
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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毎年発生する森林火災、焼き畑農業によって土地や生物がこれ以上失われていかないよう自然を

守るため、新たな農業方法を学んでいます。樹木を植え、そのあいだの土地で農作物を栽培する

「アグリフォレスト」、今まで経験したことがない農業に挑戦しています。 
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現地代表 瀧本里子 

皆様、新年あけましておめでとうございます。 

新しい年の始まりに皆様のご健康とご多幸をお祈り致します。 

 

昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大で世界中、大変な年になったと思います。 

慣れ親しんだライフスタイルが、ある日突然失われ今まで当たり前だと思っていたことがどんどん

当り前でなくなっていく日々でした。 

一方で長年リサイクルや環境保全の活動を続けている DIFAR にとってチャンス！ともいえる時期

が来たと感じています。変化が求められ、その変化は人々の間に新しい考え方や行動を生むから

です。この変化に順応し、新しいライフスタイルを皆さんと一緒に経験したいと思っています。 

 

ボリビアでもコロナの影響が大きく一昨年のロックダウンから昨年は社会活動は再開したものの、

町の学校は 1 年間リモート学習で通学はなく、田舎の方は隔週通学でコロナ前とは程遠い状況

でした。加えて、昨年は道路封鎖や自然災害も多い年でした。 

「コロナどころじゃない！」という声も現地からは聞こえてきました。 

そんな異例続きの中でも、私たちは幸いにも活動を継続することができ、新しいプロジェクトも始

まりました。 

今年は DIFARがまだ法人化する前に NGO活動を始めてから 20年目になります。 

なんと、まあ 20 年！最初は何をどう始めたらいいのかわからず、がむしゃらに一人で勢いで走っ

てきましたが、20 年を目の前にだんだんと息のペースも落ち着いてきて周りを見ながらマイペー

スができてきたのかと感じています。 

この間、本当にいろんな人たちと出会い、様々な形で助けてくださいました。手を差し伸べて恵み

をいただいて DIFAR はここまでやってこれたと思います。その方たちのためにも、今長年応援し

続けてくださる方たちのためにも、今年は節目の年として新たな気持ちで、さらに前進できるよう

にしたいです。 

 

世界中、どこで生まれ、どのような背景があったとしても誰もが健康に、穏やかに生きてほしい、と

思います。誰もがそう願い、家族をはじめ周りの人たち、相手の人たちへの幸せも願っていると思

います。それを誰かに作ってもらうものではなく、私たちの手でつくり上げていく、誰もがより良い社

会を作る力を持っていると信じて、今年もよい年にしていこうと思います。 

本年も私たちの活動に変わらぬご関心、ご支援を寄せていただけますよう、どうぞよろしくお願い

いたします。 
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新年のご挨拶 



 

 

 

環境技術者 エリア・ロメロ・ロハス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本のみなさん、こんにちは、！ボリビアからご挨拶させていただきます。  

