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珈 『 ス 電く鶴レ ヽゥ ス 驚で の 機 業 が 始 ま けま した 。
写真下 :完 成 した 「スマイル

ハ ウス」 (ウ ガ ンダ

グル)

写真 上 :国 連 小 型 武器 会議 にて
提 出 され た 100万 人 の 顔 署 名

節 目一 つ一 つ を大 切 に。

■ 結 晶母 目次

P01
P02
P04
P06
P08

理事長挨拶

事務局 の ある京都 は、 暑 い 日が
続 いて い ます。 4ヽ さな事務局 で、

ウガンダ事業報告

ス タッフ 3名 、 インター ン 2名 、

小型武器関連

ボラ ンテ ィア多数で、 ひ しめ きあ

総会報告/N00相 談員

いなが ら活動 を行 つています。
前 回 の 結 晶母 をお 届 け して か
ら、 ウガンダ北部 でス マイル ハ ウ

事業紹介
(募 金箱/イ

ンクジェット 書き損 じ

はがき回収/web決 済)
P09 事業報告 (1月 ん 7月 )
(ツ アー/ボ ランテ ィア事業)

P10 パ ー トナー団体紹介
(プ

レマい/み しまや/
アルスタイル)

(有 )リ

Pll インター ン/ス タッフ紹介
瀧亜希、現地スタッフ)
P12 今後 の予定/イ ベ ン ト紹介
(卵

ス (元 子 ども兵社会復帰促進 セ ンター )で の授業 が始
ま つた り、カンボジアで新規 ス タッフを雇用す るなど、
国際協 力事業 でも大 きな変化があ りま した。
また、国内 で も NPO法 人格取得後、初 めての総会 を
行 うな ど、 テラ・ ル ネ ッサ ンスが節 目を一 つ ひ とつ迎
えています。
『 す べ ての生 命 が安心 して生活 で きる社会 の実現』
に向けて、節 目の一 つひ とつ を大切 に しなが ら、活動
にまい進 してまい ります。
理事長 :鬼 丸昌也

ウガ ンダ元子 ども兵社会復帰施設 「スマイル ハ ウス」が完成 しま した !現 在、第 1期 生 に加え
て、第 2期 生 (元 子 ども兵 23名 ) を迎え、職業訓練、 カウンセ リング、所得向上のためのワー ク
!

シ ョップな どを行 つています。
一
■

子 ども兵 をは じめ、た くさんの地域住民 にも協力 してい
・
つ
ただきま した。 そのため建設 その ものが、元 子 ども兵 と地域住民 との交流 和解促進 にも なが
「スマイル

ハ ウス」の建設 には、元

る プ ロジ エク トとな りま した。

土台作 りに励む作業員たち

レンガ を積 み上げ セメン
トをぬ ります。

みんなで壁 に色 をぬ ります

やっと完成 ￨り つばな施設
ができま した

●小規模 ビジネスのクラス
元 アチ ヨリ宗教者平和創設委 員会の マー テ ィンが情熱 を持 つて教
えて くれて います。現在 の履修者 は第一期受益者 15名 と、その受益
者近隣住民 の最貧困層 15名 の計 30名 が履修 して います。 このクラ
スは訓練 の最終段階 で、得 た技術 を元 に半年後、訓練 を終 えて収入
向上 を始めてい くことにな ります。第 一期生 も卒業 まであ と約半年
です。無事 コースを終了 した子 どもたちは、半年後 (も しくはそれ
規模融資 の システム を使 つて 自立 して いきます。
よ りも少 し早 く)」 ヽ
●手工 芸 (染 色 )の クラス
スマ イルハ ウスの手工芸 クラスでは、受益者 が希望す る仕事内容 と、
して、まず染
1専 来、受 益者 が地元の村 に戻 つてからの需要 などを検討
色 の授業 を始 めま した。 その後、編 み物 な ど、様 々な手工芸技術 を教
える予定 です。
先生 は女性で非常 に情熱的 で、N00の 活動、 ボランテ ィア経験 も豊
富 な明るい先生 です。生徒 たちも初 日か ら笑 い声 の中、授業 に励 んで
いま した。
●洋裁訓練
洋裁 クラスでは、 ミシンの扱 い方 を教 えて います。初 めて ミシン
を扱 う子 たちは真剣なまなざ しで、糸 の通 し方 か ら ミシンの動 か し
方 まで学 んで いま した。 一 人ひと りが楽 しそ うで、希望 に満 ちあら、
れ て います。 しか し、 ミシンでの洋裁技術 を習得す るだけでは市場
の競争 が激 しく、収益 を得 るのが難 しいことが予想 されます。 その
ためスマ イル ハ ウスでは、 デザイ ンクラス を開設 して、市場 で好 ま
れ るデザイ ンや刺繍用 ミシンの扱 い方 も教 えて います。

