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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

私はスリランカでスリランカ人の若いメンバー達と一緒に

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

仕事をしています。皆Kafoga Coffeeの国内、海外へ向けての

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、

販売に一生懸命に頑張っています。Kafogaで仕事をしている

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

スリランカ人にとっても、
スリランカコーヒーの歴史、背景を知り、仕事が

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

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

「ラッサナイ」はスリランカの言葉で「美しい」を意味します。

好きになることが大切な様です。Kafoga Coffeeを多くのスリランカ人、外国人に飲んで

当のフェアトレード」
を進めていきます。

もらえる様になる事が皆の目標です。
コーヒーの生産地では、品質の良いスリランカコーヒーを作っていけるように日々努力しています。
私自身もなるべくコーヒーの生産地に足を運び、生産者と話をする事に努めています。生産者からはコーヒー

コーヒー
が
クトの芽
プロジェ
育って
ぐんぐん
います！

を育てる上での苦労話などを聞くこともあります。
スリランカの生活の中で学ぶこともあります。
スリランカではどこの家庭に招かれても紅茶、バナナ、お菓子
が出てきます。
スリランカの人々はどんな時にでも笑顔で接してくれます。Kafogaでも、お客様にはスリランカ
コーヒーとジャガリ
（ハクル）
とお菓子を出す様にしています。
自然とスリランカコーヒーの話も弾みます。
※写真はスリランカのおもてなしの数々。
スリランカの伝統的なスイーツやフレッシュジュース、
ケセル(バナナ)等々..

■甦ったスリランカコーヒーの深い味わいをお試しください
スリランカコーヒー 各1050円
●商品番号001
シティーロースト
（中煎）200ｇ／豆

●商品番号002
フルシティーロースト
（深煎）200ｇ／豆

●商品番号003
シティーロースト
（中煎）200ｇ／粉

●商品番号004
フルシティーロースト
（深煎）200ｇ／粉
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日本フェアトレード委員会の本

(2015 年 6 月 1 日～ 7 日 )

日本フェアトレード委員会の、スリランカコーヒー復活の活動が本になりました。ぜひご一読ください。
●商品番号 005

140 年前、
「さび病」で全滅した
といわれるスリランカコーヒー。
しかしその裏側には、イギリスの
植民地支配と奴隷労働があった。
膨大な資料をひもときながら、ス
リランカコーヒー消滅の真実に迫
る 1 冊。2013 年刊。
清田和之 著
合同フォレスト

1728 円

セイロンコーヒーを消滅させた 大英帝国の野望
〜貴族趣味の紅茶の陰にタミル人と現地人の奴隷労働

スリランカプロジェクト 現地視察の旅

事務局・松生由紀子

２ ド委員会の JICA 草の根支援によるコーヒー生産工場ができて 1 年。コーヒーのパーチメント洗浄、
009 年 8 月、初めてコーヒー復活の記念すべき場所、ラバナゴダ村を訪問した。日本フェアトレー

●商品番号 006

幻のスリランカコーヒーを探して
10 年。やっと見つけたアラビカ
コーヒー、工場建設、植樹活動…。
世界のコーヒー取り引きの裏側か
ら ス リ ラ ン カ コ ー ヒ ー の 復 活、
フェアトレードの実践まで、まる
ごと詰まった 1 冊。2010 年刊。
清田和之 著
書肆侃侃房

1620

コーヒーを通して見たフェアトレード

円

〜スリランカ山岳地帯を行く

乾燥、選別作業用機械が入っていた場所には、横に保育園が併設されており、お母さんたちが安心して
作業できるようになっていた。セレモニーの終わりに、代表の女性がしっかりと話をしてくれたのを記
憶している。その頃から、政府のコーヒー苗無料配布は本腰に入っていった。
あれから 6 年。急速に経済発展しているというスリランカで、現地はどうなっているのか、縁あって
事務局スタッフとなった今、是非現地をこの目で確かめたかった。6 月 1 日夜 8 時過ぎコロンボ空港に
到着すると、Kafoga(*1) 社のスタッフが迎えてくれた。休みなしに車で走ること約 3 時間。もうすぐ到
着だと言う。にぎやかな道路から細い道へと左折すると、緑の中に家々がひっそりと並んでいる。暗闇
の中到着した場所は広い敷地にどっしりと 2 階建ての館が立っていた。
翌朝 5 時半、深い眠りから覚めて窓を開けると、ジャングルの中に家がある。美味しい空気を通して、

