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世界的な燃油高騰のため、航空会社が燃油サーチャージ
の徴収を継続しています。サーチャージの金額は航空会
社によって異なり、２～３ヶ月に一度変更されておりま
す。このため、旅行費用とは別に、空港使用料などと共
に燃油サーチャージをご請求させていただきます。詳細
はお申し込み後の手続案内書面でご確認下さい。

＊ご予約いただければ、当社で夜間や土曜日の旅行相談
も可能です。 ＊会議室を、旅行打ち合わせや説明会会
場としてご利用いただけます。 ＊ビデオ、ＤＶＤ、プロ
ジェクターなどをご利用いただくこともできます。 ＊定員
は約25名様です。詳しくは気軽にお問い合わせ下さい。

当社の会議室をご利用いただけます

燃油サーチャージの取り扱いについて

申し込みから最短で翌日の午後までに、32種類の外貨
がご自宅またはお勤め先に届きます。出発前の慌しい時
間でも、インターネットで手続きが簡単です。弊社ホー
ムページからご利用下さい。

外貨宅配できます！！

＊当社ホームページで、お得な新・海外旅行保険【ｏｆ
ｆ！(オフ)】にご加入いただけるようになりました。(引
受会社：損保ジャパン)
★出発当日でもスピード加入　★海外に出かける前に忘
れずに、旅行の際にはぜひともご利用ください。

海外旅行保険は
当社ホームページでご加入を！

カラーグラビア

ピープルズパワー・フィリピン ‥1
エコビレッジに学ぶ！
古くて新しい「長屋暮らし」的省エネ生活 ‥‥2
伊藤千尋さんと 日本・世界をめぐる旅‥‥2
“学び＋旅”のすすめ ‥‥‥‥‥3
お勧めDVD・ BOOK GUIDE‥‥‥‥3
「ひとが資源」の北欧に学ぶ旅

スウェーデン・デンマーク・フィンランド ‥4・5
イタリア料理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

東アジア共同体は可能か！～フィリピン～‥6
ブラジル通信 ‥‥‥‥‥‥‥‥6
「平和への権利を世界に」

憲法九条と平和的生存権を世界に広めよう ‥7
映画『ひまわり』、「石川・宮森630会」‥7
スタッフ募集・編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥7
ヨーロッパ・アルプスの旅‥‥‥8
別刷・旅行特集
ヨーロッパ・北欧・アジア・ベトナム・中国・

ウォーキング・花と自然・この指とまれ！など

＞＞C O N T E N T S

変わりゆく世界
その先を学ぶ旅へ

2012

フィリピン略年表
１５２１～１８９８年　スペイン植民地時代
１８９８年（米西戦争）スペインに代わってアメリカの支配
１９３３～１９４５年　第二次世界大戦・日本の侵略
１９４６年　フィリピンが主権を獲得、第三共和国成立
１９４７年　米比軍事協定締結
１９５１年　米比相互防衛条約調印
１９８４年　バターン原発完成
１９８６～１９８７年　マルコス政権崩壊　新憲法制定
１９９１年　上院で米軍基地撤去を決議
１９９２年　米軍基地撤退
２０１０年　バターン原発即時運転開始法案が廃案

兵舎跡を利用したフランス料理店（スービック海軍基地跡）

稼動しなかった
バターン原子力発電所

基地撤去に賛成した
上院議員のモニュメント
（スービック海軍基地跡）

バセコ地区の子どもたち

バランガ小学校にて

バターン原発内の燃料棒

ピープルズパワー
基地を撤去し原発を止めた国 フィリピン
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みなさん、『エコビレッジ』という言葉を聞いたこと

はありますか？　

エコビレッジとは、持続可能性をテーマに、環境に優

しい暮らし方やお互いを支え合う社会を模索するコミュ

ニティ。私たちが暮らすオーストラリア・クイーンズラ

ンド州では、1986年に設立された世界初のパーマカルチ

ャー思想に基づくエコビレッジ、クリスタルウォーター

ズというコミュニティがとくに有名です。パーマカルチ

ャー・ガーデン、持続可能な建築、太陽熱温水器、水の

循環利用、水を使わないコンポストトイレなど、大自然

の中で身近な資源を最大限に利用し、環境負荷を最小限

に抑えたその暮らしは、美しくて感動的です。でも、

「大きな土地を持っていないと、こういう生活は難しい

のねぇ」とちょっぴり無力感を感じてしまったのも事実。

オーストラリアって、今、住宅バブルで土地がとっても

高いのです！

ところが、ご縁があって、一昨年よりこのクリスタル

ウォーターズから車で４５分ほどの場所にあるベルバニ

ヤという設立３年目の新しいエコビレッジを訪れるよう

になり、私は「エコビレッジとはハー

ドの問題だけではないんだ」と気づか

されました。

ベルバニヤは、かつてリゾートとし

て運営されていた施設を買い取って作

られたエコビレッジです。食堂、ホー

ル、客室などリゾートの既存の施設を

うまく利用して、現在は１１人が共同

生活を送っています。一番驚いたのは、

台所が共有で夕食は全員そろって食べ

るということ。最初は「毎日みんなで

夕食というのは気が重いかも…」と思

いましたが、食事当番は１０日に１回

程度、つまり料理や洗い物は１０日に

１回しかしなくてよいから、時間の節

約になると聞き、「それ、いい！」と

コロッと主義転向。食材もまとめて共

同購入するから食費も買い物に行くた

めのガソリン代もぐっと安上がりで、世帯ごとに台所や

各種調理道具をそろえる必要もありません。まとめて料

理をするから、もちろん節電にもなる！

台所だ

けではあ

りません。

ダイニン

グルーム、

居間、洗

濯機など

も共有の

ため、食卓、ソファ、本棚、本、テレビ、DVDなどもみ

んなで持ち寄るため、世帯ごとに所有する必要はないの

です。一方、個人のスペースはというと、かつてのリゾ

ートの客室が住民一人ひとりのプライベートな空間。賃

貸で入居できるので、お金持ちでないと入居できないと

いうこともありません。

ここで私は、ハッと思いました。これは現代版“長屋”