● スマイル ハ ウスでの子 ども兵 のカ リキュラム (例 )
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●自立￨IⅢ かう元子ども兵￨
●オ コ ト ジェームス
ジェームスは最後 の戦 闘 で政府軍 の銃撃 で 目を打 たれ失明 し
ています。長年 の兵士生活 の 中 で一般市民 の殺害 な ども強要 さ
れ てきま した。 そのため、彼 の心 に トラウマが深 く残 り、近隣
住民 か ら「人殺 し !お 前 が私 たちの親戚 を殺 したんだろ !LRAに
な どとや じられ る こ ともあ り、 自立す る こ とが非常 に
困難な受益者 の一人です。

帰れ

!」

しか し、私 たちに心 を開 き、自分 の中 にあるいろいろなアイデアや希望 を、打 ち明けて くれ るよ
うにな りま した。 そ して、
『 目が見 えな いけど、 いろいろな こ とに挑戦 していきたい』 と、玄関 マ
ッ ト作 りを始めま した。写真 に写 つている木 枠 (正 面 に座 つているがジ ェームス、右 は小川)は 、
テラ・ル ネッサ ンスで提供 し、 ロー プ、染料 な どの資材 は、彼 が これまで貯蓄 してきたお金 で購入
し、 マ ッ トつ くりに励 んでいます。
●アオル

ジャネッ ト
先 ほど紹介 したオ コ ト ジェームスの妻。地元 N00で 洋裁技術 の訓練
を受 けたのです が、十分な技術 を身 につ ける ことができず、収入 を得 る

まで には至 つていませんで した。
4月 か らス マイルハ ウスで再度、職業訓練 を受けて います。訓練期間
が終わ るまでは、簡単 な小規模 ビジネス と して、地酒作 りに挑戦 して い
ます。大 きな収益 は上 げられ ませんが、穀物 を醗酵 させ、地酒 を作 り、
今月か ら少 しでも収入 を得 よ うと努 力 して います。
ジェー ムス、 ジャネッ トともに、自立 して い くには時間 がかか りそ う
です。 それで も自らの 力で何 かを作 り出 し、生活 を支えて い くとい う喜
びを感 じなが ら、地酒作 りに取 り組 んでいる彼女 は本 当に力強 いで す。
夫が街 に玄関 マ ッ トの資材 の仕入れ に行 く時 も、彼女が 自転車 の荷台 に夫 を乗せ て、汗 だ くにな り
なが ら自転車 を こいでいます。本当に力強 い女性です。
ウガンダ事業 では、 ルネ ッサ ンスプ ログラム サポー ター を随時募集 して います !!
ル ネッサ ンス プログラム サポー ター とは、元 '子 ども兵が自立するまでの基礎教 育 ・職業訓練
経費 と期間中の食料 ・医療費 を、1口 3,000円 /月 か らご支援 していただ くサポー ター制度 です。資
料請求 は、 テラ

ル ネッサ ンス事務局

吉田までお問 い合わせ下 さい。

レネッサンス は、2006年 6 月 26日 ‑7月
(特 活 )テ ラ フ

7日 の期間、ニュー ヨー クの国連本部 で

開催 され た小型武器履行検討会議 に小川、 江角、吉田の 3名 を派遣 しま した。

今回 の会議 は、2001年 の 国連 小型武器会議で採択 された行動計画に示 され
た内容 を具体的 に明確化 し、行動計画 を各国が実際 に 「行動」 に移す こと
を可能 にす る ことが求め られて いま した。交渉 の なかで、 アフリカ、 ラテ
ン アメ リカ、EUの 地域 の国 々が、小型武器移転 (小 型武器の取引など)の
具体的 な基準 を成果 (合 意)文 書 に盛 り込む ことを求めま した。それ に対 し、
イス ラエル、 イラ ン、 イ ン ド、 パ キス タ ン、 キュー バ が強硬 に反対 しま し
た。 日本政府 は反対 もせず、かといつて移転基準 を成果文書 に含 める こと
を求める ことも しませんで した。今後 の小型武器会議 プ ロセスについての
会合 の調整役 になった日本政府。文言 を弱めよ うと したのはアメ リカ。 しか し日本はア メ リカ以外
の国 々の意見 もまとめる ことができませんで した。結局、今後 の小型武器行動計画 の見直 しについ
て、何 も合意 する こ とができませ んで した。 このままでは次 の小型武器会議す ら存在 しません。
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日本政府 は会議初 日の演説
において、「成果文書 が小型武器の移転規制 の重要性 を とり
わけ強調するべ きである」と し、公式な演説 のなかで初 めて
[移 転 ](4ヽ 型武器の取引など

武器貿易条約 (Arms Trade Treaty:ATT)に 言及 を しま した。
しか し、演説 の文言 は曖味 かつ弱 く、履行検討会議 の場 で、
成果文書 に明確な移転基準 を含めるための具体的な貢献 に
はな りませ んで した。そ して実際 の交渉 においても、移転 に
「移
関する具体的 な国際基準 を、成果 文書 に明確 に挿入す る ことを求める ことはあ りませ んで した。
転 の問題 について、 日本は この2週 間、お とな しかつた。 これか らは、 日本はATTを 達成す るため に
イニ シアテ ィプをとるべ きだ。」 と ANSA事 務局 のジョセ フ デュベは述 べ ま した。

