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2007 年 8月 9日より 8月 22日にかけてタイ国スコタイ県、ピサ

ノローク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、現地農家での体験スティ、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

2007 年 8 月 9 日～2007 年 8 月 22 日（14 日間）

(2) 参加者

平野源太会員、中村愛子会員、米田三奈会員（3 名）

(3) スケジュール

8 月 9 日

午後： Phitsanulok 空港集合、ERECON ハウス（Phitsanulok 市

内）宿泊

8 月 10 日

午前： タイ語・文化講習

午後： Thung Yang Mueang sub-district office 訪問、農家ステ

ィ開始（Moo 2 village, Thung Yang Mueang sub-

district, Khiri Mat district, Sukhothai）

8 月 11 日～8 月 12 日

農家スティ（Moo 2 village, Thung Yang Mueang sub-

district）、モデルファーム設置活動、国際環境協力プログ

ラムの調査、計画、立案等

8 月 13 日

午前： 国際環境協力プログラムの調査、計画、立案等

午後： ワークショップ「有機農業に取り組もう」開催、現地指導

者養成研修（デモンストレーションファームでの有機栽

培に関する研修等）、パンフレット配布、アンケート調査

等

8 月 14 日

午前： Phitsanulok 県内プログラムサイトへの移動

午後： ワークショップの開催(Ban Nong Kula school,

Bangrakam district, Phitsanulok)（堆肥槽および堆肥づ

くりの普及（実演）、住民の組織化、パンフレットの配布、

活動評価調査を含む）、農家スティ（Moo 2 village,

Thung Yang Mueang sub-district）

8 月 15 日～8 月 20 日

農家スティ（Moo 2 village, Thung Yang Mueang sub-

district）、プログラムの計画、立案等

8 月 21 日

午前： 国際環境協力プログラム発表、ディスカッション

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、ナイトバザールにて食事、修

了式、ERECON ハウス宿泊

8 月 22 日

午前： Phitsanulok 空港にて解散

(4) ワークキャンプ参加者の声

1) 10 日間のスティを終えて（平野源太会員）

長期農家スティと農業体験がしたくてこのワークキャンプに参

加して何を得られたのか・・・実際に農業を体験して農業の厳しさ

を体でもって知ることができたこと、ホストファミリーだけじゃなく、

色々な人から優しくしてもらい幸せを感じられたこと、子供たちの

あふれる笑顔を見て心が癒されたこと、数多くのことを得ることが

できました。有難うございました。

2) コップンカーとマイペンライ（中村愛子会員）

タイでは、日本より時間がゆっくり流れていて、気の思うまま

に過ごしていました。暑かったら木陰で休んで、お腹がすいた

らご飯を食べて、お腹いっぱいになったらお昼寝をしたり・・・。

散歩をしている途中で話しかけられるので、嬉しくなって、覚え

たてのつたないタイ語をしゃべりました。2 週間近い滞在が終わ

る頃には、何度「コップンカー」を言っても言い足りないくらい村

の方にたくさんお世話になりました。また、「問題ないよ」の「マイ

ペンライ」なタイの人の性格を見習いたいと思う自分がいました。

のんびりのんびり過ごしたスティでした。
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3) 楽しい日々（米田美奈会員）

