スリランカと日本をつなぐ フェアトレード通販マガジン

●フェアトレードについて
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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

ラ.サナイ

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

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。

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

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。

「ラ・サナイ」＝「ラッサナイ」は、スリランカの言葉で「美しい」を意味します。

Your COFFEE CUP ‒ Bring our LIFE UP ！
――あなたのコーヒーカップが、私たちの暮らしをアップさせる――

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。

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
合同フォレスト

清田和之 著
書肆侃侃房

1680 円

スリランカコーヒーは、スリランカの山岳部にある小さな村で栽

培・加工されています。今回は、収穫した生豆を選別する女性たちの

仕事をご紹介します。膨大な生豆の中から、一つひとつ手作業で丁

商品番号 014

寧に選別する、
とても根気のいる作業です。工房で女性たちの指導を

商品番号 015

セイロンコーヒーを消滅させた
大英帝国の野望

しているバスナヤケさんにお話を伺いました。

コーヒーを通して見たフェアトレード

〜貴族趣味の紅茶の陰にタミル人と現地人の奴隷労働

■工房では何人の人が働いていますか？

1575 円
〜スリランカ山岳地帯を行く

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

――フルタイムが7名、パートタイムが3名、合計10名です。30代〜
60代まで、全員女性です。

■工房ではどんな作業をしているんですか？

もっと知りたい！ 「紅茶の国」ということ以外、あまり日本人には馴染みがないスリランカ。でも、
“島国”、“仏教国” など、日本と共通点も多いのです。知ればきっと好きになる、
とっても素敵な国・スリランカ。その魅力をちょっとだけご紹介しますね。
スリランカ

――収穫した生豆を天日乾燥させ、手で丁寧に選別し、ふるいにかけ、

■コーヒーの工房ができて、彼女たちの暮らしは変わりましたか？

んでいる豆やキズのある豆、小さすぎる豆などを一つひとつ取り除い

を得られるようになったことで、家庭の生活費が増えましたし、子ども

■彼女たちのお給料はいくらくらいなのですか？

したし、工房で毎月積み立てをして、みんなに平等に分配するシステ

■世界遺産が８つも！

■ゾウは神聖な動物。

回、お茶とお菓子でティータイムがあります。

この仕事は、みんなの家族にとっても貴重な収入なので、彼女たちの

九州より少し大きいくらいの小さな島・スリランカには、

ブッダの母が受胎したとき、夢に白いゾウが出てきたとい

貴重な古代遺跡・仏教遺跡が今もたくさん残されているの

神聖な動物。伝統的なお祭り「ペラヘラ祭」では、電飾で

等級分けをします。
豆を入れる麻袋の準備やパッキングもします。
いた

ていく作業はとても大変。
でも、
コーヒーの味を決める大事な作業です。
――1日にRs 300（スリランカルピー）
です（Rs 1.3=約1円）。1日に2
■工房ではどんな風に働いているのですか？

――みんなすぐ近くの家から通っているので、仕事の合間にいつでも
家に帰って、
ランチを食べたり、子どもの世話をしたり、お風呂に入っ

てまた仕事に戻ってきたりしています。子どもたちも、学校が終わると
工房に来て、周りで遊びます。

■彼女たちはどんな生活をしていますか？

――近所の主婦で、仕事を持つのはこれが初めてという人が多いで

す。
村は貧しく、義務教育しか受けていない人が大勢います。
彼女たち
の夫も、手に職がないため日雇い労働で生活費を稼いでいます。

――仕事を通して、みんなの間に強い絆ができています。働いて収入

の学用品や授業料にも困らなくなりました。貯金もできるようになりま

ムも作りました。いくらかのお金はチャリティにも使っています。
夫も余暇の時間を使って、力仕事などを手伝っています。
■日本の消費者にメッセージをお願いします。

――「Your COFFEE CUP ‒ Bring our LIFE UP！」

（あなたのコーヒーカップが、私たちの暮らしをアップさせる）

この仕事は、
スリランカの小さな村の家族の将来を守ることであり、
ス

リランカのコーヒー産業を復活させることでもあります。大自然の中で

育ったオーガニックでナチュラルな素晴らしいコーヒーをもっと飲ん

でください。
それは私たちの貧困な暮らしを救うとともに、
自然環境を
守ることにもつながるでしょう。

なんと世界遺産が 8 つもあります。豊かで美しい自然や、
です。中でも、ジャングルの中に悠然とそびえたつ「シー

ギリヤロック」は必見です。古代の王様が、高さ 200m の
岩の上に築きあげた宮殿の跡
が今も残り、頂上からの眺め
はまさに絶景！岩肌に描かれ
た妖艶なシーギリヤレディの
絵の美しさにも見とれてしま
います。

登るのがちょっと（というか

かなり）大変ですが、頑張っ
て登る甲斐のある素晴らしい

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

希少なスリランカコーヒーの中でも
さらに収穫量が少ない「ピーベリー」
生豆が、今回わずかですが入荷しま
した。
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。