]履 行検討会議後 のプ ロセスに関する分科会 は日本が、7月 6日 まで調

[履 行検討 会議後 の プロセス

整役 を担当 しま した。しか し、会議 の最後 に各国 は履行検討 会議後 の プ ロセスにす ら合意 ができず、
成果文書その もの も合意 され な くな りま した。分科会 の交渉 は非常 に難 しい交渉 であつた ことを鑑
みても、 この分科会 についての合意 の失敗 は、国連小型武器 プロセス 自体 を瓦解 させて しま つたと
い う点 において、多 くの関係者 の失望 と落胆 を生みま した。

口被害者‐
この会議 にあわせて発行 された ANSA(国 際小型武器行動ネ ッ トワー ク)
レネ ッサ ンス もウガ ン ダの被
女性 ネ ッ トワー クの ブ ック レッ トにテ ラ フ
レネ ッサ ンスの受益者 の 1人 であるジ
害者 の声 を寄稿 しています。テラ フ
ャネッ ト アオル さんは、 この ブ ック レッ トの表紙 の写真 と して も使わ
れ ま した。彼女 は 7歳 か ら 12年 間 LRA(神 の抵抗軍 )の 子 ども兵 に させ
られま した。『私 は強制的 に銃 を持 た され、人々を殺 した
。私 の銃
弾 で一体 どれだけの人 々 が傷 つ き、殺 されたのか分 か らな い。』 とい う彼
女 の コメン トが被害者 の生の声 と して紹介 されています。国連、 ニ ュー
ヨー クとい う小型武器の被害 とはかけ離れ た会議 の場 で、先進国 の政治家、活動家 に現実 の被害 の
レネッサ ンス独 自の活動 です。
実態 を伝 える ことは、現場で被害者 と最 も近 い場所 で活動す るテラ フ
被害 の現場 と議場 をつ な ぐ架 け橋 と しての活動 に も、今後 力を入れて いこ うと考 えて います。

今、 「コン トロール アームズ」キャ ンペー ンは、今年 10月
の国連総会 において、国際法上 の国家 の責任 と整合的 で厳格 な
武器移転基準 を定めた武器貿 易条約 (Arms Trade Treaty:ATT)
についての交渉 を開始する第 一歩 となる決議 が採択 され る こ
とを求 めています。国連総会にお いては、頻繁 に票決 で決定 さ
れ ます。今回の履行検討会議 と違 い、少数 の国 々に よって取 り
組 みの進展 が阻止 され る こ ともあ りません。
武器貿易条約 (Arms Trade Treaty:ATT)に つ いての交渉 を開始す る決議 を国連総会の第一委員会
で議論す るべ きだ、 とい う意向を、 い くつかの国 々は既 に示 しています。

今年10月 の国連総会でのATTに 関 しての決議案 が、履行検討会議後 の7月 24日 、コス タ リカ、ケニ ア、
フ ィンラ ン ド、オース トラ リア、 アルゼンチン、 イギ リス、 日本 によって、全 ての国連加盟国 に提
案 され ま した。決議案 が国連で議論 され るまであと2ヶ 月。 日本政府は、 この決議案 の文言 の強化
のために全 力で取 り組 む こ とが求 め られて います。

テラ ルネッサンは、2004年 から ANSA(国 際小型武器行動ネットワーク)の メ
ンバーとして、ミリオンフェイス キャンペーンを実施していました。「ミリオ
ンフェイス」は、武器の規制を求める世界的な署名キャンペーンです。100万
人 (=ミ リオン)の 市民の「顔」(=フ ェイス)を 集めることによって、武器規
制の視覚的にアピールできます。2006年 6月 、世界からの顔署名がついに100万 に
達しました。日本では、約1万 名の署名が集められました。そして、6月 26日 から
7月 7日 までニューヨークで行われた第1回 国連小型武器行動計画履行検討会議で、この署名をコフィ アナン国連事務総長
に届けました。しかし、これで終わったわけではありません。ANSAは 、今後も武器の規制を国際社会に求めていきます。
ミリオン フェイスキャンペーンも今年の10月 まで続くことが決定しています。まだ参加していない方は、ぜひ参加してみ
ませんか?ホ ームページから簡単に参加することができます。 URL:http//www controlarms ip/index2 php
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レネ ッサ ンスは京都府認可 の特定非営利活動法 人格 を取得 しま した。
2006年 5月 26日 に、テラ フ
法 人格 を取得する ことは、いわゆ る法律 上の人格 を持 つた ことにな り、更なる公益性 の追求 が求 め
られ ます。
法人 に義務付 けられて いるもののひとつ が、社員 (テ ラ ル ネッサ ンスの場合、正会員)に よる
総会 の開催 です。社員総会 が、テラ ル ネッサ ンスの最高議決機関 だか らです。役員 の選出、予算、
決算 の承認な ども、社員総会 でのみ行 うことがで きます。