私の名前はエリア・ロメロ・ロハスです。昨年、2021年に JICAの全国ボランティアを務めました。

現在、2022年、環境技術者として DIFARを支援しています。 

2021 年は個人的および専門的な成長の年でした。2022 年に DIFAR チームに参加するため

に扉を開けてくれ、JICA ボランティアプロジェクトに参加できたことを非常に嬉しく思います。 さ

まざまな自治体が持っている Covid19 の制限にもかかわらず、私たちは常にバイオセキュリティ

対策に従って、廃棄物管理と森林管理の問題で大切な活動を進めることができました。 最後に、

2021年のすべての良いことに感謝したいと思います。あなた方一人一人があなたの目標を達成

し、あなたの年が大きな成長、平和、そして幸せの年であったことを願っています。 今年の 2022

年は、一緒になって、より多くの人に環境への配慮を意識してもらいたいと思います。この新年が

幸せ、平和、成功に満ち、仕事でも個人でも、私たちが行うすべてのことは良いエネルギーで満た

され、心からそれを行うことを願っています。 遠くから挨拶と抱擁を送ります。一刻も早くこの状況

が改善されますように。 

 
¡Hola a todos! Saludos desde Bolivia.  
Mi nombre es Elia Romero Rojas, he estado como voluntaria nacional de JICA el año pasado, 2021. 
Actualmente, este año 2022, estoy apoyando a DIFAR como Técnica Ambiental. 
2021 ha sido un año de mucho desarrollo personal y profesional, estoy muy  feliz de haber podido 
participar del proyecto de Voluntarios Nacionales de JICA, además de que me abrió las puertas para en 
este año 2022 poder participar dentro del equipo de DIFAR. 
Aún pese a las restricciones de Covid 19 que los diferentes municipios tienen, hemos llegado a realizar 
grandes avances en temas de Manejo de Residuos y de Cuidado de Bosques, siempre siguiendo las 
medidas de bioseguridad.Para finalizar quiero agradecer por todas las cosas buenas del año 2021, espero 
que cada uno de ustedes hayan logrado sus metas y su año haya sido de mucho crecimiento, paz y felicidad. 
Para este nuevo año, 2022, espero que podamos trabajar juntos, para que entre todos podamos llegar a 
concientizar a más personas para cuidar nuestro medio ambiente. Deseo que este nuevo año esté lleno 
de felicidad, paz y éxitos, que todo lo que hagamos ya sea en el trabajo o de forma personal esté cargado 
de buenas energías y que lo hagamos de corazón. 
Les mando un saludos y abrazo a la distancia y espero que pronto salgamos de esta situación sanitaria. 

ボリビアから新年のご挨拶 
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一昨年のポストレルバジェ地域の焼き畑を原因とする未曽有の森林火災を受けて、2021年から

DIFARは初めて森林保全のプロジェクトを始めました。公益社団法人国土緑化推進機構」の

「緑の募金」支援を受け活動しています。 

 

主な活動は次の 3つです。 

  1.現地住民で結成した消防ボランティアの訓練と必要な消火機材の支援 

  2.焼き畑をしない畑の更新や農業の講習会 

  3.森林回復のための植林  

 

実施期間は、2020年 7月～2021年 6月までの 1年間です。 

 

アグロフォレスタリー講習会について 

現地代表 瀧本里子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 11月に２.焼き畑をしない畑の更新や農業の講習会を行いました。 

講師は、ボリビアのベニ県（主に熱帯の地域）でアグロフォレスタリーを進めている団体で長く勤

めているフォルトナット バスケ氏です。 

 

          「公益社団法人国土緑化推進機構」の「緑の募金」支援事業 

森林保全と森林防火管理における養成の強化 
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11月の 23日から 

   マシクリ村（革命家チェゲバラの最後のルート） 

   バジェグランデ市 

   ポストレルバジェ市 

   キルシージャ市 

と 4か所で、アグロフォレスタリー講習会を行いました。 

 

今まで、開拓する予定の土地に火を放ち更地にしてから種を植えているやり方

で、その時風を読み間違えたり干ばつで乾燥した木や枝などがたまっていると

火が燃え広がりコントロール不可になって、写真のように山火事に至ります。 

 

講習会に集まった農民の人たちはそれぞれ片手に山刀を持ち、足元はタイヤ

のサンダルです。口の中にはもちろんコカの葉。どんな期待でこの講習会に参加したのかを聞くと

「焼き畑はメリットも多いが（作業が早い）有機物が燃えて消えてしまうデメリットもある。病気など

が出たら焼き畑で消毒してしまうのもいいが、火事は大きなリスクだから焼き畑をしなくてもいい

農業があれば覚えたい」という意見でした。講習会は、農民たちにとって衝撃、ともいえたと思いま

す。 

まず、更新予定の土地に行き下草を刈ります。大きな木はまだ残しておいて作業がしやすいように

足元をきれいにします。 

その後、おもむろに種をまいていきます。とうもろこしは

普通、畝を作り2粒ずつ穴をあけて種を落として土をか

ぶせますが、なんとばらまきです。 

花咲か爺さんのように種をつかんで豪快にばらまきま

す。歩きながらなので半ヘクタールがものの 10 分でま

き終わりました。参加者は苦笑いしながら種を撒いてい

ました。その次は豆。これも同じくばらまき。（種がもった

いないなあ）という声が後ろで聞こえます。でも、楽しい

ね！と奥さん。これだと腰も痛くないし楽でいいわと笑っ

ています。そのつぎは、キャッサバ。第一、キャッサバととうもろこしと豆を同じ畑に混植するの自体

初めての経験なんです。 

でも上を見ると大きな木が陰になり涼しいし、下の土は長年の腐植でフカフカ。とても快適な作業

環境です。キャッサバも普通は穴を掘ってキャッサバを埋めていきますが先生の指導は、山刀で土

をザクっと開き、差し込んでいきます。歩きながら・・・。なんたって焼き畑されてないのでフカフカな

んです。やわらかい！バナナも同様に植えていきます。「一体なにをどれくらい植える気なんだ？」と

農民の人たちも興味が出てきたようです。 

 

