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タイ農村ワークキャンプ30周年記念式典あいさつ 

仙台YMCA会⻑ 菅野 健 
本⽇、タイ農村ワークキャンプ３０周年記念式典に

参加できますことを、⼼から感謝の念を抱くとともに、

大きな喜びをもって感慨深いものを感じております。 

 私は、仙台ＹＭＣＡ会⻑の菅野健と申します。仙

台ＹＭＣＡに係るすべての人を代表いたしまして、こ

の⻑きに渡る仙台ＹＭＣＡとバンコクＹＭＣＡの関

係が実り多いものであったことを考え、その間のバンコク

ＹＭＣＡから受けたご奉仕とご指導に対しまして、改

めて感謝を申し上げます。 

 仙台ＹＭＣＡとバンコクＹＭＣＡの親密な関係は、１９８０年に仙台ＹＭＣＡのボランティアであった浅利友

重⽒、そして１９８２年に浅利⽒夫人志津⼦さんをタイへ派遣したことが始まりでした。その後、当時のランジュール

バンコクＹＭＣＡ総主事のご理解とご尽⼒があり、１９８６年の第１回タイ農村ワークキャンプがピサノローク県ポ

ンパ村で実施されました。 

 また、１９９２年６⽉６⽇には、当時のスナンバンコクＹＭＣＡ総主事に来仙いただき、仙台ＹＭＣＡ－バン

コクＹＭＣＡパートナーシップが締結されたことは、仙台ＹＭＣＡにとって大きなよろこびでありました。 

 そして忘れられない２０１１年に実施された第２５回タイ農村ワークキャンプにおいては、その期間中の３⽉１

１⽇に発⽣した東⽇本大震災の津波被害と原発事故により帰国できなくなった団員が大変な不安と⼼配にある

中、⼼身ともに支えていただいたことは、私たちの記憶から消えることはありません。本当にありごとうございました。 

 本⽇、記念すべき第３０回タイ農村ワークキャンプ記念式典に当たり、仙台ＹＭＣＡとバンコクＹＭＣＡが築い

てきた友好と奉仕の働きが今後も引き継がれていき、⽇本とタイの⻘年による平和をつくる働きが大きな実を結ぶこと

を期待してご挨拶とさせていただきます。 

 バンコクＹＭＣＡに連なるすべてのみなさまに、神さまの豊かな祝福とお導きがありますようにお祈り申し上げます。 

 ありがとうございました。 
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バンコクYMCA財団 会⻑ ダヌチ・ヨンタララック 
仙台YMCAの会⻑、総主事殿、スタッフの皆様、

ユースの皆様、ウィリヤ様、バンコクYMCA財団の役

員の皆様、ボランティアスタッフ、職員、そして特別な

ゲストの皆様、私はバンコクYMCA財団会⻑のダヌ

チ・ヨンタララックです。財団を代表して、仙台YMCA

とバンコクYMCAの友好関係を祝えることを大変うれ

しく思います。2つの機関は非常に良い関係を⻑い

年⽉築いてきました。タイ王国で危険な状況に置か

れている人々、貧困に苦しむ人々をボランティアの活

動で助け、両国がお互い成⻑する中で、ユースの⼒を⾼め、遠⽅の発展途上のコミュニティーに公共施設を創設す

るなど、価値ある活動を⾏ってきました。この30年間常に神の目が向けられていました。 

私たちの友好関係は1986年に当時のランジュール総主事が仙台YMCAのユースとスタッフをピサヌローク県ポンパ

村に導いたのが始まりでした。その後、1992年にバンコクYMCAと仙台YMCAの間にその当時のスナン総主事により

パートナーシップが締結され、永遠に兄弟となることになりました。また、タイの人々を助けるために、毎年仙台YMCA

ワークキャンプが⾏われてきました。近年の、2011年にはパヤオセンターとのボランティア活動中に⽇本で津波が起

き、ワークキャンプの参加者は1カ⽉間パヤオセンターに滞在することを余儀なくされました。その時はお互いが支えあ

い、常に同じ時間を過ごしました。 

神が証明して下さっているように、2つのYMCAの間の友情、愛情、幸せが⽣活に苦しむ人々のために届けられて

きました。また、私たちはユースの⼒を⾼めてきました。彼らによる活動はYMCAの精神を受け継ぐことにつながるでしょ

う。私たちは永遠に最⾼の奉仕者としている義務があるのです。 

この機会に、神から愛情が注がれますようまた、⽣活の向上を賜りますよう、皆様そしてご家族が平和に暮らせます

よう、そして、仙台YMCAとバンコクYMCAの関係が良いものでいつまでも兄弟のようにありますようお祈り申し上げま

す。 

ありがとうございました。
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バンコクYMCAと仙台YMCA交流の歩み 

〜３７年間の記録（１９７９年〜２０１６年）〜（浅利友重⽒との交流含む） 
◆１９７９年 

浅利友重⽒は、大学の頃から仙台ＹＭＣＡ⻘少年活動ボランティアリーダーとして活躍。リーダーとしての活動を通

してＹＭＣＡ国際協⼒奉仕活動であるアジアの難⺠救援活動のボランティアワーカーになることを決意。卒業後ア

ジア学院で１年７ヶ⽉、農村指導者としての訓練と⾃動⾞・農業機械を学ぶ。 

◆１９８０年１１⽉２⽇ 

インドシナ難⺠救済活動ボランティアワーカーとして、全国ＹＭＣＡ国際協⼒募⾦の支援を受けバンコクＹＭＣＡ

へ赴任。バンコクでタイ語の語学研修を受けながら、バンコクＹＭＣＡ⾞両修理作業所で難⺠救援に必要な⾞の

再⽣にあたる。 

◆１９８１年３⽉１６⽇ 

バンコクＹＭＣＡランジュール総主事の要請により、バンコクからピサヌローク県へ移る。ＹＭＣＡ農園でトラクターに

よる整地、機械整備等を⾏い、また新しく建設された農村開発センターで、地元⻘年のための⾃動⾞整備教室を

開き指導に当たる。 

◆１９８２年３⽉ 

中畑志津⼦⽒（元仙台ＹＭＣＡ⻘少年活動ボランティアリーダー）と結婚のため、⼀時帰国する。 

◆１９８２年３⽉１７⽇ 

志津⼦夫人を伴い再びバンコクへ赴任。友重⽒は、バイクやトラックなどの⾞両修理・再⽣、ポンプなどの機械修理

に当たる。機械の部品が思うように⼿に⼊らず、⽇本からも部品の調達援助等を⾏った。 

志津⼦夫人は、タイ語の研修を受けながらソーイングクラブの準備に当たる。⽇本からソーイング資料等を送った。 

◆１９８３年２⽉１０⽇ 

ピサヌローク県に移り、エンジンや⽔汲み上げポンプなどの修理の他、「キノコ」栽培を⼿がけ、その床作りや堆肥作成

を研究。志津⼦夫人は、中学⽣⼥⼦を対象にしたソーイングクラブを始め、ミシンの使い⽅から⼿提げカバンなどの

簡単な縫い⽅を指導。 

◆１９８４年５⽉１⽇ 

浅利友重ご夫妻は、３年４ヵ⽉間に渡るバンコクＹＭＣＡとの農村開発プロジェクト協⼒活動の任を終え帰国。 
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◆１９８４年７⽉１４⽇〜２３⽇ 

