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2006 年 8月 7日より 8月 30日にかけてタイ国スコタイ県、チェ

ンライ県、コンケン県において国際環境協力ワークキャンプ・プロ

グラムプランニングおよびプログラムサポーティングを実施しまし

た。プログラムプランニング参加者は農家スティを通して得た経

験・情報に基づいて、国際環境協力プログラムを計画・立案しま

した。プログラムサポーティングでは、堆肥化の推進、塩類土壌

の修復保全に関する現地活動への参加等を通して、NGO 活動

の最前線を体験して頂きました。また、現地農家への体験スティ、

各種見学等のバラエティに富んだ体験を通して、参加者の皆様

にはタイ国における国際環境協力の意義について理解を深めて

頂きました。プログラムプランニングおよびプログラムサポーティン

グの概要と参加者の声を紹介します。

1.プログラムプランニング・スコタイ

(1) 実施期間

2006 年 8 月 7 日～2006 年 8 月 23 日(17 日間)

(2) 参加者

今井優作会員、高橋麻衣子会員、和南明日香会員、山田菜

月会員(4 名)

(3) スケジュール

8 月 7 日

午後： Phitsanulok 空港集合、大型スーパー(Big C)にて買い

出し、ERECON ハウス(Phitsanulok 市内)宿泊

8 月 8 日

午前： タイ語・文化講習

午後： タイ語・文化講習継続、農家スティ開始(Moo 2 village,

Thung Yang Mueang sub-district, Khiri Mat district,

Sukhothai)

8 月 9 日～8 月 12 日

農家スティ(Moo 2 village)、国際環境協力プログラムの調

査、計画、立案、堆肥槽確認、堆肥づくり研修等

8 月 13 日

午前： Thung Yang Mueang sub-district office にてワークショッ

プ開催、ペレット堆肥作成機贈呈、ペレット堆肥づくり研

修等

午後： 現地指導者養成研修(ペレット堆肥づくり)(Moo 2

village)

8 月 14 日～8 月 21 日

農家スティ(Moo 2 village)、国際環境協力プログラムの調

査、計画、立案等

8 月 22 日

午後： スコタイ歴史博物公園(Sukhothai Historical Park)訪問、

(ワット・サ・シー(Wat Sra Sri)、ワット・マハタート(Wat

Mahathat)、ワット・シー・サワイ(Wat Sri Sawai)等見学、

Phitsanulok市街に移動、ナイトバザール訪問、ERECON

ハウス宿泊

8 月 23 日

午前： 国際環境協力プログラム発表、ディスカッション、修了式

午後： Topland Hotel(Phitsanulok 市内)にて解散

(4) ワークキャンプ参加者の声

1) 農家スティを通して (今井優作会員)

今回のワークキャンプ、そして農家スティを通して僕は多くの

貴重な経験と共に時を過ごすことができました。はじめこそ 10

日を越えるスティに不安を感じていましたが、すぐにタイの農村

での生活と時間にどっぷりと浸ってしまいました。スティ中の農

作業、ERECON のプログラム、そしてタイで見聞したもの全てが

自分のこれからに良い影響を与えてくれると思っています。

2) 2006 年、夏、スコタイ (高橋麻衣子会員)

今まで、他の NGO 団体のスタディーツアーやボランティア活

動に参加したことはありましたが、今回のワークキャンプが今ま

でで一番「考えた」ツアーでした。滞在中やることを与えられる

のではなく、自分たちで抱いた疑問を自分たちで考えたり、ほと

んどできないタイ語で質問したり・・・。ワークキャンプ全体を通し

て、タイの良さ、改善すべき点、また自分が将来やりたいことに

欠けていることなど、多くのものを発見することができました。そ

のような中身の濃い 2週間をおくれたのも、農家スティで受け入

れてくれた家族、村の人々、ERECON スタッフの方々、共に参

加したメンバーのみなさんのおかげと感謝しています。

3) 農家では何事もマイペンライ♪ (和南明日香会員)