最後に、カボチャ。はやとうりやトマトも植えてもいいそうですが今回はカボチャの種しかなかった

のでカボチャを５ｍに蒔きました。 
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種が土の上に置かれた状態で「上に土がかぶってないけど？」という質問に、先生は「今から第

二の作業です。」と続きます。 

 

種がまかれた状態で、今度は大きな木を切り倒していきます。チェン

ソーで切り倒し、枝なども山刀でできるだけ細かく切っていきます。 

みんなで汗だくになりながら山刀をふるい、やっと青空が見えました

が、足元は枝だらけ、歩くのもやっと！です。 

種は？？  もちろん見えません。 

切り株や枝の下敷きになっています。こんなんで芽がでるんかいな？

と思いますがもう後の祭り。ふう～、疲れた。 

もう終わりかな、と思っていたら「さあ、植林をしましょう！」  ？？？？？ 

植林も混植オンパレードです。レモン、桃、ビワ、いちじく、ドラ

ゴンフルーツ、の果樹から杉の木、タヒボ、セイボなどこの地

域の自然林の木々たち、また山の動物たちの餌になるパカイ

やガンドゥルなど全部で 11 種類の木を５ｍおきに植えました。 

 

参加者約 20 名（2 名は途中で呆れて帰りました）で朝 10

時から始めて午後 3時に終了しました。 

そうそう、お昼ご飯はマシクリ川でとれたサバロという魚をバナナの皮に包んで 

伝統的な焼き方で焼いたものです。とってもおいしかったです！ 

参加者の感想は「今後がとても楽しみ！」という声が多かったです。 

終わったら、汗だくの体を洗いに川に行きまし

た。学ぶことが多く、体も思いっきり使ってとて

もいい一日でした。 

同じ畑でフォローアップの講習会を 1 月末に

行います。写真は、1 か月半後、すくすくと育っ

ているトウモロコシの様子です。 

これからの成長が楽しみです！ 
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講習会に参加して 
熱帯農業センタ(CIAT)に務めてる農業技師 
アデリー アルテガ ボニージャ （Adderly Arteaga Bonilla）さん 

私たちは、環境を大切にするエコロジー自治体であり、森林を守り、持続可能な資源を 

確保する必要があることから、さまざまな取り組みを行っています。自治体として、 

私たちは NGO DIFAR と協力しています。DIFARは、私たちに森林の再生と焼き畑では 

ない農業のやり方を教えてくれます。また土壌の栄養と有機物の損失を改善するだけでなく、森林火災を防

ぐことを教えてくれます。最も重要なことは、自治体にあるすべての資源を持続的に管理することを、人々に認

識してもらうことです。 

。 



プラスチックごみをエコレンガに 

 

現地代表 瀧本 里子 

長年リサイクル活動を進めている中でも悩みの種はなんといってもプラスチックごみです。ボリビ
アでは限られたプラスチックがリサイクル資源となりますが、多くのナイロン袋などはリサイクル資
源ではなく、ポイ捨てや市のごみ捨て場に捨てられ、道路わきの灌木にはお花のように色とりどり
のプラスチック袋がぶら下がっています。 

そこで今回、長年の知り合いのチャレンジャー Jhony Mamani
（ジョニーママニさん）が試行錯誤している廃プラスチック袋をレン
ガに変えるというプロジェクトを始めました。 

ジョニーは、すでにペットボトルから箒を作る会社を経営していて、
箒の販売もしています。奥さんと二人三脚で頑張っています。お酒
好きのところが玉に、、で武勇伝もあるそうですがとても気のいい
エネルギッシュな良い人です。 

エコレンガの中身は次の材料です。 

包装プラスチック（シールや飴などの包装）、シャンプーやヨーグルトなどの容器、ナイロン袋、ごみ
袋、、、などです。これらの材料を車の廃オイルか天ぷら油を混ぜ、高温で熱し固めるという工程で
す。 

工程で有毒なガスが出ないのか？できた製品は建設や道路に使用できる硬さや耐性や寿命な
どは？？とかなり❔ばかりが出てきたので、それをジョニーに聞いてみると、、 

【有毒ガス】 

❔有毒なガスは出ないの？ 

ジョニー：「里子、、人間の行為はすべて自然を少なかれ汚染、破壊する行動なんだ、、。これは小
規模でしかもマイクロプラスチック問題よりリサイクルという事でいい事なんだからそんなことは問
題ないよ！」 