⽇本政府の招聘でタイより⻘年代表３０名が来仙し、仙台ＹＭＣＡはバンコクＹＭＣＡとの関係から宮城県より

の依頼で受け⼊れを実施した。ＹＭＣＡでの交流・歓迎会、市⻑表敬訪問、県内⻘年団体との交流、東北観

光、ホームステイ等を通して交流を深めた。 

◆１９８４年１０⽉２⽇〜４⽇ 

横浜ＹＭＣＡ１００周年を記念して開発された「姉妹都市⻘年会議」（⽇本ＹＭＣＡ同盟主催）にバンコク

ＹＭＣＡ主事アマラン⽒（Mr. Amaran Pichai Charanarong）を仙台ＹＭＣＡで招聘し、同会議に参加

した。１０⽉２⽇〜４⽇まで仙台滞在。 

◆１９８５年１０⽉３１⽇〜１１⽉６⽇ 

稲本敬夫主事がバンコクＹＭＣＡを訪問。第１回タイ農村ワークキャンプのための現地視察と準備のための打ち合

わせを⾏った。 

☆第１回 １９８６年３⽉１８⽇〜３０⽇（仙台ＹＭＣＡ創⽴８０周年記念事業の⼀つ） 

参加者数︓１１名（団⻑︓稲本敬夫、副団⻑︓⼩畑隆）タイ側８名 

場  所︓タイ王国ピサヌロ－ク県ポンパ村 農村開発センター 

作業内容︓運動場整備・遊具設置（シーソー、ブランコ、サッカーゴール、国旗掲揚台、東屋） 

◆１９８６年１１⽉１８⽇〜２１⽇ 

バンコクＹＭＣＡ主事プライユット・サリマン⽒来仙。第２回タイ農村ワークキャンプの打合せを兼ね、神⼾国際⻘

年平和会議出席のため招聘した。 

☆第２回 １９８７年３⽉１７⽇〜３０⽇ 

参加者数︓１１名（団⻑︓⼩畑隆、マネージャー︓⾼橋絵⾥）タイ側１１名 

場  所︓タイ王国ピサヌロ－ク県ポンパ村 農村開発センター 

作業内容︓教室鉄骨製シェルター建設 

◆１９８７年７⽉６⽇〜１１⽇ 

タイ・チェンライ地⽅のサン・タン・ルーン村で開催されたアジアＹＭＣＡ国際⻘年ワークキャンプに加藤雄⼀⽒を派

遣。ワークキャンプ終了後バンコクＹＭＣＡで、第３回タイ農村ワークキャンプの打ち合わせを⾏った。 

◆１９８７年１０⽉１２⽇〜１４⽇ 

東⼭荘で開催されたアジア指導者会議のため来⽇したバンコクＹＭＣＡの主事４名が会議終了後仙台を訪れ

た。第３回タイ農村ワークキャンプの打ち合わせと、過去タイ農村ワークキャンプ参加者との歓迎会、主事、職員等

の交流を通して⼀層の友好の絆を深めた。 
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メンバー︓スナン・アドルヤチャート⽒、パニー・パースラスティン⽒、チャンチャイ・ビラノンド⽒、スプシー・バダラカモ⽒ 

☆第３回 １９８８年３⽉１７⽇〜３１⽇ 

参加者数︓１１名（団⻑︓稲本敬夫）タイ側１０名 

場  所︓タイ王国ピサヌロ－ク県ポンパ村 農村開発センター 

作業内容︓飲料⽔貯⽔タンク建設、トイレ建設 

☆第４回 １９８９年３⽉１７⽇〜３１⽇ 

参加者数︓９名（団⻑︓稲本敬夫）タイ側１１名 

場  所︓タイ王国ラヨーン県 バンチャンキャンプ場 

作業内容︓野外チャペル建設負債 

◆１９８９年８⽉６⽇〜１６⽇ 

１９８９年度ＩＣＣＰ－ＪＡＰＡＮ受け⼊れで、バンコクＹＭＣＡより２名がキャンプ研修のため来仙。仙台

ＹＭＣＡのキャンプへの参加やホームステイ等を通して交流を深めた。 

◆１９８９年８⽉２３⽇〜２７⽇ 

⾦城平真総主事、菊池護主事、稲本敬夫主事がバンコクＹＭＣＡを訪問。バンコクＹＭＣＡとの１０年に渡る

交流、特に第４回のタイ農村ワークキャンプの受け⼊れに謝意を表し、これからのタイ農村ワークキャンプのあり⽅を

⾒直しながら、両ＹＭＣＡの友好の発展を願い、話し合いが持たれた。 

☆第５回 １９９０年３⽉１７⽇〜３１⽇ 

参加者数︓１３名（団⻑︓稲本敬夫）タイ側１１名 

場  所︓タイ王国ラヨーン県 バンチャンキャンプ場 

作業内容︓カヌー練習場に吊り橋建設 

◆１９９０年８⽉２１⽇〜２７⽇ 

１９９０年度ＩＣＣＰ－ＪＡＰＡＮ受け⼊れで、タイ・バンコクＹＭＣＡより３名が研修のため来仙。仙台Ｙ

ＭＣＡのプログラム⾒学、タイ農村ワークキャンプのＯＢ、タイ国留学⽣との交流を深めた。 

◆１９９１年３⽉１７⽇〜２１⽇ 

バンコクＹＭＣＡで開催されたアジアＹＭＣＡ指導者会議に菊池護主事が出席。同時に今後のタイ農村ワーク

キャンプ等についてもバンコクＹＭＣＡと協議した。 

☆第６回 １９９２年３⽉１６⽇〜２９⽇ 

参加者数︓１１名（団⻑︓村井伸夫、マネージャー︓上⽯真⼸）タイ側１１名 
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場  所︓タイ王国ピサヌローク県ポンパ村 農村開発センター 