6月 18日

(日

)に 東京都渋谷区 にて、初 めての社員総会 を開催 しま した。委任状 を含め、正会員

66名 中、36名 の出席

(委 任状含む )を いただき、無事 にす べ ての議案 を承認 いただきま した。社

員総会 で提 出 した議案 (05年 度決算、06年 度予算 な ど)は 、 テラ ル ネッサ ンス事務局、京都府
庁 で開覧 す る ことがで きます。 ま た、会員様 で議案 が ご入用 な方は、事務局 までお電話 くだ さい。
郵送 させて いただ きます。今後 も、特定非営利活動促進法 の趣 旨に則 り、公 開性、透明性 の高 い活
動 を行 つてまい ります。
※07年 は、05月 中の総会開催 を予定 してお ります。正会員 の皆 さまに郵送 にてご案内 いた します。

「

績￨1頸 I澤議滞

.1た

繁簿■

特定非営利活動法人テラ ル ネッサ ンスの新 しい役員 が総会で選出 されま した。任期 は 2006年 4
月 1日 か ら 2009年 3月 31日 までの 2年 間 で、理事会 での経営方針の確定な ど、テラ 'ル ネッサ ン
ス運営 の重要 な役割 を果 た して いただ きます。
〈
理事紹介 :五 十音順〉

江 角泰 (特 定非営利活動法 人テラ ル ネ ッサ ンス職員/常 任理事/新 任)
岡田則子 (有 限会社 アースエ ネルギー研究所取締役/理 事/再 任 )
小川真吾 (特 定非営利活動法 人テラ ・ル ネッサ ンス職員/常 任理事/再 任)
鬼丸昌也 (特 定非営利活動法人 テラ ル ネ ッサ ンス職員/常 任理事/再 任)
中井隆栄 (株 式会社サ ピエンスマネジメン ト代表取締役/理事/再 任)
森本倫子 (特 定非営利活動法人 テラ ルネ ッサ ンス職員/理 事/新 任)
本 田俊雄 (弁 護 士/監 事/再 任 )

日朦筵 力の ことな ら ¨

活用 してください…′

N8の 相議員

レネッサ ンスが「平成
テラ フ

18年 度 NGO相 談員 (外 務省

)」

を受託 しま した。受託期間 は 2006年 5月 1日 か ら 2007年 3
月 31日 までです。 とても便利 なシステムですので、ぜ ひ ご利
用 くだ さい。
★ NGO相 談員 とは ?

NGOの 組織作 り、管理運営 の ノウハ ウ、国際ボラ ンテ ィアヘ
の参加な ど国際協力 に関する ことについて、外務省 の委嘱 を受
けた経験豊 かな日本 の NGOの 職員が皆様 の相談 質問 照会
に対 して助言や情報提供 を行 います。国際協 カイベ ン トでの相
談 コーナーや講演 セ ミナーの講師 な ど「出張サー ビス」も実
施 しています。

NeO相 談員紹介
正担当】:鬼 丸昌也 (オ ニマルマサヤ) (特 活)テ ラ ルネッサンス理事長
【

ロテラリレネッサンス

￨

￨‐

<得 意分野> 各種講演 セミナー/団 体設立方法/資 金調達/広 報 プレスリリース/組 織マネジメント全般
レネッサ ンス事務局 マネー ジ ャー
【
副担 当】:森 本 の り子 (モ リモ トノリコ) (特 活 )テ ラ フ
<得 意分野> ボランティアコーディネー ト/平 和教育 開発教育/イ ベント企画 運営/人 材マネジメント全般
★その他、カンボジア ウガンダなどの地域や地雷 子ども兵 紛争 平和構築などの専門スタッフもいます。
■ご

電話 メール FAXな どでの問 い合わせの他に、面談 でお話 を伺つた り、出張相談 を行 うことも
可能 です。事務局 での面談や出張相談 をご希望 される方 は、事前 に必ず事務局まで ご連絡 ください。
相談可能時間帯 月〜金曜 日 10時 〜18時 まで
電話/FAX 075‑645‑1802 Ma :contactOterra r」 p

お電話 で相談 され た り実際 に事務局 に訪問 いただ く前 に、ホーム ペー ジに掲載 している「よ くある
質問」コーナー をお読み いただ く事 をお勧 めいた します。よ り充実 したお話 ができるかと思 います。

Q:NGOで

ボランテ ィア を してみた いのだが、その キ ッカケ をどのよ うに作 つたらよいのかわか

らな い。 どうすれば NGOで ボランテ ィアができるのか ?

A:

突然それぞれ の団体 に 「ボランテ ィア を した い」 と連絡 しても、受 け入れ が難 しか つた りす
るので、次 の よ うな手順 で NGOに コミッ トする ことを提案 します。
① どのよ うな場合 で も、興味のある団体 の ことは、ネッ トな どで活動内容 や理念な どを丹念 に調
べ てお く。
②団体 の主催 イベ ン トなどに参加 し、そ のイベ ン ト終了後、ス タッフの人に 「そちらの団体 の○○
の活動 に興味 があるんです けど
」 といつた ことを話 しかけてみ る。す ると、 ス タッフの人か
ら、 メルマガ登録 の情報 や、 ボランテ ィア ミー テ ィングなどの情報 が もらえる。
③ 上記の1青 報 がもらえたら、間 を空 けず、 ミーテ ィングなどに参加 してみる。 そ うして、顔 を覚え
て もらう。 そ こで初 めて 「この 団体 でボランテ ィアす るには どうしたらいいですか ?」 とい うこ と
を聞 いてみ る。
④ 最初 のボ ラ ンテ ィアは、自分 が望む ような ものではな く、単純作業な どを任 され る こ とが多いが、
そのよ うな ボランテ ィアをまか された ときでも嫌 そ うな顔 を見せず、逆 に「 NGOを 運営 してい く
上では どんな業務 があるのか」 ということをそ こか ら学 び取 る。
⑤何度 か単純作業 を して、なお か つそ こで 「こんなボランテ ィアが した いJと い うことを伝 え続 け
ると、 だんだん希望 に近 いボ ラ ンテ ィアをさせてもらえるようになって くる。