ではないか、と。もちろ

ん長屋暮らしならでは（住んだことがあるわけじゃない

けど）の人間関係の衝突もあるようですが、それを解決

するために、試行錯誤しながら作り上げつつある話し合

いの仕組みや仕事の分担の仕方がまた実に面白いので

す。まさにソフト面からのエコビレッジの取り組み！

ここには、日本の暮らし方の中にも取り入れられるヒン

トもたくさんありそうです。

節電が大きなテーマとなっている今（そしてこれから

先の未来）、―世帯ごとに省エネ・節電を心がけたり、

自然エネルギーの自家発電を始めるのも大事なことです

が、そのために個別に新たな省エネ製品や発電装置を買

うのではなく、すでに存在する施設、所有している物を

思い切って共有して、コミュニティ単位での省エネ・節

電の仕組みを考えてみる、という発想の転換もあるので

はないでしょうか？

５月２２日（火）～２５日（金） ４日間

クリーンエネルギー・地域をかんがえる

高知・梼原町・四万十川ツアー
募集30名（最少催行15名） ￥108,000

①各地5→高知空港6梼原町内見学・梼原町泊②6梼原町クリ
ーンエネルギー施設見学　四万十楽舎泊③6四万十川周辺見学（沈
下橋・屋形船・四万十楽遊館など）
四万十いやしの里泊④6黒潮町見
学（カツオのタタキ作り体験）→高
知空港5→各地空港
・クリーンエネルギーの町、梼原を訪ね
風力・小水力・バイオマス発電を見
学・四万十川にある廃校を利用した施
設、「四万十楽舎」に宿泊し地元の方
と交流・黒潮町で、カツオのタタキ作
り体験。漁師のご家族から現在の漁業
の話を聞きます。

６月１２日（火）～１７日（日） ６日間

米軍基地撤去・原発稼動させない・地熱発電世界第２位

フィリピンのピープルズパワーに学ぶ旅
募集30名（最少催行15名） ￥189,000

①成田5→マニラ6スービック②スービック基地跡周辺見学・ク
ラーク空軍基地跡周辺見学6スービック③バターン原発見学・バタ
ーン周辺見学マニラ泊④マニラ市内見学マニラ泊⑤マクバン・ジオマ
ーサル発電所見学マニラ泊⑥マニラ5→成田
・米軍基地を撤去させたフィリピン。基地跡を利用した施設などを見学し、
地元の方と交流します。
・２８年間稼動させていないバターン原発を見学
・マクバン・ジオマーサル地熱発電所を見学

８月１１日（土）～１９日（日） ９日間

デンマーク　風の学校・フィンランド核廃棄物貯蔵庫見学

北欧・自然エネルギーの旅
募集25名（最少催行15名） ￥488,000

①成田5コペンハーゲン②6コペンハーゲン市内見学6「風の
がっこう」ビリビヤ③「風の学校」研修ビリビヤ④「風の学校」研修
6コペンハーゲン⑤5ヘ
ルシンキ6ラウマ⑥核廃棄
物貯蔵庫見学ラウマ⑦6ヘ
ルシンキ市内見学⑧5機中
泊⑨成田着
・デンマークの環境・エネルギー
政策を「風の学校」で学びます。
・フィンランドでは、核貯蔵庫
施設を見学します。

今後のツアー・ラインナップ　近日発表！
①９月１９日（水）～２４日（月）

ベトナムツアー

②１１月２０日（火）～２８日（水）

キューバ（ゲバラ・サトウキビ狩りなど）

③２０１３年

１月１６日（水）～２４日（木）

ブラジルツアー

添

添添

⑧

⑦

⑥　

⑤

④

③

②

①

おおぬき　ともこ　プロフィール
2006年、子どもの誕生をきっかけに自然な暮らしを求めて一家
でオーストラリアに移住。現在は二児の母。オーストラリアなら
ではのスローな暮らしぶりを日本に伝えたいと、2010年12月に夫
でドキュメンタリー系ディレクターの大貫光と「制作会社スロー
ライフ・メディア」を設立。映像制作のほか、取材やツアーのコ
ーディネートなど、さまざまな方法でオーストラリアの持続可能
なライフスタイルを発信している。

オーストラリアに持続可能な生活を学ぶ
①9月16日（日）～23日（日） ②11月4日（日）～11日（日） ￥185,000
※旅行費用には航空運賃は含みません。別途手配が必要です。 募集15名（最小催行8名）

クリスタルウォーターズ

ベルバニヤエコビレッジ

共有スペース（ベルバニヤ）

都市型市民農園（ブリスベン）

エコビレッジに学ぶ！
古くて新しい「長屋暮らし」的省エネ生活

大貫智子

日本・世界を
めぐる

ジャーナリスト

伊藤千尋さんと

成田5 各自の手配でオーストラリア東岸の

ゴールドコーストへ

ゴールドコースト6 ブリスベンを経由して、サンシャインコーストへ

サンシャインコースト 夜：ベルバニヤで夕食交流会

クリスタルウォーターズ（エコビレッジ）視察

サンシャインコースト ＊世界初のパーマカルチャービレッジ

「協同組合の町」マレーニ視察

＊「コープの首都」と呼ばれる住民参加の町

サンシャインコースト ファームまたはトランジッションタウン視察

サンシャインコースト見学

サンシャインコースト ＊ 地元で開かれるマーケット（市場）

夜：ベルバニヤの住民と夕食交流会

サンシャインコースト6 陸路、オーガニックショップを経由してブリスベンへ

ゴールドコースト 都市型コミュニティガーデン見学

陸路、ゴールドコーストへ

ゴールドコースト 終日：自由行動

ゴールドコースト 各自、帰国の途へ熱帯雨林

ガ

●1

●2 ●3
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『辺境を旅ゆけば日本が見えた』
伊藤千尋 著／新日本出版社／1,400円税別　