作業内容︓机・椅⼦の製作、校庭の遊具の補修 

◆１９９２年６⽉６⽇ パートナーシップ締結 

１２年間に渡る交流とこれまでのワークキャンプ受け⼊れに感謝し、更に⼀層の友好を深めるため、両ＹＭＣＡは

パートナーシップを締結した。 

今後の交流について 

①国際ホテル専門学校の学⽣をバンコクＹＭＣＡへ実習派遣 

②スタッフの研修派遣 

③タイ農村ワークキャンプの実施 

④バンコクＹＭＣＡホテルの紹介と協⼒ 

☆第７回 １９９３年３⽉１７⽇〜３１⽇ 

参加者数︓１９名（団⻑︓⼩畑隆、マネージャー︓菊池広美）タイ側１３名 

場  所︓タイ王国ピサヌローク県ポンパ村 農村開発センター 

作業内容︓多目的集会所建設 

☆第８回 １９９４年３⽉１６⽇〜２９⽇ 

参加者数︓１６名（団⻑︓加藤雄⼀、マネージャー︓菊地千恵⼦）タイ側１４名 

場  所︓タイ王国ピサヌロ－ク県ポンパ村 農村開発センター 

作業内容︓多目的職業訓練所建設（フレンドシップ） 

☆第９回 １９９５年３⽉１６⽇〜２９⽇ 

参加者数︓１８名（団⻑︓松⽥美彰、マネージャー︓荒⽥千佳⼦）タイ側１３名 

場  所︓タイ王国ピサヌロ－ク県ポンパ村 農村開発センター 

作業内容︓図書館建設“ライブラリーハウス” 

☆１９９６年１０⽉５⽇ 

仙台ＹＭＣＡ９０周年記念式にバンコクＹＭＣＡのパニー・パーラスティン⽒とリーダー２名を招聘した。 

☆第１０回 １９９６年３⽉１５⽇〜２８⽇ 

参加者数︓２８名（団⻑︓堀越祥浩、マネージャー︓⼩松裕⼦）タイ側１７名 

場  所︓タイ王国ピサヌロ－ク県ポンパ村 農村開発センター 

作業内容︓⼩学校の教室の間仕切り建設 
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☆第１１回 １９９７年３⽉１６⽇〜３０⽇ 

参加者数︓１２名（団⻑︓菊池護）タイ側８名 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター 

作業内容︓職業訓練センター「ミシン作業所」建設 

☆第１２回 １９９８年３⽉１５⽇〜３０⽇ 

参加者数︓９名（団⻑︓菊池護）タイ側９名 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター 

作業内容︓バスケットボールコート建設 

☆第１３回 １９９９年３⽉１３⽇〜２８⽇ 

参加者数︓１１名（団⻑︓荒⽊啓⼆）タイ側人数不明 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター 

作業内容︓建設 

☆第１４回 ２０００年３⽉１３⽇〜２８⽇ 

参加者数︓１２名（団⻑︓齋藤勉）タイ側８名 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター 

作業内容︓農村開墾（⽥んぼ草刈り及び畑作り）及び集会所建設 

☆第１５回 ２００１年３⽉１１⽇〜２７⽇ 

参加者数︓１２名（団⻑︓⾼松成⼠）タイ側９名 

場  所︓タイ王国チェンライ県チェンライ市 Blessing Home 

作業内容︓集会所“MINNA－みんなー”建設 

☆第１６回 ２００２年３⽉１１⽇〜２６⽇ 

参加者数︓１０名（団⻑︓⿊澤哲）タイ側１５名 

場  所︓タイ王国チェンライ県チェンライ市 Blessing Home 

作業内容︓バスケットボールコート建設 

☆第1７回 ２００３年３⽉１０⽇〜２５⽇ 

参加者数︓６名（団⻑︓尾⽊善宣）タイ側１４名 

場  所︓タイ王国チェンライ県チェンライ市 Blessing Home 

作業内容︓厨房建設 
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☆第１８回 ２００４年３⽉１５⽇〜３０⽇ 

参加者数︓１４名（団⻑︓平⼭大輔）タイ側１０名 

場  所︓タイ王国チェンライ県チェンライ市 Grace Home 

作業内容︓こどもの家建設 

☆第１９回 ２００５年３⽉１４⽇〜２９⽇ 

参加者数︓１３名（団⻑︓⼩幡忠弘）タイ側１０名 

場  所︓タイ王国チェンライ県チェンライ市 Grace Home 

作業内容︓厨房建設 

☆第２０回 ２００６年３⽉６⽇〜２０⽇ 

参加者数︓１８名（団⻑︓尾⽊善宣）タイ側１０名 

場  所︓タイ王国パンガ県ナムケム村 

作業内容︓住居建設 

☆第２１回 ２００７年３⽉８⽇〜２２⽇ 

参加者数︓７名（団⻑︓伊藤雅宣）タイ側１０名 

場  所︓タイ王国テーン県ラオタカオ村 

作業内容︓教育施設拡張⼯事 

☆第２２回 ２００８年３⽉８⽇〜２２⽇ 

参加者数︓６名（団⻑︓伊藤雅宣）タイ側１０名 

場  所︓タイ王国ピサヌローク県ポンパ村 

作業内容︓⼩学校のバレーボールコート建設 

☆第２３回 ２００９年３⽉９⽇〜２３⽇ 

参加者数︓９名（団⻑︓⻘⽊絵美）タイ側村人・⼩学⽣多数 

場  所︓タイ王国ランパーン県ワンマイ村 

作業内容︓幼稚園塀建設 

☆第２４回 ２０１０年３⽉１⽇~１５⽇ 

参加者数︓１４名（団⻑︓⽮吹⿇美）タイ側村人・⼩中⾼校⽣多数 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター、ナコムパトム県 ＹＭＣＡハッピーホーム 

作業内容︓塀建設、通路整備 
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☆第２５回 ２０１１年３⽉１⽇〜４⽉２⽇ ※東⽇本大震災により約２週間の帰国延期 

参加者数︓６名（団⻑︓佐藤健吾）タイ側村人・⼩中⾼校⽣多数 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター、チェンライ県フワイ・ヤー・サイ村 

作業内容︓貯⽔タンク建設 

☆第２６回 ２０１２年３⽉１⽇〜１４⽇ 

参加者数︓６名（団⻑︓⼩幡忠弘）タイ側村人・⼩中⾼校⽣多数 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター、チェンライ県メータチャン村 

作業内容︓貯⽔タンク建設 

☆第２７回 ２０１３年２⽉１８⽇〜３⽉４⽇ 

参加者数︓６名（団⻑︓増⼭和憲）タイ側村人・⼩中⾼校⽣多数 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター、チェンライ県クンフワイクライ・ミャン村 