❔じゃあ、、特に試験やデータはないんだね。。？ 

ジョニー：「ない！」 

後日、こちらでの注文 200個が約束までになかなか届かず催促の電話をすると「200個一気に
作ったのは初めてで頭が痛くなったよ、、、里子の言う通り有毒なガスが出てるかもしれない。。。」 

【耐性、強度】 

❔耐性や強度はどうなの？ 

ジョニー：「この前車で踏んだらつぶれなかったよ？！」 

❔タイヤはやわらかいけど意味あるの？ 

ジョニー：「。。。。。。。。。。。。。。」 
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後日、ビデオが送られてきました。ビデオは 3 本あり、最初はトヨタカローラで、その次は野菜を運
トラックで、最後はユンボで上からガンガン叩いていました。。 

ジョニー：「里子！どお？かなり固いでしょ？（得意気）試験終わり～。運ちゃんみなさんありがとう～」 

とビデオは終わっていました。 

知り合いの建設専門家に見せると「あきれてものが言えない」と言っていました(笑) 

現在は大学で、強度試験と、送っていただいたレンガを現地で耐性試験を行っています。ジョニー
はその結果を待ち焦がれています。 

 

現在、バジェクランで市でもプラスチックからレンガを作ってバスターミナルのチケット売り場入り
口やタクシー乗り場の歩道補修として敷き詰めています。おしゃれな歩道へと生まれ変わりました。
実証実験 2か月目です。これからしっかりとレンガの耐性試験と劣化試験を行っていきます。 
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この活動は、オーガニック食材の取り扱いをされています神奈川県所在の薬糧開発株式会社
様のご寄付により、今回初めて取り組んでいます。 

寄付金は、プラスチックを溶かしてレンガを製造する支援事業に活用させていただいています。 

薬糧開発株式会社の皆様、ありがとうございました。 

 

 



JICA活動報告 

現地代表 瀧本里子 

 

