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2019 年、農地開発により焼畑が加速し、大規模なアマゾン火災が発生しました。写真は、今回の火災で失わ

れてしまった地域の一つであるチキタニア地方の動物です。彼らの生態系も一変してしまった事でしょう。 
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活動報告 

現地職員 城井香里 

 

こんにちは。現地駐在員の城井です。今回は、

今年の 3 月で終了を迎える２つのプロジェク

トの報告です。 

一つは、ＪＩＣＳ助成金の DEPORSURA プ

ロジェクトです。スポーツとごみ拾いを合わせ

た大会イベントで、拾ったごみを分別しながら

コースを走るもので（または、制限時間内に指

定範囲内を巡回してゴールに戻ってくるもの

と 2 種類のルールを設け主催者に選んでもら

いました）、分別の精度と拾ったごみの重さで得点を稼ぎ、表彰するものです。ラ・グ

アルディア市、マイラナ市、ポストレルバジェ市、サマイパタ市、エルトルノ市におい

てそれぞれ 1 回ずつ実施し、延べ参加者数 486 人、3091.3ｋｇのポイ捨てごみを回収

し、街をきれいにしながら人々を啓発することができました。 

今年の 3 月までに各市で 2 回目のイベント実施を計画していたのですが、昨年 10 月

末の大統領選挙後、長期間社会情勢が不安定になったこと、年明けの新型コロナウイル

スの流行による行動規制で、残念ながら開催することはできませんでした。また、3 月

12 日にこの 5 市を含めた会議（8 市 1 団体が参加）を開催し、プロジェクトの評価や、

環境教育の取り組みの情報交換、グアルディア市のコンポスト場を視察しました。会議

では、プロジェクトの評価としてごみの分別やポイ捨てに対する啓発ができたこと、市

長など幹部職へ重要性を認識してもらうことができたことがあげられました。また、課

題として、環境教育の予算や人材不足があげられました。今後はこのプロジェクトをき

っかけに作成した連絡網で環境教育やイベント開催などの情報交換をしていくことを

申し合わせました。 

昨年 9 月に実施したバジェグランデにおける研修後、グアルディア市が市場における

分別回収と市営のコンポスト場運営を開始しました。私は開始当初から毎日、担当者に

温度やＰＨ測定の情報を送ってもらって、アドバイスを実施してきました。月に 1 度か

2 度現地を訪問し、一緒に作業したり、コンポストの状態をチェックしたりしてきまし

た。そのコンポスト場が 2 月に新聞へ掲載されたことで反響があり、近隣市の環境の担

当者から問い合わせなどもあったそうです。発芽実験も実施しており、コンポストを使

った土と土のみのもので比較しているのですが、発芽している数や葉の色の濃さが異な

っていて、グアルディア市の職員は良質のたい肥ができたことをとても喜んでいます。

また、サマイパタ市においても 3 月上旬からコンポスト場の試験運用を開始しました。

まずは３つのレストランの廃棄物を毎日回収してコンポスト化しています。エルトルノ



市も近々コンポスト場を開始予定です。この３市には、ブルーシートや温度計、PH 計

など、運営に必要な物品をプロジェクトで支援しています。 

また、真如苑助成金の家庭用コンポスト普及プロジェクトについてですが、3 月 16

日現在でキエーロ方式コンポスト 17 基、高倉式コンポスト 30 基、平式コンポスト 6

基、合計 53 基のコンポストを支援し、サマイパタ市内の家庭や学校で生ごみのたい肥

化を実施しています。3 月 3 日と 7 日に高倉式コンポストの講習会を実施し、1 名の参

加者に種菌の作成の仕方を伝えることができました。 

 

ラ・グアルディア市のコンポスト場視察 

 

発芽実験。上が土のみ、下が土にコンポストたい肥を混入 

 



森林火災について 

現地代表 瀧本里子 

 