作業内容︓ＹＭＣＡパヤオセンター敷地内道路舗装 

☆第２８回 ２０１４年３⽉５⽇〜１９⽇ 

参加者数︓１０名（団⻑︓佐⽵⾠太郎）タイ側村人・⼩中⾼校⽣多数 

場  所︓タイ王国パヤオ県 ＹＭＣＡパヤオセンター、チェンライ県キウジャンピー村 

作業内容︓キウジャンピー村の集会所建設 タイ側村人・⼩中⾼校⽣多数 

☆第２９回 ２０１５年２⽉２３⽇（⽉）〜３⽉４⽇（⽔） 

参加者数︓９名（団⻑︓堀越祥浩） 

場  所︓タイ王国 パヤオ県バンコクＹＭＣＡパヤオセンター、チェンライ県 メータチャン村 

作業内容︓メータチャン村多目的コート建設 

☆第３０回 ２０１６年２⽉２２⽇（⽉）〜３⽉２⽇（⽔） 

参加者数︓２名（団⻑︓加藤雄⼀） タイ側パヤオセンターメンバー約５０名 

場  所︓タイ王国 パヤオ県バンコクＹＭＣＡパヤオセンター、チェンライ県 メータチャン村 

作業内容︓YMCAパヤオセンターフェンス補修 

◆2016年2⽉23⽇（火） 

タイ農村ワークキャンプ30回記念式典 

場  所）バンコクＹＭＣＡパヤオセンター   

参加者）菅野健会⻑、村井伸夫総主事、第30回タイワーク参加者、バンコクＹＭＣＡ関係者多数 
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タイ農村ワークキャンプ第30回記念式典 

2⽉23⽇、パヤオセンターにおいて記念礼拝および歓迎会を兼ねた夕食会が開かれました。 

バンコクＹＭＣＡの理事の皆様やこれまでのワークキャンプに参加なしていただいたバンコクＹＭＣＡのボランティアの

ウィットさんとミーさんもバンコクからわざわざいらしていただき仙台とバンコクとの歩みをお祝いいたしました。 

パヤオセンターで宗教的儀式がもたれることは初めてだとのことでしたが、パヤオセンターの⼦どもたちも踊りを⾒せてく

れるなど、厳かながらも楽しくお祝いの時をもつことができました。 
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キャンプスケジュール 

⽇程 午前 午後 夜 

2/22 
MON 

07:45 仙台発 by NH 3232 
08:40 成⽥着 
10:15 成⽥発 TG641 

15:45 スワンナプーム国際空港着、
国内線でチェンライヘ 

19:50 チェンライ空港着 
20:30 夕食 
23:00 パヤオセンター着 

2/23 
TUE 

08:00 朝食 
09:30 オリエンテーション 

12:00 昼食 
13:00 -人身売買について 
   -農場⾒学 
   -蒸留所⾒学 
15:30 -30回記念礼拝 

18:30 夕食  
(北タイ伝統料理Kantok) 
19:00 歓迎会、記念祝会 

2/24 
WED 

07:30 朝食 
08:00 メーターチャン村へ出発 
10:30  村着、ホームステイ先へ移動 

12:00 昼食 
13:00 仙台YMCA役員帰国 
14:00 アカ族の文化についての学び 

18:00 夕食 
19:30 歓迎会 

歓迎プログラム 

2/25 
THU 

07:00 朝食 
09:00 感謝セレモニー 
09:30 パヤオセンターへ向け出発 

12:00 昼食  
13:00 ジャパニーズナイトの準備のた

めの買い物 

18:00 夕食 
19:30 ジャパニーズナイト 

2/26 
FRI 

07:30 朝食 
08:30 ワーク 

12:00 昼食 
13:00 ワーク 

18:00 夕食 
19:00 タイ語-⽇本語学習 

2/27 
 SAT 

07:30 朝食 
08:30 ⼦どもたちとゲーム 
09:30 ワーク 
 

12:00 昼食 
13:00 ⼦どもたちとゲーム 
13:30 ワーク 
16:00 スポーツ 

18:00 夕食 
19:00 タイ語-⽇本語学習 
 

2/28  
SUN 

07:30 朝食 
08:30 ⼦どもたちとゲーム 
10:00 プーナン国⽴公園へ⼦どもた

ちと遠足 

12:00 昼食 
14:00 パヤオセンター戻り 
 

18:00 夕食 
19:30 さよならパーティ 

2/29 
MON 

08:00 朝食 
09:00 タイのお菓⼦づくり 

12:00 昼食  
13:00 ふりかえり 
15:30 空港へ向けて出発 

17:30 夕食 
19:00 空港着 
20:30 空港発 
21:50 バンコク着 

3/1 
TUE 

08:00 朝食 
09:00 観光 

12:00 昼食  
17:00 ゲストハウス戻り 

18:30 夕食 
20:00 空港へ 
21:30 チェックイン 
23:55 空港発, TG642 

3/2 
 WED 

07:35 成⽥着 
10:55 成⽥発 
11:55 仙台着 
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参加者紹介 

ワークキャンプ参加者 

加藤雄⼀ 
団⻑ 

伊藤 武 
ポータケ 

伊藤 明⽇香 
チャゲ 

 

   

 
仙台ＹＭＣＡ 

国際ホテル製菓専門学校校⻑ 

仙台ＹＭＣＡ 

⻄中⽥保育園保育⼠ 

東北福祉大学 

健康科学部保健看護学科2年 

記念式典参加者 

菅野 健 
 

村井 伸夫 
 

 

 

 

 

仙台ＹＭＣＡ会⻑ 仙台ＹＭＣＡ総主事 
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伊藤武 
 人⽣を相⼿に第⼆ランド健闘中です。 

 ノンプロの保育⼠として、⼦どもたちと⽇々格闘しています。 

 こよなく⼭を愛し，花を愛でる歴程をたどる旅人。 

 

