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今年度から、DEPORSURA(読み：デポルスーラ、スポーツとゴミリサイクルを掛け合わせた名称)の活動が始まり

ます。楽しくスポーツをしながら、ゴミリサイクルの習慣を身に着ける活動になります。第 1回は、ラ・グアルディ

ア市で開催され、参加者 36名で 151キロのごみを回収しました。 
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活動報告（ＤＥＰＯＲＳＵＲＡ（デポルスーラ）について) 

                             現地代表 瀧本里子 

 

 

7月、8月、9月と JICS(助成金名)事業で実

施 し て い る ス ポ ー ツ × ご み の 通 称

DEPORSURA(デポルスーラ)を 5市で開催しまし

た。各市担当者がついており、事前の調整や打

ち合わせなどなかなかやる気を見せスムーズ

にいくかな、、と思ったのは甘く、当日蓋を開

けてみたらやはりボリビアモードでした。 

サンタクルスから一番近いラ・グアルディア市とエル・トルノ市はマラソンとごみ拾

いを合わせたルールを選択し、たくさんの若者や家族連れが参加しました。事前登録で

あったにも関わらず当日はキャンセルが多くなったり、なかなか始まらなかったり、、、。

私も審判で参加しましたが、走り始めるとあまりにも道に捨ててあるごみが多すぎて前

に進むことができなくなってしまい５ｋｍのほとんどはごみを引きずって歩くことに

なりました。普段は風景と化している見慣れた道を、立ち止まって腰をかがめごみを拾

ってみると、こんなにたくさんのごみが土に戻ることもなく放置されている、という事

を、身をもって体験できるという事は参加者にとって大きな体験になるのではないかな、

と思いました。紙は青い袋、プラスチックの資源ごみは黄色、リサイクルできないごみ

は黒色、と分けながら拾っていくのもルールの一つでしたが、チームごとにこれは違う

とか、これはこっちだよ、という風に会話しながらの様子も微笑ましかったです。ごみ

を拾う前と拾った後のインパクトのある写真を撮りたかったですが、あまりにもごみが

多すぎて拾った後もあまり変わることもなく、、10回程開催すれば違いが出るのかもし

れません。 

目指すは、各市でこのイベントをぜひ定着してもらい、楽しくごみ拾いをすることで

参加者がポイ捨てについて意識し、習慣を変えてもらう事です。これからは、市のリー

ダーシップにより 2周目の開催を約束してもらっています。私たちも彼らとともに 5回

の開催で学んだことも多かったので、2周目の開催で定着に向けてさらにサポートをし

ていきたいと思っています。 

●1周目のデポルスーラ開催延べ参加数 486 人 

●1周目のデポルスーラ開催で集めたごみの量 3091 kg 

日本でヒントをもらったこのスポごみ事業ですが、しっかりボリビアでもやれること

が確信できました。今後もＤＩＦＡＲのイベントの一つとして継続して普及していきた

いと思います。 
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コンポストに実際に生ごみを入れた次の日に学校を訪問して温度を測ると、どれも 50℃

～60℃くらいになっていました。微生物が活発に活動すると温度があがることをあらか

じめ紙芝居で伝えていたので、子どもたちはコンポストに手を入れて、その熱さを実際

に体験して、とても喜んでいました。 

          

↑コンポストに次々に手を入れて熱さを感じている子どもたち 

近日中に市内 3 か所の中学校に中規模の学校式コンポストを贈呈します。ここでは、

容器は使わず、雨に濡れないようにブルーシートを設置し、種菌を地面に直接山積みに

して、混ぜていく予定にしています。 

 

 

組織診断研修完了報告 

国内事務局 高野栞 

 

 2019年 1月から 8ヶ月にわたって実施してきた組織

診断研修が、8月をもって終了しました。今回の研修で

は、「パナソニックサポートファンド for SDGs」の助成

金制度を利用し、コンサルティング事業を専門とする

NPO法人アカツキの代表理事永田氏と、長年 DIFARとお

付き合いしていただいている、中部地域の国際協力 NGO

のネットワーク団体、特定非営利活動法人名古屋 NGOセ

ンターの事務局村山氏に伴走していただき、DIFAR国内事務局運営にあたっての課題

の洗い出し、深掘り、解決策の考案をしてきました。現在 DIFAR事務局は瀧本規久

子、西山、高野の 3名で運営を実施しており、週に 1度ミーティングの時間を設け、

やるべきことや出てきた課題の解決に向けて話し合っています。現在、この助成金の

第 2フェーズにあたる、組織基盤強化を申請中です。これから少しずつ成長していく

事務局を、今後とも皆さまの暖かい目で見守っていただければと思います。 
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活動報告(家庭用コンポスト普及プロジェクトについて) 