てみてくださいね。

美しく飾られたゾウさんが、人々と一緒に悠々と歩く姿を
見ることができます。そんなゾウさんをモチーフにした雑
貨やグッズも、スリランカにはたくさんあります。

スリランカには、密猟で親をなくしたゾウや、ジャングル
で迷子になったゾウもいて、そんなゾウを保護する「ゾウ
の孤児院」もあり、人気の観光スポットになっています。
ちなみに、「ゾウの孤児院」では、なんとゾウさんのウン
チから紙を作っていて、ポス
トカードやメモパッドなどは
お土産にも人気（もちろん、
匂いもありません＾＾）。ス
リランカの人々とゾウの、

つながりの深さを感じますね♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■発行:特定非営利活動法人日本フェアトレード委員会

●商品番号005

スリランカコーヒー
ピーベリー生豆
（200g）1200円

●10月1日から11月8日までは、10％増量でお届けいたします。

スリランカ

に旅行に行くときは、ぜひ登っ

キズ、虫食い、変色などの不良豆を
丁寧にチェックして取り除きます。

▼

8月に収穫した豆です。新鮮な豆なら
ではのおいしさをお楽しみください。

世界遺産です！

う言い伝えがあることから、スリランカではゾウはとても

〒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

La.sanai VOL.3

2013年9月発行

◎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。

初めてのスリランカ訪問
ナチュラルコーヒー・益田聖司

を頂きました︒調理
法としてはただ茹で

日にかけて生まれて初め

てスリランカの地に足を踏み入れました︒
てあるだけでした

日から

行く前のスリランカのイメージは︑﹁暑いん
が︑食べると名前の

８月

だろうなぁ﹂というイメージでしたが︑着い

た︒そんな感じで食

イメージとは全然違

市街地の宿泊場所では︑インド洋の大海
事に関しては︑トラ

てみると﹁涼しい！！空気がうまい！﹂が

原が目の前に広がる景色と︑どちらかとい
ンクに日本食を隠し

い︑日本で言うと栗

えばヨーロッパのイメージと歴史を感じる
持って行ったほど︑少々不安でしたが︑全

スリランカの第一印象で︑日本より過ごし

造りのホテル︒私の中でスリランカは仏教
然問題なく過ごせました︒

に近い食感と味でし

の国︑どこか日本と似ていると思っていた

で目が覚めたりして︑これは日本では滅多

舎のほうに泊まったときは︑リスの鳴き声

にでも来た感じでした︒しかし︑山間の田

を見上げるともちろん青い空︑﹁すごい！﹂

周りを見れば360度︑緑しかなくて︑上

ギリアロックを訪れたときは︑その大きさ︑

スリランカ文化や歴史を学びました︒シー

世界遺産のキャンディの町︑仏歯寺では

に体験できない出来事だと思うと︑自分の
の一言で感動でした︒街も自分の想像以上

木製の重厚な扉が開かれると︑軽装

ひと悶着がはじまる︒﹁えっ︑紅茶がな

で出迎える︒そして︑いつものように

ツ姿の現地人女性マネージャーが笑顔

洋人客の入店からスタートだ︒黒いスー

うっと入ってくる︒やっぱり今日も西

ス窓の少ない店内に︑朝の陽射しもす

でも踏み込むように入ってきた︒ガラ

この価格マジックに気付いた利害関係

偵察することが可能だ︒それはつまり︑

ていない︵ように見える︶森の矛盾を

は︑コーヒー豆を作っても一向に潤っ

は値の張るものを飲まされた外国人客

ることができる︒一方︑この国にして

日本人経営のカフェを簡単に覗きに来

利をむさぼっている︵ように見える︶

分たちが作ったコーヒー豆を使って暴

通称・環︵わ︶の森の民たちは︑自

のヒントがある︒

いって︑ここスリランカでしょう？

の若い女性２人組が︑まるで洞窟内に

メニューを見せてよ︒﹂

ンディ市の世界遺産・仏歯寺の目の前

︵カフェ ナチュ
Café Natural Coﬀee
ラルコーヒー︶は︑今年の７月にキャ
けの︑極めて受け身のＦＴ推進派とい

みカフェは︑その流れに身を任せるだ

かも知れないということだ︒ＦＴ見込

者の力によって︑近い将来︑本来ある

で誕生したフェアトレード︵ＦＴ︶見
うところか︒
以上は極論であるが︑とにもかくに

べき公正取引価格が適用されてしまう

込みカフェである︒何がＦＴ見込みか

アトレードができる土壌が︑このキャ

も︑規模は小さいけれど思う存分フェ
ンディに生まれたのだ︒︵次号に続く︶

倍の値段の飲

というと︑近隣の山岳で作ったコーヒー
み物にして外国人客に提供するシステ

豆を︑その取引価格の
ムを包み隠さずに公開している点にそ

50

のですが︑まるで南の島の高級リゾート地

中のスリランカのイメージがどんどん変わっ
スリランカの人は陽気な人たちが多く︑言

