよう、頑張ります！』   金井めぐみ    

                            

 

 

          

 －ラオス北部・ルアンパバーン名物「カオソーイ」－ 

 

 JICA草の根パートナー型技術協力事業の一環として、現

在制作中の調理コースの教科書から、ラオス風の肉味噌の

作り方を紹介します。きしめんにのせれば、世界遺産都市

ルアンパバーン名物「カオソーイ」になります。そのまま

白いご飯にのせてもおいしいです。材料は日本にあるもの

で代用できるので、ぜひご自宅で試してみてください。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

作り方 

① にんにくと玉ねぎをみじん切り、トマトを小さい角切りにする 

② フライパンで油を温め、にんにくを入れ、香りがしてくるまで炒める 

③ 納豆を入れ、尐し炒める 

④ レッドカレーペーストを入れて混ぜ合わせたら、豚肉とトマトを入れて、 

豚肉に火が通るまで炒める 

⑤ 味を見ながら調味料を入れる。この時、水を尐し入れる。 

⑥ 水が沸騰し、豚肉にしっかり火が通ったら完成 

カオソーイの場合、具はきしめん、ゆで野菜、肉団子、香草で、スープは 

さっぱりした薄味のものに、肉味噌をたっぷりかけます。 

 

肉味噌(4人分) 

 豚挽き肉   200g 

 納豆    2パック 

(ラオスのトゥアナオ<発酵大豆> お椀 1杯) 

 砂糖    10g 

 レッドカレーペースト  20g 

 油    20g 

 にんにく(みじん切り)  2かけ 

 玉ねぎ(みじん切り)  1/4個 

 トマト(小さい角切り)  1個 

 オイスターソース  6g 

 クノール(粉末)  4g 

 水    適量 

④ 

⑥ 

ラオスの食卓 

NHK World side by sideの取材を経験して 
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【早稲田大学西村正雄先生フィールドスタディーツアー】    

                 2014年 12月 23日 

毎年訪問してくださっている、早稲田大学西村正雄先生率いる

フィールドスタディーツアーのご一行 20 名様が今年も

IV-JAPANを訪れてくださいました。当日は OJTショップレスト

ランで調理分野の生徒たちが作った松花堂弁当を召し上がって

いただいた後、当会の活動紹介をし、当会代表冨永が学生さん

からの質疑に答えつつラオスや国際理解・開発教育に関する話

をさせていただきました。思わぬ話の盛り上がりに最後は予定

時間をおしてしまいましたが、学生さんたちが何かを考える契 

                     機になってくれたことを願っています。 

【ミタパープ会】2015年 3月 19日 

ラオス在住の女性の方たちが集まるグループ、「ミタパープ会」の 3月のイベントとして、当会に訪問してい

ただきました。 当日は 8 名様がご参加くださり、当会職員による職業訓練プロジェクトの活動案内に加え、

ラオス人の調理トレーナーによるフルーツカービング講習を体験

していただきました。フルーツカービングはきゅうりを使って葉

っぱ作りに挑戦！ ほとんどの方がカービングナイフを使うのが

初体験で、ナイフの使い方になれるまでなかなか苦戦されている

ようでしたが、最後はみなさん無事に見事な作品を完成させてい

ました！ 普段から当会の OJTショップをご利用していただいてい

る方もいらっしゃいましたが、ご存知でなかった方には今回 OJT

ショップをアピールで きる良い機会になりました。今後ともよろ

しくお願いいたします！ 

 

【JICA 本部国内事業部市民参加推進課 櫻井副調査役】2015年 3月 25日 

 

JICAの本部から、草の根事業担当の櫻井如子副調査役が、当会の職業訓練プロジェクトを視察されました。 

午前は調理・美容・縫製コース 3 分野の職業訓練上級コースの視察にいらっしゃいました。ちょうどこの日は

上級コースの訓練生が、来る 3 月 27 日の卒業制作発表会で行われるコンテスト決勝戦の出場者を決定する予

選が行われていました。調理コースの生徒たちは“巻き寿司”と“ラープ（細かく切ったお肉とハーブ、炒っ

たお米を粉にしたものなどを和えたラオスの伝統的料理）”で、美容コースは花嫁のメークアップをテーマに 

お互いの訓練の成果を競いました。 

 その後、当会の木工プロジェクトも視察されました。上級コースの訓練も修了しており生徒はほぼいません

でしたが、OJT事業としてオーダー家具の注文を受け、作成をしながらトレーナー候補に指導をしていました。 

 

【埼玉県県民生活部国際課 矢嶋国際課長他】2015年 1月 22日 

 

木工プロジェクトのカウンターパートである埼玉県から矢嶋行雄国際課長、その他 2名の方々が視察されまし

た。当プロジェクトマネージャー松本からプロジェクトの進行状況をお伝えし、次年度の目標設定などについ

て話し合いました。1年目を終え多くの改善点を抱えていますが、次年度もよろしくお願いします。 

 

【福岡県大川市鳩山市長、大川商工会議所津村会頭他】2015年 3月 17日 

 

他 JICA 事業を行っている NGO クワトロのカウンターパートである福岡県大川市から鳩山二郎市長等 4 名の方

に当会の木工プロジェクトを訪問いただきました。NGOクワトロは同じくラオスで木工事業を行っており、事

業の参考にしたいということで訓練施設、新設した機械室などを見学して頂きました。 

千客万来 
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＜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 

