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新型コロナウイルスの影響により、今日明日の食べ物にも困っている方々に、今年の 5月、食糧支援を実施

しました。緊急事態下においては、今後もこのような活動が大切だと感じました。 
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ボリビアのコロナ状況 

現地代表 瀧本里子 

 

世界の日常を変えてしまったコロナ COVID-19 はボリビアでは 8 月現在、まだ日常とは程遠

く政府や県が決めた外出日、時間など規制が多い毎日です。 

3 月の中旬、世界中に広がったコロナウイルスがボリビアにも上陸し、あれよあれよといい

うまに国境封鎖、外出禁止、学校休校などが発表され毎日一体、夢を見ているのか？これが現

実なんだろうか？という感じで過ごしました。特にボリビアの場合、その 5 か月前には不正選

挙への全国ストライキがあったばかりで、14 年間続いた独裁政権を倒し、国民もかつてない

21 日間を過ごした興奮冷めやらぬ中でパンデミックに突入したわけです。この状況がいつまで

続くの？あと 1 週間？？まさか今月末まで？と全く誰も何もわからない中で外出もできず、隣

人と自由に井戸端会議も出来ない状態がもう 5 ヶ月も続いています。 

マーケットに買い物に行けるのは 1 週間に 1 度だけ、身分証明書の末番号で決められた時間

のみです。たくさんのかごを持ち買い物に出ると、皆さんリストを片手に急いで買い物をして

います。お店の人も今までに経験したことのない、‘‘距離を開ける‘‘や‘‘あまり触ってはいけな

い‘‘などガードマンの人たちの声掛けに戸惑いながら、つけたこともないマスクを居心地悪そ

うにつけて物売りをしています。マーケットはいつも交流の場、久しぶりに会った人や行きつ

けのおばちゃんたちとハグをして挨拶しておしゃべりして、という時間なのにマスク姿では誰

かも識別できず、皆警戒している雰囲気でそそくさと買い物を終えます。買い物が終わるとい

つも通る道や、公園、広場には全く人気がありません。街全体が死んでいるようだね、と知り

合いのおばちゃんが悲しそうに言っていました。 

また、ボリビアは、60％以上の子供たちが公立校で学んでいますが、村落の学校は電気やネ

ットなども普及されていません。2 月に新年度が始まり、その後毎年恒例のカーニバル、3 月

に入ってやっと授業が本格的に、というときにパンデミックで休校になった公立校の生徒たち

は、ほとんどまともに授業ができていません。私立の子供たちはオンライン授業でできている

ところもありますがその格差は広がるばかりでした。この間努力をしたのか、していないの

か、政府は 7 月 31 日をもって今年度の授業は終了する、という突然の発表をしました。皆さ

んもれなく進級しますというおまけつきです！ 
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8 月に入り、コロナもそっちのけのボリビアを震撼させる事態が起こりました。大統領選挙

です。昨年の 10 月に前政権を倒したあと、暫定政権が今年の 5 月に大統領選を予定していた

のが今回の状況で 9 月に延びました。しかし収束しない事態を判断し、10 月に延期と発表した

とたん前政権を支持する人々があちこちで道路封鎖を始めました。老いも若きも、地元の人な

のか、どこから来たのか、手にこん棒、石、パチンコ、手作りバズーカなどを持ち叫びなが

ら、街道を練り歩き、暴力を働き、バイクを燃やしている姿は、それはそれは恐ろしかったで

す。略奪に入られたら、火をつけられたら、と思うと夜も眠れませんでした。長期間の自粛で

収穫、出荷できなかった野菜をやっと流通できた矢先に道路封鎖に遭い、トラックの中で野菜

は腐り、鶏は死んでいきました。救急車も通してもらえず、高地のコロナ患者で酸素ボンベが

不足し始め、日曜日までに解除されなかったら何人もの命が落とされる！と悲痛に訴えていま

した。幸い、トップ同士の会談で土曜日の午後に合意され一部解除されましたが今週はまだ各

地でやっていたようです。 

この様に、ボリビアはコロナとの闘いはまだ先も見えず、また 2020 年 10 月に行われる選挙

ではどの政党が勝っても混乱は避けられないでしょう。 
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食糧支援について 