ス ゞ●￨■
Ⅲ■張サ■ド
￨を
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「NGO相 談員出張 サー ビス」 とは、国内各地で行われ る国際協力関連 イベ ン トにおける相談 ブー
"￨ぐ
スの 出展や、講演 セ ミナー 国際理解教育等 における講師 な ど、 NGO相 談 員がみなさまの地域
に出向 いて業務 を行 うものです。みな さまの地域 まで の交通費 は、外務省 が負担 いた します。京都
府内 に限 らず、全国各地 に出張 いた しますので、ぜひ皆様 ご利用 ください。
※書類手続 きの都合上、お問合せは開催希望 日の 2週 間前 までにお願 い します。

■オ リジナル募 金箱完 成 !!設 置場所 を募集 して い ます。
￨

テ ラ ル ネ ッサ ンスでは、 (株 )ピ ュア ライ フ ジ ャパ ン様
(http://wtt purelife jp)の ご協力でオ リジナル募金箱 を製
作 いた しま した。市民 の皆 さまが気軽 にで きる社会貢献 の場 を
増や し、日本 にお いて 寄付文化"が 根付 くことを目的 として、
オ リジナル募金箱 の設置 して くださる方 を募集 しています。皆
さまの職場、店舗 に、学校 に、オ リジナル募金箱 の設置 を していただ くこ とで、ステー クホル ダー
"を 提供でき、
(関 係者 :お 客様、取引先な ど)へ の 社会貢献 の機会
皆 さまのパ ブ リック (公 共的な)イ メー ジの向上 にもつ ながると考 えて
お ります。 また、集め られた募金は、カンボジアの地 雷撤去、地雷被害
者 の支援、 ウガ ンダの元子 ども兵 の社会復帰 の支援な ど、 テラ ル ネッ
サ ンスの取 り組む事業 に有効 に活用 させて いただきます。
創業明治 30年 、京豆腐 一筋 の (有 )と ようけ屋様 (京 都市 上京区七本
松 )で は、募金箱 を 5個 設置 して頂 いています。 とよ うけ茶屋は、北野
天満宮前 にあ り、店頭 の他 にも 3階 建 てのお茶屋 の各階 に募金箱 を設置
して いただいて、 多 くの観光客 の方 に募金 して いただ く機会 を提供 して
頂 いてお ります。ぜひ一度、京都 を訪問 した際 は、名物
を ご賞味 くだ さい。

か ら し豆腐 "

募 金箱設置 のお 申 し込 み→ httpl//剛 w terra r ip/katSudo/bok nbako f html

(有 )と

ようけ屋

HP

http//wrtv toyoukeya co」 p

。
募金 してみた い けれ ど、銀行 や郵便局 に行 くひまがな くて
そんな声 にお応 え して、新 しくできた会員制度が『 プチサポー ター』。 ホームペー ジか ら、気軽
にいつでも、地雷除去 や元子 ども兵の社会復帰 のために支援 (サ ポー ト)が できます。 ク レジ ッ ト
カー ドでの決済か、お近 くの コンビニエ ンスス トアで会費 を払 うことができる、オ ンライ ン限定 の
″
″
会員制度です。500円 か ら、お好 きな金額で始め られます。たとえば、あなたの 500円 で、

5面 の地雷除去 を して、子 どもたちの安全な遊び場 を確保す る (カ ンボジア)元 子 ども兵 に鉛筆や
ノー トなどの識字教育セ ッ トを支給する (ウ ガ ンダ)こ とができます。
プチサポー ター は、下記サイ トから。 〈http://11vlw terra r ip/prOfile/supporter̲f html〉

昨年 8月 か ら始めた使用済 みインクジェッ トカー トリッジの回
収 に、た くさんの方 々がご協力 くださって います。すで に、総額 で

10万 円程 に換金 できま した。 これは、 イ ンクジェ ッ トカー トリッ
ジ 155キ ロに相 当 します。現在、企業や組合 学校 での取 り組みを
されている団体 も多 く、 中で も 「新潟県土地 家屋調査 士会」様 は、
新潟県内 に 12箇 所ある事務所全て に回収 BOXを 置 いて くだ さ
っています。 ま た、埼玉県 自由の森学園 のみな さんは、学校全体

