２００７年、支援国を訪ねて
ユニフェム日本国内委員会は、ラオス・ハンディク
ラフト事業、カンボジア・HIV/エイズと共に生きる女
性連絡会（CCW）への支援を、２００５年、２００６年と
行ってきました。このたびユニフェム日本国内委員会
では、２００７年に創立１５周年を迎え、これを記念し
て２００７年１０月３０日～１１月７日の９日間、支援し
ている国々の視察を兼ねるスタディツアーを実施いたしました。

ユニフェム国内委員会拠出金
ラオス・ハンディクラフト事業
2005 年 39,697.74 ドル
2006 年 10,102.00 ドル
カンボジア・HIV/エイズと
共に生きる女性連絡会（CCW）
2005 年 35,189.50 ドル
2006 年 25,271.31 ドル

日本

中国

ミャンマー

ラオス
●

ビエンチャン

タイ

ベトナム

カンボジア
●

プノンペン

各国の人口(単位:万）
日本
12,776
カンボジア
1,448
ラオス
578
タイ
6,346
ベトナム
8,248
ミャンマー
5,010

ラオス・ハンディクラフト協会（LHA）は、国
内の零細家内工業者に様々な指導を行なっ
ています。また、毎年見本市も開催し、支援
金はこれらの事業に充てられています。今
回の視察では、見本市とユニフェムが支援
している、首都ビエンチャン郊外のパクテア
村を訪ねました。
カンボジア・HIV/エイズと共に生きる女性
連絡会（ＣＣＷ）は、２００６年プノンペンで、１
０日間の縫製技術訓練をユニフェム日本の
支援金で行ないました。今回、CCW が設立
に協力した、ＨＩＶ女性たちのためのモダンド
レス縫製工場を見学しました。

■ パクテア村訪問
パクテア村のユニフェム支援の
看板
支援先のパクテア村はビエン
チャンの北６４キロのところにあ
り、サンソン郡のなかでも最も貧
しい村の一つです。人口５３３
人、１０５家族が暮らしていま
す。

パクテア村の寺
寺の建物は壁もなく、雨露を
凌ぐだけの簡素なものでした。
私どもとのミーティングには、
村長はじめ３０名程の村人たち
が集まりました。

村の女性たち
ハンディクラフト協会の指導
で、生産も製品の質も向上し、
生活が楽になり、子どもたちが
病気になっても病院にいけるよ
うになったそうです。
赤ちゃんも一緒に参加しまし
た。

蚕棚
日本では少ない黄繭を育てて
います。わたしたちが普段見て
いる白い繭より小ぶりです。
繭を育て、糸を取り、はた織
と、全てを家内工業で行ってい
ます。

繭を煮ながら糸を引き出す
土間の七輪に掛けた鍋で煮
ながら、数本の糸をフォークを使
って取り出します。

糸を数本とっての撚糸作業
はた織機や糸巻き車など、道
具をつくるのは男性の役目で
す。
男性たちが作った糸巻きの道
具を使って、糸を撚っているとこ
ろです。

● パクテア村訪問で

サンソン郡庁舎のミーティング
ハンディクラフト協会の支援
で、パクテア村がどのように変
わったかを聞きました。今では
支援プロジェクト成功例として、
他からも見学者が訪れているそ
うです。

パクテア村の子どもたちと交流
子どもたちへのおみやげは、
サッカーボールとバトミントンセ
ットです。一緒に『幸せなら手を
たたこう』を歌い交流しました。
お返しにラオスの『独立の歌』を
歌ってくれました。

村の絹製品販売所で買い物を
するユニフェム会員たち
村には製品の販売所もありま
した。電気もない暗い部屋なの
で、会員たちは窓際へ商品を持
っていって、品定めをしました。

■ ラオス ハンディクラフトフェスティバル見学

国際見本市会場
アセアン加盟を機に、国際空
港と国際会議場を整備。ひとき
わ大きく立派な建物です。

国際ハンディクラフト見本市
開会式
入り口前の特設会場には政
府の高官も出席。笙の演奏で始
まった開会式は、外国からの賓
客も交え盛大に行なわれまし
た。

今年のグランプリ受賞者は
パクテア村のムイさん
ユニフェムの支援先からグラ
ンプリが出たことは喜びです。
授賞式に出席するための費
用も支援金でまかなわれまし
た。