現地代表 瀧本里子 

 

 

5 月に、コロナ禍で貧窮しているバジェ地域のサマイパタ市、マイラナ市を対象にした３５家

族の食料支援をさせて頂きました。 

5 月の時点では、全国で外出禁止令が敷かれ、許可なく外出すると逮捕されたり罰金を課される

など厳しい状況でした。そんな中、食料支援要請の話は SNS やニュースで聞くようになり、

DIFAR として少しでもいいので目の前で困っている人たちに食糧支援をしようという話になり

ました。１家族 1000 円程の支援ですが、１週間から２週間分位の食料になります。日本も大変

だとは思いますが、今日食べるものがあり、明日の食べるものの心配がない私たちと、昨日も今

日も食べていない、明日の食べ物もない、、という人達もボリビアには外出禁止が４０日近くな

る現実には多くいるようでした。 

 

 調達するマーケットの行きつけのおばちゃんは事情を話すと私も何か支援したい、ということ

で値段を大幅におまけしてくれたり、さらに次の支援の時に小麦などを協力する約束をしてくれ

ました。身近に支援が必要な人たちがいることを感じ、それに対して動いている人たちを少しで

も応援したい、、という気持ちが伝わり善意が善意を呼ぶようで嬉しかったです。 

 

本当に必要な人たちへ支援したいが、と思っているとき政府が作っている食糧支援リストもあ

るらしく噂では 県から来た支援は高地や前政権を支援している人たちには届きにくい、政治的

な思惑が入ったリストになっているということも聞きました。私たちのプロジェクトのカウンタ

ーパートは今まで市がメインで気心知れている市の職員にリストを頼もうかと思っていました

が、政治的な要素が入るのは避けたいと思い、友人などをつてに情報収集などを行いました。 

リスト作成の過程でも目的を知ると、積極的に外に出て必要な家族の調査をしてくれる友人がい

るなど、やはり助け合いたいという気持ちを多く持って行動に移す人は身近にもいる、と感じま

した。 

 

今回食糧を手渡しした家族は、もともと貧困な上、日雇いや洗濯をして日銭を稼いで家族を食

べさせている家族や、独り身の高齢の方たちが多く、食料を届けると、手を握って喜んでくれま

した。町のはずれに一人で住んでいるおじさんの住まいは今にも朽ち果てそうなおうちで、今日

のお昼に料理したであろうジャガイモと鍋と火を起こした跡があり、食料を届けると日本のこと

をいろいろ聞いてきました。家にはミカンの木があり食糧支援のお礼に、とミカンを袋に入れて 
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くれました。テレビなどもなかったらどうしてこんな状況になっているのかわからな

いまま仕事がなくなり、お店も閉まっていて本当に困ってしまうと思いました。 

 

今まで DIFARは技術支援や人材育成の協力

活動を行ってきて、物資支援はあまりしてき

ませんでしたがやはり緊急事態という事で迅

速にやってよかったな、と思います。あれか

ら 3か月以上経とうとしていますが、あの時

食糧支援をした人たちはもう働きに出て生活

を立て直すことはできているんだろうか？と

時々思い出します。政府からの支援が５月に

一度あったきりなので、外出や経済活動が規

制されている今も生活が苦しい人たちはたくさんいると思います。とにかく何でも売っ

て食べていけるように、という空気はずっとあり道を歩いているとかごにトウモロコシ

のお菓子や、サツマイモのふかしもの、手作りのチョコレートのお菓子などを「買って

～」と声をかけられます。お花を売っている子供たちもいます。 

みなが大変な時、自分たちにやれることは?と考えていきたいです。 

 

 

作ってみよう！ボリビア料理レシピ 

現地スタッフ 城井香里 

 