昨年 ボリビアで未曽有の森林火災があり、貴重なアマゾンへとつながる自然林や生態系

が破壊されてしまいました。私たちが住むサンタクルス県で、住んでいるところから５００キロ離

れたところという身近さから何かできる事がないかと DIFAR 事務局に相談し、２０２０年度のカレ

ンダーをこのアマゾン火事をテーマに売上金を支援しよう、という事になりました。DIFAR の活

動をカレンダーで応援してくださる方をはじめ、趣旨に賛同しカレンダーは見事完売しました。 

１１月から雨季に入り、今年はありがたい事に雨が順調に降っています。どんな活動を行ったら

いいのか、単純に被災地に植林をしたらいいのか？という事を情報収集する中で、次に紹介

する エルジャマードデルボスケ（森が呼んでいる）財団のジーナさんと出会いました。ジーナ

さんは JICA の研修で日本にも行ったことがあり環境が専門の弁護士です。長らく県庁や政府

機関で仕事をされていた方ですが今はボランティアで環境保護活動をしていて、１０年かけて

チキタニア地方の支援をしようとしていた矢先にこの山火事が起こってしまった、、という事でし

た。 

DIFAR にとっては新しい場所、新しい支援内容なのでパートナーがいたら、、と思っていた

ところでしたので今後相談しながら支援を一緒に行っていきたいと思っています。 

現地に出向こうと思った矢先、新型コロナウイルスの影響で 行くのが難しくなり、現地にはま

だいけていません。４月に入って状況が落ち着くのを期待したいと思います。 

 
 



上勝町視察報告 

国内事務局 高野栞 

 

 2020 年 1 月 18 日-19 日、徳島県勝浦郡上勝町にて、来年実施予定のボリビア人を

日本に招いての研修の候補地として、国内事務局で視察を実施してきました。今回上

勝町への視察目的は、この町独自で行っているごみの分別回収方法について学ぶため

です。 

 上勝町は、四国で一番小さい町で、人口は約 1500 人、そのうち半数以上は高齢者で、

面積の 9 割は山林が占めている自然豊かな土地。そこでの取り組みとして、ゼロ・ウェ

イスト事業が実施されています。もともと上勝町では、1 人 1 日 1 キロのごみが出てい

ました。年間 4400 万トンですが、埋め立て地である最終処分所はあと 20 年で一杯に

なると言われ、平成 12 年から 22 年の間にリサイクルが浸透しました。初めは焼却炉

を使用していましたが、ダイオキシン法を満たさなかったため、県境を越えて山口県ま

でごみを輸送。1 コンテナで 17 万円という高額な費用がかかったため、様々な工夫を

重ね、現在では 13 品目 45 分別を徹底しています。 

この取り組みは、町役場の職員たちが集会所などで直接住民に説明されることによっ

て広められ、町民の方々は車などでごみステーションにごみを捨てに来ています。結果、

日本のリサイクル率が 20％なのに対して、上勝町は 81％となっていると聞き、たいへ

ん驚きました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 実際ごみステーションに足を運んだ際、ごみを捨てに来た住民の方にお会いすること

ができたのですが、「ここで分別をする際は、ビニール袋やペットボトルなどすべて洗

って乾かしてから持ってこなければならず、手間がかかるのでペットボトルなどはあま

り購入しなくなった。」と聞き、住民の行動や意識も変わっていることも知りました。 

お話を伺っていると、事業としてはまだまだ課題がある部分も当然ながらありますが、

出来ることから始め発信していくことは、私たちの日ごろの生活の中でも大切なことだ

と思い、引き続き来年の研修に向けて準備を進めながら、この素晴らしいゼロ・ウェイ

スト事業について理解を深めていきたいと思います。 

ごみステーションで話を聞くようす 45 種類の回収ボックスの一部 



昨年の７月から今年の３月まで８ヶ月間、日本から地球の裏側の南米に一人旅をしてきた。今回周ったのは
エクアドルのキトからスタートしてペルー、ボリビア、アルゼンチン、１日だけブラジル、そしてチリ。
何故旅先が南米なのかと言うと、僕はアンデス山脈付近のフォルクローレと呼ばれている音楽が好きで聞い
たり演奏したりするのだが、その音楽の精神的な背景である土地や人、文化に実際に触れてみたかったので
ある。
旅の移動の手段はほとんどバス。飛行機も何回か使ったけれど南米は安いバスが多いので移動にお金があま
りかからないのが良い。初めて乗った長距離バスはエクアドルのキトからオタバロまでの2時間でたったの
２.５ドルだった。当たり前だけど何処にいっても僕にとっては初めて見る新しい場所だ。南米の街は大抵都
市だろうと田舎の小さな村だろうと広場と教会があり、それを中心にして街が作られている。キト やリマや
クスコなど大きく歴史のある場所は教会も立派ですごい。
カトリックのミサがどんなものなのか参加してみたこともある。牧師さんが喋るスペイン語はあまり理解で
きないのだが周りを見ながら立ったり跪いたりしてみた。１回のミサで６曲くらい賛美歌が聞けたがどれも
なんとなく僕の持ってる賛美歌のイメージと違っ