普通の旅行では体験できない農家スティができて、とても貴重

な時間をすごすことができました。エレコンの求めているプログラ

ムにはならなかったかもしれませんが、農家の手伝いをしたり、子

供たちと遊んだり、楽しい日々でした。

2.プログラムサポーティング・ピサノローク

(1) 実施期間

2007 年 8 月 11 日～2007 年 8 月 16 日（6 日間）

(2) 参加者

川越信二郎会員、斉藤豊会員、菅俊大会員（3 名）

(3) スケジュール

8 月 11 日

午後： Phitsanulok 空港集合、ERECON ハウス（Phitsanulok 市

内）宿泊

8 月 12 日

午前： Ban Nong Kula school (Nong Kula sub-district,

Bangrakam district, Phitsanulok)訪問、Ban Nong Kula

school における有機菜園づくり

午後： Ban Nong Kula school における有機菜園づくり、農家ス

ティ（Ban Nong Kula village, Nong Kula sub-district,

Bangrakam district, Phitsanulok）

8 月 13 日

午前： Sukhothai 県内プログラムサイトへの移動

午後： ワークショップ「有機農業に取り組もう」開催、現地指導

者養成研修（デモンストレーションファームでの有機栽

培に関する研修等）、パンフレット配布、アンケート調査

等、農家スティ（Ban Nong Kula village, Nong Kula sub-

district）

8 月 14 日

午前： ワークショップの開催準備、Ban Nong Kula village 見取

り図作成等

午後： ワークショップの開催(Ban Nong Kula school,

Bangrakam district, Phitsanulok)（堆肥槽および堆肥づ

くりの普及（実演）、住民の組織化、パンフレットの配布、

活動評価調査を含む）、農家スティ（Ban Nong Kula

village, Nong Kula sub-district）

8 月 15 日

午前： Ban Nong Kula village にて自由行動

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、ナイトバザールにて食事、修

了式、ERECON ハウス宿泊

8 月 16 日

午前： Phitsanulok 空港にて解散

(4) ワークキャンプ参加者の声

1) ワークキャンプを振り返って（川越信二郎会員）

途上国の現場で環境に関わる活動がしてみたい、村での生活

を体験してみたいという思いから、今回のワークキャンプに参加し

た。このようなワークキャンプへの参加は今回が初めてであり、か

つ社会人でもあることから、最初は相当不安だったが、お盆という

時期もあり、さまざまなバックグラウンドを持った人たちが集まって

きており、非常に有意義な時間を過ごすことができた。

現地小学校では、有機農法の教育実習用の畑づくり作業を実

施した。草むらの状態から刈り取り、耕し、ブロックで囲いを作るそ

の作業は、想像以上に過酷であった。特に雨で水分を含んだ土

に鍬を入れ、掘り起こすのは非常に重かったが、農作業がいかに

大変なものであるかを実感できた。農家を対象にしたワークショッ

プでは、多くの現地農家の人々が集まって耳を傾けており、有機

農法への関心の高さが伺えた。

スティ先の農家の主人は日本へ出稼ぎに行かれていた方で、

非常に手厚くもてなしてくれた。軒先に大家族が集合して食卓を

囲む場に同席したが、家族を大切にして支え合うその姿は、日本

では失いつつある光景に思え、最も印象に残った。現地はテレビ

やパソコンなどの電化製品も徐々に普及しつつある一方で、少し

地域が異なると、道路が未整備だったりして、非常にバラツキが

あったように思える。今回のワークショップを通して、本当に様々

な体験ができた。出来事が多すぎて、自分の中で消化しきれな

いくらい密度の濃い時間を過ごすことができた。今回の参加メン

バー、スティ先の農家、そしてスタッフに心から感謝申し上げた

い。



３

2) 空という屋根（斉藤豊会員）

個人的には海外に出る機会はなかなか得られません。まして

NGO はよほどの動機やきっかけがなければ参加できないと思っ

ていました。私は大学時代にお世話になった先生方や友人から

の便りがあったので参加できたと思います。海外で働くとはどんな

ものなのだろうか、自分たちにできることを必要としている地に還

元すること、それを異国の土や文化、その国の人に触れながら何

を感じて学ぶのか、など、私の場合は動機というより好奇心に近

いかもしれません。NGO・国際ボランティアとは専門家集団をイメ

ージしていましたが、実際に潜ってみて様々な分野の人がそれ

ぞれ色んな思いを胸に臨んでいることを知りました。

ワークキャンプ仲間それぞれが精一杯の汗を流し、仕事が終

われば地元農家の方にお世話なる日々、その土地の人からは血

の繋がった親戚！?のように暖かく迎えられ、どこか懐かしい生活

がそこにはありました。この NGO 活動への参加という一つの旅で

見た物事や出会った人達は確かに自分の中にある小さな種に水

をくれ、燦燦とした光を浴びさせてくれるようで、整理するのに大

変なほど感じること学ばされることは多くありました。また、国境の

関係ない人と人の絆、結びつきは素晴らしいと思います。タイの

人たちと NGO 活動に携わる人たち、それぞれの心の芽はいった

いどんな花を咲かせていくのか楽しみな気もします。ありがとうご

ざいました。

3) コップンカー（菅俊大会員）

今回、昨年に続いて 2度目の参加となったが、また今回も非常

に良い活動ができた。特に今回は、作業面で肉体的には非常に

ハードな内容であったが、少しでも村人のお役に立つことができ

たのなら、本当にうれしい。また、自分自身も思いっきり汗をかき、

泥だらけになって作業でき、スッキリした充実感が残っている。有

機栽培が大きな意味を持ち、農家にとってどのようなメリットを与

えるのか、今回は学ぶことができた。スタッフ、仲間、お世話にな

ったホームスティの家族には、感謝の気持ちでいっぱいです。あ

りがとうございました。