9月に開始した「バジェグランデ市におけるごみリサイクル推進のための住民エンパワーメント」プロジェク

トは最近まで順調に活動を続けていましたが年末頃から、バジェグランデ市で感染が急激に増えて活動

に支障をきたしてきました。住民エンパワーメントで思い描いていた活動ができず、形を変えてどう目的を

達成できるか考える日々です。 

パンデミックの前に始まったスポーツ×ごみ拾いのイベントはとても盛り上がりプロジェクト期間中も何回か

実施する予定でしたが、イベントなどできる状況ではありません。でもその代わり一回限りのイベントではな

く、定着してコンスタントにやっていけるような活動を企画してやり始めています。それが、地区ポイント回収

キャンペーンです。 

各地区で分別のやり方を覚えてもらい、資源ごみを月一回の決まった日に出すことで効率よく回収ができ

るのが狙いです。できれば各地区でポイント回収日を決めてもらい、ポイントで資源ごみを受け入れたり分

別を指導するのも各地区のボランティアで成り立たせてもらうのが目標です。 

マルタ地区というところで 9月から開始しました。3か所に分別バケツや啓発のための看板を設置し、指

導員を配置しました。周知するためにスピーカーで呼びかけました。しかし参加者は数名、、という結果でし

た。どうしたら参加してもらえるか？ 

ラジオとテレビで広報しよう、一軒一軒戸を叩いて参加を呼びかけよう、音楽をかけてみよう、といろんな意

見が出て一回一回改善をしています。まだ思う結果は出ていませんが継続は力なり、、と信じてスタッフで

今後も意見を出し合いながら進めていきたいと思っています。 

オフィスにいるといろんな人たちが訪ねてきたり、連絡がきます。「大学で卒論を書くんだけど、DIFARが

やっている堆肥からバイオガス技術で電気を起こすのをテーマにしたい」と大学生が来たり、刑務所の事

情を知っている人から、刑務所のリハビリと収入のためにタイヤのリサイクルに参加できないか、という話が

あったり・・・全て住民参加、という事でできるだけ実現できるように前向きに考えています。バジェグランデ

刑務所に行ってみると、囚人の方たちは、狭いスペースでタイヤからきれいな植木鉢を作って売っていま

す。日本の刑務所にはまだ入ったことがありませんが、バジェグランデの刑務所はとてもアットフォームでフ

レンドリー。押したらすぐに開く、鉄格子？の中には警察なのか、囚人なのかわからない雰囲気の人たちが

思い思いのことをしていてトランプで（賭け？）盛り上がっているグループやタイヤの加工をしている人た

ち、入口には警察官の恰好をした人がベンチで昼寝をしています（私が入ったことにも気が付かない）奥

の方にはもう少し重罪なのか、もう一つ鉄格子があり中にも人がいます。笑っちゃうくらい自由な雰囲気

で、こんにちは～。とか言って写真を一緒に撮ったりもしました。バジェグランデ市にこれから作るタイヤ公園

の協力内容などを具体的に話していて「いつやるの？」といわれ 2月くらいから開始、、というと「大丈夫。

まだいるから」とにっこり笑ってくれました（まだ刑期中という事ですね）ふとすれば囚人という事を忘れるく

らい友達みたいになって握手して電話交換もしました。一緒にやるのが楽しみです♪ 
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JICA活動報告 

 ボリビア駐在員 城井 香里 

 

こんにちは。 

ボリビア駐在員の城井香里です。9 月から JICA と提携して始まった「ボリビア国バジェグランデ市におけ

るごみリサイクル推進のための住民エンパワーメントプロジェクト」で、再度 DIFAR の駐在員として活動し

始めました。12月までの活動について報告します。 

この 4 か月間に重きを置いたのは、堆肥技術の改善です。9 月にバジェグランデの堆肥舎を見に行くと、

課題が多く見つかりました。 

• レジ袋などのプラスチックがたくさん混じっており、

市場や家庭での分別がうまくできていないこと。 

• 悪臭がしてハエがたくさん発生していること。 

• 生ごみの水分の割合が多いこと。 

• 市場の廃棄処分された野菜や果物が大きく、分解

されるのに時間がかかること。 

これらを改善するため、ほぼ毎日堆肥舎に通ってローダー運転手や廃棄物担当、市場の教育担当と協力

していきました。バジェグランデ市は、第一フェーズの時から三重県の橋本力男さんの方式で堆肥作りを

行っています。橋本さんとオンラインで打合せをしながら、市場での工夫、堆肥舎での材料の改善をしてい

きました。 

改善点としては 

• 市場に大きなかごを設置して生ごみの水切りを実施し、十字鉈を設置してスイカなど大きな生ご

みをカットすること。 

• 生ごみが堆肥舎に届いたら、放置せずに直ちに堆肥作りに取り掛かること。 

• ローダー運転手が生ごみ撹拌時に資材を適切に使用し、適切な水分調整を実施すること。 

• 堆肥の山にカバーを掛け、余計な水分の蒸発を防ぎ、発酵の速度を速めること。 

といったことに取り組みました。 

12月には悪臭が減少して、ほっとしました。 

まだまだ課題はありますが、今後も頑張ります。 

 

 

  

（これから建設する環境教育センターの模型） 
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「バジェグランデ市におけるごみリサイクル推進のための住民エンパワーメント」プロジェクトに携わって 

廃棄物課 タニア・ロハス（tania rojas） 

私の仕事は、環境教育と技術支援が主な業務です。 

それは、私たちの自治体が固形廃棄物の管理を完全に実施でき

るようにするために行っています。私たちの目標を達成するための

意識を高めるために、住民からの継続的なフィードバックを必要

とする活動です。 

私は自分の町で働くことができてとても嬉しいですし、自分が選

んだ職業でもそれ以上に情熱を持っています。環境への配慮には

さまざまな側面があり、地域のあらゆる活動に深く関わっているこ

とを認識することが重要です。 

今年の課題は、発生する困難にもかかわらず、取り組みを継続

し、包括的な廃棄物管理、環境教育、一般的な環境管理の観点

からバジェグランデ市をモデル自治体として位置づけ、この共通

の目標、より良い世界を達成するために、間違いなく重要である

DIFARのような機関と一緒に進めていきたいです。 

 
Mi trabajo está enfocado en la educación ambiental y el apoyo técnico para que nuestro municipio 
pueda cumplir a cabalidad una Gestión Integral de sus Residuos Sólidos, actividades que necesitan de 
una constante retroalimentación en nuestra población que ayude a crear conciencia para lograr 
nuestros objetivos.  
Es para mi muy grato poder trabajar en mi pueblo y más todavía en la profesión que elegí y que 
definitivamente me apasiona. Es importante reconocer que el cuidado del medio ambiente abarca 
muchos aspectos, y está inmerso en todas las actividades que se realizan en nuestra región. 
El reto para este nuevo año, es continuar trabajando a pesar de las dificultades que puedan llegar a 
presentarse, poner a Vallegrande como un Municipio modelo en cuanto a la Gestión Integral de 
Residuos, Educación Ambiental, Gestión Ambiental en general y continuar contando con el apoyo de 
instituciones como DIFAR que sin duda son importantes para ayudarnos a lograr este objetivo 
común, un mundo mejor. 
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国内事務局 瀧本 規久子 