① 奨学金ドナー  年 1口 12.000 円以上  

② 国際協力費又は運営費ドナー  ★個人 年 1口  3.000円以上  ★団体及び法人 年１口 10.000円以上 

・申込方法(銀行振込の場合は振込された方の氏名と会員番号の下 4 桁の明記をお願い致します) 

郵便振替 ：（口座番号） 00140-5-537168  （加入者名）IV-JAPAN  

銀行振込 ：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。） 

（普通） 口座番号:5038052   名義人：（特非）国際協力 NGO・IV－JAPAN 

―かざして募金について― 

以前にもお知らせしておりますソフトバンクモバイルによる「かざして募金」は、支援したい団体を選び、

携帯電話の利用料金の支払いと一緒に継続的な寄付ができるアプリケーションをインストールしたスマート

フォンを、対象となるポスターやチラシなどにかざすだけで継続して寄付ができるサービスです。また

IV-JAPANの WEBサイトから寄付いただくことも可能です。 

ソフトバンクのスマートフォン以外をご利用の方は、一回ごとの「都度寄付」のみとなります。ソフトバン

クのスマートフォンをご利用の方も、「毎月継続寄付」のチェックを外すと一回ごとの「都度寄付」に変更す

ることができます。「毎月継続寄付」の解除は「支援団体リスト」から行えます。 

 同封のソフトバンクより作成無料提供されましたチラシをご利用ください。まだ日が浅い制度ですが皆さま

のご協力どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

♡♡♡ ありがとうございました‼♡♡♡      ―順不同・敬称略―

   ♡♡カノック奨学金ドナー紹介 ♡♡（2014/12/1 から 2015/3/31 まで） 

石井直子、南風原景子、西条喜子、伊東慶子、謝花恵子、ガールスカウト大阪府第 61 団、荒井みど里、飯田昌美 

佐藤美津子（3口）、木暮 秩・道子、座安きくえ、奈良伊世、宮村 肇（10 口）、濱口敏行（3口）、高見沢啓二 

五十嵐香苗（2口）、賀元澄子、蛭間愛子、嶋 美喜子（4口）、春日 曠、込山まち子、小林佳代子、石井有美 

黒田 歩・浩巳、中田みどり、河島一郎、伊藤裕子（3 口）、菊原享子、石黒 進（5口）、小林愛子、宮下ひとみ 

森 典子、根橋淑江、利根川恵子（2口）、小野寺さとみ（2 口）、三澤純子（2口）、八木道子、上原 望、 

座安きくえ、早坂弘子、 

❤運営・プロジェクト費寄付者一覧❤ 

（2014/12/1 から 2015/3/31 まで。5,000円未満は省略させて頂きます。ご了承下さい。） 

伊藤裕子（400万円）、田中美樹子（5万円）、(有）五十嵐香苗（6 千円）、樽川広美（1 万円）、 

入江利恵子（1万円）、イチカワ北海食品（1万円）、田中兄一（5千円）、込山まち子（8 千円）、 

石黒 進（1万円）利根川恵子（6千円）、池田敏秀（5,400 円）、みたぱーぷ会（5,600 円）、大滝美佳（19,045 円）、 

早稲田大学スタディツアー西村正雄（1 万円）、木村智恵（984,043 円） 

 

＜編集後記＞ 今回初めて IV-NEWS の編集を担当させて頂きましたラオス木工職業訓練所の山本です。日本は春に

なり暖かくなってきた頃だとは思いますが、こちらラオスは連日 40度近く（日によっては 40度を超えます）本格

的な暑さが始まってきています。しかし、ラオス正月「ピーマイ」を目の前に控え、街は暑さを忘れ、連日音楽が

響き、宴の声が夜中まで聞こえています。ラオスがお正月を迎えると同時に私達も年度が替わり、心機一転新たな

1 年を頑張ろうと身を引き締めております。皆様も新年度を迎え、何かと忙しいと思いますが、今後ともご支援、

ご厚情を受け賜りますようお願い申し上げます。       （木工インストラクター 山本 奮） 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   認定・埼玉県指定 特定非営利活動法人 国際協力 NGO・IV-JAPAN 
 

日本事務所                                 ラオス事務所 

〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋 2-545-2                   P.O Box7920 Vientaine, Lao PDR 

シティヒルズ 101                       TEL/FAX : +856-21-316047 

TEL:048-622-8612 / FAX:048-622-8612               携帯電話；+856-20-55515122  

E-mail: iv-japan@vanilla.ocn.ne.jp               E-mail: ivjapan.vte@gmail.com  

http://www6.ocn.ne.jp/~iv-japan/       

      タイ事務所                         フィリピン事務所 

Continental Mansion 34/7 Soi Lertpanya                    112 A.S.Fortuna St.Bakilid 

(Rajsavithi９)Rangnam Rajsavithi,                             Mandaue-City Cebu  Philippines 

Bangkok 10400 Thailand                            TEL:+91-53-407-716 

E-mail: valaikorn@hotmail.com         (QR コード IV-JAPANアドレス)   E-mail: ivjapan.ceb@gmail.com  

mailto:iv-japan@vanilla.ocn.ne.jp
mailto:ivjapan.vte@gmail.com
http://www6.ocn.ne.jp/~iv-japan/
tel:+91-53-407-716
mailto:valaikorn@hotmail.com
mailto:ivjapan.ceb@gmail.com

