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2-3-1  研修行程全体を通した感想 

NPO 川に学ぶ体験活動協議会  太田 善朗 

 

 

 今回、私にとって初めての東南アジア、初めてのタイ訪問であった。「行ってみないと分

からない！」をモットーとしている私は、飛びつくようにこの研修に応募させていただい

たのだが、未だかつて経験したことのないくらい、本当に中身の濃い２週間で、新しく知

ることが多すぎて目が回りそうだった。しかし、研修生の皆さん、ERCA のお二方、松島先

生と共に、楽しく充実した時間を過ごすことができ、本当に感謝の気持ちでいっぱいであ

る。 

 訪問した団体も、ローカルからグローバルまで幅広く、ともすれば考え方も偏ってしま

いそうなところ、環境保全を幅広い視点から見ることが出来た。例えばコミュニティ・フ

ォレストに関して、RTF を訪問した際は良い面しか見えず、なぜ政府は法律化へ進まない

のか不思議に思ったが、他の団体のお話を聞くことで土地利用のあらゆる面を見ることが

できた。一つの問題にはいくつもの側面があるものだと、今更ながら思い知らされた。 

 上で「行ってみないと分からない！」と書いたが、下調べというものが苦手な私は、事

務局でのお話だけで団体を理解することが出来るのか、毎日が不安の連続であった。しか

し、皆さんのフォローもあり、何とか乗り越えることができた。考えてみれば、これほど

多くの団体の、職員の方々と、じっくり話す機会というのは非常に貴重である。日本にい

ても NPO 職員の人と同じ机を囲んで話す、なんて機会は滅多にない。そして得た知識を皆

で話して共有して、こうして報告書にまとめる。どれも貴重な情報ばかりである。それを

改めて見直し、ぜひ今後の活動に活かしたい。 

 特に、恥ずかしながら「キャパシティ・ビルディング」という言葉を研修中に初めて知

った。これがまさに途上国開発のキーワードではないかと思う。当然、定義や手法は様々

だと思うが、「人をつくる」という感覚はとても大切である。地域の、地域による、地域の

ための環境保全を進めるのに、キャパシティ・ビルディングは重要な概念である。 

 とはいえ、果たして異邦人の私がタイのために出来ることなどあるのか？という疑問と

不安は少なからず私の中にある。今後、考えていかなければならない課題かな、と思う。 

 田舎の風景には興奮しっ放しであった。広々とした土地にサトウキビ畑、高床の家。や

っぱり自然は良いものだ、と思いつつバスの中から飽きもせず外を眺めていた。当の住人

達はそう思っていなくとも、この風景は大きな財産だ。大切にしていきたい。 

 最後に、この研修に巡り会えて良かった。バスガイドの方々、通訳の方々にも良くして

もらった。快適に過ごすことができた。是非とも得た知見とつながりを大切にして、今後

もタイという国と付き合っていきたい。 

 この研修に携わったすべての方々に。２週間お世話になりました。ありがとうございま

した。  

 

 

レストランにいた猫と・・・ 
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2-3-2  研修を終えて得たモノ 

       NPO 資源リサイクルの会  小塚 渚  

  

 

■ 気付くことができた知識の少なさと視野の狭さ 

 この研修で何よりもよかったのは、環境問題を勉強していく上で自分には自然に対する

思いやりの心が足りないことに気付けたことです。自然を知るための生物や地学の知識も

もっと必要だと思いました。環境を守ることの前提が地球の限られた自然資源を守ること

にあるのにもかかわらず、私がしてきた勉強ではその肝心な部分が欠如しており、環境問

題に対する対策のことしか頭に入っていませんでした。結局、環境問題への対策というも

のが今マスコミなどで騒がれていることから興味を持ち始めたのですが、根本的な部分で

心の底から自然に湧き上がる地球を守ろうとする気持ちが欠如していたのです。私が今回

の研修のテーマを決めたのにはそのような背景があります。 

 

■ 自然の偉大さを教えてくれるインタープリターという仕事 

 他の研修生の方々はみな、とても環境意識が高く、私自身勉強させられてばかりでした。

私は自然の通訳をする「インタープリター」という仕事を知らなかったのですが、自然の

中で通訳をしてくださる周りの方々の話をききながら、自然の偉大さを実感としてとらえ

やすくなりました。小さい頃から都市で育ってきた自分にとっては、貴重な経験でした。

環境問題を教える教材はそこらじゅうにあるので、それを利用しながら環境問題がいかに

身近な問題であるかを気付いてもらうような工夫をしていきたい、と思うようになりまし

た。 

 