ワークキャンプの感想                    

今回の第30回タイ農村ワークキャンプに初めて参加しました。リーダーを含め三名の参加者でした。率直な感想と

して、大変意義のあった、かけがえのない楽しい体験でした。 

さらに、今回まで連綿と受け継がれた伝統あるタイワークキャンプに参加できて光栄に思いました。参加にあたり、

様々な⽅々の励まし＆ご支援に⼼よりお礼申し上げます。 

約10⽇間の⽇程でした。相対的なタイと⽇本の⾒⽅は、⽇本では格差があるにしてもほぼ平均的な均⼀社会と

言えます。しかし、タイの首都バンコクとパヤオセンターのある農村部とでは⽣活の様相が真逆という表現があてはまる

感じでした。首都バンコクは、国際都市でありワークキャンプ地のパヤオセンターのある農村部とでは⽣活の質に格段

の開きが⾒られました。しかしながら、タイ農村部で出会った人々は働き者であり、つつましく⽣活している姿や、質素

ではあるが、したたかに⽣きる⼒強さに感動を覚えました。私にとってタイ農村部での⽣活スタイルに、何の違和感も

覚えませんでした。言うなれば、私にはしっくりと合った感覚でした。 

このワークキャンプの目的の⼀つは、「タイ農村部のコミュニティに必要な施設等を作る」ことでした。しかし残念なが

ら、今回はこの目的を５０％しか果たせなかったと思います。それは、諸般の事情によりワークキャンプ地がタイ農村

部ではなく、パヤオセンターの設備の修繕に転換したからです。タイワークキャンプは、連綿として継続してきた尊いプロ

グラムであり、タイ農村部ではこのプログラムに期待している人々の志に寄り添う⼼を持ってチャレンジしてほしいと思い

ます。 

私は、今回のワークキャンプの体験から、仙台でも・⽇本でも・タイでも共に⽣きることの意味をより深く学びました。

また、タイでの様々な人々との出会いや交わりを通して、支えあう⼼の広さ・深さ・大切さを知りました。 

まとめるならば、今回のタイワークキャンプは、私の目を開かせて⾒えないものを⾒させ、狭隘な⼼を開かせて、⼼をたく

ましくしてくださいました。 

蛇足ながら申し上げるならば、これまでのワークキャンプの大部分の参加者は、ユースの⽅々と思います。しかし、シ

ニアでも、シニアだから、シニアしか出来ない事がたくさん有ることでした。是非志のある人は、チャレンジして下さい。  
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伊藤明日香 

⾃己紹介 

あだ名はチゲ。タイではp.CHIGE（チゲさん）。YMCAもタイも初めての、今年唯⼀の

学⽣参加者。専攻は看護。普段⼦供と接する機会がないので、少し緊張気味。 

 

参加理由 

東⽇本大震災でたくさんの国が東北を励まし支援してくれたように、海外でボランティアをしたいという思いで、今回

タイワークに参加しました。看護を学ぶ人間として、人身売買や性産業について向き合いたいという気持ちもありまし

た。 

例年に⽐べ⽇本チーム⾃体少人数で、40人の⼦供達が喜んでくれるかはじめは不安でした。また、人数の関係で

村でのホームステイは⼀泊だけになり、ほとんどをパヤオセンターのゲストハウスで過ごしました。今回農村でのワークが

出来なかったことは残念でしたが、その分パヤオセンターの⼦供たちと例年よりも深く交流することが出来ました。 

タイの人々について 

企画したレクリエーションはスタッフの助けもあって無事成功し、⼦供たちが楽しみながら⽇本文化に親しむことが出

来るという目的を達成出来ました。特に大縄跳びは予想以上に⼦供たちの遊びとして定着し、とても嬉しかったで

す。⼦供達はみんな素直で、優しく、働き者でした。その⼀⽅で、こんなに素直な⼦供たちが人身売買の被害に遭う

ということが居た堪れず、あってはならないことだと感じました。パヤオセンター、農村の⼦供達には、これからも⼼身とも

に健康で、豊かな人⽣を送ってほしいです。また、人身売買の危険に遭う⼦が1人でも多く保護されることを願いま

す。 

ワークキャンプを通じて村の人々や⼦供たちと出会い、たくさんの明るい笑顔に接しました。流⽯、微笑みの国タ

イ。しかし、彼らの背景には、⼦供を売らなければならなかったり、家庭内暴⼒などそれぞれに苦しい環境があることも

確かです。このワークをただ楽しいだけで終わらせずに、⼀人ひとりのバックグラウンドに目を向け⾃分に出来ることをし

たいと思いました。⾃分にできることのひとつは、周りの人に人身売買や性産業の知識を伝えることです。今⽇本に住

む⾃分たちの身近に人身売買の事件があり、⾃分たちが加害者となる可能性もある、と知ることがブローカーを作り

出さない第⼀歩となると考えました。 
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人身売買について 

人身売買の勉強会で、これまでのタイにおける人身売買は⽇本人ブローカーが中⼼だったと知りました。⽇本はほ

とんど関与していないと思っていただけに、衝撃を受けました。被害者家族が脅迫されるケースや、本人が騙され連れ

去られるケースなど様々なケースがあることを学びました。同時に、人権が守られていない人が世界にはまだたくさんい

ることに悲しみと怒りを感じました。このタイワークは、人間の⽣命と尊厳をより大切にする医療従事者になりたいと考

えることが出来る、価値あるものとなりました。それは、⽇本に居てはなかなか感じ取ることのできない体験だったと思い

ます。 

どんな理由があっても、人が人として⽣きることを妨げるようなことがあってはなりません。⽇本はこれまで、そしてもし

かしたら現在も人身売買の加害国である。それならば人身売買の被害にあった⽅々やリターニーを守る責任があると

思いました。また、タイにはタイの課題があるとともに、⽇本には⽇本の課題があるとも考えることが出来ました。これか

らは⽇本・タイ両⽅の視点からより深く人身売買、人間の尊厳について学びたいです。 

ボランティアワークについて 

ボランティアワークは悪天候もありましたが、スタッフの⽅々や⼦供達の協⼒で、約56本のコンクリート芯を設置する

ことが出来ました。このワークキャンプの利点は、信頼関係を基盤に現地の⽅のニーズに合わせて、それに応えるという

形が成り⽴っていることです。異なる文化を持っていても、QOLの向上という共通目標を掲げ、共助することが出来

る。その関係があるからこそ、30年間という継続した取り組みが出来たのだと思いました。 

YMCA第30回ワークキャンプの記念看板にはKIZUNAキズナという文字を⼊れました。これまで30年以上培って

きた⽇本とタイの絆を決してたゆさず、更に強いものとなることを祈り、記しました。タイ・⽇本スタッフの皆さんは本当に

私たちを気遣ってくださいました。皆さんの笑顔や機転に救われ、このワークを健康に無事終えることができました。本

当にありがとうございます。パヤオセンターでは、⾃分からうまく話しかけることができず、関わってきてくれる⼦供としか話

が出来なかったこと、⾃分の不甲斐なさに後悔しています。来年度も時間やお⾦の⾯で可能であれば参加し、たくさ

ん学⽣を連れて⾏って、タイの人々の笑顔に会いに⾏きたいです︕ 
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〜旅のアクシデント〜 

・⼦供たちと滝に⼊った瞬間、転ぶ。そして怪我をする。はしゃぎ過ぎて思いっきり踏み込み、足の裏を岩で切る。痛く

て泳ぎに⾏けず体育座りで待機。 

・どら焼きづくりは⼦供たちに⼿伝ってもらって何とか成功した。余裕をもって50人分作った予定が、実際作ってみると

40人分もままならない状況に。⼦供たちと協⼒してなんとか人数分作ることが出来た。 

・コンクリートに落として、iPhoneを割る。 

・まさかの村で夜通し雷⾬&深夜3時に腹痛︕ 
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タイメンバー紹介 