回収箱 を設置 して くだ さつてい る、新 潟 県
十 日町市 の二瓶歯科 医院様

に呼びか けて、 lヶ 月で約 40キ ロほどのイ ンクジェッ トカー トリッジを集 めて くださいま した。
1月 15日 〜3月 末 まで行 つていた 「書 き損 じはがき回収 キャンペー ン」 では、約 1500枚 ほどの
書 き損 じは が きが寄 せ られま した。約 67500円 に相当 します。取 り組 みに協 力 して くだ さった方 々
に、 この場 を借 りて御礼 申 し上 げます。

■カ

3月 にカンボ ジアヘ のス タデ ィツアー を開催 いた しま し
た。これで 6回 目になるツアーです が、参加者同士の コ ミュ
ニ ケー シ ョンも、ツアーに内容 も、今 までで一番実 りの ある
もの とな りま した。
参加者 には例年通 り、プノンペ ン バ ッタ ンバ ン シェム リ
ア ップの 3都 市 で、様 々な問題 を見て もらいま したが、中で
高雄中学校 のみなさんか らいただいた地雷

廃絶募金を、MAGバ ッタンバンオフィス長
に手渡す森本

も孤 児 院 「 ピー ス フ ル ・ チ ル ド レ ン ・ ホ ー ム 」 の こ ど も た

ちとの交流 が、 印象 に残 った参加者 が 多かつたよ うです。
参加者 の一人である鍵谷健 さんは、帰国後 この孤児院 に、

40万 円の寄付 をされ ま した。 (パ ー トナー団体紹介参照

)

また、毎年地域全体での取 り組み を続 けて くだ さって いる京都市立高雄中学校 のみ な さんか ら預
かった 「地雷廃絶募金 15万 円」は、提携団体 であるMAG(地 雷撤去団体 )に 、全額提供 いた し
ま した。今回 の地雷原見学 では、ス タッフの森本 が地雷爆破処理 のス イッチ を押 させてもらうなど、
通常 ではできない体験 もさせて もらえま した。

■ボ ラ ンテ ィ アの 活 動 を活 発 化 させ ます !ボ ラ ンテ ィア事 業 が た ちあが りま した 。
テラ ・ル ネッサ ンス、「ボランテ ィアが主体的 に活動 できる国際協力団体」 を目指 して、ポラ ンテ
ィアがボランテ ィア活動 を自主的 に運営 してい く事業 をた ちあげま した。テラ ル ネッサ ンスで 中
期 イ ンター ンを経験 し、 カンボジア・ ウガ ンダ両国の現場 を見学 した ことのある山根 実紀 さん (龍
谷大学院在学 )が 、 コーデ ィネー トを担当 して くれて います。 い ろんな想 い を持 つた人が、その人
に合 つた関わ り方ができるよ うに、 ボランテ ィアのシステム も整 えつつあ ります。

たとえば、 こんな関わ り方が可能です。
コア ボランテ ィア
【コアボラ】
ボランテ ィア事業 の運営にがつつ り関 りたい方
・ プロジェク トボランテ ィア
P」 ボラ】
【
テラ・ルネのイベ ン トやプロジェク トに関 りたい方
【ちよいボラ】・・・ちょびっとボラ ンテ ィア
簡単 な作業な どのお手伝 い を した い
祇園祭で元気 に団扇を くばるボランティア

祇園祭 では、テラ・ル ネッサ ンスの ロゴや活動紹介 が載 せ られてある団扇 1000枚 を、総勢 7名
のポランテ ィアで配 りま した。雨 が降 る中、傘 を差 しなが らの配布 で したが、ものの 1時 間足 らず
ですべ てを配 り終える ことができま した。当日参加 して くれ たのは、テラ ル ネッサ ンスでのボラ
ンテ ィア初体験 の人 も多か つたのです が、大 きな声でテラ ル ネッサ ンス をア ピール しなが ら団扇
を配 り、一般 の人か らテラ・ル ネ について質問 され ると、嬉 しそ うに受 け答 え して いる姿が印象的
で した。
これから秋 にか けて、テラ・ル ネッサ ンスでは大 きなイベ ン トが 目白押 しになつて います。 これ ら
のイベ ン トが、ボランテ ィアのアイデアでよ りよい ものになるよ うに、事務局 での受 け入れ システ
ム も整えて いきた いと思 います。
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■(有 )Rё al・ Stylo様 ￨￨チ ヤリテイセミ￨ナ ‐開催t収 益金額ウガンダの施設建設ヘ
2006年 3月 にカンボジア スタディ ツアーヘ参加 していただいた (有 )Rea Sty eの 鍵谷健
さんが、情報企業家 による世界救援 ライプを 5月 13日 、東京 で、21日 、大阪 で開催 して くださり、
セ ミナーの収益全額 502万 円をご寄付 くださいま した。 ご寄付頂 いた資金 は、ウガンダでの元子 ど
も兵 の社会復帰支援のための施設建設 に使わせていただきます。セ ミナーはどちらの会場 も一杯 に
な り、会場 でも参加者の方 々か らた くさんの寄付 を頂 きま した。鍵谷 さんをは じめ と した講師の
方 々、セ ミナーに参加 して くださった皆さん、ご寄付 していただいた皆 さんに心より感謝申 し上げ
ます。ウガンダの元子 ども兵社会復帰施設 の建設 は、HPや 機関紙な どで進行状況を報告 していきま
す。 セ ミナー詳細 は こちら → http://seikouhousoku com/seminar/20060513/index htm
また、鍵谷 さんよ り、 スタデ ィツアーで訪問 したカンボジアの孤
児院 ピース フル チル ドレン ホーム Ⅱにも4月 に 3400ド ル を ご寄
レネ ッサ ンスのス
付 して いただきま した。資金は 5月 2日 に、テラ フ
タッフが ピース フル チル ドレン ホーム Ⅱを訪問 し、 この孤児院
のマネー ジ ャー チ ョオ ン オ ウク氏に手渡 しま した。 カンボジア
北西部 バ ッタ ンバ ン州 にある孤児院 ピースフル ・チル ドレン ホー ム
Ⅱは、元副国会議長 の ソン スベール氏が設立 したクメール財団 によ
って 1997年 に設 立、運営 されています。現在、ス トリー トテル ドレ
ンや HIV感 染 によつて両親 も しくは片親 を失 つて しまった子 ども達
64名 が生活 してお り、小学校 へ上がる前 の子 どもか ら高校 へ通 う子
どもまで います。今回届 けた寄附金 は、緊急 に必要な子 ども達 の食
べ物 を買 うお金 と して使 います。 この施設 では、子 ども達が畑で野
菜 を栽培 した り、家畜 を飼育 して自給 して いますが、昨年 の水不足
で作物の収穫が少な い状況 で した。そ のため、
『 この寄附 は本 当 に
緊急 にお金 が不足 して いる中で提供 してもらえたので、とて も感謝
している』と孤児院 のマネージ ャー、オウク氏は、述 べ ていま した。

