主に女性たちの仕事。
です。

スリランカと日本をつなぐ
フェアトレード・マガジン

From

vol.10 2017 冬号

Kiyota Coffee Company (PVT) LTD
ディレクター

Sri Lanka

清田

朋子

創刊5
周年
記念号

●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

「Kiyota Coffee Company (PVT)LTD」
のオフィスはスリランカの古都キャンディから車で約

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

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、

１時間の所、
マータレにあります。新しいオフィスでは皆が楽しそうに仕事をしています。

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

初めて新しいオフィスに行った日、私が申し訳ないくらいのシンハラ語を使い、
あいさつをし

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。

たら、年老いた女性から私の方へ寄って来て話しかけてくれました。

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。

選別作業をしている女性達は、みんな近隣に住んでいる人たちです。家からここへ生豆を取
りに来て、生豆の入った袋を頭に乗せて自宅に帰っていきます。
そして、家事や子育てをしなが
ら豆の選別作業をしています。暮らしの中で、無理なく仕事をするのがスリランカの農村の女性

10年を迎えたJFTCのスリランカコーヒープロジェクト。

たちの働き方です。

スリランカに「Kiyota Coﬀee Company (PVT)LTD」設立。

女性達は、
この場所を
「コーヒーゲダラ」
と呼んでいます。
ゲダラはスリランカの言葉で、家と
言う意味です。
マータレのオフィスは、彼女たちが「コーヒーゲダラ(コーヒーハウス)」
と呼ぶよう

日本フェアトレード委員会（JFTC）のスリランカコーヒープ

に、
マータレの小さな村の女性達の集いの場の様にも見えました。
スリランカの人々と共にスリランカコーヒー販売が現地にて出来る様になったことは、私に
とってもとても嬉しいことです。
ここまでの活動を続けてきた事を誇りに思うとともに、
スリラン
カコーヒー発展の為に更に頑張りたいと思います。

ロジェクトから 10 年以上の歳月が流れ、現在スリランカで
コーヒーの木は森の中で育ちま
す。下の写真は天日干しをした
コーヒーチェリーの入った袋を
チェックしているところ。

は日本から送られた焙煎機を使い、スリランカ国内でコー

ヒーの製品化を行う事ができるようになり、販売を行ってい

ます。
スリランカのコーヒー産業のさらなる発展を見据え、
2017 年、スリランカ現地に JFTC 理事長・清田和之の名前

を冠した「Kiyota Coﬀee Company (PVT)LTD」（キヨタ・

コーヒー・カンパニー）が設立されました。
スリランカ中部州

研究を重ねて、ますますおいしくなっています！
スリランカコーヒー 200ｇ 各1050円（豆・粉）
●シティーロースト
（中煎） ●フルシティーロースト
（深煎）

の確保が重要となってきました。新品種ラクパラクンの開発

2016 年頃よりスリランカ国内での取引も徐々に増え、豆

や、1 万本の植樹活動などを行い、効率的な収穫や、収量の
拡大を見込んでいます。

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

■発行：一般社団法人日本フェアトレード委員会 Lassanai 編集部

〒861-5521 熊本市北区鹿子木町98-4

FAX 096-245-4555

Eメール lassanai2012@gmail.com

http://www.facebook.com/JapanFairtradeCommittee

管理を厳しく行っていきます。

一方でスリランカコーヒーの味・品質は審査会でも高い

評価を得ており、スリランカ国内では 2 位、アメリカの審査
会では 1 位を獲得しました。

紅茶の国・スリランカには現在コーヒーブームが押し寄

せ、町にはおしゃれなカフェが増えています。
スリランカ国内

でのコーヒー需要はますます高まってくるでしょう。

10 年前、小さな村のほんの数軒の農家から始まったコー

ヒー生産は今や大きく成長し、現在、Kiyota Coﬀee のコー

ヒー生産に従事する人は、栽培・加工合わせて数百人にま

で増えています。
これからも JFTC ではスリランカの人々とと

もにスリランカコーヒーの品質向上に励み、スリランカの
コーヒー産業とフェアトレードをけん引していきます。

取引の拡大に伴い、生産現場の衛生環境の改善も課題と

なっています。昨年、取引先会社の監査で、衛生面の問題点

を指摘されました。Kiyota Coﬀee ではすぐに改善に取り組

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。

facebook

人スタッフが力を合わせてコーヒーの生豆選別、焙煎、袋詰

め作業などを行っています。

日本フェアトレード委員会の本

TEL 096-245-4545

にあるマータレのオフィスでは、日本人スタッフとスリランカ

みました。今後も Kiyota Coﬀee では現地生産現場の衛生

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 円

コーヒーを通して見たフェアトレード
〜スリランカ山岳地帯を行く
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2017年12月発行

