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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

●8月某日

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、

昨日はヒルにかまれてしまいました。血が止まらずにいましたら、
スタッフが応急手当を

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

してくれました。
それは、紙を燃やして出来た炭を患部に塗ると言うか押し付けて、患部を覆

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。

う事です。お陰で血は止まりましたが、
こんな手当は初めての体験です。
さて、Kiyota Coffee で普段使っています軽トラックのアクシデントで昨日はバス移動で
した。約一時間の道のりは、
エアコンのないノーマルバスで40ルピーです。
スリランカでは
バスに乗ったら、切符代を支払います。運転手の他に切符を切る男性が乗っています。バス

スリランカのエアコン付きバス
（AC バス）
。バス代はノーマル
バスの倍の値段です。

そして降りる時には、降りたい場所を告げます。

2017 年 1 月 に ス リ ラ ン カ 現 地 法 人 Kiyota Coﬀee

●9月某日

Company（キヨタ・コーヒー・カンパニー）が設立されました。

昨日は、工場で作業している女性達が遅い時間までコーヒーを作っていました。Kiyota

Kafoga Products（カフォガ・プロダクツ）から関わっている

Coffee では、生豆選別、焙煎、袋詰め作業を周辺に暮らす女性達が行い、賃金を払ってい

スタッフがリーダーとなり、コーヒー豆の焙煎や粉砕、袋詰
めを工場近くに暮らす女性達に指導しています。

ます。仕事は忙しく大変かも知れませんが、充実しているのではないかと思います。

日本製のコーヒー袋を使用して、スリランカ国内向けの

フェアトレードと言うのは簡単な事ですが、働く人々の管理や特に収入があって、賃金や
スリランカの Kiyota Coffee で
は女性が大活躍。写真は女性焙
煎士のディーバシカさん。

す。今後もスリランカにて、
スタッフと共にスリランカコーヒー産業の発展の為にと！切に願
います。

コーヒー販売を行っています。今までは、軽トラックでコー

スリランカコーヒー

200ｇ 豆・粉
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■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.11

