ブラジルから CARA A CARA

「CARA A CARA」（カーラ・カーラ）は
ブラジルの言葉で「顔と顔」という意味です。

パライーゾ農園の夢
「自分達が作ったコーヒーを日本の人達に飲んでもらいたい！」

スリランカと日本をつなぐフェアトレード・マガジン
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●フェアトレードについて

先進国と発展途上国の間で行われる貿易は、搾取や劣悪な生

産環境、児童労働など様々な問題を抱えているものが少なく

ありません。
それに対しフェアトレードは「公正な貿易」
を意味

します。生産者に適正な賃金や報酬を支払ったり、
また労働や

～「すずきさんちのコーヒー」でおなじみ鈴木功さんのブラジルコーヒーだより

雇用の機会を生みだすことで持続的にものづくりが続けられ、
暮らしが向上するよう支援します。私たちは、現地の生産者と
直接交流を深めながら、
ともにものづくりを行っています。
ブ

パライーゾ農園は、鈴木功さんが1987年、妻の真理子マリアさんと結婚直後に独立、２人で開拓した

「ラッサナイ」はスリランカの言葉で「美しい」を意味します。

コーヒー農場です。信念を貫き、苦労の末、JAS有機認証を取得するまでになりました。2002年、ブラジ
ル有機コーヒー栽培者協会会長のイバン氏と出合ったことで、スズキさんはコーヒーの有機栽培を決断

ランド化や一時的なブームに終わらない、現地に根ざした「本
当のフェアトレード」
を進めていきます。

し、2005年にはブラジルで一番難しい有機認証も得ました。
農園は、ミナスジェライス州パラカツ郡にあります。ブラジリアの東南、直線距離で約130km、ブラジ
ル中央高原の一画です。スズキ夫妻の長年の夢は、自分達が作ったコーヒーを日本の人達に飲んでもらう
こと。その夢が20数年の歳月を経て実現され、たくさんの日本人に飲まれるようになったのです。

収穫シーズン間近！ コーヒーの実が色づいています。

スズキさんのモットーは、どんなときも「ありがとう」と必ず口にすることです。一千万回を目指して
います。トラクターを運転している時も、車を運転している時

良い豆ができ、
収入も増えて
サントーサイ
（HAPPY）です！

も、一人でいる時も「ありがとう」と。
スズキさんは、また、大切に育てたコーヒーには、クラッシッ
ク音楽を聞かせ、収穫後も倉庫で眠らせ40日間熟成させている
間、音楽で満たします。モーツァルト、ベートーベン、バッハ
…、他にも、癒し系の音楽、アルファ波、シータ波などを出す音
楽も聞かせます。それらが、スズキさんと農園中の植物や動物た
ちを一体化させ、美味しいオーガニックコーヒーを生み出してい
るといえましょう。
この４月におこった熊本地震では、自分のことのように心配さ
右／これ何本？たわわに実ったバナナとスズキさん。左
／パパイヤの仲間「マモン」。「バナナといい、マモン
といい、ここではなんか全部超大型になってしまうよう
で、パワースポットに嵌ってしまったので しょうか？」
とスズキさん。