た。なんか歌謡曲っぽいマイナーの調子のメロディーで一人の歌手が朗々と歌うことが多く、あの「コンド
ルが飛んでいく」が流れた時はちょっと驚いた。確かスペイン語の歌詞はインカの皇帝を歌った曲と聞いて
いたが歌詞を変えているのかもしれない。スペイン語がもうちょっと分かるともっと面白いのだろうが。
そのスペイン語だが最初の頃は学校に通って勉強してみた。１日２時間で２０日間。残念ながらこれでは大
して喋れるようにはならなかったけど、旅する分には最低限の単語が言えればそんなに困らない。それとた
まに現地で友達ができることがあって、そういう時はお互いが相手に興味を持って話しているのでグダグダ
なスペイン語でもおおよその意思疎通はなんとかなる。スマホの翻訳アプリはとても便利だ。
「日本にはサムライがいるのか？」と聞かれたのだけど今の日本に職業としての侍は居ない。侍の技術（剣
道とか）や精神。また見世物としてそういう格好した人はいる。でも本当の意味での社会で生きる侍は今の
世の中には存在し得ない。そんな込み入った内容を伝えるにはあれこれ単語を探して手振りなどを加えて話
すのだ。ある程度喋れる人には簡単なのだろうけど。そうそう、芸者遊びは一見さんはできないから僕はや
ったことないというのを伝えるのも結構難しかった。ちゃんと伝わってるのかなあ。
音楽をやってるとそういう言葉以外のコミュニケーションもあるから面白い。エクアドルのオタバロという
フォルクローレの盛んな街に２０日間ほど滞在して、３軒ほど楽器を作ってる工房にちょこちょこお邪魔し
た。畑で採れたトウモロコシの粒をもぎ取ってバラバラにする作業を手伝ってみたり（音楽関係ないじゃん
というツッコミはなしね）、ケーナの制作バンドリンの修理を見たり、フォルクローレの曲をいくつか教わ
ったりした。
「今日は友達のところでフェスタがあるんだ。良かったら来る？」そういう話なら行かない手はない。地元
の小さい祭りだったけど僕みたいなよそ者でも歓迎してくれた。大きめの家の庭が会場で、誰かが始めに挨
拶でもしただろうか、鶏肉と米が沢山乗った皿が配られる。それだけでもけっこうお腹いっぱいなのに、ス
ープやら茹でたトウモロコシの粒やじゃがいも、食べきれないほどの料理が出てきたのだった。そして食事
後は楽団による生演奏。スマホで動画撮ってると「おいヨシオも踊れや」もちろん踊る踊る呑む踊る踊る呑
む。こういう場にはジュースやらビールやらウィスキーなどの瓶を持ってる人がいて「のむか？」と言って
コップに注いで渡してくれる人が数人いる（自然発生なのか役割なの