JICA教員研修での講義について（10月 2日） 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

国内の教員向けの「多文化共生の課題と可能性を教育で拓く」というテーマでの研修の一環で、DIFAR の国内と

現地での取り組みについて発表する機会をいただきました。前半は、国内での取り組みとして、森の音楽祭の報告

をし、後半は、現地から 代表の里子さんから zoom で現在行っている「掃除プロジェクト」についての報告があり、

掃除に対しての国民性の違いを少しは理解していただけたようでした。また、ボリビアにいて実感する日本の教育シ

ステムとの違いや、長年に亘って培われてきた日本人の道徳観の素晴らしさ、経済的な豊かさの中で育ててもらっ

たことへの感謝というお話が、先生達にも伝わったようです。この講義をきっかけに子供たち同士の交流も始まった

と聞いています。多文化を理解することは、自分のことを別の立場から理解することなんだと改めて思いました。 

 

2021年 11月 7日（日）「旅するメルカド」
に出店してきました（志摩市）。 
ある日突然、主催者の方から電話をいただき
ました。出店のお誘いでした。 
その方は DIFARのことはお友達からプレゼ
ントされたカレンダーでお知りになった 
そうです。まさに 「旅する DIFARカレンダ
ー」です。テントやテーブル、民芸品や電源な
ど軽トラックに満載で 7時に出発。 
サルテーニャはボランテイアの陽子さんが別
便で届けて下さいました。ボリビアという国の
ことを知らない方も多く、興味を持ってくださ
いました。国際交流に関心 
のある学生の方とも話せて 
よかったです。椅子に座って 
下さり、お話が弾みました。 
少しは広報のお役に立て 
たかな？初めての土地で 
の出店でしたが、近くに住 
む支援者さんも来て下さっ 
て楽しく交流できました。 

国内活動 

2021年 11月 20日（土）、今回神奈川から参加させて頂きました。 
フェスティバルとかお祭りとか聞くと皆ワクワクしたものです。 
そんなノリで楽しそうなので行ってみたいなという気持ちから参加しま
した。 
行ってみたら見るだけでなくスタッフとして参加でした。『踊るアホに見
るアホどうせ見るなら踊らにゃソンソン』という様に今回「踊って良かっ
たなぁ」という事が一番の感想です。 
 
NPO DIFARのメンバーと一緒に屋台のレイアウトをしたり提供する
飲食のサルテーニャやキヌアスープの販売をさせて頂きました。 
来てくださったお客さまの目線で商品を並べてみたり自分なりに工夫
してみるのも楽しかったです。 
ボリビアでの支援活動をしている DIFARの食を通して知ってもらうの
にサルテーニャとキヌアスープはとてもベストでした。 
 
ボリビアを知らない人たちが沢山いました。 
南米と答えるのが精一杯の方もいますしキヌアは知っていてもボリビア
が生産地としてシェアが高いことも知らない方がほとんどでした。 
サルテーニャはボリビアのママの味。 
サルテーニャをお子さんのおやつにもぜひどうぞどうぞとか言って沢山
買っていただいたり、美味しいって言って食べていたのを見て探して辿
り着いたお客さまもいて色んな伝わり方があって面白かったですネ。 
スタッフのお孫さんもやりたい気持ちが出てきてサルテーニャやキヌア
スープの売り込みに会場を回ってお客さまを連れてきてくれました。 
美味しいものを一緒に味わってもらいたい気持ちが湧いてくるのでし
ょうね。 
夕方からの冷えも後押ししてスープやサルテーニャも完売しました。 
 
喜んでもらえた事に喜ぶ、そんな気風が会場から伝わってきました。 
ステージで繰り広げられる歌や演奏 FIRE dance も会場のインター
ナショナルな雰囲気を醸し出してとてもリラックスできました。 
「共に創る 分かち合う」こんな世界が白山の地に出現です。 
企画実行された行政の方々や体験を共にした 
方々に感謝とお礼の気持ちでいっぱいです。 
ありがとうございました。 
 

大滝ひろみ 
 
 

 

 

 

「旅するメルカド」出店 

 

大滝ひろみさんは、国内事務局の瀧本規久子のご友人で、長年
DIFARの活動に協賛して下さっています。今回、フェスティバルの出店
をお手伝いいただきました。大滝さんありがとうございました！ 

