
DIFARとは、ボリビアで使われているスペイン語 Desarrollo Integrar de la Familia Rural 

「農村生活の総合的な発展」の頭文字です。ディファルと読みます。 
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2019年 7月から実施している家庭用コンポスト普及プロジェクトの活動の様子です。写真は、DIFARの現地

職員が、ワウィタクレアンド幼稚園の生徒たちにコンポストのやり方を教えているところです。 
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いつも DIFAR を応援してくださっているみなさま 

あけましておめでとうございます。本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。日本からとても遠いボリビアで起こっている事

や私たちの活動について日頃気にかけて、応援していただいている皆様の温かいご支援

は大きな励みになっています。 

２０１９年は皆さんにとってどんな年だったでしょうか？近年の気候変動により、世

界各地で記録的な猛暑、豪雨、干ばつなどの自然災害が相次ぎかけがえのない命が奪わ

れました。私たちＤＩＦＡＲが取り組む、自然環境とともに生きるライフスタイルの提

案は、ごみリサイクルプロジェクトとしてボリビアの主にバジェ地域を活動地としてい

ます。慣れ親しんだライフスタイルを変えることは大変ですが、時代ととともに変わる

必要があり、根気よく続けていく事で順応していくことができると信じています。寄り

添って、ともに活動することでその変化を一緒に作り、経験することができます。 

今年は、特により多くの子供たちにかかわっていきたいと思っています。これからも

暖かいご支援に感謝しながら引き続き地道に活動していきたいと思っています。今後と

もご支援と、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

ＤＩＦＡＲ現地代表瀧本里子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/11/3ddc1e935c5691b5a85d11569169e53a.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

あけましておめでとうございます。ボランティアの西山珠美です。 
 
国内事務局のお手伝いを始めて早いもので 1年が過ぎました。激動の 1年でした。 
1年前、DIFARと私の出会いは突然訪れました。少しお話しします。 
私は、学生時代にスペイン語と南米について勉強していました。その頃から一度も
訪れたことがないボリビアに興味がありました。 
二十数年たった今、子育ても終わり空いた時間で国際協力したいと、ボリビアに関
わる NGOをネットで検索して DIFARのホームページを見つけました。でも「何故も
ずくを売っているの？」また決算書を見て、「少ない予算で活動出来ているの？」と
少し怪しげな団体という印象で、頭の片隅にありました。 
それから何気なく参加した国際協力カレッジに DIFARがいて、ビビビっと糸が繋が
ったように引き寄せられました。この時、たまたま日本へ帰国していた里子さんも
参加していたこともあって、人柄と熱意に惹かれ、国際協力も NGOも何もわからな
いまま、事務局でボランティアすることになり今に至ります。 

私は普段、正社員として会社に勤務しています。出会ってからの数ヶ月は右も左も
わからないこともあって、会社より忙しくて、どちらが本職かわからないほどでし
た。その間、様々な方との出会いがあり、多くの支援と助言をいただき何とかやっ
てこれました。DIFAR の課題も見えてきました。今年は効率的に業務が出来るよう
に改善し、DIFAR の更なる飛躍に向けて一つ一つ解決していきたいと思います。楽
しく日々成長できる DIFAR で今年も頑張ります！本年もどうぞよろしくお願いし
ます。最後になりますが、皆さんのご多幸をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際協力カレッジからの出会い 
〜DIFARと関わった 1年を振り返って〜 

Hola! 私たちはボリビアのグワルディア市 
廃棄物課の職員チームです。 
 
明けましておめでとうございます。 
いつも支援をして頂きありがとうございます。 
2020年もたくさんの生ゴミを回収しリサイ 
クルしていきたいと思います。生ゴミや資源 
ごみをリサイクルする事は、市の投棄場に捨 
てられるゴミが減るのでとても有効で、素晴 
らしいことです。 
皆さん、 
本年もどうぞ幸せな 1年をお過ごしください。 