■ 人々の心をつかむ環境教育 

 専門家の難しい研究内容を子供にも分かるようにするということは、容易ではないと思

います。シンプルにすることで、誰が見ても心を打つようなものにする工夫ができると知

ることができたのは、「グリーンワールドファウンデーション」を訪問してからでした。環

境教育のカリキュラムや教材を作るなど活動を行っている NGO です。プレゼンテーション

の内容がとてもわかりやすく、それでいて非常に重要なメッセージが込められていました。

子供が主役になるような活動を心がけ、子供たちの自然と関わろうとする意識を刺激し、

興味を引き出していくことで、子供たちの心をつかんでいく。とても説得力があって参考

になりました。 

 

■ プロジェクトにおいて重要なこと、「村人が主役」 

 私自身は青年海外協力隊としてアフリカのザンビアで二年間活動をし、教師としての活

動の傍ら、小さなプロジェクトを行っていました。孤児やストリートチルドレンの通う小

学校の教室建設です。日本からは材料費を出し、建設作業はザンビアの村人がやるという

約束だったのですが、人々はあまり働いてくれず、困難の毎日でした。今回の訪問で気付

くことができた大きな反省点が「村人が主役という視点の欠如」です。私は自分に帰るま

でに、プロジェクトを終わらせることばかりを考えていて、人々の気持ちまで考える余裕

を持てなかったことが、とても自分は小さかったと反省しました。人々の中に潜在する長

所を活かしながら、援助に依存しないよう、もっと話し合いをすることが必要。そして、

私自身には現地の人との距離を縮める努力が足りなかったと気付くことができました。 

 

■ 得られたネットワークを活かして 
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この研修を経て、他の環境団体の方々にお話を伺いながら、自分の活動を広げていく良

い刺激となりました。環境問題を真剣に考える熱い人々にいることがこれだけいるという

ことはとても勇気になります。 

私自身の環境意識はまだまだ低く、実践活動はこれからですが、色々な活動を踏まえな

がら、他のみなさんのように説得力のある話がしていくことができるよう、精進していき

たいと思います。 
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2-3-3  研修行程全体を通じた感想 

海をつくる会  坂本 昭夫 

 

 とても楽しい、勉強になった研修でありました。 

 我々、先進国における市民活動においては、生活圏のある市

民活動ですが、タイ北部においては、生活するための活動があ

り、生きるための活動でした。 

これは、私が認識していなかったレベルでの活動でした。 

 日系 6000 社、日系工場 2000 社の進出、5 万人の日本人が住

む近代国家タイにおいて、生活が出来ず、生きる為の活動が、

すぐ近くにある。すこしも海外駐在時代には考えなかったタイがそこにあった。 

 まさに目から鱗でした。足元を見れば、夕張市かな？ とも感じますが・・ 

 そして、研修に参加された方々がチェンマイに入り、早々に纏まることが出来、楽しい

夕食が取れ、そのお蔭で、研修での頭脳の疲れ、長旅の疲れも癒され、とても良いメンバ

ーであったと感謝しております。 

 研修生最年長でありながら、皆さんの暖かい支援があり、とても助かりました。 

感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

何年後か このメンバーで再度 タイに行きたいですね。 

是非 『その後 再考・検証ツアー』を組んでください。 
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2-3-4  世界に学び 日本から変化を 

熱帯森林保護団体  白井 薫 

 

 

 私にとって人生で初めての東南アジアでの本格的な滞在、発展途上国の訪問であった。2

週間に渡るタイの地で、めまぐるしく多数の団体を訪問し、その活動を勉強させていただ

いた。私の今の活動に少しでも役立つ情報が吸収できればということと、途上国を訪問で

き、しかも現地の環境 NGO と交流できる機会は大変貴重と思い、タイという見知らぬ外国

への興味も手伝って参加した。 

  

 私がこの旅で得られたことを真っ先に挙げるとすれば、自分があまりに環境のことも、

世界のことも知らなさすぎたという認識だった。訪問先では、それぞれの方が自分の伝え

たいことを限られた時間で精一杯の気持ちでお話し下さる。その意味を理解しようとした

り、書き留めるのに精一杯だった。本当に自分の知りたいこと、知れば何かの実りになる

という意思を抱いて、問いを発することができただろうか…と思う。 

  

