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

私は、年に数回、
日本とスリランカを行ったり来たりしています。
スリランカの若い

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、

メンバーたちと一緒に、
コーヒー生産や加工、販売活動に取り組んでいます。

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

スリランカから日本へ帰国する日が近付くと、いつも、
ちょっとさびしい様な気持ち

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

になります。

「ラッサナイ」はスリランカの言葉で「美しい」を意味します。

スリランカに来ると、
スリランカの文化や習慣や食べ物に日々触れて充実した毎

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。

日です。
先日、
ある若い女性が仕事をしたいとやって来ました。

ュラル 雑貨パラダイス、スリランカ！
チ
ナ
エコ＆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

彼女は最近、外国で仕事をしていた父親を亡くしました。お葬式に行きましたが、
まだ若い彼女は気丈に振る舞い、母親を助けていました。
オフィスでは今日も、近所に住む女性達が、
コーヒー生豆の選別の仕事、
コーヒ
ーのパック詰めの仕事等を手伝ってくれました。
日本で充電期間を過ごして、
またスリランカでみんなと一緒に仕事ができる日を
豆の選別は主に女性たちの仕事。
とても丁寧です。

楽しみにしています。

自然豊かなスリランカでは、天然素材を使ったハンドメイドの雑貨づくりが盛んです。
木工、織物、紙製品…、スリランカの雑貨は、天然素材のナチュラルな風合いと、
南国らしいカラフルな色使いが最大の魅力。最近はエコ意識も高まっており、
リサイクル素材を使った雑貨づくりをする工房も増えています。今回は、一つ一つ
丁寧に作られたスリランカのかわいい手作り雑貨の数々をご紹介します。スリランカ
旅行に行く際は、ぜひ雑貨ショッピングや工房めぐりも楽しんでください♪

シルクのバング

スリランカの生産者が真心こめて作っています。
さらにおいしく、香り高くなった
スリランカコーヒーをお楽しみください！

ル

椰子のスプーン
ペイント雑貨

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）

日本フェアトレード委員会の本
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。

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

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

◎商品のご注文は、同封の注文用紙に
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〜スリランカ山岳地帯を行く

TEL 096-245-4545
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コーヒーを通して見たフェアトレード

Lassanai VOL.9

FAX 096-245-4555
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1620 円

■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

スリランカを代表するハンディクラフト作家のサマンさん。
12 歳から、お父さんのもとで修業し鍛えた高い技術は国からも
認められており、数々の賞も受賞されています。工房があるのはマー
タレ地区の山あい。ココナツやキトゥル（クジャク椰子）などの木工製品、
シルクやコットンの糸を巻き付けて作る美しいバングル、真鍮製品など、たくさんの
雑貨を作っています。サマンさんの雑貨は、スリランカのお土産店「ラクサラ」や、
若い女性に大人気のおしゃれなショップ「オデール」などでも取扱われています。

2017年2月発行

◎掲載の価格は消費税込の価格です。
てご注文ください。

鮮やかなビタミンカラーのコットン
製品も、スリランカを代表する工芸
品の一つ。カラフルに織り上げた布
で作るクッションカバーやバッグ、
ポーチ、洋服など、お土産店や雑貨
店で買うことができます。

新聞紙をリサイクルして作
るペーパークラフトの会社
「アース・バウンド・クリ
エイションズ」
。コースター、
小物入れ、エンピツなどな
ど、ユ ニ ー ク な 紙 雑 貨 が
いっぱい！

Sri Lanka
雑貨コレクション★

スリランカの熱帯雨林の保護と、持続可能なものづくり。

かして作られた、
スリランカの天然素材を生
ハンドメイド雑貨です。

①
ココナツの繊維を編んで作ったペ
ン立て。大輪の花がアクセント。
ナチュラルな素材感が◎！

②
スリランカの伝統的な衣装「サリ」をリサイクルして作
られたエコバッグ。バッグと袋が一体型になっているの
で、とても便利で使いやすいです。様々な色や柄が魅力。

③
紙をクルクル巻いてビーズの
ようにつなげたアクセサリー。
カラフルな色合いと紙の優し
い風合い、オリエンタルな雰
囲気が素敵です。

新聞紙から様々な雑貨を生み
出している「アース・バウ
ン
ド・クリエイション」
の雑貨たち。リサイク
ルペーパー 100％。カゴ
や コ ー ス タ ー、キ ー ホ ル
ダー、なんどエンピツまでも！

④
スリランカのユニークなお土産として人気の
「ゾウさんペーパー」のカード。なんとゾウさ
んのフンから作られています。もちろん匂い
などは全くありません。温もりいっぱいのゾ
ウさんペーパーは、ゾウと人が共生するスリ
ランカならではのグッズです。