今回、初めてNPOのワークキャンプというものに参加しました。

個人で旅行していては訪れることが難しいタイの農村にスティし、

貴重な経験をすることができました。初めは少し抵抗があった

溜水での水浴びや、トイレ、蚊やトカゲが侵入し放題の家のつく

りなどにも慣れ、家族や農村の子供たちともタイ語の単語を並

べて話をし、頭よりも体やハート（心）を使ってこの農村スティを

楽しむことができました。もちろん農村には様々な衛生的・環境

的な問題が見られましたが、マイペンライ（問題ないよ）！農家

の人々ののんびりとした気質や広い青空、風にそよぐ稲を眺め

て、日本の喧噪を忘れてゆったり過ごしました。今回、このワー

クキャンプに参加することができて本当に良い経験になりました。

色々とお世話になり、ありがとうございました。

4) 毎日笑顔、毎日感謝 (山田菜月会員)

農薬の使われ方や、それが人体や環境に与える影響につい

て関心があり今回のプログラムに参加しましたが、農薬使用の
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問題を含め、浄水設備、道路、ゴミの分別、教育など様々な分

野についてメンバーと共に考えることができ大変勉強になりまし

た。そして何よりも、温かく接してくれた農村の方々に感謝の気

持ちで一杯です。村が一つの家族のようで、皆で語り合ったり

心から笑い合ったり、とても豊かな時間を過ごすことが出来まし

た。親切にサポートして下さった ERECON スタッフの皆様、本

当にありがとうございました。

2.プログラムサポーティング・スコタイ

(1) 実施期間

2006 年 8 月 9 日～2006 年 8 月 14 日(6 日間)

(2) 参加者

福島豪会員、羽田友哉会員、掘誠会員、越水さゆき会員、

成岡美菜子会員、佐々木啓太会員、菅俊太会員、高橋沙与会

員、竹岡存史会員、湯澤智佳子会員(10 名)

(3) スケジュール

8 月 9 日

午後： Phitsanulok 空港集合、Big C にて買い出し、ERECON

ハウス宿泊

8 月 10 日

午前： Bangrakam 市場にて自由行動

午後： プログラムサイト到着(Thung Yang Mueang sub-district,

Khiri Mat district, Sukhothai)、堆肥槽確認(Moo 1

village)、堆肥づくり研修、農家スティ（Moo 3 village）

8 月 11 日

午前： 堆肥槽確認、堆肥づくり研修(Moo 5 village, Moo 3

village)

午後： 堆肥槽確認、堆肥づくり研修(Moo 4 village, Moo 2

village)、農家スティ（Moo 3 village）

8 月 12 日

午前： 堆肥槽確認(Moo 5 village)

午後： スコタイ歴史博物公園(Sukhothai Historical Park)訪問、

(ワット・サ・シー(Wat Sra Sri)、ワット・マハタート(Wat

Mahathat)、ワット・シー・サワイ(Wat Sri Sawai)等見学、農

家スティ（Moo 3 village）

8 月 13 日

午前： Thung Yang Mueang sub-district office にてワークショッ

プ開催、ペレット堆肥作成機贈呈、ペレット堆肥づくり研

修等

午後： 現地指導者養成研修(ペレット堆肥づくり)(Moo 2

village)、ナイトバザール訪問、ERECON ハウス宿泊

8 月 14 日

午前： 自由行動

午後： 修了式、Topland Plaza 周辺にて自由行動、Phitsanulok

空港にて解散

(4) ワークキャンプ参加者の声

1) タイの農村 (福島豪会員)

農村に入って 4 日間、現場の雰囲気は掴めたが、短期間では

一部をかいま見たに過ぎないと思う。けれど農村に泊まるのは、

滅多に出来ない経験で良かったと思う。村の人達は皆穏やかで

幸せそうに見えた。本当に貴重な経験になった。

2) 環境⇔生活 (羽田友哉会員)

これは日本人の僕が勝手に感じている意見かもしれないが、タ

イの農村の暮らしは本当に豊かなものとして目に映った。僕は環

境保全をするための技術や方法を開発する立場で勉強している

が、それらのものが現場の暮らしを壊すものとならないよう、双方

の架け橋となる立場の重要性を感じた。

3) 言うは易く、行い難し (堀誠会員)