グワルディア市の廃棄物課の職員の方から 
新年の挨拶が届きました！ 
 

(写真左から：ウエンディ フローレス、エビス フランコ、アンドレス アポンテ、シルビア サント) 
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現地活動報告(城井香里) 

 

 

 

こんにちは。現地駐在員の城井です。近況の活動を報告します。現在、サマイパタ市

で、真如苑の助成金にて、家庭用コンポストの普及活動をしています。パンパグランデ

市の家庭用コンポストと同じく、日本のメソッドを使ったコンポストを 3種類普及して

います。 

一つ目は、キエーロです。そこのない屋根付きの木枠で、屋根は透明のトタンを使っ

ています。土を入れて、日ごとに場所をローテーションしながら生ごみを埋めていくも

のです。二つ目は高倉式コンポスト、三つ目は段ボールコンポストです。こちらはどち

らも同じタイプの容器を使うのですが、容器は段ボールでなく煉瓦をつかっています。

パンパグランデでは素焼きの壺を使用していましたが、販売されているのが何時間も離

れた遠方のサンタクルス市内になるため、現地まで運んでくるのが大変でした。このた

め、今回は国内どこでも入手しやすい煉瓦に変更しました。 

 

全体の目標件数が 60件で、内訳は、キエーロが 18台、高倉式と段ボール式が合わせ

て 42件になります。現在のところ、28件の方が登録し、23件の方に配布完了していま

す。このうち、幼稚園に１つ、小学校に 4つ、中学校に 3つ高倉式コンポストを設置し

ており、生徒へワークショップを実施しました。小学校、中学校では家庭の生ごみを学

校に持参してもらって、生徒でコンポストを混ぜてもらっています。市内で一番最初に

コンポストを設置した小学校では、学期末の最後にたい肥を収穫し、新聞紙で作った袋

に入れて、各家庭に持ち帰ってもらいました。 

  

また、JICS の助成金にて実施しているごみ拾いとスポーツを掛け合わせたイベント

を実施した 5市のうち、ラ・グアルディア市において、市内の市場でごみの分別が開始

されました。集まった生ごみをコンポスト化するために、私がアドバイザーとして関わ

り、たい肥作りを頑張っています。 
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家庭用コンポストしか指導したことがなかったため、毎日 100ℓ程度の生ごみを処理

するコンポスト場に関わることは初めてで、私にとっても大変勉強になることばかり

です。湿度が適正でなかったり空気が入っていないと温度があがらないので、落ち葉

などで調整したり、かくはんしたりすると、温度が上がります。そういったコンポス

トの反応をみて一喜一憂しています。今後はたい肥を収穫して、協力してくださる市

場の方々へ配布するのが楽しみです。（写真 1枚目 ラ・グアルディア市の市場の分

別ごみ箱前にて 2 枚目 ラ・グアルディアのコンポスト場にて） 

 

 

 

 

 

¿Quien se rinde?(諦めるのは誰？) 

ラパス在住 渡辺あけみ 

 