Lassanaiでは、今後
スリランカ以外のフェ
アトレードコーヒーも
ご紹介していきます！

コーヒー生産者の、ロジャーソンガマ村のサンタさん

れ、コーヒーを支援物資として送って下さいました。一杯のコー

（左）
とラヴァナゴダ村のサラットさん
（右）。

ヒーが「ホッとする時間となり支援活動の活力となる」と。

熱帯の植物に囲まれたジャングルのようなところに、生
産者の家があります。

（文／JFTC理事・明篤館館長 宮田喜代志）

スリランカコーヒーの収穫シーズンは、毎年9月〜12月頃。収穫シーズンに向け、少しずつコーヒーの実がなり、赤く色
づいてきています。

生産者の顔が見えるコーヒーを特別にご紹介♪

●スリランカコーヒー（豆・粉）
先着50パック限定を、カフォガオリ
ジナルパッケージでお届けします！

200g
1050円（税込）

●ブラジル
すずきさんちの
コーヒー（豆・粉）

200g
1050円（税込）

スリランカコーヒーが育つのは、標高の高い山奥の村。熱帯フルーツやスパイスなどが生い茂るなかにコーヒーの木
もあります。多種多様な植物や生物が共存する森の土壌はとても豊か。
だから農薬や化学肥料も使う必要がありません。
高品質のコーヒー豆が育つには、
まさにうってつけの環境なのです。
現在、
スリランカコーヒーの現地法人「カフォガプロダクツ
（KafogaProducts）
」
で生産や加工に関わる人は200名を超
えています。
コットマレー・ロジャーソンガマ村のサンタさんと、
ラヴァナゴダ村のサラットさんの2人が生産者グループの
リーダーです。
それぞれの村には10数軒のコーヒー農家があり、
サンタさん・サラットさんの2人が生産者グループをとり
まとめています。2015年にとれた豆について、２人とも
「とても質の良い豆ができた」
と喜んでいました。
コーヒー栽培が
始まったことで村人の収入も増えています。丹精こめて育てたコーヒーを、
日本の消費者が「おいしい」
と飲
んでくれること。
それが、生産者たちの何よりのモチベーションになっています。
スリランカにはこれまでコーヒーを飲む習慣がなく、
ホテルやカフェで出されるコーヒーも外国産
だったり、
スリランカ産であっても質の良くないロブスタ種のコーヒーがほとんどでした。けれど、
カ
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◎掲載の価格は消費税込の価格です。
◎商品のご注文は、同封の注文用紙に

てご注文ください。

フォガで上質のアラビカコーヒーの生産が始まってからは、
スリランカ国内でも質の高いコーヒー
豆に注目が集まってきています。
日本への輸出だけでなく、今後はスリランカ国内に普及させてい
くのが、JFTCとスリランカコーヒー生産者の目標です。
今年、
スリランカでカフォガブランドオリジナルデザインのパッケージも
できました。
この袋にコーヒー豆を入れ、
スリランカ国内で販売します。

多くの皆さまのご支援に感謝します。

熊 本 地 震に寄せて・・・・・・

がんばるばい熊本！仮店舗で元気に営業中！

2016年4月14日および16日に震度7が連続して発生した熊本地震。熊本・大分の甚大な被害は世界の国々に

●カフェ・ナチュラルコーヒー

も衝撃を与えました。多くの国から励ましの言葉や物資が届き、被災者支援への大きな力になりました。南阿蘇
には、
スリランカから、避難者のために歯ブラシ2000本以上が届いたそうです。
ここ熊本とは特に縁の深い、
スリランカのコーヒー生産者の皆さんからも、温かいメッセージが届いていま
す。
この10年、JFTCとともに歩んできたルワン・バスナヤカさんからのメッセージを紹介します。

熊本地震に心を痛めています。
−−カフォガコーヒー開発コミュニティ スリランカ
数百年前、
スリランカは世界的なアラビカコーヒー生産のパイオニアで、
当時大英帝国植民地時代のコーヒー愛
好家のために年間5万トンのコーヒーを生産していました。
スリランカコーヒーの持つユニークな特徴、
固有の風味
と香りのため世界的な名声を獲得していました。
ところがシナリオ通りにはいかず、不幸にもコーヒープランテー

熊本地震で、
スリランカコーヒーを取り扱うカフェ・ナチュラルコーヒーも大きな被害を
受けました。崇城大学前で開店準備中だった新店舗がオープンを目前に倒壊してしまい
ました。
これからどうすれば良いのか、一時はお店を諦めることも考えましたが、お店のシ
ンボルツリーでもあったコーヒーの木が実をつけたまま無事だったのを見て勇気づけら
れ、再開を決意しました。
クラウドファンディングで再建資金の一部を募り、多くの皆さんのおかげで目標金額
200万円を達成しました。現在は旧店舗の跡地に、
プレハブの仮店舗を建て、焙煎やコー
ヒーの発送作業を行っています。今はテイクアウトのコーヒーが中心ですが、今後は、オー
プン・カフェスペースも少しずつ整えていく予定です。
また、復興マルシェや熊本城復興チャリティイベントなどにも積極的に出店し、
スリラン

ションを襲った病気の発生により、1886年には、世界市場からこの美味しい飲み物が姿を消します。
その後、病気

カコーヒーをはじめ、オーガニックやフェアトレードのコーヒー、
スリランカ雑貨などを販

に負けず生き延びたコーヒーの木は、世界でも有名な原生林地帯、
キャンディフォレストガーデン丘陵地帯に残っ

売しています。

ています。
またこの森には、
ブラックペッパー、
シナモン、
ナツメグ、
ココア等の独自のスパイスが育って森を豊かにし

この地震で熊本城をはじめ、多くの観光名所が被災してしまい、熊本の産業・経済にも

ており、
スリランカは最高品質のスパイス産地としても有名です。
この地域は、
スパイスで生計を立てている国内の

大きな影響が出ています。熊本一丸となって、前を向き、希望をもって復興への取り組み

主要農村地域で、
スパイスは現在、
スリランカの農業収入の5％を占めています。

がすすんでいます。

そんななか、
1972年、
スリランカ政府はスパイスとコーヒーを開発する部局を新しく設立しました。
しかし、
2005
年まで、
コーヒーには市場機会が訪れることはありませんでした。
そのため、
農村ではコーヒーの収入はなかったの