に都会で活気がありにぎやかな感じでした︒
葉のわからない私にも︑とても親切︒一生

大切な動物。スリランカの人の象への愛着を感じます。横約 9cm

て行きました︒
スリランカの食事もその一つでした︒ス
懸命理解しようとしてくれます︒スリラン

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。

リランカカレーぐらいしか知らなかったの

小物入れ等にも使えそう。長さ約 20cm

■SriLanka New Open
※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

またスリランカに行くことが出来れば︑

湿疹にも良いとされています。

カという国の自然の豊かさが人格にも表れ

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

で︑他にどんなスリランカの食べ物がある

※同封の注文用紙にてご注文ください。商品はすべて数量限定となっております。品切れの際はご容赦ください。

ている気がしてなりませんでした︒

手作りのぬくもりあふれる雑貨や、南国ならではの天然の特産品をご紹介します。気に入ったら注文してくださいね。

のかとても興味もありました︒特においし

SRI-LANKA ZAKKA & FOODS

かったのがビッタラアッパという料理︒こ

脈硬化の予防の他、抜け毛や

もっと色々と深く知る事が出来るし︑もっ

ミネラルたっぷり。肥満や動

ココ

しいです。天然の蜜 100％で、

す。

れは︑うまい！

イスに添えてもとってもおい

と好きになる︒行く前は︑少し長い気がし

タグ。丸い窓からのぞくバティッ

吉盛真一郎 : 日本フェアトレード委員会（JFTC）前プロジェクト
マネージャー堀下とともに、スリランカにて Japan Fair Trade
Corporation Pvt.Ltd. を立ち上げ、原産地完結型フェアトレード
のロマンを追い求める。

などにも使えま

ナッツミルクを使った

たり、ヨーグルトやバニラア

わりにお料理

ていた8日間が︑帰国日には﹁早かった︑

いて、砂糖が

薄いクレープ生地を器

として紅茶やコーヒーに入れ

状にパリパリに焼き︑

甘みが広がります。シロップ

り。細かく砕

最後に︑今回スリランカを訪れる事がで

して黒糖のようなコクのある

供にぴった

また行きたい﹂と思えてしまう国でした︒

キトゥル・ハニー。トロリと

やコーヒーのお

その中に目玉焼きが

子の花の蜜を煮詰めて作った

しい甘みで、紅茶

きて驚きと感動︑刺激の連続︑と同時に心

スリランカ特産のくじゃく椰

紅茶を飲みます。やさ

入っています︒スリラ

ンカの紅茶で染めて作ったキー

▼

もの。スリランカではこれをかじりながら

ンカの人はそれにカ

う 2 人の女性が、牛革をスリラ

▲スタッフは全員スリランカ人女性。
スリランカコーヒーをフレンチプレスや
カフェロワイヤルで提供。

くじゃく椰子の花の蜜を煮詰めてかためた

キトゥル・ハニー
商品番号 012 1800 円
キトゥル・ジャガリ
商品番号 013 350g 800 円

も体も癒され本当に行って良かったと思え

Café NATURAL COFFEE 物語 ①
Ａ：商品番号 008
ファブリックは、デザインや配色のセ
Ｂ：商品番号 009
ンスが良く、世界的にも人気です。コ
Ｃ：商品番号 010
ロンと丸い形がかわいいペンケースは、 Ｄ：商品番号 011

象のマスコット

る良い旅でした︒

チワークでつなげたポーチです。カラフルな

レーを少しかけて中に

色と素朴な手刺繍が魅力です。スリランカでは象はとても神聖で

D

▲世界遺産のシーギリアロック。頂上からの眺めは絶景！

B：商品番号 006
天然素材で織りあげたスリランカの

17

やすい気候に驚きました︒

ク布は、１枚１枚色や柄が違いま

おりこんで食べていた

ンカの伝統衣装・サリで小さな花を作り、パッ

ので︑すぐ試して食

70 歳のアイリーンおばあちゃんが、スリラ

べました︒絶品でし

とっても愛くるしい、手の平サイズの象のマスコット。カラフルな

C

600 円

商品番号 003

た︒現地の方の家で

B（約 7cm×13cm）

昼食をご馳走になっ

す。※柄の指定はできません。

た時に﹁ジャックフ

800 円

ルーツ﹂という果実

Ａ（約 9.5cm×14cm）
商品番号 002
イノーカさん＆クマーリさんとい

C：商品番号 007

各 1200 円

B
Ａ

サリの色使いがとってもかわいいです。

1 個 500 円
商品番号 004

Ａ：商品番号 005

各 800 円

ペンケース

24

api 花ポーチ
紅茶染めの
キータグ

■SriLanka Travel Report

セイロン紅茶のない喫茶店