インターナショナル フェスティバル in白山に参加して   

 

 

、 
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国内事務局スタッフから 
 
 
明けまして 
おめでとうございます。 
3年前から国内事務局を 
させていただいている、池山です。 
私事ですが、昨年結婚、そして出産をし
ました。しばらくはボリビアへの渡航も出
来なさそうですが、引き続き国内で
DIFARの活動を支えていきたいと思い
ます。 
本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 

池山栞(旧姓：高野) 



  

 

日本人にとってお正月は一年の始まりを祝う最も大切な日です。 

去りゆく年の埃を新年に持つ込まぬための大掃除や、良き事を繋げる年越しそばなど、年末年始

には様々な式たりがあります。良い一年になりますようにとの想いを込め、色々な行事が日本各地

で模様され 家族と共に正月三が日を盛大に祝うのは日本独特のものです。 

しかしキリスト教が今も根深いボリビアその他の南米諸国では 実はお正月よりイエスキリストの

誕生を祝うクリスマスや復活祭の方が大事な行事なんです。ボリビア人にとってのお正月は 西

洋からもたらされたカレンダーに基づく年の始めを意味するもので、日本のお正月ほど意味を持

ちません。 

そこが日本とボリビアのお正月に対する大きな意識の違いです。 

 

地域にもよりますが、多くは大晦日の夜に豚料理を食べるようです。私の住んでいたスクレの街で

は０時を知らせる教会の鐘の音が鳴り響くと同時に、沢山の花火が打ち上げられます。家族や友

人たちと林檎のシャンペンで乾杯し 一人ひとりにハグをして廻りながら新年を祝福します。その

後レストランやパブなどで一晩中続くパーテイに繰り出す人もたくさんいます。クリスマスが家族と

共に過ごすのに対し、お正月は外に出て友人と飲み明かす、といった感じです。１月１日は祝日で

すが特別何もしません。２日には会社やお店も通常通りの営業が始まり、普通の毎日に戻るので

す。日本人にとっては実際少し物足らない、呆気ない感じもするでしょう。でもプレゼントが貰える

クリスマスや 一週間に渡って繰り広げられるカーニバルほか、ボリビアにはもっと盛大なお祭りが

たくさんありますから仕方ないです。 

 

ボリビアは南半球に位置する多民族国家です。その中で最も大きい民族は古くから高山地帯に

生存してきたケチュア民族とアイマラ民族です。彼らにとって日本の冬至にあたる 6月 24日あた

りが年の始まり、いわゆるお正月となります。ペルーではクスコのインテイライミと呼ばれるインカの

お祭りが有名ですが、ボリビアではラパスのテイワナク遺跡で毎年盛大な儀式が行われます。初

日の出を拝むため 寒い中各地で多くの人が集まり 聖なる”山々”に登ります。１月１日が数字的

なものであるのに対し こちらは太陽に焦点を合わせているのです。お正月と新年、二つの文化を

楽しめるのがボリビアです。 

 

因みに年末に町を歩けば、真っ赤な下着と真っ黄色の下着が売られているのを目にします。お正

月にこの赤い下着を身につけると恋愛に恵まれ、黄色い下着を身につけるとお金に恵まれるそう

です。今年はどちらを身に着けるのかと何度か聞かれた事があります。あの奇抜な色を身につけ

ることを想像しただけでも恥ずかしくなりますが、 ボリビア人の心意気で本当に着ける人いるん

でしょうね。 
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ボリビアのお正月文化をご紹介！ 

ボリビア在住 梶川嵯慧子さんからの投稿 
 



 

 

 

ボリビアの２０２１年は世界何処も同じで、コロナに振り回された一年であったと思う。 

２０１９年 11 月に国民によってエボモラレス大統領が辞任に追い込まれ １５年に渡るマス政権

の時代にようやく終止符が打たれたかのようにみえたが、２０２０年末の大統領選挙でそれがひっ

くり返され、２０２１年は新たにマス政党のルイスアルセ大統領で始まった。余り存在感を持たせぬ

大統領で その新政府のコロナ対策は鈍く ワクチンの入手も遅かった。アニェス旧大統領を始め 

数人の野党派のリダー達が逮捕され それは民主主義に対する違反であるとの批判もあったが 

コロナ騒動の影に隠れて 政府に抗議する目立ったデモは行われなかった。マス政権の元でたく

さんの新政策を持ち出された事に対して それは自由社会を圧迫し個人の権利を犯すものであ

ると ボリビア恒例、各市民団体による道路閉鎖が全国で行われたが その立ち上がりは鈍く 数

日後よく判らぬままに収まった。そういう色々な事があったにも関わらず社会的には結構穏やかな

一年だったように感じられる。日本と違い 国民の大半がその日暮らしの生活をするボリビアだ。

皆それぞれがコロナの中で生き延びるのに精一杯だったのだろう。まず食べていけなければいけ

ない、明日よりも今日が大事という現実がそこにある。乾季には今年も各地で大きな山火事が発

生し、雨季に入ると例年にない雨量で土砂崩れがたくさんあったが そんな異常気象も世界中で

起こっている事であろう。 

 

