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3-1. 研修を振り返って 
 

特定非営利活動法人 循環共生社会システム研究所   石塚勝己 
 
 今回の海外派遣研修の事前研修に地球環境基金の事務所で初めて同行のメンバーにお会いし、

少々の不安を抱きました。それは、同行のメンバーの多くが、私の息子と同年齢であり、それ

よりも若く学生である方もおられたからです。体力的についていけるか、そして精神的に仲間

に入れていただけるかという心配もありました。その中で、おひとり、同世代の方がおられ、

少し安心し、もしついていけなければ彼女と仲良く行動しようという考えで出発いたしました。 
 
（K君のこと） 
 まず、出発の前日、成田空港近くのホテルでの K君との出会いです。夜遅く到着され、K君
より私の部屋に連絡があり、ラウンジにての遅い夕食を共にしながら会話が始まりました。初

めての会話なのに、K 君とは人生の人との出会いの話、人生の気運についての話、久しぶりに
息子と話しているような気分となり、心地よいスタートとなりました。 
 
 (O君のこと) 
  そして少しずつ、みんなと会話し慣れてきました。ハノイへと向かうバスの中で、大学生で
ある O君とは彼の就職・進路についてかなりまじめな会話となり、これまた久しぶりに自分の
若い頃を思い出し自分の経験を話しながら、彼が社会人として良いスタートをする様を心から

祈った次第でした。 
 
 (M君のこと ) 
  その後、バスの中で、少し疲れ気味の私は、前の席からぼそぼそと M君に話しかけられまし
た。「ベトナムの田畑にはあまり鳥はいませんが、もずに似た鳥がいますよ。」と言われ、しば

らく車窓の田畑に目を凝らし、ベトナムの田舎の風景を目にやきつけました。その後の MERC
の講師として同行してくれましたベトナム・ハノイ大学のリーさんとの会話中、英語を思い出

せない時、M 君は、「講師は、英語で lecturer と言いますよ。」と教えられました。何気ない彼
との会話でした。 
  
 (O君のこと) 
  久しぶりにハノイで日本食を食べに行った時、前の席に座った O君との会話となり、息子と
同世代の O 君が、「人生は経済的なことも大切ですが、自分のやりたいようにやることも重要
です。」と発言しました。私に対する忠告のように聞こえ、どきっとすると共に、心温かいもの

を感じ教えられました。 
 
 (Mさんのこと) 
  ある日、ハノイのレイクサイドホテルでの朝食時、たまたま前に Mさんが座られ、心地よい
会話が始まりました。お互いに今までの人生を少し話始め、人生の山・谷をいかに生きてきた

か、これからいかに生きるか、同世代のよしみとして会話を進めてくれた Mさんにも心温かい
ものを感じ、これからの人生はお互いに楽しいものにしたいものだと思いました。 
 
 (Hさんのこと) 
  ハロン湾で、マングローブの視察のために乗った難波船のような船の後部座席の上で、Hさ
んの隣に座りました。船頭さんが足で舵を取っているのを見ながら、人生では、誰もがジョー
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カー（トランプのババ）を２、３枚持たされてスタートしている。そのジョーカーを早く出し、

ジョーカーをチャンスメーカーにひっくり返すことが大切だと、二人しかわからない会話をし

ました。H さんから「若い時の苦労は買ってでもしなさいということですかね」と鋭い理解力
のある言葉を聞きました。Hさんのこれからの人生に幸運が来ることを祈りつつ。 
  
 ( S さんのこと ) 
   Sさんとは、長距離移動のバスの中、いつも前後になり、疲れるとお互いに子どものことや
今までの仕事について、特にゼロエミッションというキーワードについては二人の共通テーマ

になりました。 
 
 ( Kさんのこと) 
  K さんからは、日本食の「とと屋」で、日本人と他国民との民族意識の比較に関して鋭い意
見を聞きました。いろんな国に行かれ、いろんな人に会われた Kさんは、日本人はもう少し日
本人としてのアイデンティティを持つべきだと考えており、私も同感でした。  
 