か）。そして飲み終わるまで待っていて空になったコップを渡す。そしたらまた別の人にそのコップでもて
なすといった具合だ。実にエコである。帰りは同じ方面の人がこぞってその辺のトラックを捕まえて荷台に
乗り込む。ボコボコの道（大抵舗装されていない）を揺られながら見た星空が印象的だった。
特に人の出会いを求めて旅に出るわけではないけど、やっぱり人と接した時のことは印象に残る。スペイン
語学校を探すときに手伝ってくれた旅行会社の日本人、ホームステイした家で色々世話してくれたり僕のお
かしなスペイン語を訂正してくれたお母さん、オタバロで音楽のイベントがあると教えてくれた学校の先
生、メルカドでケーナを試奏してたらギターで伴奏つけてくれた陽気な店の人、支払いの時うっかり落とし
ていたクレジットカードを走って届けてくれた人、カハマルカに行く時車に乗せてくれた暖かい家族、エク
アドルのピチンチャに登った時に偶然出会いその後ペルーのクスコで再会したハチドリ好きの日本人ガイ
ド、息子が日本にいるとバリバリ日本語が喋れるおじさん、ワンチャコのビーチはいいぞと頼んでもいない
のにミクロ乗り場まで案内してくれた人・・・あげだせばキリがない。中にはケチャップ強盗を仕掛ける人
や、２５セントのトイレ使用料を１ドルだという言うような人に会うこともあったけれど、そういうことも
含めていい旅だったなあと思える。ありがとう。



SEMBRANDO ESPERANZA, DESPUÉS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA 

希望を植えよう！ ボリビアの山火事 そのあと 

Entre los meses de agosto y octubre de 2019, Bolivia perdió en los incendios forestales más de 5.3 millones de 

hectáreas de bosque. El departamento de Santa Cruz fue el más afectado. Gran parte del Bosque Seco Chiquitano, 

uno de los mejores conservados del mundo, con corredores biodiversos que se conectan al Amazonas, fue arrasado 

por el fuego.  

2019 年 8 月から 10 月にかけて、ボリビアは森林火災で 530 万ヘクタール以上の森林を失いました。サンタクルス県
が最も影響を受け、アマゾンにつながる生物多様性の世界で最も保存されているチキータノ地方のドライフォレスト
の多くは、火災によって破壊されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gina Méndez y Jancarla Ribera, directoras de la Fundación El llamado del Bosque, decidieron apoyar a estas 

comunidades implementando un proyecto de Turismo Sostenible innovador: “Sembrando Esperanza” en alianza 

estratégica con el Gobierno Municipal de Roboré. 

En una primera fase el proyecto contempla llegar a 15 comunidades mediante tours solidarios que cumplen dos 
objetivos: 1) reactivar el ecoturismo, principal fuente de ingresos del municipio, llevando visitantes a conocer 
atracciones turísticas como la Reserva de Vida Silvestre Tucabaca, ecosistema que alberga las nacientes de agua que 
abastecen a toda la región y es hogar de increíble flora y fauna, única en el mundo y 2) incentivar a las comunidades 
a convertirse en verdaderos guardianes del bosque.  

エル・ジャマ―ド・デル・ボスケ（森が呼んでいる）財団のディレクターであるジーナ・メンデスとジャンカルラ・

リベラは、ロボレ市政府と話し合い、革新的な持続可能な観光プロジェクト「希望をまく」を実施することで、これ

らのコミュニティを支援することを決めました。 

Los asentamientos humanos, la 

acelerada deforestación en los 

últimos años para convertir estos 

bosques en suelos de producción 

agropecuaria y la sequía, como 

efecto del cambio climático fueron 

los factores principales que 

contribuyeron al mayor desastre 

ecológico que Bolivia vivió en los 

últimos 10 años. Muchas 

comunidades en el municipio de 

Roboré que se dedicaban a la 

agricultura de subsistencia 

perdieron hasta un 90% de sus 

cultivos. 

近年、人間の集落、農業生産性の
向上を目的とした森林破壊が加速
し、気候変動の影響が主な要因で
干ばつが過去 10 年間続いていま
した。。多くの被害があったロボ
レ市の自治体の多くのコミュニテ
ィは、自給自足農業に従事してお
り彼らの作物の 90%まで失った
家族もいました。 

 

 



第 1 段階では、2 つの目的を達成する植林ツアーを通じて 15 のコミュニティに対象に植林を行います。自治体の主

な収入源であるエコツーリズムを再活性化し、訪問者に自然保護区などの観光スポットを体験してもらうことができ

ます。トゥカバカ野生公園は、地域全体の動植物の本拠地であり、重要な水資源が生態系を守っています。2)コミュ

ニティが森林の真の守護者になることをサポートします。 

  

                                                                                                      

 

  

La etapa piloto se realizó en Peniel, una comunidad 

ubicada a 40 km de Roboré, a la que llegaron 85 turistas 

y el recorrido incluyó la siembra solidaria de plantines de 

limón, mandarina y pomelo para reponer sus cultivos 

dañados y evitar que las familias afectadas se incorporen 

a actividades incompatibles con la restauración del 

Bosque. El proyecto está empeñado en encontrar 

apoyo para continuar sembrando esperanza en las 

siguientes 14 comunidades de Roboré.  