伊藤千尋さんの講演を聞くと元

気がでる。元気の源は何なのだ

ろうか。

パタゴニア、ボルネオの熱帯雨

林、アイスランド、ブラジル沖、

ルーマニアのドナウ河支流、流

浪の民ロマの故郷、日露戦争の

舞台、旅順、アメリカ西部の大

平原、ユーラシア大陸の西端、

パナマ運河、日の没する地カサ

ブランカ、ベーリング海峡にうかぶ島、ユカタン半島、北欧

フイヨルド、アンデス山脈の心臓部など。４０年かけてまわ

った世界から学んだ物の見方、考え方がルーツなのだと分か

る。世界の人々の価値観をみとめあうことから、日本も見え

てくる。日本に足りない「元気」をこの著書をから感じ取り、

状況を変えていく意欲をかきたてるお勧めの一冊です。

（S.O）

学習会に最適のDVD！
『放射線内部被曝から子どもを守るために』

放射能から子どもを守
るために、手軽にみんな
で観られる、わかりやす
いＤＶＤが各地で活用さ
れています。ヒロシマ・
ナガサキとチェルノブイ
リ原発事故を教訓に、肥
田舜太郎医師、菅谷 昭
松本市長などが、放射能
による健康への影響を平
明に紹介。各地の市民の
運動や子どもたちを内部被曝から守るために、日々の
食生活の工夫と、免疫力を上げる食べ方・暮らし方を
提案。２３分と短いので、会議の合間や授業にも活用
しやすいと好評で、若い世代へのプレゼントにも喜ば
れているようです。朝日新聞（２月２１日）や週刊金
曜日（１月１３日号）などでも紹介され、全国から
続々と申し込みが来ている話題のＤＶＤです。
◇3,800円（＋税･送料）

◇企画・製作：家庭栄養研究会・食べもの通信社・

全国農村映画協会

◇発売：合同出版

■申込み先：食べもの通信社

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3－40－10－401 

Tel : 0422-26-6961 FAX:0422-26-6962

小林多喜二ゆかりの地と文学記念碑をめぐる　４日間
6月17日（日）～6月20日（水） ￥95,000
8月26日（日）～8月29日（水） ￥112,000
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5札幌6小樽（小林家墓・小林多喜二文学碑・小樽文
学館他）小樽市内泊 ②小樽市内見学（小樽運河・鯖御殿）6層雲峡
周辺見学6 層雲峡温泉泊③6旭川（三浦綾子文学記念館・旭川
自衛隊駐屯地・今野大力文学碑）6富良野泊④6札幌市内見学
（平和の滝・羊ケ丘展望台・野呂栄太郎碑）札幌5羽田空港
◇小林多喜二ゆかりの地をめぐり、各都市で文学碑をめぐります。
◇三浦綾子文学記念館では関係者のお話をきき、旭川自衛隊基地周辺
を見学します。
◇ラベンダーフ
ァームや麓郷
の森など富良
野周辺も見学
いたします。

又吉盛清先生同行

～又吉学級～　牡丹社事件からかんがえる台湾５日間
7月8日(日)～7月12日 (木) ￥163,000
募集20名（最少催行15名）
成田5台北②台北市内見学7高雄②6車城台湾事件関係史跡現場
見学台湾事件関係史跡見学6高雄7台北①台北市内見学5成田
◇牡丹社事件を研究される又吉先生が現地で同行・解説
◇新興資本主義国日本になってから、初の海外派兵をおこなった牡丹
社事件史跡をめぐる
◇原住民族牡丹社のパイワン族と交流会

元ベトナム駐在員・ジャーナリスト鈴木勝比古氏同行

ベトナム戦争とドイモイをたどる　７日間
8月15日(水)～8月21日(火) ¥204,000
募集15名（最少催行8名）
成田・関西5ハノイ②5フエ②DMZ１日見学5ホーチミン市①
6ツーズー病院見学5①5成田・関西
◇ベトナムの戦中・戦後を知るジャーナリストが現地へ同行・解説
◇ツーズー病院のホーチミン市平和村を訪ね枯葉剤被害者と交流
◇著しい経済発展をとげる現代ベトナムへの視点を探る

第13回歌のある旅　ツアー＆コンサート

横井久美子さんと行くアイルランド
8月21日（火）～8月30日（木）10日間　￥457,000
募集15名（最少催行10名）
成田5ロンドン5ベルファスト①6ブッシュミルズ①6デリ
ー①8イニシュモア島②8リムリック①6ダブリン②5ロン
ドン5①5成田
◇「私の愛した街」の舞台デリ
ーに滞在
◇ウイスキー蒸留で有名なブッ
シュミルズでは伝統的なホテ
ルに宿泊
◇リムリックの聖メアリー大聖
堂でジョイントコンサート♪