この数年間、議員秘書として様々な環境問題に向き合ってきま

した。理念として環境を保全することの尊さ、難しさは理解してい

るつもりでいましたが、タイの強い日差しと蒸し暑さの下、有機農

業の現場で体を動かすことで、知識の部分に奥行きが出来たの

ではないかと思います。日本の政治は、環境政策の後退という厳

しい局面にあると認識していますが、今回の経験を今後の職務

やライフワークに役立てていきたいと思います。

4) スコタイ・ワークキャンプを終えて (越水さゆき会員)

“自然との共生”、それが農村でのワークキャンプで感じたこと

であり、自分の生活を振り返って考えさせられたことでした。確か

に化学肥料に関しては、”自然との共生”とは言えませんが、果物

や野菜を近所で分け合ったり、木陰で暑さを凌いだり、何より時

間に縛られない生活は、人間が自然の一部であることを強く認識

させられました。そんなすてきな人達が、この取り組みを真に理解

されたら、今よりもっと笑顔の絶えない村になるのだろうなと思い

ました。

5) キャンプの感想 (成岡美菜子会員)

我々が手伝うことが農家の人に喜んでもらえることなのか疑問

に思っていました。しかし、堆肥槽で作業をしている時、見に来て

くれたり、フルーツをくれたりと好意的に接してくれたり、ワークショ

ップに多くの人が来てくれたことで、その疑問がなくなりました。

6) 心で伝わる (佐々木啓太会員)

私は農家に泊まる前、コミュニケーションが取れるかとても心配

でした。なぜなら、農家に入る前の市場でさえ言葉が全く理解出

来なかったからです。そしてやはり泊まってみて殆ど会話は出来

ませんでした。しかし身振り手振りで何とかコミュニケーションを取

れました。子供達とコマやシャボン玉で遊んだり、お父さんとお酒

を飲んだりしている時、思いが伝わっているのを感じました。今回

一番学べたことは、コミュニケーションは心でするものだと体験出

来たことです。

7) コップンカー (菅俊大会員)

毎日、どれだけ多くの「コップンカー」を言ったことだろう。旅先、
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農家、現地スタッフなど、そう考えると私のこの 1 週間は本当に多

くの人の支え、助けがあってこそ成り立ったと実感している。1 人

では間違いなく体験出来なかった。今改めて、関わった多くの人

に「コップンカー」。

8) コップンカー (高橋沙与会員)

ワークキャンプに参加する前は、農業について何も知識がなか

ったので役に立てるかどうか不安でした。でもこのキャンプを通し

てプログラム・プランニング参加者の方やスタッフの方に化学肥

料や有機肥料について教えてもらったので、とても良い機会にな

りました。スティ先の家族や村の雰囲気もすてきでとてもリラックス

できました。また、ERECONの活動を身近に見ることが出来てとて

も勉強になりました。

9) タイでのファームスティ (竹岡存史会員)

今回でタイに来たのは 3回目。いつもバンコクしか周ったことが

なく、そして「地球の歩き方」のトラブル集には全て引っかかって

きて、タイ人は日本人をカモにしか思ってないと考えていた。今

回この農家スティを通じ、タイ人は結構親日家であることがわかっ

た。日本人は皆頭が良いと言っていたけどそんなことはない。人

による。

10) 初めての体験 (湯澤智佳子会員)

今回のワークキャンプで、私は新しい経験がいっぱい出来まし

た。海外ボランティアに参加することも、タイに行くことも、知らない

人ばかりの中で生活することも、全て初めてだったので最初はと

ても不安だったけど、実際の活動を通して、たくさんのことを学べ

て本当に良かったです。説明を受ける農家の人達の真剣な表情

や堆肥づくりに取り組む姿は、とても印象的でした。このような活

動を通して、より多くの人達の選択肢が広がり、生活や環境につ

いて考える機会を得ることが出来るのは、とても大切なことだと思

いました。

3.プログラムサポーティング・チェンライ

(1) 実施期間

2006 年 8 月 16 日～2006 年 8 月 21 日(6 日間)

