１

かえた︒帑水をためゐタンク

﹁大水で疵れた橋をつくり

所と一回七十九の共同トイレ

建て直し︑晋五十︼一の共同台

今年六角に終わった一九九

ｉ八十軒の農家に設置した︒

えようといろ計画だ︒

をつくった︒四百並十びの道

小孝校の教屑を二つ造り︑・一

会︶が取り組んでいる︒衛生

七年度の堺業費はり八十Ξ万

路を舗装し︑胎原所づくりに

日本フォズター・プラン協

状態をよくしｊｌｉ盤を整

♂︵約一篇円︶︒四十の家を

薬局の股酸と違営も︑盟荘

だ︒小編模なかんがいホ業も

規勣の冥施にあたってプラ

のである︒

乞一アの晨村岡発では︑村

ンが心掛けているのは︑住民

を寄限した︒一一ｉにあたる

落ごとに住民開発委満会をつ

をま役にすることである︒

スラムの中に︑池喊の安住

﹁本の頻２そっくり︑専任

百の机とニ酉蚕人分の制服

が設立した貯蓄貸付組合の事

くらせる︒地域にとって何が

自忿袋そ何ができるかを徹

まで笛哩のか︑そのために

村の笹岡一貫答の委員

の司告を置いた・・・・・・﹂

長︑︒ピータームンガサさん

底的に嫌衿⁚︶てもらう︒そし

を売買してチ敗料をかせぐ小

てＮＧＯは︑地域では入手で

︵一六︶が︑この五年間の蔓Ｉ

登え上げ︑さらに付け加え

アム警﹂名づけてもいいくら

ち︑将来の姿を幽ら決定し︑

﹁地域の色民が一泡をも

る︒︒

ッシやトタン屋後を援助す

建築のノウハウと窓枠のサ

仕は怯︷の仕事︒ＮＧ︹︺は︑

干ほしれんが迫りや労力奉

校舎づくりを例にとれぱ︑

助するのだ︒

きない資材と資金と知識を援

た︒

いだ﹂

﹁新しい橋は︑スブラマ｡︲一

ンは支扱している︒金融の知

一一一・前までプランのメルー泌務

スブラマニフムなんは︑三

あっせんし︑貸付資金の一部

所長︒いまはケニア事務所の

一部に異動し︑この取材に同

行に︶でいた︒

単なる肪命令とはいえない

§ドぞいく︒これが援助の

ムンガサさん雲巣には︑

触しさが込められていた︒

︲ンパマ・・Ｉメント
︒

︵佳民への権限委譲︶の意味

核心であ否・・

です﹂

砺を向上させようとすれば︑

スさんは︑晋り酋った︒

責芭者スブハドラ・ベルベー

ヅランの東アフリカ地域の

このような事業がまず必要

カのよろ昼宕で人びとの生

思い浮かべがちだが︑アフリ

謁柄なダムや発電所の建設を

﹁間一筋﹂というと︑大

中部の町メルーから小型四

地域の将来像自ら決める

へ行｀た︒

︱｀のひとつ︑ムバランガ村

輪駆勣車で一時間ほど走り︑

明発卒業を迪めている︒

アでは︑九つもの凩で農村の

このＮＧＯは︑隣の圏ケニ

を補助している︒

合が蛾行と取引できるよらに

識をもつ彬﹁一考を驀成し︑組

めのグルフープづくりを︑プラ

このような小説模融資のた

を慨りるためだ︒

さな蕎売を始める︑その元手

デさん︵ｆ︶がやってきた︒綿

理附がある︒アセヂ・ウォル

も取りかかった︒

備し︑人ひとに生計の道を々

゛
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い支⁝ｙ純日のワンピーースをき

ＮＧＯＳ掻術指導で乾燥野菜づくり。農作iは?Eいてい女性
の仕事だ＝ケニアのニャングワ・ウェンダニ村で、岡田ａす
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水曜二百ほど難れた水送ま