読者のみなさんの「こんなことが学びたい！」そん

なご希望がございましたら、是非お聞かせ下さい。

あなたの知りたい希望が、いつかツアーになるかも

知れません。

“学び＋旅”
の
すすめ

～旅に学び、学んで旅する～ ※場所に記載がない場合は、富士国際旅行社会議室で行います。

◆時代の証言者　小林多喜二・伊藤千代子から学ぶ

日　時：６月９日（土）１４：００～１６：００

講　師：藤田　廣登氏（伊藤千代子の会事務局）

参加費：５００円

○憲法改正や海外自衛隊派兵など諸問題が続く今、暗

黒の時代の証言者、小林多喜二、伊藤千代子から現代

をかんがえる。

◆ベトナム最新事情③　ドイモイ政策における民主化

日　時：６月１６日（土）１４：００～１６：００　

講　師：鈴木　勝比古氏

（ジャーナリスト　元ベトナム・ハノイ駐在員）

参加費：５００円

○ベトナムに長い滞在経験のあるジャーナリストの視

点から、ドイモイ政策について、国会・メディア・労

働組合や女性同盟の役割など、民主化の側面に焦点を

あててお話いただきます。

◆「風のがっこう」に学ぶ　デンマークの環境政策

日　時：６月２３日(土)１４：００～１６：００

講　師：ケンジ・ステファン・スズキ氏

参加費：５００円（別途お飲み物代要）

会　場：富士国際旅行社近くのカフェ

（詳細はお問い合わせ下さい）

◆横井久美子さん～アイルランドのつどい～

日　時：６月２３日（土）１４：００～１６：００

参加費：５００円

○ケルト民族の文化、音楽、自然・・・

１０年以上続けた旅の経験を基に、横井さんがアイル

ランドの魅力を語ります。

◆映画「学校」からかんがえる、地域と教育

日　時：６月２３日（土）１６：３０～１８：３０

講　師：工藤　芳弘先生（東京都教職員組合）

宮下　聡先生（東京都教職員組合）

参加費：５００円

○山田洋次監督の名作映画

「学校」に出演された、夜間中

学教師・・・先生と参加者の

方々で地域とは、学校とはを

考えます。

◆浅草・東京大空襲の跡をたどる

日　時：４月２１日（土）浅草寺・雷門１０：００集合

講　師：川杉　元延氏

（東京大空襲犠牲者追悼・記念資料展実行委員長）

参加費：１,０００円（資料代込／昼食各自）

○観光地として賑わっている浅草周辺に、沢山の東京

大空襲の跡が残っています。下町、浅草にも大変詳し

い川杉さんの案内で学習します。

◆近現代史を学ぶ学習会

企画：治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟　国際部

第１４回：激動するアジアと世界／21世紀を展望して

日　時：４月２０日(金) １８：００～２０：００

講　師：菅野　享一氏

参加費：無料（テキスト代のみ）

◆旅を楽しむ講座

日　時：５月１２日（土）１４：００～１６：００

講　師：伊藤　千尋氏（ジャーナリスト）

参加費：５００円

○旅行中でのメモの取り方、視察先での質問の仕方、

カメラの撮り方など新聞記者として活躍される伊藤千

尋さんの指導で、旅の楽しみかたが倍増します。

◆変わりゆくキューバの現在と未来～農業・医療・経済～

日　時：５月１９日(土)１４：００～１６：００

講　師：松竹　照代氏（キューバ友好協会常任理事）

○５月に第７回メーデー国際ブリガーダに参加したば

かりの講師に、キューバの最新事情をお話しいただき

ます。

◆又吉学級「牡丹社事件・台湾出兵と琉球沖縄」

講　師：又吉盛清先生（沖縄大学客員教授）

日　時：５月２６日（土）１４：００～１６：００

参加費：５００円

○新興資本主義国日本になってから、最初に海外派兵

をおこなったのは、台湾。現地に何度も通われる又吉

先生から、台湾遭外事件から近代史をかんがえます。

添 添
添

ガ

会　場：富士国際旅行社
最寄駅：ＪＲ・新宿駅南口・中央東口より徒歩８分　　

東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線・副都心線
新宿三丁目駅より徒歩３分
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2012年５月１日（４） いい旅いい仲間 第48号　

北欧社会と日本社会との比較で、一つ顕著に違うとこ

ろを、最近のニュースを事例として紹介したいと思いま

す。それは、女性の子どもを産む権利をとことん追求し

ている北欧社会と、少子化に歯止めがかけられない日本

社会との対照的な姿です。

北欧の中で、今回はスウェーデンを事例に挙げます。

過去、数年に渡って、議論がされてきたことなのですが、

今年２月２８日に保守連立政権が、独身の女性でも人工

授精をして子どもを産むことを合法化するという方針を

固めました。彼らは、「国の法律は、責任感のある大人が

子どもを欲しいと思った時、彼らを支援すべきであって、

邪魔をするべきではない。」という考え方で決定しました。

スウェーデンでは今まで、人工授精によって子どもを

産むことができるのは、結婚しているか、同棲している

カップル、あるいは同性愛のカップルの女性に限られて

いました。それゆえ、年間約１５０名の女性が、合法化

されているデンマークに行って人工授精をしていたとい

う背景がありました。

スウェーデンが反対してきた理由は、子どもにとって

父親の存在が重要であるとして、父親だけが取得できる

育児休暇を設ける政策も推進してきており、人工授精に

よって生まれた子どもは、父親がいなくてもよいのか、

子どもに父親を持つ権利があるという考え方と相反した

からです。しかし、子どもが欲しいという女性の願望の

強さ、また、家族も多様になってきたという時代の流れ

が今回の方針の変更につながったようです。

今回、日刊紙のニュース記事で、デンマークで人工授

精をした女性がインタビューをされていました。彼女は

３５歳になっても未婚、しかし、どうしても自分の子ど

もが欲しいと考え、人工授精の決心をしたと語っていま

した。今、２歳半になった娘は、父親がいないけれど、

祖父母や叔母たちに囲まれて幸せに暮らしていると語っ

ていました。

このように、子どもを産む権利をとことん追求してい

く国民と、時代の変動に対応をしていく北欧の政治の姿

と、かたや、少子化問題がまだ解決できていない日本政

治の姿が対象的に感

じられます。ちなみ

に、北欧の女性は、

ＥＵ諸国の平均より

多く子どもを産んで

います。

秋～冬のツアー、現在企画中！！
夏以降も充実のラインナップをお届けできるよう、全力で企画を練

っております。その一部をご紹介。

この他にも、「富士国際旅行社にこんな企画を作ってほしい！！」

「アイデアがあるけど、実現できるか相談したい」

そんなご要望を是非お寄せ下さい！

私たちは、オーダーメイドの旅作りが大好きです！！

ドイツ・フライブルクへの環境視察
（１０月上旬を予定）

原発の立地に反対する運動から、市民・学者・行政などの各分野の方が力
を合わせつくった『環境首都』フライブルク。自然エネルギーの活用や車の
通行を制限したまちづくり、環境教育の取組みなど、歴史から現状までとこ
とん視察します！
成田5ヨーロッパ都市6フライブルク④6ヨーロッパ都市5

成田

◇脱原発を決め、クリーンエネルギー活用の先駆けとなるドイツ。そ
のドイツの中でも、フライブルクはクリーンエネルギー利用発祥の
地と言われています
◇現地環境団体の取組に学ぶべく、交流会を行います
◇カーフリー（車の走らないまちづくり）など、自然と共生するため
の各種の取組を実際に訪れて視察します

チェルノブイリに学ぶウクライナの旅
（１０月中旬を予定）

1976年にレベル7の過酷事故を経験したチェルノブイリを訪れ、現地に暮
らす人と交流し原発事故後の市民生活の様子を学びます。
成田5ヨーロッパ都市5キエフ③5オデッサ②5キエフ①
5①5成田

◇事故の教訓をまとめたチェルノブイリ博物館を学芸員の説明で見学
◇集団避難を余儀なくされた住民たちとの懇談会を予定
◇『戦艦ポチョムキン』の舞台を訪問、第二次世界大戦中のレジスタ
ンス（抵抗運動）博物館も訪問

ニュージーランドの自然エネルギーを利用した暮らし
（１２月～２月を予定）

原発ゼロのニュージーランドでは、地熱をはじめとした自然エネルギーの
活用が進んでいます。日本と同じ火山国で地震も多い国が取り入れている、
原発ゼロの電力事情には、学ぶべき点が多々あるのではないでしょうか。
成田・関空5①5オークランド③5ウェリントン①5オーク
ランド①5成田・関空