見本市会場内の風景
１ブース１０平方メートルぐら
いのものが、１００以上もありま
した。
生産者や製作者が、それぞ
れのブースの前に立って販売し
ていました。

はた織の実演中
会場内では、製品販売以外
にも、実演コーナーがたくさんあ
りました。
これは、腰機と呼ばれる織機
の実演です。

全国から集まったハンディクラフトの展示品の数々
絹織物、綿織物、木工・竹細工品、銀製品などが、全国から集められていました。

● ハンディクラフトフェスティバルで
ハンディクラフト協会名誉会長と
会長を交えた昼食会
ラオスは米が主食で、色々な
種類のもち米を作っています。
竹のざるで蒸したものを手で握
って食べます。
ピリ辛の野菜と一緒においし
くいただきました。

ガラディナー会場
見本市会場の２階で、夜ガラ
ディナーパーティーが開かれま
した。
大会場は１０００人以上入る
規模で、丸テーブルを囲み大変
な盛り上がりでした。

ファッションショー
パーティーのハイライトは、フ
ァッションショーです。プロのモ
デルも、子どもも、学生も、一般
の人も、そしてユニフェムの会
員まで出演しました。

■ カンボジアＨＩＶ/エイズと共に生きる女性連絡会（ＣＣＷ）
カンボジアでは現在５７,５００
人もの女性が、ＨＩＶ/エイズを抱
えて生活しています。ＣＣＷはユ
ニフェムが中心になって立ち上
げたパイロットプログラムです。
ＨＩＶ陽性女性の経済的自立支
援と社会的差別の排除を目的と
した全国ネットワークを構成して
います。ユニフェム日本はＣＣＷ
に支援金を送っています。

CCW コーディネーター、ファロジンさん

ＣＣＷの活動
各地でワークショップを開催し、コミュニティレベルの
ネットワーク作りを行っています。ワークショップではＨＩ
Ｖ/エイズについての情報を提供し、偏見・差別などの
社会の軋轢に対処し、生きる力を生み出すようにして
います。また一方では生計を立てるための技術訓練、
就職、起業などの相談活動も行っています。２００７年
には地方に１２、プノンペンに１６のネットワークを作
り、エイズの治療と啓蒙活動を行うと同時に、リーダー
の能力開発や教育を行っています。

支援金の使われ方
職業技術トレーニングとして、「初心者向け縫製技
術講習」を実施。２９名が受講し、ＨＩＶ陽性女性のみで
運営されている「モダンドレス縫製工場」で働いていま
す。各地で開催するワークショップの費用（会場費、参
加者の交通費、宿泊費）、職員の人件費などＣＣＷの
経費にも使われています。
CCW ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ、モニーさん

■ CCW モダンドレス縫製工場
裁断風景
ここでは、「初心者向け縫製
技術コース」を終了したＨＩＶ陽
性の女性たちが働いています。
製作中のバック用布地の裁断
をしています。

１７台のミシンが設置された
縫製室
三角巾をかぶり、マスクをかけ
た女性たちが黙々と縫製作業を
しています。
ミシンは中古で１台２００ドル、
ＵＮＤＰ（国連開発計画）の支援
で２０台購入。

彼女たちは１年間で裁断・縫製が一応できるように
なるそうです。

技術的にもっと
難しいものへチャ
レンジしたいと考
えているとのこと
です。

出来上がった布製バック
２０人で１日に１００個作るそうです。
注文はタイ、スリランカの NGO からコン
スタントにあり、注文者が布とサンプル
を持ち込んでいます。

モダン縫製工場のリーダー
「ここで働いている女性たちはもともと縫製工場で
働いていた女性と、『初心者向け縫製技術コース』
を受講した人たちです。１日８時間（土曜日は４時
間）働き、初心者の給料は１ヶ月５０ドルです。健康
面では現在、問題はないが体調が悪いときは薬を
飲むようにしていて、薬は無料で支給されます」と
話してくれました。