(2) 参加者

風間志穂会員、高松みずき会員、竹内翔会員(3 名)

(3) スケジュール

8 月 16 日

午後： Chiang Rai 空港集合、買い出し、Chiang Rai LD Station

宿泊

8 月 17 日

午前： Damrongratsongkhroh School (Wiang sub-district,

Mueang district, Chiang Rai)にて文化交流、Wat Pra

Kaew 見学

午後： Wat Rong Khum見学、農家スティ(Moo 28 village, Huay

Sak sub-district, Mueng district, Chiang Rai)

8 月 18 日

午前： ワークショップ開催(Moo 28 village)

午後： 水質調査(採水)（Huay Sak Reservoir）、果樹園訪問、農

家スティ（Moo 28 village）

8 月 19 日

午前： Ban Chivit Mai Foundation 訪問

午後： Mae Fah Luang University 見学、ナイトバザール訪問、

Chiang Rai LD Station 宿泊

8 月 20 日

午前： Mae Kham village 訪問（Mae Kham sub-district,

Maechan district, Chiang Rai）

午後： Mae Sai 見学、Doi Wao 見学、Golden Triangle 見学、

Chiang Rai LD Station 宿泊

8 月 21 日

午前： Chiang Rai LD Station にて修了式

午後： Chiang Rai 空港にて解散

(4) ワークキャンプ参加者の声

1) ワークキャンプを終えて (風間志穂会員)

今回のワークキャンプは現地調査が目的であったので、他の

地域のワークキャンプに比べて、タイの生活や現状を広く浅く

垣間見ることができたと思う。また、自分が思っていたよりも言葉

の壁は厚く、農家の人々と十分なコミュニケーションが取れず、

距離を置いて接してしまったことがとても悔やまれる。

2) ワークキャンプを終えて (高松みずき会員)

初めて海外に来たのでいろいろ心配はありましたが、何とか

無事に過ごせました。ワークキャンプにはとても軽い気持ちで参

加して、全く農業に関する知識がなくわからない点がたくさんあ

りましたが、これを機会にまた勉強していきたいです。環境に限

らず様々な分野において国際協力というものをこれからも考え

ていきたいと思います。一番痛感したことは、当たり前ですが現

地主義に基づくためには言語習得が不可欠ということです。お

世話になりありがとうございました。

3) 真の国際協力とは―日本人の立場― (竹内翔会員)

国際協力の最前線に居合わせたワークショップで疑問に思っ

たこと。日本人は補助に徹し、何か分からないことがあれば知識

をつぎ足す、という態度はよかったと思う。しかし、タイ語の解る日

本人スタッフがいない、ワークショップ中における日本人の自己

紹介の意義が分からない、といった観点から、日本人の立場をど

のように位置づけるかと疑問に思ったが、自分の中でどうしたらよ

いという結論を出せるには至らなかった。

4.プログラムサポーティング・コンケン

(1) 実施期間

2006 年 8 月 25 日～2006 年 8 月 30 日(6 日間)

(2) 参加者
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春木成美会員、人見菜穂子会員、入田紗矢香会員、松井真

里子会員、長坂匡之会員、仙田聖会員(6 名)

(3) スケジュール

8 月 25 日

午後： Khon Kaen 空港集合、

Big C にて買い物、ディスカッション、

Srikoon Hotel 宿泊

8 月 26 日

午前： ワークショップ開催(Nong Thung Mon village, Kham

Pom sub-district, Phra Yuen district, Khon Kaen)、村の

方との交流会

午後： アカシア（Acasia mangium）760 本、ローズアップル

(Syzygium jambos) 200 本の植林・配布、食害防護フェン

スづくり、Nong Thung Mon village 農家スティ

8 月 27 日

午前： 有機菜園づくり(Nong Thung Mon village)

午後： Big C にて買物・食事、Srikoon Hotel 宿泊

8 月 28 日

午前： 浮島関連測量・水生植物確認、有機菜園づくり(Nong

Phai village, Kudkwang sub-district, Nong Rua district,

Khon Kaen)