◇地熱発電や太陽光利用など、原子力発電によらない電力自給の具体
的方法を学ぶ
◇ウェリントンでは非核の運動を続けてきた市民団体と交流
◇開発により失われた生態系を、植林や生物保護によって復活させる
取組に参加

女性を活かす国を訪ねる

北欧の男女平等政策を学ぶ　ノルウェー・スウェーデン ８日間

6月4日(月)～6月11日(月)¥476,000
募集20名（最少催行15名）
成田・関西5オスロ①6786ベルゲン①5オスロ②
5ストックホルム②5①5成田・関西
◇現地で活動する女性団体と交流し、その取組や課題などを伺います
◇保育園や高齢者福祉施設を訪れ、現地の生活から学びます
◇ノルウェーが誇る大自然フィヨルドを見学します

海外教育・文化視察

デンマーク「風のがっこう」とオーストリアの平和教育 ８日間

8月8日（水）～8月15日（水） ￥438,000
募集25名（最少催行15名）
成田5コペンハーゲン①7風のがっこう②7コペンハーゲン①
5ウィーン②5①5成田
◇再生エネルギー利用の世界最前線の現場をデンマークで学ぶ
◇政策の背景にある国づくり教育の考え方にも触れる
◇オーストリアの戦後の教育を学び、現地団体と交流

旅 の 特 色

旅 の 特 色

旅 の 特 色

添

添

子どもを産む権利を
とことん追求する北欧

高見　幸子

『幸福度世界一の国
2005年の世界幸福度調査で『世界一幸

ク。国は社会保障という安全ネットを張
れぞれの段階で「人」が中心に政策理念

『環境先進国』スウェーデン
ポテトチップスからドックフードにいたるまで環境ラベルがつけられて

いるスウェーデンは、人々が当たり前のようにエコライフを送る環境先進
国。この国では、保育園から環境教育がはじまり、学校でも環境教育が義
務付けられています。
ムッレ教室は、5～6歳児を対象にした野外保育園。五感を使って様々

な生物に触れることをとおして自然感覚をやしない、「自然の中に出かけ
るのは楽しい」ということを知らせ、人と自然が共存していることを学び
ます。森の妖精ムッレが子どもたちに様々なことを教えてくれます。
ストックホルム近郊には、エネルギーの５０％を住民が生産しているエ

コタウンがあります。地域暖房の熱源は、下水処理場の温水を使ったヒー
トポンプ、ガスレンジは、下水処理場の汚泥を原料にしたバイオガスレン
ジ。地域暖房のもう一つの熱源は、燃えるゴミを燃料にしたコジェネです。
電気の一部もそのコジェネと、一部、太陽光パネルを使用しています。

各コースに分かれて

たかみ　さちこ（スウェーデン野外生活推進協会理事）
1974年よりスウェーデン在住。日本語教師の傍ら1984年より野外
生活推進協会の活動である5～6才の幼児を対象とした「森のムッ
レ教室」の自然教育リーダーとして活躍。1990年に日本に紹介。
1992年に日本野外生活推進協会
(htt://www7/ocn.ne.jp/^mulle/top/html)の設立を支援し、日本で
の幼児の野外環境教育の普及に貢献。スウェーデンの国際環境
NGOナチュラル・ステップのメンバーとして、企業・自治体の環
境教育のファシリテーターとしても活躍中。

フィンランド・スウェーデン　8月12日（日）～20日（月）9日間・￥465,000
フィンランド・デンマーク　　8月12日（日）～19日（日）8日間・￥435,000
フィンランド　　　　　　　　8月12日（日）～19日（日）8日間・￥423,000
各コース　募集20名（最少催行15名）

 

④ヘルシンキ8船中泊 船でバルト海を渡り、スウェーデンの首都ストックホルムへ
⑤ストックホルム ストックホルム市内見学

大人の「ムッレ教室」体験
⑥ストックホルム 「子どものムッレ教室」見学

野外小学校
⑦ストックホルム 近郊のエコタウン見学、住宅訪問
⑧5ヨーロッパ都市 空路、帰国の途へ
⑨5東京・成田着

①成田5ヨーロッパ 東京･
5ヘルシンキ6エスポー 空路、
②エスポー 『学力

フィン
③エスポー6ヘルシンキ 「ヌー

現地の

「ひとが資源」の北欧に学ぶ旅

添

「北欧のベニス」ストックホルム オーデンセの街並み

「ムッレ教室」の様子（イメージ） エコタウン（ハンマビーショスタッド

ゴミが地下のパイプラインを通っ
回収倉庫に運ばれま

オープンプレスクールの様子

森の妖精「ムッレ」

日 程

④ヘルシンキ5コペンハーゲン 空路、

⑤コペンハーゲン7オーデンセ アンデ

デンマ

⑥オーデンセ6コペンハーゲン 「幸福

⑦コペンハーゲン5 空路、

⑧5東京・成田着
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婦団連ヨーロッパの旅

デンマークの環境政策とジェンダー政策 ８日間

9月14日（金）～9月21日（金）￥384,000（予価）
募集25名（最少催行15名）
成田5ヨーロッパ都市5コペンハーゲン①市内見学6風の学校
③6コペンハーゲン②5ヨーロッパ都市5①5成田
◇「風のがっこう」で自然エネルギーを活用する現場を見学
◇デンマークの教育、環境・エネルギー政策について学びます
◇女性とジェンダーのための情報センターで現地の女性と交流

～宮澤豊宏さんがご案内～

初夏のフィンランド　教育と福祉をかんがえる ６日間

6月10日(日)～6月15日（金） ¥323,000
募集20名（最少催行15名）
成田5ヘルシンキ②6ヘルシンキ市内見学③6フィランド教育
視察④高齢者介護施設見学・ヌークシオ国立公園散策⑤ヘルシンキ機
中泊⑥5成田
◇体も楽々。日本から一番近いヨーロッパ、初夏のフィランドへ。ヘ
ルシンキ市内４連泊
◇フィンランド国家教育委員会で教育事情についてレクチャー
◇高齢者介護サービスを施設訪問し交流します。
◇「森と湖の国」初夏のヌークシオ国立公園を散策。

