
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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いよいよ JICA とのプロジェクト第 2 フェーズが開始になります。10月上旬、開会式が行われ、バジェグラン

デ市のアバストマーケット周辺に、各地からお越しいただいた市長さん等が 40 本の記念植樹を行いました。
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現地スタッフ ジョセリン・ J ・ルエダ・クエラー

私の名前はヨセリン・ J ・ルエダ・クエラーです。昨年

のポストルバジェ市の山火事で、地元である村への救

助と緊急消火活動のボランティアを行いました。

その後住民消防ボランティアを立ち上げ、その代表をし

ています。

昨年の山火事では幾つもの村が被害にあい、約

11,000ヘクタール以上の森林を失いました。その火事

の真っ最中の困難な時に現地で支援活動をしてくれた

DIFARに感謝したいと思います。

森林火災は、森林被覆の破壊、水源の汚染、野生動物の死と減少、肥沃な土壌の喪失、高度な

浸食、生態系の消失、大気中へのCO2排出量の増加などにより深刻な環境被害を引き起こしま

した。

私たちの村では山火事の際、初動で消火活動を行う知識も道具もなかったため、住んでいる家を

守るだけで必死に消火活動を行い、あとは火がすべてを焼き尽くすのを見ているだけでした。

その経験から、住民による消防ボランティアの結成をしたいという考えが生まれました。緊急時

に訓練された住民がすぐに対応できること、また消火活動だけでなく、森林火災の防止と被災地

の森林再生に取り組むことも目標としました。

しかし、簡単な事ではなく、限られた状況の中でできることをやっています。今年の6月にはじめ

ての森林火事の際の初動応急対策コースを行い、若者やボランティアの訓練を開始しました。こ

の講習会を実施するために必要なツールと講習会実施の経費をDIFARが支援しました。講師は

昨年の消火活動を率いてくれたエルトルノ市の消防ボランティア組織のキャプテンが無償で行っ

てくれました。

今後山火事の予防に取り組むことは、私たちができる最も適切なことであり、住民の環境への

意識を高めます。今回の支援は、住民消防ボランティアの訓練の支援、焼き畑を減少、またはし

ない農業の講習会、再植林ととても必要な支援の内容です。

次の目的は、気候変動の悪影響を減らし、被災地の森林再生と回復、防火を重視することに焦

点を当てることですが、これらのプロジェクトのための経済資源はまだありません。
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こんにちは。私の名前はエスメラルダ・セモ・ガルシ

