日本とスリランカ
ともにつくる、コーヒープロジェクト。
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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

「スリランカにコーヒー産業を蘇らせたい」
という思
いから始まった日本フェアトレード委員会のコーヒー
プロジェクト。
現在、
スリランカ中部の古都・キャンディ
とマータレの生産者で構成された
「カフォガ・コーヒー
（Kafoga＝Kandyan Forest Gardens）
」
のブランドが
立ち上がり、
工房兼オフィスができています。
カフォガ・
コーヒーでは、
近郊の村人たちがグループを
作り、収穫したコーヒー豆の天日乾燥から選
別、
等級分けなど、
コーヒーの味を決める大事
な作業をすべて手作業で行っています。
コーヒーの生産量が少しずつ増えてきたこ
とで、
コーヒ―生産や加工に関わる人も次第に増え、
今では8つの村・合計150名以
上の村人がこの仕事に携わるようになりました。
作業しているのはほとんど女性。
家事や子育ての合間を縫ってフリータイムで働
いています。
お給料は1日300Rs
（スリランカルピー：約1.3Rs＝1円）
「
。家計がとても
助かっています。
この仕事ができて、
私たちみんなとてもハッピーです」
と言う女性
たちの素敵な笑顔が印象的でした。

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、
暮らしが向上するよう支援します。
日本フェアトレード委員会

では、
現地の生産者と直接交流を深めながら、
ともにものづく

「ラッサナイ」はスリランカの言葉で「美しい」を意味します。

1軒の家に数人
の女性が集まっ
て作業します。
学
校が終わった子
どもたちも工房
に遊 び に来ま
す。

りを行っています。
ブ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。

紅茶、
コーヒー、
ココナッツ…スリランカならではの草木染め

スリランカの大自然の香りあふれるコーヒーをどうぞ。
スリランカコーヒー
（焙煎豆）
各1050円

●商品番号016

シティーロースト
（中煎）
200ｇ／豆
●商品番号017

フルシティーロースト
（深煎）
200ｇ／豆
●商品番号018

シティーロースト
（中煎）
200ｇ／粉
●商品番号019

フルシティーロースト
（深煎）
200ｇ／粉

スリランカコーヒー生豆
（200g）
1200円

●商品番号020

希少なスリランカコーヒーを、焙
煎していない「生豆」でお届けい

たします。フライパンで炒って、
自分だけの自家焙煎コーヒーを
お楽しみいただけます。ぜひお
試しください。

カフォガ・コーヒ
ー・スタッフのサ
ンダマリさん。私
たちJFTCのメン
バーがオフィスに
行くと、紅茶やお
菓子で温かくおも
てなししてくれま
す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
●商品番号 021

●商品番号 022

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:日本フェアトレード委員会

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。

〒861-5521 熊本市北区鹿子木町98-4
TEL＆FAX 096-245-4545
Eメール fairtrade-japan@bridge.ocn.ne.jp
■HP http://www.fairtrade-japan.org/
■facebook http://www.facebook.com/JapanFairtradeCommittee

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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◎商品のご注文は、同封のご注文用紙にてご注文ください。
◎掲載の価格は消費税込の価格です。

◎商品は数に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

スリランカの古都・キャンディにある
「カフェ・ナ
チュラルコーヒー」では、コーヒーで染めた袋を
使った、
１杯立てのドリップパックコーヒーを開発
中です。今回はそのコーヒー染めを行っている工
房を訪ねました。
染め工房があるのは、
キャンディからバスで1時
間弱ほどのクルネーガラという町。日本の国際教
育支援団体が運営する
「スプートニク・インターナ
ショナルスクール」
で日本語講師をしている佐川広
人さんと、女児孤児院「ガールズホーム」
ボランティ
アの伊藤ゆうひさんが案内してくれました。
この染め工房では、
コーヒー染めのほか、紅茶
の葉や、
ココナッツ、
ジャックフルーツ、マホガニー
など、南国スリランカならではの草木染めを行って
います。使用するシルクやコットン、
リネンなどの布
はすべてオーガニック。手触りの
良いや わらかい生地は、天
然の草木染めならではの
明るさと透明感があり、
吸い込まれそうな美し
さです。
ストールのよう
に巻いてみると、まる
で木漏れ日をまとって
いるような心地よさに包
コーヒーで染めた
まれました。
ドリップパックの袋。

スリランカの女性の自立と仕事作りの場とし
て、
日本のNPOの支援でスタートしたこの工房
では、現在、縫製の技術を持つ女性2人と、男
性1人が働いています。隣接する孤児院「ガー
ルズホーム」
スタッフの伊藤さんは、ホームの
少女たちのためにも工房の仕事を広げていき
たいと語ります。
「 彼女たちがホームにいられ
るのは中学・高校の卒業まで。でも、孤児は教
育面でのハンディもあり、仕事に就くことが難
しい。染め工房が、そんな彼女たちの働く場に
なれば」
スリランカ国内だけでなく、
日本の人たちに
もスリランカの美しい草木染めを知ってもらい、
たくさんの人が働ける工房にしていきたいと、
夢を語ってくれる佐川さん・伊藤さんでした。