アグリツーリズモとスローライフのすすめ　
キャンティ・ワインの故郷はスローフードに力を入れ、町おこしを

試みています。スローフードとは、①その土地の産物、②素材の質の
良さ、③その土地の風習に合った生産方法、④その土地に活気を与え、
郷土の社会性を高める食品であること、以上の４つの条件を満たす食
事といわれています。
世界のファストフードの流れの中で消えそうな地元の安全な農業と

雇用。「古き良き」を大切にする考えから、ワイン農家は住んでいる
立派な古城や邸宅を改造して農園ホテル（アグリツーリズモ）を経営
し、地元の美味しいワインと食事、さらには雇用を守ろうとしていま
す。イタリア人とふれあい、家庭料理や田園生活を満喫するアグリツ
ーリズモは、ホテルの旅とは一味違う旅となるでしょう。

4つの世界遺産、4大名酒里を巡る

秋のトスカーナ・ウォーキング １０日間

10月11日(木)～10月20日(土) ¥368,000
募集10名（最少催行6名）
成田・関西5フィレンツェ②6wラッダ②6wモンテプル
チアーノ②6オルビエート②7ローマ7①7成田・関西
◇イタリアのアグリツーリズモに宿泊、田園風景をあるく
◇世界遺産フィレンツェ、シエナ、サンジミニャーノ見学
◇名酒の里キャンティ、モンタルチーノ、モンテプルチアーノを巡る

添 添

添

連載11 Buono!

メバルとスズキのパッケリ

リストランテ文流の
スローフードへのこだわりをのこす

イタリア料理

Chef Gianluca PARDINI
Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Lucca

作り方
①メバルとスズキはよく洗って塩、こしょうする。ニンニクとパセ
リは刻み、トマトは手でつぶすか小片に切る。

②鍋にニンニクとオリーブオイルを入れて温め（好みで赤唐辛子を
加える）、魚を丸ごと入れて充分に焼き色がつくまで両面を焼く。

③別鍋に白ワインを入れ、②の魚、トマトとパセリ半量、水２カッ
プを加え、魚を片面10分ずつ煮る。魚の骨を取って身を戻し、味
を調える。

④パッケリは塩を加えた熱湯で堅めにゆで、③のソースであえて器
に盛り、パセリをふる。

材料（10人分）

パッケリ（パスタ）10人分
メバル、スズキ ………2kg
ニンニク ………………3片
パセリ ……………1つかみ
ホールトマト缶 ……250ｇ
白ワイン（辛口）…1カップ
エクストラバージン
オリーブオイル 2カップ
塩、こしょう………各少々

『学力世界一の国』フィンランド
学習到達度調査(PISA)世界一位となり、「学力世界一」の国として国際的

注目されているフィンランド。「自分のために学ぶ」という教育理念が重要
視されています。おちこぼれをつくらず、一人ひとりを大切にする、平等な
教育がなされ、一人ひとりの発達を支援する教育となっています。また、教
育に関して、地方自治と学校に自治権を与え、授業をどう行うかの決定権、
その実現はそれぞれ地方自治、教師に大きく委ねられています。小学校から
大学まで授業料は無料。
高校までは教材や給食、
通学費など学習にまつわ
る様々な費用が無料です。
「学んだことを実生活に活
かす」「生きるための知識
と技能を修得する」そう
いった教育目標が教科書
にも表れています。
今回の旅では、フィン

ランドのエネルギーも取
上げます。昨年、日本で
も公開された「100,000
年後の安全」で注目され
たフィンランドの核廃棄
物貯蔵庫。現地の人はど
のように考えているのか
フィンランドの原発およ
びエネルギー政策につい
て学びます。

国』デンマーク
界一幸福な国民』と発表されたデンマー
トを張り、子ども、青年、高齢者までそ
理念が貫かれています。

自治体が保育に関して責任を
持ち、社会の変化に応じた政
策を打ち出しています。基礎
教育は1～10学年のための公立
学校（フォルケノホイスコー
レ）が7歳から始まり、教育費
は無料です。高齢期には、公
的老齢年金の支給、医療費が
無料など自立した生活を可能
にする政策がとられています。
「ゆりかごから墓場まで」国ま
たは自治体が国民の生活をサ
ポートする政策を学びます。

厳しい自然環境と乏しい資源のために欧州でも辺境の小国だった北欧。貧困ゆえに教育レベルは低く、衛生観念も未熟で、北部を中心に餓死者が出た地域もあり、労働口を求

め数百万もの国民が国外へと移民しました。産業革命をきっかけに、人口や国土は小さく有効な資源がなくとも、教育にも注力することで発明や技術開発が進むなど、徐々に生

活の質の向上を実現する制度と経済力を持ち合わせてきました。合理的な方法で平等に幸せな生活をサポートする社会と、義務を果たしながら、同時に権利もしっかりと求める

国民性。人間らしく暮らせるという“生活の質”を保つ社会の実現は、制度の整備だけではなく、人びとの考え方や行動にも影響し、環境問題の先進的な取り組みや教育の考え

方などにも反映されています。

現在の日本社会をかえりみると、日常生活への経済的不安や教育現場への思想的介入、福島原発の事故以降は健康や子育て、生活への心配など、最低限の人間らしいくらしに

も不安がつのります。厳しい環境、歴史を背景に持ちつつも人間らしい生活を追求してきた北欧諸国を訪ね、これからの社会づくりのヒントを探してみませんか。

旅を続けます

 