 今年度は⽇程のほとんどをパヤオセンターで過ごし、タイメンバー・パヤオセンタースタッフの皆様には、例年より更に

⼼強いサポートをしていただきました。 

 

P.ノイ（写真） 

YMCAパヤオセンターの所⻑さん。地域や⾏政とも繋がり、⼥性や⼦供たちを守っていま

す。寒い⽇夜、毛布がいるかどうか聞いてくれたり、私達のことをいつも気にかけてくれました。

P.ノイの優しい⼼遣いが支えとなり、無事にワークが出来ました。本当にありがとうございまし

た︕ 

 

P.ナム（写真） 

みんなのお⺟さん、スタッフのP.ナム︕明るくユーモアたっぷりの性格で、P.ナムの周りにはい

つも笑顔が溢れています。紙芝居や⽇本の遊びなど、⼦供たちにわかりやすく説明しサポー

トしてくれました。滝では⼦供たちと⼀緒に大ジャンプ︕天真爛漫のP.ナムが大好きです。 

 

P.ノン（写真） 

スタッフのP.ノンは地域での農業指導をしています。今回はワークや運転をサポートしてくれま

した。ワーク中突然⾬が降ってきたとき、風邪をひくと大変だからと私たちを気づかってくれまし

た。ありがとうP.ノン︕ 

 

P.マリ（写真） 

横浜YMCAの⻑期ボランティアで1年間パヤオセンターに赴任しているP.マリは、現役大学

⽣です。まだタイに来て半年なのにも関わらず、⼦供たちに大人気︕そしてタイ語も流暢で

す。P.マリのお陰でタイと⽇本の連携がスムーズになりました。それだけでなく豊富な経験か

ら、私たちをあらゆる⾯でサポートしてくれました。思いやりの気持ち、責任感、優しさに本当

に助けられました。P.マリ、ありがとう︕ 
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ルンソン（写真） 

ルンソンはタイ語でソンおじさんという意味。ルンソンは、ワークの指導をしてくれました。笑顔

が素敵なルンソンは⼦供たちからも親しまれています。ワーク中はP.ノンと冗談を言いなが

ら、仕事をしっかりこなしていました。ルンソンの気遣いとわかりやすい説明で無事ワークが出

来ました。ありがとうございました︕ 

 

 

パヤオセンタースタッフ 
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バンコクYMCAパヤオセンターについて 

貧困や教育、国籍などの問題を抱えた⼦どもやその家族を人身売買から守るため、バンコクＹＭＣＡと横浜ＹＭ

ＣＡの協同でタイ王国パヤオ県に設⽴された保護シェルターです。 

 パヤオセンターは大きく分けて⼦ども、家族、地域の３つを対象としたプロジェクトを⾏っています。 

子どもたちへのサポート 

プロテクト・ア・チャイルド 

・ 人身売買被害へのリスクが⾼い⼦どもをシェルターで保護 
・ ⼭岳⺠族の⼦ども（⼩〜⾼）40〜５０が共同⽣活 
・ 適切な教育、医療、⽣活、食事の提供 
・ ライフスキルトレーニング 
・ 知識トレーニング 
（人身売買、ＣＳＥＣ 、性、人権など） 

・ リーダーシップトレーニング、職業訓練啓発活動、など） 
・ 外国のＹＭＣＡや学⽣との国際交流プログラム 
地域の⼦どもたちを対象としたプロジェクト 

・ ⼦どもたちへの奨学⾦ 
・ 知識トレーニング、スタデイーツアー 
・ 学校や地域でのセミナー、キャンペーン活動 

家族へのサポート 

・ ライフスキルトレーニング 
・ カウンセリング 
・ ワークショップやセミナーを通じた知識トレーニング 

地域コミュニテイーへのサポート 

・ 職業訓練・支援 
・ ハンデイクラフト、有機農業、食品加⼯、家畜飼育、きのこ栽培 
・ 人身売買被害⼥性に対する保護、支援、カウンセリング、職業訓練 
・ 学校や病院、地⽅⾃治体などの公共機関や他ＮＧＯとのネットワーク構築や人身売買に対する監視体制

の構築 
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パヤオクラフト 

パヤオクラフトは、タイ王国パヤオ県にあるバンコクＹＭＣＡ

パヤオセンターが貧困撲滅プロジェクトの⼀環として製造する

⼿⼯芸品です。 

パヤオセンター内の販売所でも購⼊できます。たくさんのクラフ

トの中から掘り出し物が⾒つかる可能性大。 

パヤオセンター  ゲストハウス 

今回のワークキャンプのベースキャンプになりました。 
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人身売買について 

タイ北部は以前から、⼥性や⼦供の人身売買や性的搾取などが問題となっている。中でもパヤオ県はタイ国内でも
貧しい県と言われ、人身売買取引 が多く⾏われる地域として知られてきた。また、⼭岳地帯に住む少数⺠族は貧
困、教育、借⾦、国籍などの問題から、人身売買の被害に遭うリスクが⾼いともいわれている。 
 

人身売買における三つのキーワード 

1.⾏為 2.⽅法 3.目的 
 
1.⾏為（人身売買の経緯） 
・人を探す、騙す、売る、買う 
・勧誘、向かい⼊れる、送り出す 
・監禁、隠ぺいする 
 
2．⽅法（どのような⽅法で人身売買が⾏われているのか） 
・だます・欺く・誘惑・共⽣・権⼒の不正な濫⽤ 
・暴⼒や言葉による脅迫、強要 
 
3．目的（どのような目的があって人身売買が⾏われているか） 
・性的欲求 
・卑猥な⾏為 
・売春、性的搾取 
・奴隷 
・臓器摘出 
 

人身売買のパターン 

・強制売春…18歳未満は本人の意思があっても、売春⾏為は禁⽌されている。 
・強制労働…タイでは15歳未満は職業に就けないとされている。 
・物乞い …大半は⼦供が占めている。より多い収益の為に、⼦供の⼿足を切断することもある。近年ではタイ全国
的に取り締まりが厳しくなった。ブローカーが⼦供に強制しているパターンが多く、お⾦が⼊らなければ⼦供にはご飯を
食べさせない。 
・偽装結婚…⼊国審査が厳格化され、偽装結婚による不法⼊国が増加している。外国に連れていかれてから売ら
れる。 
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・臓器売買…タイ、⽇本では減少した。しかし未だにフィリピンなどでは、医師が関与しているケースもある。検査と偽
って⼿術を⾏い、臓器を取り出すケースもある。 
 