肪りコンロが置いてあった︒

ゃん︵︵っほ︑エチオピアの貫
で汲みにいく︒

刄是︒その衣雫﹂は対照的

た人だ包が勝孚に住み箸い
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ビスラツトーカサフヽ・・・ンち

都アヂィスアペバのスラムに

り︑父双の行方は知れない︒

な︑人の﹁住まい﹂といろに

ピスラツトちゃんは︑よそ

このサぷヱ１１器のク女は︑

塞だ︒汚れた毛布が土間に歌
て︑ スラムはできた︒同根が

，

住んでいる︒母唇芒くな

祖母に引き取られ︑いとこた
は聳めすきる鼠︒私ばカメラ

た︒

そ構えることができなかっ

か温営じている︒
四人が住Ｕ家はハ堡ほどの

広さ︒入ったところが︑つく

いてあゐ︒夜ばだれかが寝る

カヤぷきで︑雨剤には水ぴた

尨方の農村などから出てき

のだろう︒頑 一球がひとつ下

しになるような９所がある︒

りつけの曝怠″ひとつある寝

がっている︒奥は台所で︑灯

っただけだ︒道路

トイレは一︸一き地に穴を徊り︑
枯れ草で一

は大きな石がごろごろしてＩ一一一
防率も入れない︒
このスラムの総合開発に︑
国 一ＮＧＯ︵非政府組織︶の

︵本部・哭国日日日本の窓口は

プ｀ｙン・インターナシヱル
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艮拙︑この券までエチオピア

…

こんなカヤぷきの家をトタン監桐の宣に咬栗ずるのも

……ﾀﾞa

の責任者をしていた伊勢崎賢

゛I?