アです。23 歳で、結婚して 7 年目、6 歳の子供がいま

す。私の旦那さんは左官屋をしています。現在の仕事

の前はバジェグランデ市の名物であるサルテーニャ

屋さんで仕事をしていました。また、野菜やフルーツな

どを売ったりと安定しない状況でしたが、その後雇用

してもらい、農民マーケットの分別指導員を7年間して

います。

このプロジェクトで学んだことは、ごみを分別することが重要という事です。分別することに

より天然資源を無駄にせず、また、リサイクルによりごみの量が減り、エネルギーの節約にな

るという事を学びました。環境の汚染も減少します。ごみが適切に処理されない場合、環境汚

染と人々の健康への被害もたらすという事も学びました。

私の仕事は、マーケットでのごみリサイクルポイントで農民マーケットを使用するすべての

人がごみを捨てに来る時に、どのように分別すればよいかを指導することです。中には「市役

所から給料をもらってるんだからあなたの仕事だ」、といってごみを置いて行ってしまう人もい

ますが、何年も経った今はほとんどの人たちが言わなくてもごみを分別してくれます。私はこ

の仕事が重要と理解し、やりがいも感じています。そして、バジェグランデの環境を良くするこ

とに直接つながり、バジェグランデ市に雇用を生み出す大事な機会だと思っています。

こんにちは。私はサンドラ・トリコ・クチャジョです。農業技師

です。現在はサンファン市で環境課と廃棄物課の責任者をし

ています。DIFAR に出会い、10 月 15 日から 23 日にバジェグ

ランデで行った固形廃棄物管理の集中コースに参加しました。

これは、サンファンデヤパカニ市と日本の移住地で覚えた経

験を実践するためです。私は本当に固形廃棄物管理の問題

に取り組むのが好きです。

特に私の市は米の生産地域であるため、もみ殻、米ぬか

などの材料が豊富にあります。今後は、サンファン市が固形

廃棄物管理のモデル自治体となり、有機肥料の産地として発

展することを期待しています。私は、DIFAR が私たちの市と一

緒に活動に取り組 んで、私たちがこの大きな一歩を踏み出すのを助けてくれるのを期待して

います。
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現地代表 瀧本里子

第一フェーズが終了してか

ら 3年以上の時が過ぎました。

この間、市役所はどこの助け

も借りず自分たちの力でリサ

イクルシステムを運営してき

ました。支援をするときにいつ

も心がけるのは、良いのが良

いのでなく、合うのが良い、と

いう事です。どんな良い事でもたくさんお金をかけたプロジェクトでも、現地に合わなければそ

れは残っていかず消えてしまいます。2012 年から始まり、来年で 10 年を迎えるリサイクルシ

ステムはバジェグランデ市に根付いてきた、と言えると思います。

第二フェーズでは、市とDIFARがけん引しているこのリサイクルシステムを市民の一人ひと

りが、ごみについて、またバジェグランデ市の環境を守ることについて自分のこととして考え、

意識して行動できることを目標としています。ここにいる皆さんの一人一人が、小さなことでも

まず自分にできる事を毎日やり続ける事で、とても大きな力になると思います。

具体的には、学校ではごみリサイクルについての環境教育プログラムを 4年生に導入し定

着すること、また、日本で行われている学校清掃をバジェグランデ市の学校で取り組むこと。

マーケットでは、ポリ袋を渡さない、買い物にはエコバックを使用すること、袋が必要な場合は

袋代を支払う事、市民にはバジェグランデ市のごみリサイクルや、環境活動をけん引するリー

ダーを育成し、様々な活動を行う事、またこのリサイクルセンターの横に環境教育センターを

作り、バジェグランデ市をはじめ、近隣の市の人たちも利用できる学びの場となること、最後

に今日きてくださった他の市の皆さんにバジェグランデ市の経験を生かしてもらい自分の市で

廃棄物運営を進めてもらう事、がこの第二フェーズの成果になります。

これから 4年 3か月の間、目標に向かって 2025 年にどんなバジェグランデ市になっている

か、そして一人ひとりがどんな成長ができるかとても楽しみです。まずはこの廃棄物課の 17

名がごみリサイクルのプロフェッショナルとして成長し、発信できるところから始めたいと思い

ます。
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バジェグランデ市が、第一フェーズの受益者であり、さらに第二フェーズの受益者となるべ