 もちろん言葉の壁や予習の不足も原因かも知れないが、今まで私は自分の所属している

組織の仕事をこなすことだけを考えて、情報を取ったり学ぶアンテナを引っ込めてしまっ

ていた。この旅を機に、人生の中の今の時期はできるだけ広い範囲のことに興味を抱き、

探求することの大切さを知ることができた。 

 

 特に今まであまり興味の沸かなかった、環境教育や自然の生き物のことを、これほど大

事だと思った機会は無かった。GWF(Green World Foundation)の人が言っていたことが忘れ

られない。「環境を理解するには、まず環境の言語を学ばなければならないのよ。アルファ

ベットは生き物たちの名前、文法は彼らの生態。」私は、環境のことに携わる前に、守るべ

き生き物たちのことに関心を払わなくてはならない。 

 

 Raks Thai Foundation と村の人々、ERECON の手がける村の人々からは、技術や手法だけ

では問題は解決できないことを学んだ。すべてのものの根っこにくるのは、主役である地

域の人々の意思。地域の人々が、地域の将来に責任を持ち、自分で決めて行くことが問題

を解決する根本ということを感じることができた。モノではなく、何をするのかという人

の心が先なのだということを。 

 

 そしてタイの情景と人々の暖かさは、今まで訪れたどんな国でも感じることの出来なか

った素晴らしい体験だった。チェンマイの空港を出たときに車窓から目にした、ゆったり

とした広い道、どこか優しさを感じさせる椰子葺きの屋根やビルマ風の建物。延々と続く

道路の途中で、遠くまで広がるサトウキビ畑が、風に揺られて静かに波を立てる。日本で

市街の一角の建物の中で、画面を見つめて仕事するのが大半の私の生活が、とても窮屈で

小さいことのように思えて仕方が無かった。 

 

 ピッサヌロークでは、私と歳も、コンピュータが得意ということも同じ者同士だった奇

妙な出会いの青年ロナチャイ君。ホテルの部屋で夜の１時を過ぎても、嫌な顔ひとつせず

微笑みながらタイ語の資料を解読してくれた。バンコクで道に迷い、コンビニエンススト

アで若い人たちに、ホテルへの道を尋ねたとき。店員みんなが仕事の手を止めてまで、タ

イ語の出来ない私のために、英語の分かる人を外に探しに行って街角から連れてきてくれ
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た。日本に帰ってから、人から頼み事があると仕事の邪魔が入ったと咄嗟に思ってしまう

自分の心の狭さに、思わず彼らの顔を思い出して嫌悪してしまう。 

 

 今回の研修を通して得た学びは、とても個人的なものばかりであったけれども、狭い世

界にいた私の目を見開いてくれたという意味では本当に有意義なものであったと思う。私

はこれから、様々な分野に関心を持って吸収し、色々な国を訪れていくことを、自分の当

面の生き方に据えて行きたいと考えている。今の私は花を咲かせるには、あまりにも茎葉

が小さすぎるように思えてならない。知識も、体験も、そして豊かさ・幸せ・大切なこと

とは何かという物事の捉え方も…。 

 

 そして、世界から学んだ先には何があるのだろうか。 

 

 私は、世界の色々な問題を解決する鍵は日本だと考えている。アマゾンの森林破壊をは

じめとした乱開発の原因は、先進国―特に世界から 1 割の食糧を輸入している日本である。

途上国の政府が、換金作物への転換や木材の乱伐を進め日本へ輸出して外貨の獲得に躍起

になっている現状がある。 

 

 もし日本が、食やエネルギーを自給自立し、ふるさとの豊かさを取り戻せば。ISAC の提

唱するような持続可能な農業コミュニティが実現すれば、それは必ず世界の今起こってい

る環境破壊にストップを掛けるだけでなく、先進国・途上国を問わず多くの国が日本をモ

デルにして学び、自給自立の持続可能な経済が一気に広がって行くように思う。 

 

 世界から学び、機が熟したいつの日か、私は日本に戻り、ふるさとの再生に力を注ぎた

いと願っている。 

 

 