■発行：一般社団法人日本フェアトレード委員会 Lassanai 編集部

Lassanai VOL.7

TEL＆FAX 096-245-4545

◎商品のご注文は、同封の注文用紙にて

〒861-5521 熊本市北区鹿子木町98-4
Eメール lassanai2012@gmail.com
facebook

http://www.facebook.com/JapanFairtradeCommittee

2015年11月発行

◎掲載の価格は消費税込の価格です。
ご注文ください。

鳥のなき声、牛の鳴き声、遠くで祈りの声が聞こえる。今回私は、Kafoga 事務所に滞在した。日本の協
力で復活したコーヒーは、現地の人々に、どんな影響を与えているのか知りたくて、時間のある限りイ
ンタビューを試みた。以下はその一部である。

●Special Report
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スリランカプロジェクト 現地視察の旅

文章
Kafoga で働く女性シッタールさん。英語の先生の資格を持ち、きれいな英語を話す。
「私の人生のミッショ
ンは教師ですが、最初のステップとして日本の会社で働きたかった。会社を大きくして、今はローカル産
業だけれど、将来はグローバル産業になって、本物のコーヒーを世界の多くの人に知ってもらいたい。」
仕事は、同僚で一緒に入社したマーネルさんと、「チームスピリット」で進めている経理マネジャーだ。
身に着けているポロシャツは、彼女たちが中心になってデザインした。背中のロゴは、
「Kiyota Coﬀee
Research Center - Sri Lanka - www.kafoga.lk」胸には、Kafoga Coﬀee の文字と両国の国旗。

東京農業大学

国際農業開発学科

私達は 9 月 5～9 月 14 日までの間、スリランカへスタディーツアーとして渡航させていただき
ました。東京農業大学生 6 人での参加です。今回は孤児院のガールズホームや、日本語学校を
経営する[SPUTNIK]さん、スリランカでコーヒーの普及をされている[kafoga]に協力していた
だきました。

บᑋѣೞ‒

 スリランカの紅茶やコーヒーの生産現場を見てみたかったから！

セニーラさん。コーヒープロジェクトで仕事を得て 3 年。マシーンオペレータとして収穫期（10 月〜 2 月）

前一度スリランカへ来た時とても良い国だと感じたので、

に仕事をし、それ以外は、庭師・クリーニングの仕事をする。それ以前は、農家として野菜をダンブッラ

同期のみんなにスリランカを知って欲しかったから。

市内へ出していた。子ども 2 人は学生。会社は成功することを信じているという。
必要なときにやって来て、仕事を能率よくこなしているナリンさん。彼は、国立のエレクトロシティ・ボー

SPUTNIK ガールズホームでは、

ドで働く社員。ボランティアで Kafoga のことを応援している。必要とあらば職場から人を誘ってやって来る、

とにかく女の子達と遊びます！

スーパーマンのような人だ。日本から贈られた中古のローストマシーンもピカピカに磨いた。今、焙煎の
練習をしているという。
同じ地域でコーヒーとキトルハニーを生産してい

遊ぶ内容は、バレーボールやクリケット

る、ロジャーソンガマのリーダーのシャンタさんと、

かけっこやアルプス一万尺等々、

ラバナゴダ地域のリーダー・サラットさんの家を訪
問して話を聞いた。どちらも森の中に囲まれたカラ

色々な遊びを一緒にやりました。

フルなこじんまりした清潔な家で、多種多様な作物
が自生するように植えられ、美しい緑を保っている。
ロジャーソンガマはコーヒーの収穫時期に雨が重
なる地域のため、コーヒーの乾燥作業の場所と方法

日本語学校では、学校の生

の問題を抱えている。また、ラバナゴダは、道路が

徒さん達と一緒に流し素麺

狭く未舗装で輸送が大変だそうだが、コーヒープロ

をさせていただきました！

ジェクトと関わるようになり収入が増え、参加する
農民も増えているという。
今後は、さらなる品質の安定・向上と地域の特性
に合った農民たちの労働条件の改善が課題のようだ。

Kafoga さんのコーヒー農家
の方々にお世話になり、皆

（*1）Kafoga は、Kandy Forest Garden の略で、2013 年 12 月 8 日に設立された現地法人。コーヒーやスパイスの製品化、販売
を手掛け、研究センターの役割も担おうと奮闘中。

さん暖かく迎え入れて頂き
右／コーヒーの花。小さな白いコーヒーの花

ました。大変勉強になりま

はとても可憐で良い香りがします。花が咲い

した！！

ている期間は短いので、この花が見れたらと
てもラッキー。
左／生産者のシャンタさんの奥さん（右）と
筆者（左）。

野村周作
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 有機農業や自国の生産力に強い意思を感じました！

日本語学校の生徒たちの学習意欲に驚き、大きな刺激を受けました！
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