きであると判断した理由は、住民の積極的な変化と廃棄物管理に対する市のコミットメントに

よるさらなる強化が期待されるからです。バジェグランデのように成果を出した自治体は非常

に少なく、第二フェーズでは、バジェグランデ市と市民の経験を地域の他の自治体に広める

目的があります。目標は、成果のあった廃棄物管理モデルを実行し、普及することです。住民

参加、規則を守り、エンパワーメントにつながっていく事が今後の進歩のカギになるでしょう。

みなさん、ゴミは市長の問題ではなく、住民すべてのメンバーの責任を求める問題なので

すよ。ボリビア国にとって、廃棄物運営の適切な管理は引き続き大きな課題であり、それは直

接住民の生活の質を現しています。廃棄物管理サービスは、安全な水、基本的な衛生、健康

と教育の提供と共に重要です。

今日のバジェグランデ市の廃棄物管理におけ

る住民エンパワーメントの発足イベントに同行で

きたことは、私にとって喜びです。バジェグラン

デの皆さん本当におめでとうございます。JICA

として、より持続可能な街づくりのため、継続し

て支援していく事を今後も約束します。

2021 年 10 月 28 日、NPO法人 DIFAR は設立 10 周年を迎えました。応援してくださった皆

様のおかげで、ここまで歩みを重ねることができました。皆様と共に歩んできたこの 10 年、活

動地ボリビアで多くの支援をすることが出来ました。心より、感謝申し上げます。

これからさらに 10 年目指していくため、持続出来るように今後は新規支援者獲得に向けて

より一層力を入れていきます。まずはDIFAR を知ってもらうため、より見やすく、また情報を分

かりやすくお伝えできるホームページとなるように、デザインや構成を一新予定です。

DIFAR のことをより深く知っていただけるように、ボリビアからの活動情報を定期的に発信

し、活動を応援したいと思われたとき、どんな関わり方があるのか一覧でわかり やすく提示

することで、閲覧者が自分に合った支援方法を選びやすくなるようにします。また、銀行振込

の寄付は、手続きの面倒さからあきらめてしまう人も多いので、オンラインの寄付導線を設置

する予定です。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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国内事務局 池山栞

2021 年７月 25 日、第 9回森の音楽祭を実施しま

した。昨年は、新型コロナウイルスの急速な感染拡

大のため開催を断念しましたが、今年は、他のイベ

ントと同様参加人数を減らし実施をしました。感染予

防策を講じた上、無事に当日を迎えられたこと、そし

て、開催中、開催後ともに皆様が体調の変化がなか

ったこと、まずは本当に良かったです。

お天気にも恵まれた４連休最終日のこの日、約90名の参加者と、40名の主催者(出演者、

出店者、スタッフ)で、素敵な夏の思い出が作られました。

例年は、君ケ野ダムから送迎車をだしていますが、今年は感染予防で密を避けるため、送

迎は実施せず、ハイキングという形で、皆さんの足で会場まで歩いてきていただきました。所

要時間は20分ほどと、決して近くはなかったと思いますが、家ごもりが多い昨今、山でのハイ

キングを楽しんでいただけたのではないでしょうか。

出店やステージの方では、例年参加していただいている焼

きそばや、ボリビアの惣菜パン、サルテーニャ販売の他に、今

年はケニアのピラフやスイスのパンなど、南米以外の地域から

の出店もあり、グローバル色が強かったです。さらに、その出

店者の方が、ステージで歌も披露していただくなど、多岐にわ

たりイベントを盛り上げてくれました！左の写真は、毎年の音

楽祭のステージでおなじみのWATAY さんと、ケニア料理を出

店されていた HINATA さんの、スペシャルコラボレーションです。

毎年好評をいただいている手作りピザは、今年は感染予防

のため参加者の手作りはせず、スタッフ側で作ったものを販売しました。スタッフ側も年数を

重ねるごとにピザ作りの腕が上がっているので、「美味しい！」と喜んでもらえてよかったです

♪

コロナ禍での開催、色々と気を遣う場面はありましたが、美味しいものを食べながら、音楽

に身を委ね各々に楽しむ毎年の森の音楽祭らしさは少しも変わりませんでした。来年以降も

この状況がどうなるのかわかりませんが、9 年続けてきた美杉・杣の森での音楽による人と人

とのつながりの場、今後も開催形式を工夫しながら、守っていきたいと思います。
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DIFAR カレンダーは、売上の一部が活動費になります。毎年、多くの方々から温かいご支
援を頂いております。心より御礼申し上げます。

2022 年のテーマは、活動地であるバジェグランデ市の日常です。

購入方法

下記の購入URL 又は QR コードのどちらかからご購入をお願いします。

会員様限定の価格で販売させていただきますので、

クーポンコードをご入力ください。

【購入URL】https://difar.official.ec

【QR コード】

1部 ５００円（送料別）【クーポンコード BHD79FMZ】

50部以上ご購入の場合、1部 300 円 【クーポンコード ST7R6ZH4】

100部以上ご購入の場合、1部 200円 【クーポンコード ST7R6ZH4】

※カレンダー料金改定について

今回から、会員様以外へのカレンダーの販売価格を 1部 1000円へ変更させていただい

ております。10月末に設立 10年を迎え、次の 10 年を継続させるための団体の活動に

収益を使わせていただきたいと思っております。何卒ご理解いただけますと幸いです。
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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！粒状/粉状 一袋350g 400円

２． 手紡ぎ・手織りの羊毛織物 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。

3000円～

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）

４． アルパカマフラー 今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

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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