初めに開催したツアーは、85 人の参加者があった。
ロボレから 40 キロに位置するコミュニティ、ペニエ
ル村で開催され、ツアーには、火事で焼けた作物を
補充し、現地家族の収入源になるようにレモン、蜜
柑、グレープフルーツの植栽の植え付けを行いまし
た。このプロジェクトは、ロボレの次の 14 のコミュ
ニティで希望を植え付け続けるための活動を継続し
ます。 



会費納入者 グッズ購入者 寄付者 

Karaoglu Sayaka 浦田 里子 坂口 いつ子 和田 悦子 

カラオグル さやか カマケ アントニオ 坂本 朝江 伊藤 英子 

伊藤 英子 カラオグル さやか 山田 ロサリオ 株式会社 ジェンク 

伊藤 典子 穐本 由紀子 山本 和子 鎌田 茂樹 

井上 和美 安堂 和佳子 社団法人日本ボリビア協会 貴志 真寿美 

下村（高尾） 敦子 伊藤 英子 小森 和子 吉岡 富恵 

岩崎 節子 伊藤 久代 新喜 ひさ代 宮崎 好和 

菊山 順子 伊藤 恭子 深尾 桂子 桑垣 瑞 

吉岡 富恵 井出 教子 神田 幸英 吾郷 祐子 

金子 新司 浦田 広美 水口 亜紀 江田 美知子 

熊田 理恵 永浜 壽穂 星野 玉喜 高嶋 とし子 

原田 礼子 加藤 益洋 清水 哲夫･登志子 佐藤 雅美 

吾郷 祐子 加藤 晃 西嶋 敏子 山本 和子 

高嶋 とし子 河合 庸展 石垣島海のもの山のもの 須川 真理 

佐貝 良明 海住 巧 赤羽 一郎 石垣島海のもの山のもの 

坂本 偉 鎌田 茂樹 増田 望三郎 曽我 定治 

坂本 朝江 岩崎 寛人 瀧本 一 草深 裕尹 

榊原 幹男 菊山 順子 瀧本 規久子 大城 由美 

山岸 新太郎 吉本 園子 池田 公昭 瀧本 一 

小林 恵利子 吉牟田 信恵 池島 あや子 池島 あや子 

水口 亜紀 宮崎 好和 竹尾 敬三 猪鼻 昌司 

西村 知子 玉城 敏幸 中江 かすみ 田中 郁美 

石垣 堅一 沓沢 敬 中道 美鈴 渡辺 幸子 

石垣島海のもの山のもの 桑垣 瑞 猪鼻 昌司 飯田 和枝 

千代 ゆきえ 古田 加奈子 田村 桂子 福島 千賀子 

曽我 定治 五十嵐 志穂 渡辺 幸子 平野 晴子 

大川 裕司 江口 由紀子 渡邊 友二 堀井 正紀・靖枝 

瀧本 一 江田 美知子 土田 ひろゆき 綿貫 俊夫 

瀧本 規久子 高崎 建徳 飯渕 一樹 鈴木 麻知子 

瀧本 幸弘 高山 治朗 福島 千賀子 和田 悦子 

瀧本 正明 高内 訓子 平畠 志保   

瀧本 里子 高木 和俊 綿貫 俊夫   

只野 あい子 高野 栞 矢田 隆   

谷口 寛 黒宮 泰子 矢島 弥生   

竹本 人見 佐竹 みつ恵 星野葉子   

島田 剛 佐藤 雅美 林 貴志子（友子）   

畑 節子 坂元 伸治 鈴木 みゆき   

樋口 康雄       

平野 加代子       

平野 晴子       

堀井 正紀・靖枝       

木村 寿志       

立花 由美子       

鈴木 麻知子       

和田 悦子       
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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） 

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/ 

 