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、真如苑の助成金で活動している家庭用

コンポスト普及プロジェクトについて活動報告します。 

このプロジェクトは、サマイパタ市内の 60 世帯に家庭用コンポストを普及し、生ごみ

をリサイクルすることで、「ごみ」として排出される生ごみを減量する目的があります。 

現在２つのメソッドを用意しており、市民の方に選んでもらうようにしています。 

一つは、神奈川県葉山町生まれの「キエーロ」。もう一つは、高倉弘二氏が開発された

高倉式コンポストです。どちらも、今年の 3月まで実施していたパンパグランデ市で実

施していたメソッドです。 

キエーロは、容器がポイントで、基材として使うもの

は、普通の土です（砂以外）。洋服ダンスの引き出しく

らいの大きさで、底がなく、土と直接接触しており、20

センチの深さに生ごみを埋めることで虫の発生を軽減

します。また、太陽光が透明な屋根に当たることで温室

効果があり、その熱で微生物が活性化し、生ごみが早く

分解されるという仕組みです。キエーロのサマイパタ

第 1号は、サマイパタに 36年在住しておられる日本人

の方に贈呈しました。オーガニックの花木栽培をされ

ており、キエーロは土着菌との相性がよさそうだからと希望してくださいました。写真

は、サマイパタにおけるキエーロ第 1号を設置したところです。 

高倉式コンポストは、家庭用から大規模のコンポスト場まで使えるメソッドです。種

菌をあらかじめ作って、微生物をたくさん増やした状態にして生ごみを投入するので、

分解が早いです。種菌の材料は特別なものを使っておらず、地元で入手できるようなも

のばかりでできます。パンの材料のイースト菌、ヨーグルト、ワイン、しょうゆ、野菜

や果物のくずなど、台所にあるものを使

います。今回、市内の小学校 6年生のク

ラスが希望されたので、種菌と煉瓦で作

った容器を 4つ学校に贈呈しました。ま

ず紙芝居で微生物が栄養たっぷりで豊

かな土づくりに貢献していることを伝

え、校庭に出て微生物の増える様子を自

分たちが微生物になったつもりで体験

してもらいました。 
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第 7回森の音楽祭レポート 

国内事務局 高野栞 

 

 いつも DIFARの活動を応援してくれている皆さま、ありが

とうございます。皆さまのご支援のおかげで、今年も森の音

楽祭を開催することができました。今回は、前日の大雨のた

め会場準備が当日の朝にしかできず、どうなることかと思い

ましたが、無事、恵まれたお天気のもとたくさんの来場者に

ご参加いただくことができました。 

日ごろ DIFARを応援してくださる方の中には、設立時以来十数年と長い間応援して

くだっている方もいらっしゃり、今回は開会式でその方々へ感謝の気持ちを込めて、

ささやかな表彰をさせていただきました。 

また、今年もステージ

の上では、楽しく心地の

よい、思わず体をゆらし

たり、一緒に踊りたくな

るような、南米のフォル

クローレが素敵な音色を

響かせます。最後には出演者、スタッフ、来場者のみなさんで輪になり手をつないで

踊り、会場が一体となりました。 

 

 

そして森の音楽祭の魅力と言えば、なんといっても様々な「非日常」を体験できる

ところにあります。会場はすべて DIFAR理事長の手作りで、会場内のツリーハウスや

近くの川でめいっぱい体を動かして遊ぶお子さんが今年もたくさんいました。また、

ピザ作り体験ができたり(写真左)、普段は食べる機会のないボリビアの料理が食べら

れたり(写真中央)、丸太切りリレーに参加したり(写真右)と、一日で自然や異文化に

触れあえることのできる素晴らしい空間です。DIFARと、出店してくださった美杉の

方々と、演奏してくださった南米の方々と、各地からお越しくださった参加者のみな

さんで作り上げた、忘れられない素敵な一日となりました。 
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ボリビア多民族国家の山火事に関して 

現地在住日本人 古田芳昭 

 