１０月２０日の大統領選挙後、ボリビアのいろんな都市でＦＲＡＵＤＥ（不正選

挙） に対する抗議デモがはじまりました。もちろんラパス市でも、たくさんの人が町

に出ました。ラパスは政府本部であるので、デモやストライキはたくさんあり、日常

生活に影響しています。しかし今回の進行は今までとはまったく違いました。参加し

た人々はこの町の中流階級で、年配の人もいればネクタイをした人、母親、たくさん

の若者もおり、各々がボリビアの旗をもって抗議する光景は異様でした。Quien se 

rinde? Nadie se rinde! Quien se cansa? Nadie se cansa! Evo de nuevo. Huevo 

Carajo!(日訳：ギブアップする人はいる？誰もギブアップしない！疲れた人はいる？

誰も疲れていない！エボがもう一回再選してもいいの？)は今年のフレーズとして記憶

に残るでしょう。平和なマーチのスローガンで抗議していましたが、夜は警察と激し

い抗争もありました。昼間は今までの活動では見られないシーンもありました。例え

ば、警察官に水の入ったコップを渡す若者、それを受け取って不安そうに飲む警察

官、隣にいる警察官も遠慮しながら飲むが、ふと、表情にありがたさが見える。ま

た、人々は、”Unete a la Marcha”と警察に頼む。このような抗議が続く中、私は歩

いて仕事に通勤していました。徒歩での通勤は苦ではありませんが、仕事がなかなか

進まないのが悩みでした。 

ラパスでの抗議はこのような状況で展開していましたが、サンタクルスから市民委

員会のＣＡＭＡＣＨＯ氏が到着してからＥＶＯ派の賛同者が行進するようになり抗争

が始まりました。そんなある日、ＥＶＯ派のＭＩＮＥＲＯと反対派の行進者の抗争に

巻き込まれました。ＭＩＮＥＲＯはミニダイナマイトを平気で爆発させ、その状況の

前ではただ逃げるしかありませんでした。後ろでボンと爆発するダイナマイトに振り

向きもせず、ただ一生懸命前に向かって走りました。とても怖かったです。２ブロッ

ク走ってその場から離れようと早く歩きながら、以前聞いたことがある、「ＭＩＮＥ

ＲＯは怖いもの知らず」、という言葉を確信しました。その時しばらく続いていた耳

鳴りと頭痛は当分忘れないでしょう。 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2014/11/b6a011b5bbc777e34431d825c373f70f.png
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状態が日々悪くなり、最終的にＥＶＯ大統領は政権を放棄し、ラパスでは恐怖の二日

間が始まりました。略奪者に脅かされ、市民はみな自分の家を守ろうと近所でバリケ

ードを作り、二日間寝ずの見張りをしました。ＡＮＥＺ氏は国の大統領として執務す

るも物事は収まらず、ラパス市は取り囲まれ、ガソリンと食べ物が不足しました。作

物が腐って街道に捨てるしかない農業者の涙、街道で死んでしまったひよこの映像な

どを見て心をうたれました。 

最終的に政府がＥＶＯ派と話し合いをして休戦し、食べ物とガソリンがエルアルト

市とラパス市に入るようになり、少しずつ状況は正常化しているこの頃ですが、思え

ばもうクリスマス！いつもと違う年末を過ごすでしょう。(記事執筆時期：12月下旬) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙の結果を受け大規模なストライキが行われ、

日々の食事もままならない方たちに、日本の皆様か

らのご寄付などを活用し、DIFAR も炊き出しを 5

回実施しました。子どもたちも含む地域の方々も、

40 度近くの炎天下の中、手伝ってくれました。日

本からの支援に感謝します、とのたくさんの感謝の

気持ちをいただきました。 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2014/11/51c32ba8611e13d0f2925bbeda945e27.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

三重県 多度大社前朝市出店 

国内活動 

 

愛知県 東栄町フェスティバル出店 

2019年 11月 3日  

愛知県北設楽郡東栄町で開催された「東栄町フェスティ

バル」へ出店しました。 

フェスティバルには近隣の住民の方が 1,000名ほど来場

されており、東栄町に拠点を置いているプロの創作和太鼓

集団「志多ら」の演奏三や遠南信地域の「西浦田楽」・

「津具花祭」の伝統芸能の披露があり、とても魅力的なお

祭り。当日はボリビア民芸品と DIFAR カレンダーを販売、

なんと理事長がカレンダーを一人で 60冊以上も売り上げ

大活躍でした。 

理事長の販売テクニックをぜひ身に付けたいです。 

 

最後に、東栄町の皆様ありがとうございました！ 

 

 

2019年 11月 10日 

三重県桑名市多度町にある多度大社、その参道脇で毎

月第 2日曜日に朝市が開催されています。 

今回、初めて出店させていただきました。地元で採れた新

鮮な野菜を始め、テールスープやフルーツサンドなど美味し

いものが盛りだくさんの朝市、この日は子供たちの鼓笛隊

の演奏やダンス披露もあり可愛さに溢れる朝市でした。唯

一の NGO 団体出店ということもあり「寄付の代わりに」と

物品を購入して下さいました。これからも出店するので、お

近くまでお越しの際はぜひ朝市へ足を運んでみて下さい。 

 