鶏の鳴き声と共に始まる農村の朝 
 

朝の市場。人もモノも、 

エネルギーに溢れている空間 

 
バンコクの地下鉄のホームで 

声を掛けられた。何と友人と偶然の再会 
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2-3-5  共に学びあえるパートナーとしてのタイ NGO 

NPO インフォメーションセンター  神名 清文 

 

 

 この研修では地域密着で活動する団体か

ら、国レベルや国際レベルで活動する団体

まで、さまざまな立場での活動を知ること

ができた。そのなかで私の印象に強く残っ

ているのは参加型の社会を築こうと努力し

ている NGO と主体的な活動を行おうとする

地域住民の姿であった。 

 私は国際交流（タイと日本の）による地

域支援ということに興味があったが、当初

はタイの NGO 活動の内容が正しく理解でき

ていなかった。その時点での交流イメージ

は日本の活動事例や技術をタイに紹介したり、労働をお手伝いして地域支援するなど、言

ってみれば日本からタイへ何かを教えてあげたり、技術や労力を提供するようなものしか

考え付かず、日本側の自分たちはタイから何を得られるのかわからなかった。 

 

 しかし、タイの NGO の状況は私の認識とまったく違っていた。 

 まずタイの NGO のこれまでの変遷を簡単に説明すると、タイでは 1970 年代まで「慈善型

開発」が行われ、その後の 1980 年代「プロジェクト型（技術移転型）開発」が開発教育の

中心となった。そして 1990 年頃にはすでに「参加型開発」が多くの NGO で始まり現在も主

流の活動となっている。 

 

 実際に研修で訪問した、「Raks Thai Foundation」ではスタッフが地域に密着し、住民参

加型の村づくりが行われ、コミュニティフォレストによる森の復元が進んでいた。「ISAC」

では以前は商業主義の画一的農業による農薬被害、地力の低下などに悩む地域であったの

が、NGO の支援により無農薬農業が広がり、今では農業者が主体となった市が開かれ無農

薬農業で生計を立てることのできる農家がチェンマイだけで 400 家族にもなっていること

を知った。「ERECON」ではまだ活動が始まったばかりであったが、スタッフが住民主体によ

る有機農業を試みようとしていた。 

 また、国レベルで活動し、さまざまな環境教育

のための教材やデータを提供する「Green World 

Foundation 」では Simple and Fun ということを

大切にし、多くの市民が手軽に効率よく環境を学

べたり、教育者が環境教育を行う手助けとなるよ

うな質の高い教材を作っていた（これはタイ語が

読めなくてもおおむね内容が理解できるほどわか

りやすいものだった！）。 

 

 

 野鳥保護の NGO である「Bird Conservation Society of Thailand」では少人数のスタッ

フが会員、大学のサークルや全国の野鳥保護団体などとのネットワークを巧みに利用し、

野鳥や環境に関する情報を集約、発信することを可能にしていた。 

興味が刺激されるような教材
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 そして、それぞれの地域で環境破壊により生活ができるかどうかという切実な状況から、

自分たちの力で未来を創ろうとしている地域住民の存在を知ることができた。 

 

 2 週間という短い期間であったので各団

体の抱える問題点など、知ることのできな

い多くのことがあったとは思うが、この研

修を終えて、私のタイの NGO 活動の認識が

大きくかわった。タイには私たちが学ぶ価

値のある優れた NGO 活動が存在し、私たち

もタイで役立ててもらえるような NGO 活動

を持っていると思う。この両者が交流によ

り共に学びあえるパートナーとなることが

できれば、これまで超えられなかった問題

に対するアイデアが見つかったり、漠然と

していた将来のビジョンが見えてくるなど、

様々な新しい発想が生み出すことも可能の

ではないだろうか。 

 

 私は日々、関東の都市近郊において市民活動の支援を行っており、活動をする上でさま

ざまな問題を抱えているが、今回この貴重な体験をさせもらう機会をいただき、これから

まず、何がどの部分で生かせるのかを考え、うまく経験をつなげて行きたい。そして、今

回私が学ばせていただいたように、タイ NGO の方々にも日本の NGO から学ぶことのできる

機会を作ることができればと思う。 

 

 

参考資料 財団法人ユネスコ・アジア文化センター ホームページ 

「参加型開発と国際協力の課題」 田中治彦 立教大学文学部教授、（特活）開発教育協会

代表理事  

コミュニティフォレストについて 
力説するフェイハーン村の村長 
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