◎掲載の価格は消費税込の価格です。

◎商品をご注文の場合は、
メールにてお
問い合わせください。

右上・右下／マータレにある「Kiyota Coﬀee Company (PVT)LTD」のオフィス。
スリ
ランカ人スタッフが生豆選別や焙煎、袋詰め作業を行っています。
左／コーヒー生産に
は若い人から 80 代まで幅広い世代が従事。
生活向上目指してみんな頑張っています。

vol.5

創刊5周年
2012年夏に創刊した「Lassanai」は、おかげさまで5
周年を迎えました。この5年で、スリランカコーヒーは
大きく成長しました。Lassanaiの5年間とともに、
JFTCの活動を振り返ります。

vol.1

2012年夏発行

◎創刊号では表紙でスリランカの様
々な風景を紹介。5月に女性手仕事グ
ループ「api」やマータレのコーヒー生
産者などの生産者を訪ねた様子をレ
ポートしました。
◎ラヴァナゴダ村、ピリウェラ村で行
ってきたコーヒー栽培がロジャーソン
ガマ村にも拡大されました。

vol.2

2013年春発行

◎2月に「くまとれネットワーク」
と慶
応義塾大学の学生も参加してフェアト
レード・スタディーツアーを実施。学生
さんが現場で熱心に見学・質問してい
た様子が印象的でした。
◎中面ではスリランカのエコでナチュ
ラルな雑貨たちを紹介。
カラフルな雑
貨が誌面を彩りました。

vol.3

2013年秋発行

◎巻頭特集ではコーヒー生豆の選別
作業を行っている女性たちにアンケ
ートを実施。仕事への思いや給与、生
活の変化などについて聞き、暮らしぶ
りを垣間見ることができました。
◎ナチュラルコーヒースタッフのスリ
ランカ訪問記を掲載。
◎この年の12月、現地法人「カフォガ・
プロダクツ」
が設立されました。
◎この号から英語版の発行も開始。

vol.4

2014年春発行

◎巻頭ではスリランカの農業専門家・
バスナヤケ氏が「スリランカコーヒー
の歴史、そして再興」
と題してメッセー
ジを寄稿。150年ぶりにスリランカコ
ーヒーが復活したことへの喜びが綴
られています。
◎中面ではスリランカの温かみあふ
れる木工製品を紹介。
◎敗戦国の日本を救ったジャヤワルダ
ナ大統領のスピーチも掲載しました。

2014年夏発行

◎クルネーガラにある女児孤児院「ガ
ールズホーム」
と、女性の自立支援を
目的に作られた染め工房を訪ねまし
た。
コーヒーや紅茶、
ココナッツなど
スリランカの植物で染めた生地の美
しさに驚かされました。
◎JFTCが支援する現地法人「カフォ
ガ・プロダクツ」のオフィスと生産・加
工スタッフも紹介しました。

vol.6

2015年秋発行

◎巻頭特集は6月に実施したJFTCの
スリランカ現地視察報告。
カフォガ・プ
ロダクツで働くスリランカ人スタッフ
一人ひとりの背景や思いが伝わる充
実のレポートになっています。
◎9月に東京農業大学の学生さん6人
がスリランカ・スタディーツアーに参
加。
コーヒー生産者や女児孤児院、
日
本語学校を訪ねた学生たちの生き生
きとしたレポートを掲載しました。

vol.8

カフォガ・コーヒープロダクツ設立時からスリランカコーヒープロジェクトに携わり、
現在3年目。Kiyota Coﬀeeでは一番のベテランスタッフです。営業から焙煎、配達まで
何でもこなす頼もしいリーダーです。