関発扱助のひとっ＝ケニアのカブル目片で︑岡田子

治さん︵忿︶ただ一人だった︒

かわりに︑現地蔵呉を積極

じ包度の能力をもつ現地織鍋

的に登用ずる︒迪上国にも唾

を何人も嗜うこどができる︑

を進めることで︑狗ｘを吉一

現地のＮＧＯと淳一して亭菜

馬する地域の開発に優位

されるのではなく︑その柔囮

ける・綬管余はその子に盾

−

人︑圖随員は責任恭一人だ

こうした意識は︑田辺など

醤２μ杷応の給料を出す

るように︑との配慮である︒

た後でも︑途上図が︷Ｈ立でき

派遣した︒国原ＮＧＯが去っ

寄唄︑スタッフＲ人を研修に

Ｇｏにコンピュ ︒ タ山谷を

トを結ぶ手紙などの陥訳を″

れる︒チャイルドとペアレヽ︒

八￡％が英国の本部に送会

人︒四十億円氾い年間収入︵

ペアレントは田富に約六七

千円︑年に六方円忿民ず

ター・プラン協会だ︒月々ｙ

なっていゐのが︑日本フ酋

日本で支援肴をＳる窓口

が報皆される︒

の成長・託録と堵城の開発訪

る︒ペアレントには︑子ど｀

現地のＮＧＯを育てるのも

けにしてしまった︒

国際ＮＧＯの役召︑と罰り切

の回懸回禎関にも︑日本政・

から︑多彩な人材が柵まる︒

るボランティアが全強弓一一一

り︑今年︑揺携している現地Ｎ

府の池１.回援助にも︑ほかの

メソビアさん叫英米の大学

といろのが摺⁝︷だ︒

同原ＮＧＯにも乖醇だ︒だか

と大手院で学んだあと︑ほか

んなことが踪こる︒

するプラン・ケーーアは︑職員

腐りしているテスファイ采

だ︒エチオピアの組織を切り

ンツは︑札幌に住む＝︼郎５

のビスラツトちゃんのペアに

きのろ紹介したエチオ堪

百人もいる︒

が二百五十人で︑うち外ａ人

ん︑淑子さん失脚だ︒十一″自

前から問け︑い塞一入ａ ＩＳ

クレさんは︑航空公社勤務の

は四人︒これに対して︑別の

ＮＧＯのエチオピア事務所

は︑十備円ほどのぶ莱をする

︷圖陥に襲名な分母ｚ自

ぃぃ

所の一一 一を受け︑年々の堡

llきしているわけを︑純さ 回

このＮＧＯは︑チャイルド

4;}￨きちんとしているので︑︷

鴎こう一︲︲一一した︒

スポンサーシップという乎法

心して援助できる︒芋ど匂

の国のサラリーマンとしては

で資竟を集めている︒奨励ず

乎紙の９り取りをしてい｀

のに九百人もの磯貝を満い︑

る地域の家尼から子どもを選

汽繁情もわいてくるし︸ ＃

最高給の部類に入る︒

この方針を怨底させたの

が︑プラン・エチオピアだ︒

び︑光建国でその茎焉⁚︵フ

べ

ォスクー ペアレント︶を兄つ

外国人は十九大もいる︒

︵一ブル＝約十八円︶は︑こ

経験をもつ︒月収約五千ブル

年に士ユ億円ほどの琳柴を

の国際ＮＧＯで実績を喘ん

ら︑伊勢晴さんによれば︑こ

国際職員一人分の給料で︑同

萍な人別はいくらでもいる︒

， i,謬胴澗.i

皿&Ｓ

鰯

幹治
論説委員岡田

効率と自立考え職員採用
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！であゐ︒光琳国の人たち
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茜の地心一についたメソピアさ
んを︑別の㈲の買任者に披で
きしようとしたところに︑こ
のＮＧＯの新しい逐営馨勁
みてとれる︒過去十年ほどの
閲に︑﹁歴面体﹂から一
助の専門家集団﹂へ大きく変

て︑同じアフリカの？フウイ
からの寄付會″一︑できるだけ

強調されているのが﹁効

艮したのだ︒

国の貫任老に嘔遥いかと打
無駄なく途上国の人びとのた

l

﹃私︑尋遠の機登をのがし
ちゃったの﹄
アン・メソピアさん︵四四︶
が︑ちょっと残念そうに打ち
明け応︒
慧忌︑国際ＮＧＯ︵非政
就職︶︑プラン・インタフ
ナショナルのケニアにある環

砂忌好だ︒しかし︑二人の

のに箇︒一︒そのためにリスト

脇侭斟の所司今年になっ・

子ｇぷ石つシングルマザーー

圖畷咎ほ︑商い聴力が

うのあらしが啄いた︒

いま善忿毬ずることはでき

で︑下の孟笛だ小孝生だ{}

要懲汎る︒必裂なのは︑開
発についての知識よりも︑人
事︑羅︑顎︑蔚折衝な
どをふくむ﹁死霊﹂の摘力で
ある︒
国鰐随一７ならない︒日
ぶはこのＮＧＯにとって第一︒一
の資余覇一出国だが︑日不入職
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ないと断ったＱ
４０回心堵歯で援助

括ｌ貳︶でいるづうン・イン
タ←ショナルでは︑約八十
人の厦器り価ぞ指揮を

とり︑四千八近い現地職員が

働いている︒
ケニアの男曇罵として畑
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杯︒こん茫彙でも︑スラム
の子どもたちには大切な一堂