 みなさんお一人お一人に心に残る思い出ができました。そして老人の私に対して、毎夜、部

屋割の配慮までしてくれたメンバーの皆さま、本当にありがとう。感謝・感謝です。 
 次回はぜひ、京都で「同窓会」をやろう。その時こそ、幹事をやらせてください。お返しの

気持ちで楽しい企画をします。お待ちしています。 
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3-2. 研修を終えて 
 

NGO AVENUE  大木 一 
 
今回のツアーや自然環境保全について 
・ 今回同行した他の研修生の皆さんには、それぞれ違った刺激をいただいたと思う。少なく

とも私は「自然環境保全」の専門ではないと思っていたので、私だけみんなの話題に全く

ついていけないんじゃないかとドキドキしていたものだが、研修生の分野を見て「自然環

境保全」の範囲の広さを知り、私も自然環境保全の端にいる人間なのだと始めて気づいた

（英語はついていけなかったけど・・・）。 
・ 都市計画の分野では長らく中心市街地の活性化が問題になっており、これには都市計画だ

けでなく、福祉や商業、交通など実に多様な分野の問題が複雑に入り組んでいる。自然環

境保全を考えるときも同様であることを知り、１つの分野だけではどうすることもできな

いことを学んだ。 
・ その意味で、目的は同じ「自然環境保全」であっても、それぞれアプローチが異なる６人

で話をすることは刺激的だった。ハロンで菊地さん達と日本のまちづくりについて話した

時もアプローチの違いを感じ、吉坂隆生先生の「不連続統一体」というコンセプトを思い

出した。目的は同じでも、その手法はそれぞれ異なるという考え方は自然環境保全の分野

でも当てはまる考え方だと感じた。 
 
海外で活動する NGOについて 
・ 今回様々な活動をしている NGOを視察することができたおかげで、いろいろなレベルを感
じることができた。専門家のレベル、活動計画のレベル、行政のレベルなど良い所もあれ

ば悪い所もあった（当然だが）。例えば、ODAで専門家として派遣されているのであれば、
ある程度の専門家レベルは担保されると思っていたのだが、一概にそういう訳ではないと

いうことが分かった。海外で技術支援を行うのであれば、しっかりとした技術レベルを持

っていないと結果的に悪影響を支援先に及ぼしかねないと強く思った。 
・ 先ほどもふれたように、自然環境保全は１つの分野で進められるものではない。１人で無

理ならば別の人とパートナーを組めば良いし、自分が詳しくない分野であれば無理せずそ

の分野のエキスパートに助けを求めれば良い。そして、そこから自分も学んでいけば良い。

今回最も危うく感じたのはここの部分で、一部の人間だけで全ての活動をカバーしたいと

いう気持ちは理解できるが、常に新しい目を入れていくことも大事である。いつの日か自

分もその中で何か貢献できればと思うが、今の自分では技術的にまだまだ未熟で、しばら

くは修行の日々になりそうだなと思いながら帰国した。 
 

● 
  
 最後に、こんな私でも選んでくださったスタッフの皆さん、本当に貴重な経験をさせていた

だきありがとうございました。私は中々こういう機会に参加する事が出来ないので、今の自分

の段階で色々なことを体験できたことが大きな収穫でした。 
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 3-3. 研修を終えて 
 

インドネシア教育振興会   太田昌宏 
  
 当初は、多くのＮＧＯの活動をこの目で見たいという単直な思いから応募させていただいた

のですが、今振り返れば私にとって非常に学びの多い、楽しい海外派遣研修でした。ここで、

改めて研修を振り返るとともに、今後の私自身のあり方を考えてみます。 
 本研修を通して、最も学びとなったのは、各団体で拝見した環境保全の手法・技術です。  
私は、大学では、教育を中心に学習しているため、環境保全の直接的な技術を拝見する機会は