TEL 096-245-4545

◎商品をご注文の場合は、
メールにてお

FAX 096-245-4555

Eメール lassanai2012@gmail.com

http://www.facebook.com/JapanFairtradeCommittee

●コーヒー豆500kgを輸入

現地スタッフからは 2018 年 10 月にコーヒーの new

しています。生産地では、コーヒーの白い花、赤いコーヒー

●チョコレートプロジェクト始動！

の生豆選別作業が行われます。工場周辺に暮らす女性達は、

スリランカのコーヒー生産地には、なるべく足を運ぶ様に

チェリーを見る事が出来ます。マータレの工場では、
コーヒー
生豆を自宅に持ち帰って選別作業を行います。家事をしなが

タ ートしまし た。スリラン カ 産 カ カ オ 豆 の Bean to Bar

ら、子どもの世話をしながら仕事が出来ます。一カ月に誰が

カオ豆の輸入から焙煎、板チョコ製造まで一貫して一つの工

女性達も楽しく仕事をしている様です。

広島大学の佐藤清隆先生を熊本に招き、ショコラミルの

一番たくさん選別作業をしたかをたたえる事もあります。

おかげさまで色々な所で、スリランカコーヒーを御愛飲頂

いて、2018 年はスリランカコーヒー豆は 500kg 日本に輸入

ワークショップを行いました。ショコラミルは、佐藤先生、広

しました。

ショコラミルにカカオニブを落として回すとカカオリカーが出

る様に、一層努力してまいります。

島の石の三徳の方達が開発された石臼で出来た製品です。

来ます。その出来たカカオリカーにマシュマロなどをディッ

長年の私たちの活動がこれからも多くの皆様に知って頂け
（一般社団法人日本フェアトレード委員会

清田朋子）

1620 円

1728 円

〒861-5521 熊本市北区鹿子木町98-4

ん、カカオ豆からチョコレートが出来るまでの過程を楽しん

で体験されました。

もあり、労働者への賃金も払っています。

ていましたが、先日新しい車も購入しました。安定的に注文

房で行う）を目指します。

セイロンコーヒーを
消滅させた
大英帝国の野望

向け、大人向けのワークショップは大変好評でした。みなさ

season が始まったとの知らせがありました。

Chocolate（ビーン・トゥ・バー・チョコレート：原料のカ

日本フェアトレード委員会の本

プしたり、シロップやフレッシュミルクを混ぜて生チョコを作

ったりといったワークショップを定期的に行いました。子ども

ヒーの納品をマータレからコロンボまで (4 時間くらい ) 行っ

日本では、2018 年 1 月からチョコレートプロジェクトがス

★SHOPPING

facebook

JFTCの取り組み ――2018年を振り返って

●現地法人誕生から1年

車内には音楽が流れている時もあり、
スリランカのバスはかなりエキサイトします。

いかと思います。私は、実践する事、継続する事の大切さ大変さをスリランカで学んでいま

当のフェアトレード」
を進めていきます。

あけましておめでとうございます。2018年もJFTCの活動をご支援いただき、誠にありがとうございました。
今号では2018年の取り組みをご報告します

が混み合っている時は、
よく乗って来る人を覚えていられるなと思います。

その他の支出もありますので、会社として軌道に乗り、数年後にはもっと良くなるのではな

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

2019年1月発行

◎掲載の価格は消費税込の価格です。
問い合わせください。

スリランカ産カカオとショコラミルを使ったワークショップを開
催。たくさんの方が本格的なチョコレート作りを楽しみました。

コーヒー生産地では生産者の皆さんが豆のふ
るいや選別などの作業を丁寧に行っています。

スリランカコーヒー復活

そしてこれから――。

日本フェアトレード委員会・理事長

t
repor

清田和之

FAIR TRIP TO SEOUL!
ソウルフェアトレード団体訪問で学んだこと
松生 由紀子

これまでスリランカのコーヒー生産はコットマレ地域が主な産地だったが、そこに加え、2018 年から

はワラパネ地域のコーヒーもキヨタ・コーヒーは購入するようになった。

9月末、約2日の駆け足で韓国のフェアトレード４団体の拠点を訪問しました。学園大学で東アジア交流ブックカ

キヨタ・コーヒーは「Kiyota Coffee company Ltd.」、2017 年に設立されたスリランカの現地法人である。

フェを支える申明直先生、バナナペーパーの普及に取り組む高田加代子氏と一緒の訪問でした。フェアトレードの実
践活動と市民への普及活動を続けている団体との出会いをご報告します。

ヌワラエリヤ県は紅茶プランテーションで名高いが、その

ヌワラエリヤ県内でもワラパネ地域は高度が高く良質のコー

1. Fair Life Center

ヒーができる地方にもかかわらず、コーヒーの流通は未整備

はコーヒー生豆購入価格 1kg700 ルピー、内訳は農民に 670
ルピー・生産者組合に 30 ルピーを支払う。この購入価格は生

マータレ

産者と組合にとって、とてもうれしい納得価格である。

者のマグカップ。誰が使っても

り、地域密着型で移住者の街（ソウル市のベッドタ

いいのです。自分が大切にして

ウン）を住みやすいコミュニティにすることを目指

いるものを置いておきます。本

し、基本理念に「共に共有する」を掲げて、大切な

についても、自分が気に入って
みなさんに読んでほしいものが

マグカップや大好きな図書の共有活動、交流の場づ

このコーヒー価格に触発され、8 月、ヌワラエリヤ県のワラ

★

パネ地方で「コーヒー復興プロジェクト」が地域の組合や農民、
政府関係者が一緒になり始まった。現在、コーヒー復活のため
を始めた。コーヒーの木の成長のこれから先が楽しみである。

ェの前に、ドーンとあった利用

フェアトレードがキリスト教教会の活動と共にあ

で買い手がなく、売っても安く売られていた。キヨタコーヒー

に、このプロジェクトで 800 万本のコーヒーの新しい苗つくり

Fair Life Centerのキッチンカフ

コロンボ

★
★

キャンディ
コーヒー生産地
・コットマレ
・ワラパネ

くりに。市民大使の養成、訪ねていくTea

ずらりと並んでいました。

Party

Campaign、近隣の中学校の訪問教育等を活発に
実施。

2. Beautiful Coﬀee
2002年韓国で最初にFT事業を始め、ネパール、最近はルワンダにも独自のセンター

2002 年からスリランカコーヒーの復活を始めたが、2018

を運営し、相手国の生産者が貧困から抜け出すための教育や支援を続けている。コー

年、現地キヨタコーヒーは、およそ 30 トンのコーヒーを

ヒー、カカオ等のフェアトレード商品の販売だけでなく、国内ではカフェ店舗も４店、

2000 世帯を超える農家から購入している。コーヒー生産者にとってはキヨタコーヒーが買いあげている
購入価格は、農民の生活向上につながっている。

スリランカのコーヒー農民の生産意欲は増加し、キヨタコーヒーのスリランカフェアトレードコーヒー

に参加する生産者は年々増加し、コーヒー復活事業は発展する大きな変わり目のようである。

コーヒーユニオン（連帯店）は全国14か所に展開。
Beautiful Coffeeのリ・ヒエランさんと、カフェ

Fair Life Centerの入り口からの

の前で。熊本でも昨年お会いしました。

風景。構造物はほとんど木です。

3. Tripty
18年前から移住労働者問題に取り組み、彼らの帰国後の支援をどうするかと
いう課題から出発し、フェアトレード活動に到達。コーヒー豆の輸入・焙煎・
販売活動をアジアの国々（ベトナム、タイ、ネパール、フィリピン、バングラ
デシュ）と行い、帰国した韓国語のできる労働者が自国で自立できるような焙
煎・バリスタ教育等を実施。ネパール等にフェアトリップを実施。

2018年9月8日にワラパネを訪問。

写真左／コーヒーの種まき前に、種ま

き用の土地に水やりをした。

右下／農業指導員がコーヒー苗づく

りの話しを村の女性農民にしている。

4. 小中学生へも活動を広げるしくみ～
フェアトレード市民大使養成コースの設置
上記団体等が中心になり、９週間にわたり一日研修・ワークショップ等を実施
し、修了者には認定証を授与。ファソン市では4人からスタートして、今ではフェ
アトレードについて話ができる子供たちが60名も育っている。

JFTCは15年間のスリランカ現地でのフェアトレード活動で、紅茶の国スリラ
ンカのコーヒー産業復活の機動力となってきました。今回訪問した団体との相互交
流を続けることで、今後の活動のヒントも得られるのではないかと思っています。

迎えてくれたTriptyのスタッフの皆さんと
共に。スリランカフェアトレードについて
も大変興味を持ってくださいました。