 

こんにちは。南米ボリビアから城井香里です。 

今回は、私と従姉で運営している YouTubeチャンネル「ワー

ルドキッチンレシピ」を紹介させていただきます。このチャ

ンネルでは、私が住んでいるボリビア料理はもちろん、いろ

んな国の現地の方が作る料理を日本語字幕で紹介していく

ものです（まだ始めたばかりなので、ボリビア料理しかアッ

プできていません）。その中からひとつ、タリハ県のマリエ

ラさん(写真)が教えてくれた料理を紹介します。 

 

<マハディート・セコ> 

日本人の好きなボリビア料理に必ずランクインするマハディート。チャルケという干し

肉を使うのですが、日本では入手困難のため、別の方法でチャルケっぽく牛肉を調理す

る方法を紹介しています。 
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コロナ禍での活動状況 

世界中に影響を及ぼしているコロナウィルス。ここボリビアでも感染拡大が止まらず外出禁止

が続いています。そんな中、様々な助成金への申請を予定していました。しかし、ボリビアは、

外務省の安全情報レベル３の状況が続いていることもあって、現地に日本人が滞在して指

導に当たる活動は応募資格対象外のため、今年度は応募を断念しました。こんな状況で

も何か取り組めないかと模索しながらコンポスト化やごみ分別・リサイクル支援を続けています。 

 

この状況だったからこそ思いついたアプリ開発 

 

残念ながらボリビアでは、まだまだごみの分別が浸透していません。 

分別がわからないまま、ごちゃ混ぜにして捨てています。このごみたちは、リサイクル可能な物

であっても廃棄場へと運ばれていきます。 

みなさんは、ごみの分別に迷ったことはありませんか？日本では自治体がごみ分別アプリを作

っていますよね。ボリビアでも、家庭内で何ごみが分からない時に検索してすぐに調べることが

出来ればきちんと分別して捨てられると、城井香里さんがアプリ制作を思いつきました。これ

だったらコロナ禍でも進められます。早速ボリビア向けのアプリ開発してくれる企業を探しました。 

いくつかの企業に依頼して、ボリビアと日本においてオンラ

インで打合せを行い、その中で日本の企業 G-Place さ

んにご支援いただけることになりました。 

ボリビアの水環境省から情報を取集、コンポストセンター

がある市は 19 市、分別の取り組みを始めている市は

35市あることがわかりました。家庭内分別を 50％以上

している市はバジェグランデ市のみです。今後の普及に

向けバジェグランデ市からアプリ導入を始めていきいま

す。リリースアップは 2021 年 1月を予定しています。 

 

  

ボリビア初 

「ごみ分別」アプリ開発 
YO CLASIFICO 

今回構築しようとしているアプリは、日本企業 G-Place さんのご支援・ご協力により実現しました。

日本でも 100市以上の自治体が採用しているアプリ「ごみスケ」を開発した企業です。 

G-Place さんは、アプリ開発だけではなく、ベトナムやインドで生活環境・衛生の改善やプラスチッ

ク廃棄物の再資源化事業も行っているとのことで、DIFARの活動と合致しています。ボリビアの家

庭で誰もが使えるアプリ開発にぜひ協力させてほしいと開発に尽力いただいています。 

G-Place さん企業情報 

 

日本のごみ分別アプリ 



6 

 

【材料】３～４人分 

Ａ（肉調理用）人参２本、玉ねぎ１個、カブ２個、ピーマン１個、セロリ（お好みで）

1房、にんにく１かけ、牛肉 300ｇ（鶏むね肉でもよい）、塩 5ｇ、水 2リットル 

Ｂ（米調理用） 

油大さじ２杯、米１カップ半、トマト１個、赤ピーマン半個、水（温めておく）３～４

カップ、塩 5ｇ、コショウ、ニンニク（お好みで）、クミン（お好みで） 

Ｃ（肉をチャルケ風に）油大さじ１杯 

Ｄ（盛り付け）卵（目玉焼きにする）３～４個、ジャガイモのフライ適量、サツマイモ

のフライ適量、調理用バナナのフライ３～４本 

 