これまでほとんどありませんでした。農業、植林、マングローブ、水産養殖など、初めて見る

光景から得る具体的知識や発見が非常に多く、まだ十分に理解できていない面も含め、新たな

分野の学習につながる貴重なきっかけをいただきました。特に印象的であったのは、農村の人々

の水田地利用方法や、植林と伝統的経営手法による焼畑などの土着的知識の有用性でした。一

方的ではなくとも、土着的知識の有用性を疑問視する傾向にあった私は、各サイトで拝見した

効果的な土着的技術に驚き、見方を変えることとなりました。 
 次に、私のレポートとも関連致しますが、今回の研修は数多くの団体を訪問し紹介を受けた

ため、比較や対照を通してラオスとベトナムにおけるＮＧＯ活動の実態・課題を把握しやすか

ったように思います。ラオスとベトナムでＮＧＯ活動を展開する際の困難さや喜びを教えて頂

くとともに、懸命に働く皆様の熱意や行動から多大なインスピレーションをいただきました。

特に、ＮＧＯスタッフの皆様と現地の人々の間の距離が密接な団体もあり、ＮＧＯと現地住民

の相互連携関係が確立されているモデルケースを拝見できて非常に自身の研究・ＮＧＯ活動の

参考になりました。 
 そして、各訪問先で生活する人々との交流や文化体験の機会を持てたことも非常に嬉しく思

います。自由時間を活用し現地の街路を散歩する機会、現地で知り合った人と個別に交流する

機会などを持つことができました。ラオスではパーシー（伝統的儀式）やラオラオ（地元の焼

酎）も体験しました。こうした体験を通して、ＮＧＯ活動のみでなく、ラオスとベトナムを総

合的な視野から見る際に必要な多くの情報を得られたとともに、ラオスとベトナムに対する愛

着の思いも強まりました。またいつか近い将来にラオス、ベトナムに行きたいと思います。 
 研修を終えて、早くも１か月以上過ぎましたが、私の意志は一層高まったように感じます。

現在、就職活動中の私ですが、就職活動は東南アジア諸国に関われる企業を中心に行っていま

す。将来的には現地で生活しつつＮＧＯ活動により積極的に関わりたいです。また、私の大学

滞在最終年となる 2008年は、これまで以上に学問に精進し、少しでも東南アジアの人々の生活
に貢献できる研究を目指していきます。 
 さらに、具体的に今の私ができることとして、今回の研修で見てきた世界を少しでも多くの

人々に伝えていきます。大学での報告会を一度終えましたが、聴講した方々からも好意的な感

想を頂きました。大学外でも広く一般の方々に情報提供できる機会を設けたいです。 
 最後になりましたが、今回の研修の日々を共に過ごしました皆様に大変感謝申し上げます。

石塚さんには、特に就職活動に関して貴重な激励と助言をいただきました。門奈さんのほほ笑

みには、何度も癒されました。陶山さんは、研修を通してとても親しみを感じ、一緒にいてリ

ラックスできる方でした。菊池さんと大木さんは、自分が３０歳になる時の理想像です。的場

さんの豊富な知識には、同じ大学生として大変刺激を受けました。川瀬さんと平田さんのおか

げで、私たち研修生は自由奔放に研修を過ごせたのだと思います。 
 
 そして、今回の機会を与えてくださった独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金並びに

財団法人自然環境研究センターの関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございま

した。 

 80



3-4. 海外派遣研修の感想 
 

秋田県地球温暖化防止活動推進センター（ACCCA） 
特定非営利活動法人 環境あきた県民フォーラム 

菊地格夫 
  
 今回の研修では、一緒に行ったメンバーに恵まれ、本当にいろんな部分で助けられ、まるで

家族のように感じながら帰国した。こんなことを言っては失礼ではあるが、すでに父と母を亡

くしている自分にとって、石塚さんと門奈さんはまるで父母のように感じた。特に石塚さんは

出発前からホテルを同じくし先達としての人生観や視点など、聞いていても飽きない不思議な

魅力があった。門奈さんはとても若くアグレッシブで母なんて呼べないオーラを持っていた。

しかし、これが非常に大事だと思うのだが、男だらけの今回のチームにおいて、門奈さんの女

性としての視点や意見はとてもやわらかく響いた。そして学生 2人の若者たちは、若者らしい
なぁと感じさせる一面と、大人だなぁと感心する両面を持ち合わせた素敵な 2人だった。太田
っちは意外な過去を持ちながら、たくさんのやりたいことを実現しているパワフルで伸び伸び