縫製工場で働くメンバー
昼食に出かける彼女たちの
元気な笑顔。
仕事は面白いし、生活も良く
なってきたので続けて働きたい
との声。

■ ユニフェムカンボジア事務所

ここでは、①ＨＩＶ／エイズ、②ＣＥＤＡＷ
（女子差別撤廃条約）に関する事項、③移動
労働者問題、の３つのプログラムを実施して
います。

①ＣＣＷのネットワーク作り、モダンドレス
縫製工場の立ち上げに協力。②若い女性が
ＣＥＤＡＷに関心をもつよう、パイロットプログ
ラムを作成。③移動労働者に出国前の準備
プログラムを作り、研修を受けるよう広報し
ている。と語るスタッフのみなさん。
■ カンボジア厚生省大臣を表敬訪問
厚生大臣、ヌト・ソコーム氏はまず、ユニフ
ェムと日本政府の支援に敬意を表されまし
た。その後話はエイズに移り、「感染者は減
少しているが、妊婦の罹患率が２％と高く、
母子感染をくい止めることが急務である」と
話されました。
■ カンボジア女性省大臣を表敬訪問
大臣のイン・カンダ・パヴィ氏は､「５カ年計
画に基づき､女性の教育､法的権利の推進､
妊婦の健康やＨＩＶ/エイズの治療に取り組ん
でいる」と語られ､現状は「男性が内戦で死亡
したり､外国へ働きに行くので､３０％の家庭
が女性が世帯主で､経済的､社会的発展は
女性の肩にかかっている」と話されました。

■ カンボジアにおけるその他のＮＧＯ
ＨＣＣ（子どもヘルスケアセンター）
１９９８年設立｡若い女性や子どもが人身
売買や風俗産業に転落しないよう改善をは
かり､現在６０名を収容｡１５歳以下の収容者
には学校教育を行い､１５歳以上の収容者に
は美容､はた織､縫製などの職業訓練を行っ
ています｡と語る代表のテリーさん（右端）｡
ＣＷＣＣ（カンボジア女性救済センター）
女性グループによって１９９７年に設立。Ｄ
Ｖ、人身売買、レイプの解決を目標に、２００
７年の６ヶ月間で３５０人の被害者を救出。Ｄ
Ｖ防止と救済トレーニングコースには男性も
参加し、男性の怒りを鎮めるポスター作成な
ど、男性を巻き込んだ活動を行っている。
■ 東・東南アジアユニフェム事務所
事務所はバンコクの国連ビル内にあり、
地域９カ国の援助計画の策定を担当してい
る。担当部門別に個室が並び、個室前の廊
下のオープンスペースにはデスクが置か
れ、スタッフの仕事場となっている。

ラオスの織物ついては「第２段階に入るの
で質の向上、市場開拓に取り組みたい」、エ
イズ問題では「カンボジアと同様、タイ、中
国、インドネシアでもネットワーク支援を行い
たい」と語る事務所長のジーン・ドゥクーナさ
ん（左列中央）。