東京･成田発、
空路、北欧へ！
『学力世界一』に選ばれた
フィンランドの教育視察
「ヌークシオ国立公園」ハイキング
現地の教育関係者の方と交流

世界遺産ラウマ旧市街自然エネルギーを生み出す風車

青空に映える大聖堂（ヘルシンキ）

初等学校の授業風景（イメージ） ヌークシオ国立公園タッド）

を通って
ばれます

w

程 表

④ラウマ 世界遺産ラウマの旧市街を散策

⑤ラウマ6エウラヨキ6ラウマ フィンランドエネルギー視察

核廃棄物貯蔵庫、エネルギー政策関係者との懇談（予定）

⑥ラウマ6ヘルシンキ 陸路、ヘルシンキへ

ヘルシンキ市内見学

⑦ヘルシンキ5 空路、帰国の途へ

⑧5東京・成田着

空路、デンマークの首都コペンハーゲンへ

アンデルセン縁のオーデンセ散策

デンマークの福祉政策レクチャー

「幸福度世界一」の国の教育視察

空路、帰国の途へ
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ブラジル通信

こんにちは。ブラジルサンパウロ市で活動中の日系社

会青年ボランティア、二井はるみです。

「ブラジル」と聞くと、みなさんは何を思い浮かべる

でしょうか。広大な土地、アマゾン川にジャングル、そ

して、サッカー、ボサノバ、カーニバル……。様々なイ

メージがあるかと思います。しかし、日本から見れば、

地球の反対側ですから、あまり知られていないこともあ

るのも事実と思います。そこで、今回は、私が半年間暮

らしてみて感じたブラジルについて書いていきます。

１.広大な土地をもつブラジル

ブラジルはとても大きな国です。世界で５番目に大き

な国です。日本の面積の約２３倍にもなります。ブラジ

ルというと、アマゾンのジャングルが真っ先に思い浮か

びそうですが、南の方では雪の降るところもあります。

日本の反対側ですから、サンパウロは季節が日本と逆に

なります。日差しが出ると、とても暑いですが、雨が降

るととても涼しくなります。

２.成長する国ブラジル

ブラジルはBRICsの一端として、経済成長を続けてい

る国です。天然資源が豊富で、工業・農業でも世界的に

トップ基準を保っています。サンパウロは経済の中心地

です。高層ビルが建ち並び、その経済の成長を感じさせ

られます。

３.移民の国ブラジル

そして、ブラジルは移民の国です。黒人、白人、日系

人を含めた東洋人、そしてインディオと呼ばれる先住民

など、人種の違う人々が一緒に暮らしています。人種や

文化が混在し、

多様性に満ち

た社会を形成

しているのが

ブラジルとい

う国であり、

その魅力なの

だと思います。

ブラジルの人

と話すたび、

日本との違いに驚かされ、新しい発見があります。

ブラジルはめざましい経済成長を遂げている反面、貧

富の差、治安の悪さなど、たくさんの問題を抱えていま

す。でも、魅力がいっぱいの国です。この２年間で、ブ

ラジルのよさ、日本のよさを知り、帰国後、子どもたち

にたくさんのことを伝えていきたいと思っています。
（ふたい　はるみ）

沖縄米軍基地・再編・拡張、グアム移転、与那国島自衛隊

配備など東アジアの平和が揺らぐなか、米軍基地を撤去させ、

原発を稼動させないフィリピンで活躍されるコラソン・バル

デス・ファブロス弁護士に聞きました。

Ｑ　米軍基地閉鎖から２０年になりますが、撤去させた後、現

在はどのようになっていますか？

Ａ　スービックとクラーク基地の閉鎖から今年で２０年

になります。基地賛成派の人々の「経済は衰退する」と

いう予想に反して、現在基地だったスービックとクラー

クは、商業、教育、観光、研究開発、環境保護などのた

めの民間施設として発展しつつあります。

閉鎖当初は経済の後退がありました。元の基地内で６

万人近くの労働者を雇用していました。基地閉鎖後、た

だちに、フィリピン議会は、「スービックベイ・フリー

ポート」経済特区を作りました。この法律は基地転換・

開発法と呼ばれ、現在では９万人近くの雇用を生み出し

ています。
Ｑ　沖縄の基地周辺や原発周辺の自治体でも、経済問題が必ず

出ますね。沖縄でも基地返還跡に、毒性廃棄物などの問題が出

ますが、どうでしょうか？

Ａ　アメリカは基地跡地の残骸の処理をしていません。

有害な毒性廃棄物で汚染されていることが確認されてい

るにも関わらず、これを認め、地域の調査・汚染除去を

おこなうことを拒否しています。また、汚染の他にも、

米軍基地は５０万人近くの米兵との混血児を残していき

ました。これらの子供たちの大部分が父親に認知されず、

養育費ももらっていません。この他にも未解決の問題や

不正義のケースはたくさんあります。
Ｑ　米軍基地があるところは、同じような被害が沢山あるので

すね。撤去後に新たにおきた問題は？

Ａ　今行われている基地の転換と開発には足りないこと

が沢山あります。

環境破壊や人権侵害、労働問題や汚職、女性・子供の虐

待、麻薬売買、その他の問題があるからです。でも、私

達は元米軍基地だった場所が今、民間のビジネス、教育、

レジャーの施設になっていることに慰められています。
Ｑ　２８年間稼動させていないバターン原子力発電所のたたか

いについてもお聞かせください。

Ａ　１９７０年代初め、私たちはフィリピンで最初かつ

唯一の原子力発電所であるバターン原子力発電所の建設

と稼動に反対してきました。バターン原発は今も稼動を

始めていませんが、政府は国のエネルギー計画で原子力

という選択肢を破棄していません。
Ｑ　バターン原発開発当初から関わった技術者の方に会ったの

ですが、再開を望んでいると言っていました。地熱発電が世界

でも２位のフィリピンでは、再生可能エネルギーなど進んだ面

もありますね。

Ａ　私たちは、原子力を究極的に破棄させる戦略として

再生可能エネルギー法の成立のために活動し、成功しま

した。２０２０年までに発電に再生エネルギーを優先す

ることを求める国会決議を支持しています。福島原発事

故がおこり、フィリピン政府が長年主張したのとは反対

に日本のような原子力にかんする技術の進んだ国でも安

全に運転させらないことが分かってから、再生エネルギ

ーという選択肢に支持が広がっています。
バターン原発では、福島原発と比べて安全性を強調されてい

たのには驚きました。「想定外」という言葉は、理解してもらえ

ませんでした。

Ｑ　最近では、南沙諸島問題を理由に米軍がフィリピンとの共

同軍事演習を行っているようですが？

Ａ　南沙諸島問題で中国との緊張が高まる中、米国がフ

ィリピンの外部防衛への支援を約束し、アキノ大統領を

ワシントンへ招待しました。私達はこの駆け引きがどこ

へ向かうのか心配しています。
Ｑ　沖縄、グアム、済州島などの基地問題も重大な局面をむか

えていますね。１１月にフィリピンで大会を開催すると伺いま

したが。

Ａ　今年の１１月初旬にスービック海軍基地跡またはク

ラーク空軍基地跡で、外国軍事基地に関する国際会議を

開催したいと思います。みなさんが、フィリピンに来て

くださることを期待します。
ありがとうございました。日本からもたくさんの方と参加し

たいと思います。

聞き手：編集委員会

７．２６革命記念日の式典に特別参加

キューバ　友好・交流の旅　10日間

7月21日(土)～7月30日(月) ¥438,000
15名（最少催行8名）
成田5中継地空港①5ハバナ②5サンチャゴデクーバ②6サ
ンタ・クラーラ①6ハバナ①6中継地空港①5①5成田
◇革命記念日の７月２６日、記念の国家行事、演説会に参加します。
◇キューバ諸国民友好協会を表敬訪問、キューバ人民と交流します。
◇ 古都サンチャゴデクーバ、ゲバラゆかりのサンタ・クラーラも訪問