とした印象を受けた。（しかし、写真取りすぎ 笑） 的場っちは、常に冷静沈着頭脳明晰であり
ながらも、人間バキュームのような食欲と軽快な行動力にはそのギャップに人間らしさを感じ

た。そして大木ちゃん、歳が近いためか、性格のおかげか、話をしているととても楽しく、都

市計画プランナーなる分野への誇りとこだわりが、旅の間に視点が変わってしまったくらい自

分に影響を与えてくれた。皆さんに心から感謝申し上げたい。また、引率である陶山さん、川

瀬さん、平田さんの 3名には私達のわがままを精一杯聞いてくれて、心から感謝申し上げる。
陶山さんはいつも笑顔で、少年のような探究心とまっすぐな視点を持っておりいつもはっとさ

せられた。川瀬さんとは専門分野が近かったことや理系の考え方が非常に似ており、話が尽き

ない楽しさがあった。平田さんも年齢が学生たちよりは近いせいか、話題や視点が似ていて楽

しかったし、そして私達の一番の理解者であったと思う。 
 ラオスという国を見たい、そしてルアンプラバーンという都市に一度行ってみたいという気

持ちから応募した研修であったけれども、ラオスの時間の流れや空気、ベトナム北部地域の開

発から取り残された少数民族やハノイ近辺の開発の波を一度に全部見ることができた。ベトナ

ムにとっては、高度経済成長をしていく途中のある 1年のある冬だったかかもしれないが今後
の国家としての成長と今後の政策を見てみたいと思える滞在となった。またラオスはゆっくり

とではあるが確実に成長しており、しかしその時間の緩やかさがある種の安心感のように感じ

たのも確かだ。今回、環境という切り口でラオスとベトナムをまわることができたのは非常に

有意義でそして今後の自分の活動に大きな影響を与えることだと思う。先進国に生きる者とし

ての知恵や経験が生かされる場のひとつが開発途上国であると常々思っている。これから自分

がどのような関わり方をしていくのかは未知数だが、今回の「環境」という観点、切り口から

の研修が自分の中に積み重なった大きな糧となったことは確かである。 
 最後に、研修に対しての意見・提言を書く。研修全体を通して、「視察」のみの一方通行な感

じで、「交流」という部分が欠けていたと思う。交流する時間をプログラムの中に別途取るべき

だと感じる。情報交換の交流ではなく、こちらからの文化紹介や環境学習などを含めたプレゼ

ンの時間、学校等で実際に日本の環境学習を教える時間を設ける、などである。Birdlifeの団体
概要など説明は受けたが、現地に同行した Birdlife スタッフからは現場での活動に関して何も
説明等がなく、同行した意味がなかったと感じる。VNPPAは私の英語能力の問題もあるのだが、
ベトナム語なまりの強い英語でのプレゼンは説明の意味を理解できずに大変困ったが、現地視

察では通訳がいてくれたおかげで、説明の不十分なところもカバーできた。また、宿泊したホ

テルも環境に配慮したホテルを選ぶなど、もう少し考慮があってもよかったと感じる。 
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3-5. 研修を振り返って 
 

コンサベーション・インターナショナル  的場知之 
  
 国際環境 NGOの活動に携わっていながら、実際の途上国での活動をあまりにも知らない―。
そんな危機感を覚えていたところに募集が目にとまり、期待を込めて飛び込んだのがこの研修