 

 

国際協力カレッジ インターン・ボランティアマッチングブース出展 

DIFARブース 

2019年 12月 21日 

JICA 中部主催の国際協力カレッジ。今年

の参加者は志が高く、既に国際協力してい

て、自分たちの不足している知識を得ようと

協力団体探しに来ていた名古屋の高校生

たち、またソーシャルビジネスを始めたい 18

歳の青年は「何から始めたらよいのか」と熱

心に質問していました。年輩の方は、今まで

の経験と知識をどうやって国際協力に生か

せるのかと模索しながら団体を回っていまし

た。DIFARブースには、ラテンアメリカに興味

がある学生を始め 10人ほどが興味を持って

くれました。国際協力に踏み出す一歩にな

ってくれたらと思います。 

 

 名古屋 NGO センター様が参加した福井国際フェスティバルで、預けた物品を完売していただきました。ありがとうございました。 
おまけ 

イノベーションファクトリー㈱中島さんを
囲んでインタビュータイム 

4名の先輩の話しを真剣に 
聞き入っている 90名の参加者 
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国内事務局よりお知らせ

★事務局ではボリビアの物品を販売し、活動の資金にしております。通信販売もしております。 

ご希望の方はメール info@difar.jp または TEL090-9181-4554までお知らせください。 

★料金改定について 今年からＤＩＦＡＲは課税団体となり、記載の価格に消費税が追加されます。 

 

① ボリビア岩塩 まろやかなボリビア岩塩は、サラダやお肉にひとふりすると味に深

みがでます！一袋 350g 400 円 

② 手紡ぎ・手織りの羊毛織物（3000 円～）キッチンマットに使えそうな長いものか

ら、玄関マットにできそうな四角いサイズのものまで、大小様々取り揃えていま

す。 

③ 八重山モズク 塩抜きして酢の物に、鍋物に、天ぷらに、みそ汁に入れてお楽しみ

ください。    養殖 300円（350g）   今だけ送料無料！ 

④ アルパカマフラー まだまだ続く寒さにこれ

一枚でかなり防寒！ 5000 円 

⑤ 小銭入れ/長財布 ボリビアの色鮮やかな

織物で作られた小銭入れや長財布は、と

てもおしゃれで使いやすい！ 

   小銭入れ 500 円/長財布 1000 円 

⑥ キヌア 栄養価が豊富でスーパーフードと

言われるキヌアは、スープやサラダなど、

多様なお料理に使えて便利でおいしい♪ 

   一袋 1000 円 

活動支援のお願い 

DIFARは会費と寄付金、助成金、物品販売の利益等で運営しています。ボリビアに日本の声が届くよう

に、ボリビアの活動や文化、人の動きを日本に伝えるために資金が必要です。皆さまのご協力をお願いい

たします。 

[寄付] 随時受付中です。切手で寄付していただくことも可能です。 

[会員]  正会員 5000 円／年（会の運営に参加できます。総会で議決権があります） 

賛助会員 3000 円／年（会の活動を応援してくださる方） 

マンスリー会員 1000 円／月（希望により、正会員か賛助会員かを選んで頂けます。 

会費は月々1000 円からお納め頂けます） 

       法人会員 一口 20000 円／年 

会員の特典 会報誌「DIFAR 通信」をお届けします。会主催事業の案内、毎年 DIFARカレンダーをお届

けします。会主催の講演会に無料で参加できます。 

【振込先】 

郵便振替口座 00890-0-122793 ﾄｸﾋ）ディファル、 三菱東京 UFJ 銀行 店番 450 普通 0649345 DIFAR 

NPO 法人 DIFAR 事務局 〒515-3421 三重県津市美杉町八知 1383 

Tel： 090-9181-4554  ﾒｰﾙ： info@difar.jp  URL： https://difar.jp/ 
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