(プ ￨レ

￨

カンボジア事業 を支援 くださつているプレマ株式会社様 (代 表取締役 :中 川信男様)か ら、蚊取
り線香 400個 を寄贈 くださいま した。 この蚊取 り線香は、ウガ ンダでの避難民キヤ ンプで配布す る
支援物資 と して、またテラ ル ネッサ ンスの現地事務所で活用 させていただきます。
プレマ株式会社様 は、今回のジャワ島大地震救援 のために、チャ リテ ィーセール を行われ るなど、
熱心 に社会貢献活動 に取 り組まれて います。同 じ京都 に、志高 い企業 がパー トナー と して存在す る
こ とが、私 たちにとって大 きな支えとなって います。

スー パーのチラシにテ ラ ル ネ ッサ ンスが掲載 されて いるのは、テラ ル ネが商品 と して掲載 さ
れて い るわ けではあ りませ ん。団体会員である有限会社 み しまや様 (代 表取締役 :三 島敏功様 )が
新聞折込 されて いるチラシに、テラ ル ネッサ ンスの活動 が紹介 され ま した。今後、定期的 にご紹
介 いただ く予定です。 また、●月● 日付 の読売新 聞島根版 にも、ユニー クな社会貢献活動 と して紹
介 され ま した。つね 日ごろ、私 たちは関心 を持 つていただ くことの大切 さを訴 えてきま した。今回、
み しまや様 が ご自身の持 つている資源 (リ ソース)を 使 って、私 たちの活動 を松江市民 の皆 さま に
お伝 え くだ さる ことは、何 よ りもあ りがた いことです。ぜひ、松江市民 の皆 さま。今後 のみ しまや
様 の チラシを楽 しみにおまち ください
!

10

テラ ル ネッサ ンスでは ここ最近 イ ンター ンの活躍 が際 だつています。ボランティアとは異 な り
業務 の担当な どを任せ る分、責任 を持 つた仕事 を求 め られます が、それぞれの得意分野や個性 を活
か してテラ

ル ネを盛 り上 げて くれて います。

今年 の 4月 か らイ ンター ンをさせて いただいている卯瀧亜
希 で す。幼 いころか ら戦争 とい うテー マに興味 を持 ち続 け、
大学 では国際関係学部 で平和学 を学 びま した。大学在学中 に、
戦争 紛争 を体験 した人 々の心の傷 に触 れ たことか ら、社会
とい う大 きな枠組み だけではな く、戦争 が与 える個 人へ の影
響 を勉強 しよ うと思 い、大学院 では、戦争体験者 へ の援 助 に
ついて研究 して います。
援助 を考 える際 には、机 上の論理 だけではな く、現場か ら
学 ぶ視点 がとて も重要 にな ります。そ こで、テラ ルネ ッサ ンスが行 つているカンボジアやウガン
ダでの元兵 士へ の援助 を通 して、現場 で どのよ うな援助 がなされて いるのかや、その援助 のために
一人一人 に何 ができるのか をイ ンター ンシ ッ プを通 して学 んでいます。援助 を行 うとい う一連 の流
れ を学ぶ ことによって、 自分 が研究 して いることを広 い視野 で捉 え られ るよ うになつてきま した。
今後 も、担当業務 であるパ ネルの レンタル事業や物販管理、現地 ス タッフヘ の精神保健 の情報提
供な どの仕事 を通 して、 テ ラ ル ネッサ ンスを支 えていきた いと思 って います。精 一杯、頑張 りま
す ので、 よろ しくお願 い します。