人身売買の原因になりうるもの 

・貧困、経済格差 
・借⾦ 
・教育の機会に恵まれない 
・大きな⽣活の向上を望む気持ち 
・物欲 
・知識が無く誰でも信じやすい 
・ITによる多くの情報 
・エージェント、ブローカー、友達、親族 
・地⽅ではまだ国籍がない人が多い 
・家庭崩壊 
（経験談を含めた例） 
・貧困→家庭で十分な⽣活ができない→家が借⾦をする→⼥の⼦は家族のためにお⾦を稼いでくると期待される。
ブローカー「もし借⾦を返したかったら、⼦供を売れ」→⼦供が嫌がっても親に漬け込む→親は⼦供を売る。 
・貧困、バンコク等都市との経済格差、IT普及→少⼥⾃身が服が欲しい、⾞が欲しい、という弱みにブローカーが漬
け込む。 
・タイ北部では、突然⼥性や⼦供が⾏⽅不明になることが多く、明るみにならない。  
・⼩さい⼦がレイプにあい、親に「お前は傷物だから」といわれ性産業に就かされるケースもある。 
・親族に人身売買関係者がいることが多いため、リターニーが人身売買のリスクが⾼い。特にタイと⽇本人のハーフは
多い。 
 

被害者が渡航するまでの流れ（被害者体験参考） 

・エージェントによる勧誘⇒書類など準備⇒身体検査⇒説明（今後の移動⽅法について、警察・⼊関などに対する
対策)⇒パスポートやビザの準備（偽装）⇒出発⇒仕事へ向かう⇒売春、強制労働 
 

人身売買のケース 

（１）⼦供が騙される、誘拐される 
（２）親に強制される 
（３）誘惑された⼦供が⾃分からしてしまう 
（４）親がブローカーに脅迫され、やらざるを得ない 
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・現在もパヤオ県では⽇本のヤクザが、タイ人大学⽣を騙して連⾏している。ビザの制度が変わり⽇本へ滞在しやすく
なった為、件数は増えつつある。ブローカーは中国人も増加している。 
・リスクの⾼いパヤオセンターの児童は、⼀般的な貧困ではない。例えば、親の離婚、孤独など貧困に加え家庭にな
んらかの問題がある。⺟親が離婚し、⺟親⾃身も性産業をしているため、⼦供も大きくなったら性産業に就かせると
いうことは現在も多く起きている。 
 

日本で行われた人身売買の例 

・別の施設で保護されたタイ人被害者⼥性（13）は、⽇本で性産業を強いられ、1⽇5〜6人の集客だった。お⾦
は全て店主に渡した。 
・渡航した後、大抵500〜600万の借⾦を負わされ返済のためタダ働きさせられる。 
・⽇本で監禁され暴⾏されても、周囲の人は気づかない。 
・ いい仕事があると言われて⽇本に⾏くと、アパートに集められる。パスポートなど持ち物は没収され、裸にされる。そ
こで騙されたことに気づく。お店のママさんに選ばれて、店に連れていかれる。膨大な借⾦の支払いの代わりに売春を
強制させられる。監禁⽣活が始まり、逃げようとすると暴⾏される。 
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メーターチャン村について 

タイ北部の⼭岳部にある、アカ族が多く住む村。2000年から現在まで、130人（男70人、⼥60人）23世帯が⽣

活している。人口の半分 は市⺠権を持たず、身分証明書の発⾏を待っている状態。住居は⾼床式で、茅葺屋根

と⽵でできている。⽇中は⽇が照りながらもカラッとして過ごしやすく、⼦供たちとも川で楽しく遊ぶことができた。しかし、

⽇が沈むと上着が⼿放せないほど冷え込む。乾季ではあったが、今回のタイワークでは夕⽅から明け⽅まで⼟ 砂降り

の⾬と雷となった。 

 

＜電⼒＞  
多くの家では太陽光発電による電⼒を使⽤しているためテレビなどの電気機器はあるが、⼭岳地帯であるため⽇照
時間が少なく少量の電⼒しか発電できない。その為夕食以外ではあまり電気をつけていないようだった。各世帯の電
気使⽤可能時間は2時間未満。 
 
＜食事＞ 
ガスがないため、料理の時は薪で⽕を焚いて
いた。野菜中⼼で、辛いものもあるが美味し
い。村に着くなり、歓迎でマンゴーやグミの実、
ドラゴンフルーツ、バナ ナなど果物をたくさん食
べさせてくれた。村中に鶏が放し飼いされてい
る。あるホームステイ先では味の素は食に欠
かせないらしく、袋からドバっとどの料理に も
⼊れていた。 
＜宗教＞  
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宗教はカトリックで、教会があり、集会所の役割も果たしている。教会の横には以前のタイワークで作成した貯⽔タン

クがある。 

＜⽔＞  

貯⽔タンクには⽔があるものの、蛇口やパイプ口が⽼朽

化しているようだった。⽔は通じていて、各家庭に蛇口が

あるが、⽔を配給するパイプ管や貯⽔タンクの⽼ 朽化な

ど、⽔配給システムの不備が問題となっている。アカ財

団、群⾏政組織、数名の村人の資⾦提供で⽣活⽤⽔

を⼿に⼊れている。⽔を配給する3本のパイプ 管は、⽔

圧が低い為非常に⼩さいサイズである。また何十年も使

⽤しているためいくつかの箇所に損傷がみられる。代替⽤に4つの井⼾があるものの十分ではない。 

 各家庭にトイレ兼⽔浴び⼩屋がある。住⺠は紙は使わないので、慣れない人はトイレットペーパーとゴミ袋をお忘れ

なく︕ 

＜教育＞ 

村には、ノンフォーマル教育センターがあるが、縮⼩傾向にあるようだった。村から3キロ離れたファイ・ヤー・サイ村には

公⽴の幼稚園と⼩学校があり、メー ターチャン村の多くの⼦供はこの幼稚園と⼩学校に通っている。3キロの⼭道を

越えなければならないので、毎朝7時半ごろにクラクションを鳴らしながら来る 荷台付きの⾞に乗って学校に通ってい

る。 

 ⼩学校卒業後は中⾼等学校へ進学するが、村から25キロ離れているため、約40パーセントの⼦供は⼩学校を卒

業すると学校へ⾏かなくなる。⼦供と若者はタイ語が通じるが、それより年上の住⺠はアカ語しか話せない。 

 以前ワークキャンプで作られたセパタクロー・バレーコートは⼦供たちが村で⼀番好きな場所と言っていた。 

＜医療＞ 

メータチャン村には診療所がないため、軽い病気の場合は⾃分たちでケアするか、村から15キロ離れたバーテッド町の

診療所を利⽤する。 
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＜職業、経済状況＞ 

ほとんどが農業（⾃給⽤の⽶、家畜飼料としてのとうもろこし、もち⽶、ごま、⾖類）をしている。貧困家庭が多いの

で、その他に⽇雇いの仕事を掛け持ちしたり、都市へ出稼ぎに⾏くことも増えている。ほうきを作って売るらしく、村中

で作業をしている人々を⾒た。 
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ワークについて 

今回のタイ農村ワークキャンプの目的の⼀つは、タイ農村部のコミュニティに必要な施設等を作ることでした。 

 今回は、諸般の事情によりワーク場所をタイ農村部からパヤオセンターの敷地境界のフェンスの⼀部修繕に

変更し実施した。 具体的には、⽼朽化したフェンス支柱の交換、フェンス有刺鉄線の張替え等であった。 

 