かわいいガールズホームの少女たち。

佐川さんと伊藤さん。

※商品はすべて数量限定です。
品切れの際はご容赦ください。
※商品は手作りのため、
一つひとつ色や形に微妙な違いがあります。
ご了承ください。

トロピカル♪
ー
リ
サ
セ
ク
ココナッツア

します。
リーをご紹介
サ
セ
ク
ア
ツ
ココナッ
ンドメイドの
ハ
つ
と
ひ
つ
ンカ。一
る国・スリラ
茂
い
生
が
ツ
ナッ
を見てもココ
右を見ても左

api [アピ]
「アピ」（スリランカの言葉で「私たち」の意味）は、
女性たちの自立と生活向上のためのプロジェクトで
す。スリランカの古都・キャンディでこつこつと手
作りされたものたちをご紹介します。

キーホルダー（KAFOGA）
商品番号 008

810 円

a pi 花ポーチ
70 歳のアイリーンおばあ
ちゃんが、スリランカの伝
統衣装・サリで小さな花を
作り、パッチワークでつな
げたポーチです。カラフル
なサリの色使いがとっても
かわいいです。

スリランカと二本フェアトレード委員会のコーヒー
ブランド「カフォガ・コーヒー」のロゴキーホルダー。

ピアス（ハート）

ピアス（ダイバー）

ピアス（星）

商品番号 001

商品番号 002

商品番号 003

810 円

ロマンチックでかわいいハート型。

810 円

810 円

夏にぴったり。元気な星形ピアス。

スリランカのきれいな海でダイビン
グを楽しむ人をイメージしました。

B

キーホルダー（イルカ）
商品番号 009

810 円

見ているだけで癒されそう。とっても
キュートなイルカのキーホルダー。

ピアス（カール）

ピアス（スクエア）

商品番号 005

商品番号 007

810 円

Ａ（約 9.5cm×14cm）

810 円

ココナッツの殻の模様の美しさを生
かした、シンプルなスクエア型。

クルンとカールした形がかわいい。
日本語の「の」字にも見えますね。

A

商品番号 013

キーホルダー（ゾウ）
商品番号 010

810 円

800 円

B（約 7cm×13cm）
商品番号 014

600 円

ゾウはスリランカを象徴するとても神
聖な動物。お守りがわりにもどうぞ。

ピアス（うずまき）

ピアス（やしの木）

商品番号 004

商品番号 006

810 円

蚊取り線香を思わせる？ユニークな
うずまき型。

810 円

スリランカといえばやっぱりやし
の木。細かい彫りの技が光ります。

おいしくてヘルシー♪
美容と健康にもいい天然100％甘味料

スリランカの美しい自然への愛情をこめて、
作品づくりを楽しんでいます。

商品番号 011

まるでアート作品のように繊細で見事なココ

キトゥル・ハニー

1800 円

ナッツアクセサリーを作っているのは、スリラン
カ人男性のマーラシンハさん。デザイン画に合

わせて、堅いココナッツの殻をカットし、丁寧に
磨きあげて作っています。作業はすべて一人で

行っているそうですが、
「17歳になる息子がデザ

イン画を描くのを手伝ってくれているんですよ」
マーラシンハさんの作品は、
ゾウやイルカ、ヤ

シの木など、
スリランカの動植物をかたどったも
のがたくさん。ふるさとの美しい自然への愛情
がこもった素敵なアクセサリーで、南国の風を感

じてみてはいかがですか？

ココナッツアクセサリー作りの技術は独
学で身に付けたそう。繊細な手仕事に驚
かされます。

スリランカ特産のクジャク
椰子の花の蜜を煮詰めて
作 っ た キ ト ゥ ル・ハ ニ ー。
トロリとして黒糖のような
コクのある甘みが広がりま
す。シロップとして紅茶や
コーヒーに入れたり、ヨー
グルトやバニラアイスに添
え て も。ミ ネ ラ ル 豊 富 で、
肥満や動脈硬化の予防の他、
抜け毛や湿疹にも良いとさ
れています。

商品番号 012

キトゥル・ジャガリ 600 円

クジャク椰子の花の蜜を煮詰めてかためたもの。スリ
ランカではこれをかじりながら紅茶を飲みます。やさ
しい甘みで、紅茶やコーヒーのお供にぴったり。細か
く砕いて、砂糖がわりにお料理などにも使えます。

※キトゥル・ハニー及びキトゥル・ジャガリは予約注文とさせていただきます。ご注文後、お届けまでお時間をいただきます。
その他のご注文商品とはお届けが別になりますので、送料が別途かかります。ご了承ください。

紅茶染めのキータグ
イノーカさん＆クマーリさんという 2 人の女性
が、牛 革 を ス リ ラ ン カ の 紅 茶 で 染 め て 作 っ た
キータグ。丸い窓からのぞくバティック布は、１枚
１枚色や柄が違います。※柄の指定はできません。

商品番号 015

1 個 500 円