  私は、1975年にサンタクルス市に、日本から進出した木材関係の会社を設

立し、それ以来現地で勤務している古田芳昭です。 

まず、ボリビアの山火事に関して語る上にどうしても触れなくてはならない、

ボリビアの生活環境、地理、及び気候を知る必要があります。ボリビアは、アン

デス山脈の高山の山岳地帯と東部に広がる亜熱帯雨林とサバンナ地帯に大別でき

ます。アンデス山脈地帯は、高山のため、森林はなく荒涼とした石が多い土地柄

で、その中でラパス、コチャバンバ、オルーロ、ポトシ、チュキサカの大都市は

別にして、その地区の地方の部落の多くの住民は、小規模農業及び牧畜に従事し

ています。森林が無い為石を取り除くだけで農地ができ、ジャガ芋、キヌア、空

豆、トウモロコシ等を生産しております。一方、東部のパンド、べ二―、サンタ

クルスはサバンナ及び亜熱帯雨林が広がり、牧畜・農業が盛んで、ボリビアの大

規模農牧、大穀倉地帯となっています。また、地方に点在している町及び部落の

住民は小規模農業、小規模牧畜に従事しており、森林伐採をした木に火を付け、

焼畑をしております。年により多少異なりますが、ボリビアは雨期(12から 3

月)と乾期(6月から 11月)に分かれており、日本の様な四季はありません。強い

て言えば雨期は暑く、乾期は寒く、その間に焼畑が行われます。 

焼畑は、毎年行われ、大なり小なり山火事は毎年発生しておりますが、最近、

森林局が一家族 20ヘクタールまでの焼畑を許可した為、例年に比べ焼畑が多く

なりました。また、今年は強風の日が多く、炎がその風に煽られ山火事が拡大し

てしまった事と、政府の対応が遅れた事が原因で現在(9月末時点)も山火事が継

続しており、既 3,500,000ヘクタールが被害になったとの新聞報道がされていま

す。多くのボランティアの方々、軍人、警察、消防隊が懸命な消化活動をしてお

り、頭が下がる思いです。 

ボリビアの亜熱帯雨林は落葉樹のため、冬には葉が落ち、山火事ではその落ち

葉が燃えて立ち枯れの木も燃えますが、生きている立木は、多少皮は焦げるもの

の、燃える事はありません。アメリカ西海岸（ロスアンゼルス近郊）の山火事で

は、松類の針葉樹が多く生きた立木も燃えてしまいますが、ボリビアの山火事で

は異なっています。 

今回の大規模な山火事で山の希少動物が死んだり、棲み家が無くなり希少動物

の減少が心配されると共に、二酸化炭素の増加による地球規模の温暖化に悪影響

になる事は間違いありません。この山火事はボリビアだけではなくブラジル、コ

ロンビアでも発生しています、一日でも早く鎮火する事を祈るばかりです。 
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ボリビア青年海外協力隊活動 

協力隊員 小宮山令子 

 

はじめまして。青年海外協力隊の環境

教育隊員としてサンタクルス県のポルタ

チュエロ市に派遣されております小宮山

令子と申します。ボリビアには今年の４

月１１日に到着し、活動先に着任したの

は５月１６日なので、まだ活動は序盤と

いったところです。 

私は富士山のある町、静岡県の御殿場市で生まれ育ち、静岡県内の大学を卒業後、地

元の金融機関に 11年間勤めていましたが、退職し、『日本語パートナーズ』という事業

でインドネシアの中部ジャワ州に８ヵ月間派遣され、インドネシアの高校で日本語を教

えていました。帰国後すぐに青年海外協力隊に応募し、今日に至っております。資格取

得が好きで、例えば、「フラワーデザイナー講師」「１級ファイナンシャルプランニング

技能士」といった資格を持っています。ボリビアではあまり花を生ける機会がないので

残念です。ボリビアに来てからは、毎日のようにけん玉を練習しています。それと、健

康維持のために、平日はウォーキングと ZUMBAをやっています。週末は、自分で日本食

を作るのが楽しみです。 

環境教育は自分の今までの人生経験上、専門分

野ではありませんが、１０年以上の社会人経験や、

ヨーロッパやアジアの国々との交流事業に参加

したり、いろいろな場所に旅行に行ったりした経

験を生かして、自分ならではの活動をしたいと思

っています。さて、私の任地ですが、ボリビアの

中では最も大きな面積を誇るサンタクルス県内

にあります。サンタクルス県の県都はサンタ・ク

ルス市で、人口約１５０万人のボリビア第２の都市です。そこから車で１時間１５分ほ

ど北上したところに私の任地、ポルタチュエロ市があります。人口２万人弱の小さな市

で、年中温暖な気候であり、主な産業は農業と牧畜です。サルチッチャという、短めの

ソーセージのような腸詰が有名です。 

この町には以前、下水設備が無く、蚊の大量発生による病気が蔓延したり、子供の皮

膚病が流行ったりしていましたが、日本の ODA による支援で下水設備が整えられまし

た。また、現在、この町のゴミは、所謂オープンダンプと呼ばれる、分別も何もされて

いないゴミが、ただ空き地に積み重ねられている形で廃棄されていて、しかもその場所

は住宅地から近く、住民だけでなく家畜等の動物たちにとっても、非常に悪い環境であ 
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ります。しかし、この件についても、

機能の整った「最終処分場」が日本や

ドイツの援助により、近々建設され

ることになっています。私の役割は、

この２つのプロジェクトが「施設の

構築」だけでなく、人々の意識や行動

の変化も伴わせることによって、長

きに渡り、より良い効果をもたらす

ようにすることです。任地の方々と

共に学びながら、任期満了まで頑張

りたいと思います。 

 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

2019年は、DIFARという団体がどこに向かうのか、国際協力をしているNGOとして、

どんな社会課題に取り組むのかを考えた年でもありました。そんな中、今年は未曾有の

アマゾン森林火災が発生しました。2020 年のカレンダーは、すべて火災が起こる前の

写真です。ここに映った動物や虫、そして先住民族の人たちは今どうしているだろう

か・・・。(カレンダー内 現地代表感謝の言葉より一部抜粋) 

 

予約お電話：090-9181-4554(国内事務局 瀧本)、予約メール：info@difar.jp 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

予約受け付けています！ 

1部 500円 

ボリビアの風景や人びと 

※50部-/100部-割引もあります 