歌声が︑聞意泥のあるメロ
りを指泌貝に教わっていた︒

塑で藍一二内勤物の木彫

に給料を払わなければ︒早く

賃‑Ｕ

﹁この出費は郷いわね﹂

ソマリア画還くでおこなっ

いまケニアのＡＥＦでは︑

ぶつけていたのだ︒

さんに意見や反論をはっきり

ＮＨＣＲ︶から巨額の助涙金﹂

造賊民高等弁務官事務所︵Ｕ

しかし︑日本の郵政劣や国

部長を引き受けた︒

求害をもってくる︒

﹁でも︑払わないわけには

ていた用瑞真が︑鱗管購入の

哨いて︑水道一眼を條現し

ンの拠点もこのまま継続でき

上︑閉鎖状摩にある︒ルーペ

ていた剱林などの事業が事実

うになる︒

つれて︑退官に疑問を抱くよ

を乖け︑事業を急拡大するに

いかないだろ﹂

承認を求めてくる︒

国枝さんはなお︑ナイロピ

陪せないでいる︒

れなかった︒

三年前に訴えたが受け入れら

だ事業規侠に縮小する﹃ぷ５︑

駆蔵の如刀や経験に見合っ・

にとどまっている︒新しいＮ

るのか︑現地の職員は不安を

その凶苫んが︑八月中四

こ５して休むひまもない一

日に哭然解豪された︒﹁労

ＧＯをつくり︑国際協力の仕

の寵吸入が二酉万円にも胸

日が過ぎでいく︒

働跨可証の発行がケニアの

事を桐けられないか︑模索す

︒だない小さなＮＧＯが︑今年

長およひ束アフリカ甕儒盛

する︒考えてみれば無謀だっ

所但厦いて九億円もの事業を

限翌カ国に十三の現地事務

﹁会員が三百五才入︑年間

入迢簒扁に拒否されきと

る日々だ︒

の放漫冊営および不正行為・・・

たのです﹂

﹁高等蔀は︑本部亭務局

いうのが理由だが︑本当の

⁝に対して抗議するととも

理由は迩らと周回はみてい

に︑考抑の解散を決定いたし

る︒

だった土井高徳・現会呉Ｉ︶

たが︑その互厚壽廟が高ま

の忌渇を中心に遊君されてき

十二日︑こんｇ︵お知ら竺

さん︵東京都町田市︶は今月

Ａ︷加東現物長の西方殺

いる﹄と西方さんは強端す

はきちんとした迦営をして

特殊な例で︑ほかのＮＧＯ

も二人の兄弟に集中していた

り︑九月までに瑶亭十六人の

だが︑日本のＮＧＯには︑

年に結成した︒その発想に共

元の商店主旨胎が一九八七

Ｑといえるのだろうか︒

全に頼っていて︑本当のＮＧ

い︒昏習器の大半を公的御０

−︱・ ｌｌＪＪｓＩＩ￥くｊｉｌ／
al戻を急に高めたところが劣に

この数年の間に助成金への佑

鳴して︑西方さんは理事や支

うと土井会蝸が呼ぴかけ︑地

たちに聊字虫菱房孤峰送る

ＡＥＦは︑ケニアの子ども

を関係者に廻？⁚︶た︒

その秘中で国粒さんは︑啓

ったＱ

うち十人が辞任する礁乱に陥

ＡＥＦは︑本部の事務局長

と︑アフ以冦域歪晏あず

ました﹂

﹁ＡＥＦは︑情報も戻定楷

を宝弁啓・現蚕豆菰９九︶

Ｍ;ｓ釦丿
稚園を頼みにしているｓナ.ｲロピのルーベンで、岡田写す

Ｆに卯わった︒
﹁夜警を頼んでいる警備屎

小切手を切って﹂と激昂が暁

う｡I

急拡大で運営に混乱

素

一 急５だ︑さいた︑チュー
一
垣根も外騰む卜ゐ５ぷきの

リップのはなが

併股霖れている職業訓練校

である︒・

ディーに変わったｅ
ｓ６Ｍｒ

かのぞくと︑がらんとした教

ケニアの首都ナイロビの郊
れた母親が︑咎護帰に診ても

・幼稚園今に私が入っていく
と︑子どを右の︼葵のいい

外ルーヽベン地区にあるスラム
らっている︒

ｎＱａ９１蓮

の一角︒日本のＮＧＯ︵非政

4︲人を超す職員を恒って道心一

教師︑慧謳︑遠堅石五

会︵ＡＥｆＨ⁚本部・北九州

にあたっているのは︑甕爾︷

府組織︶アフリ座爾基金の

市︶の活動の粕索︒
ここには︑幼稚胃か″︷示学
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