N00に とって、現地 に信頼 できるスタッフがいるかどうかは、とても大きな問題 です。
レネッサ ンスのカンボジア事業 を担 つて くれて いる、頼 もしいスタッフを紹介 します。
テラ フ

2006年 4月 か らカ ンボジアにお いて

(特 活 )イ ンター バ ン ドのスタ

ッフ兼任 でクン チャイ氏 を現地 スタ ッフと して雇用 して います。彼 も
また多 くのカ ンボジア人 と同 じように、 1975年 から始まるボル ポ ト
政権下 や約 30年 にわたる内戦 を生 き抜 いてきま した。子 ども時代 には、
『 家族 は
クメール ルージュの子 ども兵 にされた経験 を持 つています。
バ ラバ ラにされ、友人 と逃れ たタイ国境 の難民 キャン プで もタイ国軍
兵士 に固 いブーツで足蹴 にされ た。毎 日爆弾 が落 とされ、多 くの人が
死んで いつた』 とも語 つています。 そ うした過去 の辛 い経験 を背負 い
なが らも、 バ イクタクシー や様 々な国際 NGOス タッフと して働 き、家
族 を養 ってきま した。 1999年 か らは (特 活 )イ ンター バ ン ドのプ ロジ
ェク ト コー デ ィネーター と して、常駐 の 日本人 ス タッフが不在 の 中、
除隊兵 士支援 プロジェク トをとりし切 つてきま した。あま り過去 を語 りたが らな い除隊兵 士が多 い
レネ ッサ
中、共感 できる体験 を持 つ彼 には心 を開 く者 も多 いです。 これか ら今 までの経験 をテラ フ
ンスの活動 にも役 立てて欲 しいと思 つています。

口,現 ￨〜 9月 ￨,予 定

★は■般参加可のイベシトです

★08月 04日 (金 )講 演 :と よなか人権文化 まちづ くり協会 (大 阪)
★08月 05日 (土 )講 演 :10代 を真剣 に考 える 1日 (東 京 )
☆08月 06日 (日 )講 演 :(社 )名 古屋青年会議所 (愛 知)
★ 08月 21日
☆08月 23日
★08月 24日
★08月 26日
★ 08月 28日

)放 送 :NHKラ ジオ 「ラジオ深夜便」
(水 )講 演 :立 正 佼成会沖縄教会 (沖 縄 )
(木 )講 演 :小 規模作業所 なん くる (沖 縄 )
(土 )講 演 :元 気倶楽部 (愛 知 )
カンボジアスタデ ィツアー
(月 )〜 09月 05日
(土 )〜 10日 (日 )
(月

NHK「 ラジオ深夜便」 に
理事長 が出演 します。4

0分 間 ですが、活動 を始
めたきっかけ、ウガンダ
北 部 の 様 子 な ど をお話

★09月 09日
出展 :松 緑神道大和山チャ リテ ィー バ ザー (青 森 )
☆09月 12日 (火 )講 演 :生 駒市小中学校教頭会 (奈 良)

します。放送 日は 8月 2
1日 深夜 1:00か ら。

NHKラ

☆09月 17日 (日 )講 演 :日 本 CLC(長 崎 )
☆09月 22日 (金 )講 演 :京 都市 立旭丘 中学校 (京 都 )
★09月 24日 (日 )講 演 :ハ ン ドベル (京 都 )

ジオ 第 一 放 送

で放送 され ます。

テラ ルメンチンズ主催イベンタヘのお問 ι吟 力せな
テラ・ルネッチンス事務万 (担当/鬼丸 森本)ま でお願 ι'ι ま九

一緒にテラ・ルネッサンス を造 っていきませんか (会 員募集)
レネッサ ンスは世界平和の実現 を目指す市民団体です。テラ フ
レネッサ ンスの趣旨に賛同
テラ フ
される方は、ぜひメンバー登録 をお願 い致 します。
レネッサ ンス主催のイベ ン トヘの優待 など
【
会員特典】 会報誌 「結晶母J等 の贈呈 テラ フ

会員
【
種別】

正 会員

賛助会員
フ ァ ン クラ ブ会 員

郵便振替

●正 会 員

30,000円 /年

●個人会員

3,000円 /年

● ジュニ ア会 員 (18歳 まで)

1,000円 /年

●団体会員

50.000円 /年

●理念 に賛同 し、月単位で継 続支援 され る方

1,000円

00950‑7‑133760

琴
翻黙
̲

又 、http://purehた ̲jp

『結晶母』は株式会社ピュアライフジャパン様の広告協賛で作られています

編集 後記 】 (事 務局 :森 本 の り子
【
前回、2ヶ 月に一度のペースで結晶母を出
)

すようにする、と言 つて おきなが ら、早速
守れませんで した。。
。今度 こそ、今度 こそ、
定期的に出せるように します。システムも
ばつち り整えま した。頑張 り志す

レネッサ ンス基金
テラ フ

加入者 名

FOt WttR岬

/月

!

【
編集・発行】
テ ラ ・ ル ネ ッサ ン ス
京都市伏見区深草池 ノ内町 523105
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本誌 は リサ イクルや地球環境 に配慮
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