【作り方】 

１ 圧力鍋または普通の鍋にＡの材料を

入れて、１５分（圧力なべ）煮る。普通の

鍋は肉に火が通るまで煮る。肉は取り出

して冷やしながら細かく裂く。 

２ 別の鍋に油大さじ２杯入れて、米を

生のまま炒める。 

３ 米の色が茶色になったら、ミキサー

にかけたトマトと赤ピーマンを入れる。 

 

４ ３に温めておいた水を加え、塩を入れる。（沸騰するまで強火、沸騰してから炊き

あがるまで弱火） 

５ プライパンに油大さじ 1杯入れ、１の肉（裂いたもの）をフライパンに入れ、カリ

っとするまでいためる。 

６ ４に５を加えて混ぜる。 

７ 皿に盛り付け、盛り付け用の卵焼き（ジャガイモ、サツマイモ、調理用バナナのフ

ライでもよい）を添える。   

 

チャンネル登録していただけると嬉しいです。 
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韓国のコロナの状況 

韓国在住会員 趙永祜 

 

初めまして。韓国ソウルに住んでいるチョ・ヨンホ（趙永祜）と申します。私は国際

交流基金ソウル日本文化センターにて勤務しています。ご存知の通り、国際交流基金は

「日本の友人を増やし、世界との絆を育む。」をミッションとして掲げ、世界に国際文

化交流発信事業を展開しています。 

 

入社すぐは、日本の映画や映画人を韓国に紹介する部署で働きましたが、今は日本語

教育支援の部署で仕事をしています。国際交流基金が 2018年度に実施した、「海外日本

語教育機関調査」の結果によると、全世界の日本語教育機関の 16.1％が韓国であり、学

習者数は 531,511人と中国、インドネシアに次ぐ 3位に当たるほど、日本語教育が盛ん

な国であります。そのため、学校現場からは日本語教授法から日本文化紹介まで様々な

要望があり、しっかりサポートできるように取り組んでいます。 

 

さて、 DIFARを知ったきっかけは、一言でいうと「ボリビア、そして、三重」だと思

います。2015 年、右も左もわからないまま、72 時間 3 泊 4 日をかけてゴチャバンバに

辿り着いたときは、感無量でした。約 3週間の滞在（その内 1週間は空港生活）で、感

銘深かったのは現地の皆の笑顔、もう一つはウユニ塩湖からみた光景でした。帰国後、

半年くらいボリビアでの生活が忘れられず、いつかもう一度暮らしてみたいと思うよう

になり、「日本ボリビア協会」を通じて、ボリビアの歴史や日系社会について調べまし

た。移民の歴史を触れた時には、涙と感動と勇気をもらいました。一方で、ボリビアは

遠くにある国ですが、インターネットだとすぐ越境でき、そのおかげで、DIFARの活動

や趣旨も知り、共感しました。 

 

さらに、国内事務局が「津市美杉町」であることを知って、是非会員になりたいと思

いました。というのは、私は三重の鈴鹿に留学で 7 年間暮らしたことがあり、「三重」

を「第二の故郷」だと思っています。将来もう一度ボリビアに行くためには、その国の

歴史や文化をより深く知ることが重要だし、さらに、何か協力できることを模索したい

と思い、実際実践されている DIFAR に声をかけたら、快く受け入れてくださったので、

とても嬉しく思っています。ただ、本当なら今年三重に行って、機会があれば DIFARの

国内事務局にも行きたいと思ったところ、コロナ禍によって行き来できずにいます。 
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不幸中の幸いですが、韓国は個人の移動制限は出されたことなく、食べ物や生活必需