行

程

記

録

行程の時間は現地時間 ： タイ、ラオス、カンボジアとも日本時間の－2 時間
月 日

時分

行程

10 月 30 日（火）

08：45

成田国際空港 集合

10：45

成田国際空港

14：55

スワンナプーム新国際空港（バンコク） 着（大阪発、福岡発各グループと合流）
″

20：00
20：55

発（定刻通り）
（バンコク） 発（定刻より 25 分遅れ）

ワッタイ国際空港(ビエンチャン) 着

（伊藤さんのバゲージ不着トラブルあり
⇒翌々日到着）

10 月 31 日（水）

22：50

″

23：00

ラオプラザ ホテル 着

08：00

ラオプラザ ホテル 発

09：55

サンソン郡絹生産地区 着

10：00

会議室で副官房長官他と会見

11：30

同上会場前 発

12：00

パクテア村 着

12：10

ボックスランチ昼食をはさみ、絹生産の村人と会見交流
14：50～15：30

11 月 1 日（木）

発

バス移動
ラオプラザ ホテル泊

撚糸、蚕の見学 絹織物買い物

*雨の悪路対策トイレタイム

15：35

パクテア村 発

18：50

ラオプラザ ホテル 着

19：30

ホテル夕食 その後 20：30～21：00 打合せ

08：50

ラオプラザ ホテル発

09：00

開会式典開始

09：10

ＩＴＥＣＣ ラオス・ハンディクラフト・フェスティバル会場 着

10：00

構内見学とショッピング

12：00

昼食 関係役職員と会食

13：15

ファッションショー出演者 6 名ドレス合わせ

13：45

ＩＴＥＣＣ会場 発

13：55

IＶ-Ｊapan（冨永さんの事務所） 着

ラオプラザ ホテル泊

14：10～14：30 手工芸品ギャラリーへ移動し土産品選び、
14：40～15：20 ＩＶＪの職業訓練所等見学
15：23

ＩＶ-Ｊ 発

→

17：45

ホテル発 →

15：35
17：50

ホテル 着
ディナー＆ファッションショー会場 着

到着後ショー出演者準備開始

11 月 2 日（金

18：30

ディナー ショー

21：00

会場発

09：00

ホテル発

10：00

ワッタイ国際空港 着

12：10
13：05
13：20

現地出席者との交流

→ 21：05 ホテル着

ラオプラザ ホテル泊

バスで市内の仏塔タートルアン、凱旋門を各 15 分程見学し空港へ

″

発 （定刻 11：20 より 50 分遅れ）

ルアンプラバン国際空港 着 （定刻より 65 分遅れ）
″

発

バスでルアンプラバン市内レストランへ移動

13：45
17：45

11 月 3 日(土)

レストラン 着
″

発

ホテル内夕食

08：00

ホテル グランド(ルアンプラバン) 発

09：30

ルアンプラバン国際空港 着

12：20

その後全員の自己紹介～21：20

″

8：15～9：15 王宮博物館を見学後空港へ

発

″

発

12：50

レストラン 着

13：50

レストラン 発

バス移動

～13：50 昼食
→ 14：10 アンコールワット 着

14：20～16：00

アンコールワット見学観光

16：25～17：35

遺跡を丘の上から夕日観賞

17：45

アンコールワット 発

18：00

アプサラ・アンコール ホテル 着

19：00

アプサラ・ディナーショー ～20：30

05：15

アンコールワット 朝日観賞

07：00

ホテル 帰着

09：00

10：00 まで全員ロビーでミーティング

12：00

ホテル発

12：10

レストラン 着

13：25

16：00 まで アンコールトム観光

16：00

～17：20

お土産店街ショッピング 後、バス移動

18：00

～19：10

中華レストランで夕食

19：15
19：35
21：10
21：50
22：10

ホテル グランド泊

シェムリアップ国際空港 着

12：40

11 月 5 日（月）

→ 17：５５ ホテル 着

19：30

10：35

11 月 4 日（日）

13：50～15：00 昼食 食後、レストラン近くの市街見学

アプサラ・アンコール ホテル泊

(ホテル残留 5 名)
後、12 時まで自由行動

バスで中華レストランへ
昼食 ～13：20

レストラン前 発
シェムリアップ国際空港 着
″

発

プノンペン国際空港 着
″

発

22：30

プノンペン ホテル 着

プノンペン ホテル泊

08：30

ホテル 発

09：00

ユニフェムカンボジア事務所 着

09：00

10：40 まで 同上

10：45

事務所 発 → 11：05

11：45

縫製工場 発 →12：05 ホテル 着 （各自昼食）

午後

担当 3 グループに分かれ各車で訪問

会見
モダンドレス縫製工場 着

見学

ＨＣＣ・・・・・13：15 ホテル発～18：00 帰着

11 月 6 日（火）

ＣＷＣＣ・・・14：00

″

～18：00 ″

大臣・・・・・・14：00

″

～18：00 ″

19：00

ホテル内夕食

07：15

プノンペン ホテル 発

プノンペン ホテル泊

07：55

プノンペン国際空港 着

09：50

″

10：45

スワンナプーム国際空港(バンコク) 着
″

12：00

発

12：45

国連バンコク事務所 着

13：35

15：00 まで東･東南アジアユニフェム事務所内見学後、事務所長等とランチ会食、交流

15：20

同事務所 発

15：50

ジムトンプソンの店 着

17：00

入室手続き約 30 分

（ＶＩＰ通過のためバス回送遅れ）

″

買物 ～17：00

発

18：00

バスを降り渡し船 3～5 分で レストラン 着

18：10

19：45 まで 夕食

19：55

渡し舟を降り バス 発

20：45

スワンナプーム国際空港 着

24：10
11 月 7 日（水）

発

″

東京（成田）行、大阪行、福岡行 に解散

発 （定刻より 1 時間遅れ）

07：45

成田国際空港 着 （定刻より 15 分遅れ）

08：10

空港内バゲージエリアで東京グループ解散