午後：水環境保全に関するワークショップ開催、Nong Phai

village 農家スティ

8 月 29 日

午前： 食農環境教育ワークショップ開催(Nong Phai

Dusitprachasan School)

午後： 有機菜園における実演、炭焼き実演、文化交流、ナイト

バザール訪問、Srikoon Hotel 宿泊

8 月 30 日

午前： 総合ディスカッション・プログラムサポーティング修了式、

昼食

午後： Khon Kaen 空港にて解散

(4) ワークキャンプ参加者の声

1) 国際協力 (春木成美会員)

今回ワークキャンプに参加して国際協力の現場をみることがで

き大変勉強になりました。日本で考えてきたことを直接現地の人

に受け入れられるのが難しいということも含めて背景を理解し、自

分たちに何ができるかをしっかり考えることが一番大切だと思いま

した。現地の人たちの立場に立って活動することを忘れてはいけ

ないなと感じました。

2) ワークキャンプに参加して (人見菜穂子会員)

今回私は初めてワークキャンプに参加しました。正直タイの文

化やワークキャンプについて知識も経験もなく自分の意見がなか

なか持てませんでした。しかし一つ大きなことを教わりました。人

の考え方がそれぞれ違うのは当然だということです。その中で目

的を持って活動していくには相手の立場を考えて行動することが

必要だということを教わりました。大切なことを教えてくださった

ERECON スタッフのみなさん、一緒に参加したボランティアのみ

なさん、現地の方々にとても感謝しています。

3) ワークキャンプを通して学んだこと (入田紗矢香会員)

私はこのワークキャンプに参加する以前、農業や環境のことに

ついて全く専門的な知識をもっていなかったので、不安な面もあ

りましたが、様々な活動を通して、塩類土壌の修復方法や、有機

農業、浮島を用いた水の浄化など、とてもたくさんのことを学ぶこ

とができました。また、今回 2 つの村を訪問してそれぞれ活動に

対する取り組み方や、人々の雰囲気などの違いを感じ、環境協

力活動を継続発展させていくためには農村の人々の文化や考え

方を理解し、その土地の人々に適した活動を行っていくことの重

要性も学ぶことができました。

4) ワークキャンプを通して感じたこと (松井真里子会員)

今回のワークキャンプで感じたのは、技術如何というよりもまず、

第一に人間関係の重要性でした。そして良い人間関係を築くた

めの言葉、文化（彼らの生活のバックグラウンド）を理解することが

かなり重要だと思いました。とても良かったのは、私が疑問に感じ

て質問した事柄に対してスタッフの方が常に適切に答えて下さっ

たということです。そのおかげでこのワークキャンプが私にとってと

ても有意義なものになりました。まだまだ書き足りませんが、最終

的な結論はこのワークキャンプに参加できて良かったということで

す。ERECON の皆様、本当にありがとうございました。

5) ワークキャンプを終えて (長坂匡之会員)

やはり 6 日間では、今回行われたプログラムの本質を理解し、

把握することは大変難しいと感じました。しかしその把握したもの

を自分なりに整理、思考して行動することがとても重要なことだと

思いました。学校では学べない貴重な体験をすることができとて

も感謝しています。ERECON スタッフの方々ありがとうございまし

た。

6) 国際協力の難しさ (仙田聖会員)

私は国際協力に初めて参加したのですが、強い刺激を受けま

した。まず環境問題に対する日本人とタイ人の考え方の違い。現

地農家は利益が無いと動きださない。そこをうまく利用して活動し

ないといけないから難しいと思いました。また日本とタイの生活の

違いなど多くのことを学びました。貧しいながらも彼らの笑い声が

絶えなかったのが一番印象的でした。私は ERECON の活動はと

ても大切だと思います。ERECON の活動を通して彼らが少しでも

貧困から脱してもっと笑い声で出せたらいいなと思いました。なか

なか植林とか有機農業とか成功するのは難しいだろうけど、何か

一つでも成功すればいいと思いました。本当に国際協力は難し

いと思いました。