●ふだんどんな仕事をしていますか？
ーー焙煎と言う重要な仕事を任されて、慎重に仕事をしています。
●コーヒーの仕事を始めて、変わったことはありますか？
ーースリランカではもともとコーヒーを飲む習慣がなく、
コーヒーは苦い飲み物、薬という
感覚でした。
この仕事を始めた頃は、
コーヒーを飲むときも砂糖が欠かせませんでした
が、
今はコーヒーをとてもおいしい飲み物と思うようになり、
砂糖を入れずに飲んでいます。
●スリランカコーヒーを今後どのようにしていきたいですか？
ーーもっとコーヒーを広めたいですね。
スリランカは紅茶の国ですが、現在は紅茶園で働
く女性が高齢化したり、若者が街に出たりと、働き手が少なくなってきて大変な状況です。
コーヒーは、
スリランカでもポピュラー
になりつつあります。今後さらに需要が増えていく産業だと思います。
●日本の消費者にメッセージをお願いします。
ーースリランカのコーヒーの歴史を知って欲しい。
そしてスリランカにも美味しいコーヒーがあることを知って欲しいです。
日本の
たくさんの人に私たちのコーヒーを飲んでもらえるよう、
これからもがんばります！

常勤女性スタッフ
Kiyota Coﬀeeでは現在2人の女性が常勤スタッフとして働いています。2人とも子ども
をもつ家庭の主婦。スリランカの農村では女性が外で働く習慣がないため、彼女たち
も働くのはここが初めてだそうです。

●ふだんどんな仕事をしていますか？
ーー生豆選別、焙煎、粉砕、袋詰めなどの作業をしています。

2016年夏発行

◎収穫シーズンを目前に控え、
スリラ
ンカの生産者グループの2人のリー
ダーを訪ねました。
◎4月に発生した熊本地震ではスリラ
ンカから温かい応援メッセージをい
ただきました。被 災したナチュラル
コーヒーの復興への取り組みも紹介。
◎「すずきさんちのコーヒー」
でおなじ
み、
ブラジルの鈴木さんの農園も紹介
しました。

vol.9

Mr.ナリーン

2015年春発行

◎女児孤児院「ガールズホーム」の子
どもたちにアンケートを実施。好きな
時間や将来の夢などについて聞きま
した。
「たくさん勉強して人の役に立つ
仕事をしたい」
という少女たちの思い
があふれる誌面になりました。
◎カフォガ・プロダクツがスリランカ
のローカルマーケットでコーヒー販売
を開始。日本や海外への輸出にもい
っそう力を入れることになりました。

vol.7

Coﬀee スリランカコーヒープロジェクトが始まって10年余り。
Kiyota
紹介！ 「Kiyota Coﬀee」で働くスリランカ人スタッフに、
スタッフ
今の状況やコーヒーにかける思いを聞きました！

2017年春発行

◎木工や織物、紙製品など、手工芸の
盛んなスリランカの工房を訪ねまし
た。南国らしいカラフルな雑貨たちも
たくさん紹介しています。
◎熱帯雨林を保護する
「レインフォレ
スト・レスキュー・インターナショナル」
を訪問。熱帯雨林を生かす持続的な
農業のあり方や、生態系を肌で感じる
体験ツアーなど、興味深いお話が満
載でした。

●労働条件や給与などについて教えてください。
ーー月曜から金曜の8:30～17:00まで勤務しています。土曜・日曜はお休みですが、注文
状況によっては、出勤する日もあります。みんなオフィスの近所に住んでいるため、徒歩
で通っています。お昼は交代でランチを自宅でとります。月収は平均20,000ルピー（約
14,000円）
です。
コーヒーの袋詰めをする女性スタッ
フ。作業中はきちんと帽子をかぶり
ます。
仕事ぶりはとても丁寧です。

作りの
ッフ手
★スタ
ド
ルボー
コーヒーの納品
サンプ

先会社によって焙煎度
合や挽き方が違うため、会社ごと
にサンプルを作って分かりやすく
壁に並べています。初めての事業
に、みんな様々に工夫して取り組
んでいます。

●仕事を始めてから暮らしは変わりましたか？
ーー家のローン返済や食べ物、子どもの教育のために使えるお金が増えて、
とても助
かっています。

スリランカ人スタッフにとって、仕事は大変
だけど、みんなでおしゃべりしながら働いて
生活を向上させることが日々の楽しみになっ
ているようです。私たちはこれからもスタッ
フが気持ちよくやりがいを持って働けるよ
う、環境を整えていきたいと思います。