⑤

ストラップ

スリランカでは近年、地球環境に配慮したものづくりや、女性の雇用などに力
を入れる企業が増えつつあります。リサイクルペーパーを使ってものづくりを
行う「アース・バウンド・クリエイション」もその一つ。家族で始めた小さな
工房でしたが、津波や内戦で困窮する女性たちの雇用に力を入れ、今では 240
人もの雇用が生まれています。新聞紙を使って作る数々の雑貨は、
紙でできたと思えないほど完成度が高くて丈夫。新聞紙のシン
ハラ文字がそのまま味わいある模様になっていて、スリランカ
らしさも満点です。
キーホルダー

⑦

エンピツセット

※このページでご紹介している①~⑧の雑貨は購入できます。同封の注文用紙にてご注文ください。

RRI ではスリランカ国内の農家と協力し、キトゥルハニーやスパイ
スパウダーなど有機農産物を使った様々な加工品を作っています。

ディープなスリランカを体験したいなら、
RRIの熱帯雨林ツアーにぜひ。
レインフォレスト・レスキュー・インターナショナル（RRI）のツアー情報
によると、スリランカには約 6％しか本来の熱帯林は残っておらず、その 90％
がゴールから 100 ㎞以内にパッチワークのように存在し、この地域は世界的な
生物多様性のホットスポットのひとつだという。日本から訪れると、
島全体が
「ま
るでジュラシックパークの世界」かと思えるほど緑が多いのに、この事実は驚
きだ。中でも、ラングール（リーフモンキーの一種で顔が紫）は絶滅の危機に
瀕した霊長類 25 種に入っているという。
RRI は 30 年前に、ウバ州で世界初の「アナログ・フォレストモデル」をスタート
させた。
「…熱帯・亜熱帯にある生態系を人工的に創り出した森で、失われた熱帯林
地域の特徴である植生の最大の機能と生態系を創り出すと同時に、地域コミュニティ
に経済的な利益をもたらすように設計されている。アナログ・フォレストは動物に
生息地を提供する理想の状態となっており、65 以上の鳥類、15 種の哺乳類、多種
多様な蝶が生息している。この森を体験できるガイドツアーが、
ここベリポラで開催されている」
（団体パンフレッ
トより翻訳）
研修所にある宿泊施設はまさにこの森の中にある。私たちは、宿泊と 1 時間ほどの短縮ツアーを体験しただけ
だったが、朝、様々な鳥の鳴き声ときらきら輝く木洩れ日に心が洗われた。その他にも、シンハラジャ自然保護区、
マングローブの森、
カネリヤの森と滝など、
様々なコース
（1 日～ 5 日）
が準備された熱帯雨林の体験ツアーがあり、
ディープな旅が味わえそうである。スリランカ再訪を計画されている方には、おすすめのツアーかもしれない。

環境への配慮と女性の雇用に力を入れる、
次世代企業が生まれています。

⑥

世界でも屈指の自然の宝庫と思われるスリランカですが、実は急速な開発・発展によっ
て、熱帯雨林が危機にさらされています。世界遺産としても有名なスリランカ南部の都市・
ゴールに本拠地を置く「レインフォレスト・レスキュー・インターナショナル（RRI）」では、
スリランカの熱帯雨林を保護し、有機農業と生産者を支援する活動を行っています。マ
ネージャーのジャナカさんにお話を伺いました。
「いま、スリランカの豊かな熱帯雨林は、危機に瀕しています。RRI は、ラニル・セナ
ナヤカ博士によって設立された非営利団体で、私たちは熱帯の多様な生態系を守るため、
生物の調査や保護活動などに取り組んでいます。また、最近では農家を組織化して、有
機農法を発展させる活動も行っています。コショウやショウガなどの農産物を農家から
提供してもらい、高価格で買い取ります。農家が持続的に有機農業に取り組んでいける
ことが、熱帯雨林の持続にもつながると考えているからです」とジャナカさん。
RRI のオフィスは 1 階がギャラリー＆ショップになっていて、オーガニックの農産物
を使ったハーブティーやスパイスティー、ジャム、ペーストなどがズラリ。RRI では、
内戦で夫や家族を失い貧困に苦しむ女性たちの自立支援にも取り組んでおり、こうした
加工品作りや手工芸品作りなどで多くの雇用を生み出しています。
「自然を破壊するのは人ですが、最近は若い人たちの間で環境保全の意識が高
まっています。この現状を国内外に発信
し、私たちの活動に多くの人が参加して
くれたら嬉しいですね。世界でも稀なス
リランカの豊かな生態系を守るために、
これからも活動を続けます」と、ジャナ
カさんが力強く語ってくださいました。
（Lassanai・神原）

[ RRI ] www.rainforestrescuesrilanka.org
⑧

コースター

（日本フェアトレード委員会事務局・松生）