だった。ラオスとベトナムでの２週間は驚きと発見の連続で、本当に充実した楽しい時間を過

ごすことができた。少し時間が経って振り返る今、まずは研修生の皆様、環境再生機構と自然

環境センターの皆様をはじめ、お世話になったすべての方々にあらためて深く感謝したい。 
 研修で特に印象的だったのは、ラオスのポンケオ村

などで目にした自給自足的な農村の様子であった。自

然の恵みを建材や日々の食料として享受している村の

人々の生活は経済指標に示される「貧困」が与えるイ

メージとは遠く、村の子ども達の輝く笑顔こそが彼ら

の生活の質を物語っているように思えた。そして、こ

うした農村における持続可能性、持続可能な発展とは

何なのだろうと考えた。開発経済学を学んだわけでも

なく、農村開発のプロジェクトに参加したわけでもない私としては、それは変化への脆弱性を

できるだけ小さくすることではないかと理解している。渇水や洪水といった自然災害も、貨幣

経済化、大規模開発といった人間活動も同様に農村の生活が抱える脆弱性と捉えて包括的な対

策をとることにより、環境保全と開発の両立が可能となることを今回の研修から学ぶことがで

きた。 
 また、現地に身をおいてはじめて直面する様々な問題についても、多くの訪問先でのインタ

ビューを通じてその一端を知ることができた。例として、社会主義国でありながら中央政府の

方針が地方でしばしばうまく反映されていないことや、高等教育を受けてもそれに見合った職

に就けない人がいる一方で（例えばラオスにおける水産資源学など）必要な教育を受けた人材

が不足していること、NGO間の連携や情報共有の不足などがあげられる。こうした背景を知る
ことは、将来途上国での研究や環境保全活動を希望する私にとってとても有意義であった。 
 そして何よりも刺激になったのは、様々な制約の中

で目標に向かって活動に打ち込んでおられる訪問団体

の方々の考えにふれ、NGO活動は人と人とのつながり
で成り立っていることを再確認できたことであった。

私も研修で得られた知識とネットワークを財産として、

今後も環境保全活動に広い視野をもってかかわりたい

と思う。 
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3-6. 楽しかった 2週間 
 

特定非営利活動法人 地球の緑を育てる会  門奈逸代 
 
 どんな人がセミナーに応募したのだろうと期待と不安をもっていましたが、実際に会ってみ

ると、皆さん普通の人達でした。20歳代、30歳代、60歳代が各々二人で合計 6人。女性は私 1
人でちょっと緊張しましたが、皆さんから大切にされ、美味しいアジア食も満喫できて楽しい

旅でした。旅の半ばで疲労が溜まり、シャワーで滑って転びましたが、1 日静かに寝たら 2 日
目からは、通常に戻りました。幸運でした。旅の半ばに設けられた資料整理のための 1日が思
わぬところで役立ちました。 
 セミナー参加者の皆さんや訪問先の日本人に会って、「日本人ってがんばっている！」と心が

弾みました。特に、NARC（池の上氏）とセミナー参加者の石塚さんとは、「発展＝大量生産、
大量消費で便利であること」という考え方に強い疑問を持ち、「自然と共生する生活方法を探る」

という考え方を共有していることが分かり、仲間がいたと嬉しくなりました。が、3人とも 60
歳代であるのが気がかり。この位長生きして、やっと、自然と共生する生活の有難さが少し分

かるようになるのかと思ったら、若い方々も疑問を持っていることが分かり、また嬉しくなっ

た。 
 また、今回の海外研修セミナーは素晴らしいシステムです。訪問したプロジェクトの多くで

「住民参加型の活動」という言葉を聞きましたが、このセミナーは、日本市民参加型のプログ

ラムです。実際に海外で活動できなくても、参加して活動の現場をみることだけでも、その国

を理解することになり国際協力の始まりになります。これからも多くの人に参加する機会を提

供し続けることを願います。 
 しかし、「国際協力は自分の足元を固めないで、他人の国に首を突っ込みたがるおせっかい焼

き」と評した友達もいました。地球上のことは、自分の足元だけでなく影響が国境を越えて広

がっていくことを考えると、好きな所に行ってできる事をして、少しでも役に立てたら良いの

では？ 
 今回のセミナーで訪問した 12箇所で得た知識や体験を、今後にどう生かしたら良いのだろう
と考え込んでしまいます。とりあえず、「微生物資材を活用した有機物の循環」は、引き続き技

術向上に努めて、東南アジアで活かせる場を探したいです。「郷土樹種による森つくり」も更に

実践を重ねて、樹種に関する知識も広げて行きたいと思います。どちらの技術も、日本で実践

しているままで海外に持ち込むことはできません。気候も社会状況も異なる海外では、その場

にある有機物や社会の仕組みや習慣をまず理解して、その上で工夫し応用していくことが必要

になるでしょう。 
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