ナチュラルコーヒーの新店舗オープンの目標は来年２月。
これまで以上に地域の方が
集い、語り合える憩いの場を作っていきたいと思います。

です。

写真上／地震で倒壊してしまった新店舗。
中央／現在は旧店舗跡地の仮店舗で営業しています。

2005年、
社会事業団体である日本フェアトレード委員会が、
スリランカの歴史書に記録されているコーヒーの香り
にたどり着き、歴史に埋もれていたコーヒー産業の復興への第一歩を歩み始めました。尊敬すべき清田和之氏の
率いるJFTCは、貧しい農村地帯の社会的、商業的、環境的、経済的側面からスリランカにおけるコーヒー産業の開
発の可能性、
また同時に、
日本のコーヒー愛飲家のために神聖な飲み物を提供できる可能性に気づきました。
2007年、JFTC、JICA、
スリランカ政府農業輸出局が連携して、高度1000メートルの中央丘陵地帯でのコーヒー
産業復活プロジェクトを開始しました。
コーヒー産業の下、現在約100件の貧しい家族がその恩恵を受けていま
す。
農家では世界水準のコーヒーを生産し、
立派な収入を得ています。
「カフォガ
（Kafoga）
」
が、
この社会プログラム
で開発された中心的ブランドです。新規雇用の機会として、
コーヒー生産、収穫、加工、選別、市場輸出、
レストラン
経営に携わる人々がこのプロジェクトに加わっています。
今や、
日本の技術を取り入れたカフォガコーヒー文化が、
スリランカの歴史の中で新しい時代を迎えています。
ところが、
熊本地震の被害がJFTCグループにも影響を及ぼしたことを聞いて、
このカフォガコミュニティ数千人の
住民は驚愕しました。
コーヒー愛飲家を含む日本のパイオニアが直面している悲劇についてショックを受け、驚い
ています。
私たちは、熊本の人々が復興へ向けて元気を取り戻されるよう祈っています。
また、みなさんが心の休養
のためにスリランカへ来ることを、心から歓迎します。
スリランカには、人々、
自然、宗教、文化という豊かな力があり
ます。
皆さんは、多くのお金をかけずとも、打ちひしがれた心を癒すことができるのです。
私たちは、喜んでお手伝い

From

Sri Lanka

大災害を経験した熊本とスリランカだからこそ、
互いに支え合っていきたい。
Kafoga Products ディレクター 清田 朋子

熊本地震が起こった翌月の５月中旬、
スリランカも大変な災害に見舞われました。
３日間続いた豪雨により、
スリランカ全
土で洪水や地滑りが相次ぎ、
100人以上が亡くなったのです。
4000以上の家屋が倒壊・損壊したともいわれています。
コロンボに住む私の知人女性Mさんも、
氾濫した川の水で家の１階が浸水し、
しばらく親戚の家に避難していたそうです。
水が引いてから家に帰ってみると、
台所用品や洋服などすべてダメになってしまっていたそうです。
玄関のドアが水を吸って
膨張し、
閉まらなくなってしまったため、
家を留守にすることができず、
24時間防犯に気をつけなければならなくなりました。
豪雨後のコロンボ市街はゴミもすごく、
衛生面が悪化したためか、
Mさんや家族はおなかを壊したり、
感染症で足がふく
れあがってしまったそうです。
私が住んでいるマータレは被害はほとんどなかったため、
何か支援したいとMさんに洋服を持って行って、
とても喜ばれ

します。
JFTCが築いた歴史的レジェンドとしてのカフォガは、
これからもずっと幸福と悩みを分かち合うための懸け橋と
なります。

ました。
マータレ付近のコーヒー生産者も皆無事ですので、
日本の皆さんはどうぞ安心してください。
熊本地震のとき、
私はスリランカにいたのですが、
たくさんのスリランカの人たちが自分のことのように心配してくれ、
「家

スリランカ ルワン・バスナヤカ Ruwan Basunayake (農業理学士、
環境森林学理学修士)

族は大丈夫？」
と気づかってもらい、
大きな支えになりました。
大変な自然災害を経験した熊本とスリランカ。
国と国、
人と人、
コーヒーを通してつながり合っている私たちがよりいっそう絆を強くし、
互いに支え合っていくことが大事だと感じました。