 

 

 

 

           

ボリビアは２０２０年 7月頃のコロナ第一波による打撃が大きかった。身近に死亡者が増えるつれ 

コロナへの恐れが少しずつ市民の中に浸透していった。医療機関は即座に崩壊し、ボリビア人の

習慣ではない火葬に涙し、高い医療費の請求に驚き混乱したものだ。それがようやく落ち着きか

けたかとみえたが その年末から２０２１年にかけて第二波に突入、再び外出禁止令が出され、正

月の全ての行事が中止となってしまった。そんな不安に満ちた思いの中で２０２１年が幕を開けた。

その後 6 月頃からまた第三波に入るが、日本とは異なりボリビアでは第一波の数を超えることは

なく 国民は引き続き大変な中で少しずつ自粛生活に慣れ、通常でない生活に対応できるように

なっていった。２０２１年に入りコロナ以前の仕事を失った人たちが小規模の事業を始め、閉まって

いたレストランの場所に新しいレストランや店が次々と開店した。笑顔も蘇り街中にも活気が出て

きたが それは楽観的な思いからくるのだけではなく どんな状況に置かれても順応性があり 打

たれてもしぶとく立ち上がれるボリビア人の逞しさにあるのだと思う。 

こんな 1年でした  ～ボリビア２０２１年～ 

ボリビア在住 梶川嵯慧子さんからの投稿 
 

            （道路封鎖）                     （山火事）           （土砂崩れ）     
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ボリビアは九つの州に分かれるが 人々の対応はその場所によって大きな違いがあるようだ。サン

タクルス周辺ではコロナへの恐れが減少し マスクをつけない人が増えていた反面、スクレではマ

スクをつける事に慣れてきて 日本のようにマスクをつけずには外を歩けなくなっていた。ベニ州で

はもう既に集団免疫達成しとして 皆リラックスしていたようだ。２０２１年も中頃になると充分な数

のワクチンが入ってきたが ワクチンへの不信感は高く国民全体では接種率が上がらないままだ

った。９月頃からオンライン授業から隔週通学に変わった学校もあり 色々な文化活動も小規模で

少しづつ行われ ”新しい普通”の生活に対する希望が生まれてきたものだ。しかし年末に向かい

オミクロンの発生で全てがまた後戻りとる。年明けから年末までまたしてもコロナに振り回され続

けた２０２１年であった。 

 

現在感染者の数は今までにないほど昇っているが それは検査が受けや

すくなったからであろう、コロナの死亡数は今も第一波を超えてはいない。

今回のオミクロンの感染が広がる事によってボリビアがようやく集団免疫

のレベルに達成し ２０２２年はコロナ後の新しい普通の生活を築いていけ

る年となって欲しいものだが 順応性に富む逞しい国民性を持つボリビア

であるから 何があってもそれなりに乗り切っていくことであろうと確信して

いる。 
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       （オリンピック競泳選手）                （真ん中 さえこさん）       



  ★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。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

アルパカネックウォーマー  
これからの寒さにこれ一枚で

かなり防寒！ 

柔らかくてチクチクしない 

肌触りです。  

3，500円 

ボリビア岩塩 

まろやかな岩塩は、サラダや

お肉にひとふりすると味に深

みがでます！ 
 
400円 

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。 
 
350円 

小銭入れ/長財布  
色鮮やかな織物で作ら
れた財布は、 
とてもおしゃれで使い
やすい！ 
 
500円/1,000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 20,000 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】下記のどちらかへお願いします。 

ゆうちょ銀行 （ゆうちょ銀行からの振り込みの場合）記号 12230 番号 22972881 トクヒ） デイフアル 

         （他銀行からの振り込みの場合）   店番 二二八支店 普通 2297288 トクヒ） デイフアル 

楽天銀行  第二営業支店（支店番号 252）普通 7008177 非営利活動法人 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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