品の不足もなく、生活面ではいつもと変わらない生活をしています。もちろん、国の方

針でいくつかの段階のソーシャルディタンスがあり、ちょうどこれを書いているときに、

ソウルのとある教会の集会で感染拡大が広がり、韓国政府は首都圏を中心にソーシャル

ディスタンスの段階を 1から２に引き上げました。「段階 2」になると、室内 50人・室

外 100人以上は集会及びイベントが禁じられたり、スポーツ競技は無観客で行うことに

なったり、学校などは遠隔授業を並行しなければならないなど、制約が発生しますが、

さる 4月の大拡散を教訓に先手を打つようにしています。 

 

だけど、いつ COVID－19が落ち着くか、ワクチンはいつ開発されるのか、また、世界

的な共通課題として、予防対応策をどう共有し、解決していくか、これからが正念場だ

と思います。そういったことからも、今まで、ボリビアで活動してこられた DIFARの力

がより必要とされると思われるため、少しでもご協力できることがあれば幸いです。今

後ともどうぞ宜しくお願いします。 
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国内事業のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年は、新型コロナウィルスの影響により、国内・海外旅行や、普段の生活の中で

も外出が憚られました。テレビをつければ毎日、コロナ、コロナ、コロナ…そのような

中で、様々な局面で前向きな発信もされました。その一つとして挙げられるのが流行 SNS、

インスタグラムの「＃コロナで気が滅入るからみんなの写真で旅行しようぜ」などのハ

ッシュタグ。インスタグラムの検索ページで、先頭に「#」をつけてこの文章を入力し

検索すると、同じタグのつけられた知らない人の写真も見れるという仕組みです。私も

このタグを検索し、国内や海外のたくさんの素敵な写真を見て、家に居ながら楽しむこ

とができました。 

今回のカレンダーは、みなさんにもお家で南米を楽しんで欲しいという思いから、

2019 年 7 月から、2020 年 3 月まで南米の各地を周って旅をされていた、田崎さんの撮

影した魅力的な風景の数々をカレンダーにしました。素敵な候補写真がたくさんあり、

事務局内での写真選定もかなり悩みました。そんな 2021 年 DIFAR カレンダー、ぜひみ

なさんのお手元に届いて欲しいです！ 

 

<予約方法> 

お電話 090-9181-4554 

メール info@difar.jp 

 ★1部 500円(送料別、メール便で 3冊まで 84円)です。 

10冊以上のおまとめ買いで割引になります！ 

 ★料金後払いです。カレンダーの発送とともに、払込票を送らせていただきます。 

 

 

今年の表紙は 

この写真！ 
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この度、DIFAR の公式ラインアカウントを開設しました。DIFAR の活動や、ボリビア

の日常生活などの情報を、みなさまに身近にお届けいたします！ぜひともお友だち追加

を、お願いいたします。 

 

<DIFAR 公式アカウント友だち追加方法> 

ラインを開く→左下、「ホーム」を押す→右上、人とプラスのマークを押す 

→友だち追加方法の右アイコン「検索」を押す→IDを入力して、検索 

ID：@740ulssu 

 

【重要なお知らせ】 

次回、2021 年 1 月発行の通信以降、こちらの公式アカウントの方で通信を配信させて

いただきます。ラインをお持ちでない方は、お手数ですが、「info@dfar.jp」までメー

ルアドレスを教えていただきますようお願いいたします。ラインもメールもお持ちでな

い方は、郵送させていただきます。その際も、一度お電話「090-9181-4554」まで教え

ていただきますようお願いいたします。 

 

 

●森の音楽祭について 

 今年の 7月に開催を予定していました「第 8回森の音楽祭」は、新型コロナウィルス

拡大防止対策措置が十分に測れないと判断したため、従来の形での開催は中止させてい

ただきました。事務局でも何度か協議を重ねた上、苦渋の選択となりましたが、皆様と

安全に、南米の音楽や食べ物を楽しみながら、手をつないで踊れる日を楽しみにしてお

ります。なお、代案について現在協議中です。何卒よろしくお願いいたします。 

 



 

 

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。    300円（350g） 

③  アルパカマフラー これからの寒さにこれ一

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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