作業内容は、古い支柱の掘り起こし、新品支柱の設置、基礎コンクリート打設＆設置、支柱への有刺鉄線

を張ることであった。ワーク⼀⽇目は、仙台ＹＭＣＡとパヤオセンタースタッフの大人のみであった。（約７名）

ワーク⼆⽇目は、パヤオセンター内の⼦どもたち（約４０名）が、大人達と⼀緒に合同作業であった。 
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パヤオセンターの⼦どもたちは、ライフスキルトレーニングを⽇々実施しているので、作業に対してアクティブで⼀

⽣懸命な作業姿勢であった。 
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なお、⼆⽇間のワークで終了しないワークについては、パヤオセンタースタッフが、後⽇に終了させた。 
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ジャパニーズナイトについて 

じゃんけん列⾞ 

活動4⽇目の夜にパヤオセンターでジャパニーズナイトを
⾏いました。まず、アイスブレーキングも兼ねて⼦供たち
とじゃんけん列⾞をします。最初に⽇本語の じゃんけん
をレクチャーし、⽇本のポップミュージックでじゃんけん列
⾞スタート︕⽇本の⼦供がよくする遊びで、⽇本文化
を紹介します。最後に先頭になった 優勝者には、じゃ
がりこをプレゼントしました。 
 

かさじぞうの紙芝居 

ポータケは、お話がとても上⼿なので、昔ながらの本格
的な紙芝居をしました。お話は「かさじぞう」。雪を⾒た
ことのない⼦供たちは、紙芝居に⾒⼊っています。 pマ
リが機転を利かせて、本物の笠とお地蔵さんの画像を
⽤意してくれました。そのおかげで⼦供たちにもわかりや
すくなり、ポータケの迫真の演技にみんな びっくりした
り、⼀緒にセリフを口ずさんだりしました。通訳のまりさ
ん、pナムやpマリのおかげで、⽇本の思いやりの⼼が⼦
供たちにも伝わりました。 

大縄跳びで郵便屋さんの落とし物 

⼦供たちにはもともと6つのグループがあります。班ごとに分
かれて、対抗戦で郵便屋さんの落とし物をしました。多く
の⼦供は⽇本語で数を数えることができる ので、みんな
で数えて競い合います。最初は上⼿に飛べなくても、みん
なで息を合わせて少しずつ回数が増えていきます。次の
⽇の⾃由時間から、早速みんなで 大縄跳びや郵便屋さ
んの落とし物をして遊んでいる姿を⾒て、感動しました。 
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さよならパーティーでどら焼き作り 

さよならパーティでどら焼き作りをしま
した。どら焼きの材料であるホットケ
ーキミックスとあんこは、バンコクでpウ
ィットに調達してもらいました。余裕
を もって50人分作ろうとしたら、40
人分でもギリギリに︕ピンチ︕
（笑）⼦供たちに⼿伝ってもらい、
なんとか80枚⽣地を焼けました。パ
ーティでは、⼀人ずつあんこを挟んで
ラップの上からドラえもんを描いてもら
い完成︕みんなあんこが大好きで、
大好評でした。 
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観光 

ワット・ポー（涅槃仏寺） 

バンコク市内の３大寺院の⼀つで、バンコク最古の歴史を持つ寺院です。全

⻑４６メートル、⾼さ１５メートルの巨大な涅槃仏が横たわっている本堂と

その回廊、礼拝堂、７１もの仏塔でも有名です。バンコク王朝のラーマ３世

（1824〜1851）が１７年かけて建⽴させました。 

また、ワット・ポーには  タイ古

式マッサージの総本⼭としても

知られており、境内にマッサージ

⼩屋が有り、実際に施術を受

けることもできます。 

ドイプーナン国立公園（パヤオセンター近郊） 

 

ワークキャンプスケジュールで、パヤオセンター内の

⼦ども達約４０名とバントラックで出かけた。公園

内のプーナンの滝では、滝ツボで開放的な姿では

しゃいでいた。 

＊ 滝の落差は、約１５メートル程度。また、⼩
さい落差の滝では、飛び込む姿も⾒られた。 
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この度、第30回タイ農村ワークキャンプを実施することができましたこと、バンコクＹＭＣＡはじめ、多くの募⾦を

いただいた皆様に感謝いたします。 

今回は、第30回という節目の回でした。1980年の交流の開始から数えると36年もの交流がバンコクＹＭＣ

Ａと続いています。 

タイ農村部の貧困や人身売買といった問題は、この30年が過ぎた今でも解決していません。それどころか特に

人身売買や性産業の問題はますます複雑化しています。継続した支援と多くの人々の理解を得る努⼒を続

けなければ、この素直で純真な⼦どもたちの命と未来を守ることができないことをこの機会に新たにすることがで

きました。 

この報告書を編集している最中、熊本では最大震度７の大地震が発⽣しました。多くの支援の⼿が熊本に

寄せられています。私たちも5年前、本当に不安の中で夜を過ごしたそのことを思い出します。十分な食事と安

⼼して過ごす場がどれだけ貴重なのかを体験しました。 

今回のワークキャンプは、たった2名の参加者で、できることは本当に限られたものでしたが、パヤオセンターで⼦

どもたちが温かい家族のようなスタッフに囲まれながら、十分な食事と安⼼できる環境を得ることができることへの

⼀助となれたことは大変うれしく思います。 

今後もバンコクＹＭＣＡとの関係が継続し、⼀人で多くの⼦どもたちの役に⽴つ働きができることを願います。 

 

「あなたがたによく言っておく。わたしの兄弟であるこれらの最も⼩さい者のひとりにしたのは、すなわち、わたしにし

たのである」  （マタイによる福音書25:40) 

団⻑ 加藤雄⼀



 

 

 

公益財団法人 仙台ＹＭＣＡ 
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