革命成功の歴史と現代を訪ねる

キューバ友好・交流の旅　８日間

5月19日(土)～ 5月26日(土) ¥393,000
10月20日(土)～10月27日(土) ¥398,000
11月17日(土)～11月24日(土) ¥398,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5トロント5ハバナ①5サンチャゴ・デ・クーバ②
5ハバナ③5トロント5①5成田空港
◇日本から当日ハバナに到着、身近になったキューバを満喫！
◇革命成功の地、サンチャゴ・デ・クーバにも足を伸ばします。
◇教育、農業、老人施設などの訪問で、キューバ人民と交流。

ポリクリニコからファミリードクターまで

キューバの医療・福祉にふれる旅８日間

5月19日(土)～ 5月26日(土) ¥393,000
10月20日(土)～10月27日(土) ¥398,000
11月17日(土)～11月24日(土) ¥398,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5トロント（乗継）5ハバナ③6パラデロ②6ハバ
ナ①5トロント（乗継）5成田空港
◇日本から当日ハバナに到着、ゆったりたっぷりの日程が実現！
◇ハバナ近郊で、医療視察を中心に、２日間にわたり訪問交流。
◇白砂のビーチのバラデロに２泊、カリブ海のリゾートも満喫。

「平和」と自然保護の取り組みを学ぶ

コスタリカ平和と交流の旅　９日間

6月15日（金）～23日（土） ￥386,000
10月14日（日）～22日（月） 費用後日発表
募集15名（最少催行10名）
成田5中継地①サンホセ③6国立公園トルトゲーロ①6サンホ
セ①5中継地①5①5成田
◇ 憲法法廷、選挙最高裁判所、学校訪問
◇ 人権弁護士や市民運動家と平和憲法について懇談・交流
◇ ウミガメの産卵地・トルトゲーロ国立公園でエコツアーを

添

添
添

添

東アジア共同体は可能か!! ＜東アジアの方々に聞く　第一弾＞
～米軍基地撤去・原発稼動をストップさせた国～　フィリピン

ストップ戦争連合・フィリピン　反基地ネットワーク・アジア太平洋　
コラソン・バルデス・ファブロス弁護士

写真はサントスにある日本人移民の記念碑
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◎学生(二部学生歓迎) ◎30歳位までの方

◎週３日以上勤務できる方

９：30～18：00で実働５時間以上

時給：870円～(経験による) 交通費支給(規程による)

◆まずはお電話でお問い合せください。

職種：旅行業務（事務・ＰＣ入力・デリバリー）

どなたでもできる簡単なお仕事です。未経験者可。４月から働ける方。

Peace

Green

Humanity 募
集

最寄駅：ＪＲ・新宿駅南口・中央東口より徒歩８分　　
東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線・副都心線　新宿三丁目駅より徒歩３分

担当：総務課　柳下（やぎした） 電話：03-3357-3377
e-mail：yagishita@fits-tyo.com

パート・アルバイト募集

①2013年３月卒業見込の方

②2013年４月から働ける方（25歳位までの既卒者・転職希望者）

◆第二次応募締切：①②2012年５月15日

◆履歴書・自己紹介・志望動機（自筆800字位）をお送り下さい。

◆会社訪問：随時対応いたします。お気軽にお問合せください。

職種：海外国内旅行業務全般

平和・環境・福祉などの視察と交流の旅、自然・芸術・歴史にふれる
感動の旅など、ほんものの旅づくりにチャレンジしてみませんか？

正社員募集

富士国際旅行社
旅行業務スタッフ

編集後記編集後記

東アジア共同体の実現は可能なのか！　アジアの中で

の領土問題が、ニュースで取り上げることが多い昨今。

米軍基地を撤去し、建設完了から２８年間、一度も稼働

することなく「観光施設」になっているバターン原発が

あるフィリピンに行ってきました。よく行く沖縄では、

基地を無くしたあとの経済問題がでます。原発問題も然

り。基地撤去後の跡には、経済特区をつくり雇用が大幅

に増えたようです。ただし、地場産業を育成しないと

様々な問題が生じます。米軍も、南沙諸島問題を理由に

駐留しているようです。何か進めば、反動的な現象が起

こりますが、ピープルズパワーの国、フィリピンの方々

に学ぶことが多かったツアーでした。東アジア共同体実

現のために、近隣の国の方々とお互いを理解、尊重しあ

えるような、交流ツアーを作っていきたい。 （Ｓ.Ｏ）

Ｑ　平和への権利とは、どのような

ものなのでしょうか。

Ａ　何で、「平和への権利」が国
連で審議されるようになったか
というと、その発端は、２００
３年のイラク戦争なのです。そ
の時に、この運動の中心となっ
ているスペイン人権法協会の人

達が、「イラク戦争は違法な戦争と言える根拠になる法
律がない。国連憲章では、武力行使禁止というのがある
けれど、平和への権利のような法律があれば、イラク戦
争を止められたのではないか、と考えました。そういう
ところから、平和というのを人権としてとらえて、市民
が平和に対する侵害を、政治や司法の場で、訴えられる
ものにしようとうのが、出発点です。
１９８４年に国連総会決議があって、民族の平和への
権利が決議されたのです。民族というのは、第三世界と
か、民族自決権が必要な世界の人々という意味なのです
けど。第三世界の人たちが、被害国になることが多いの
で、平和を求める権利が始めて挙がったんですよね。
国際人権法の流れからは、１９４８年に世界人権宣言
ができます。人権の中には、自由権とか社会権がありま
す。自由権とは、表現の自由、拘束されない自由、生命
の自由などが、書かれています。社会権とは、労働権、
教育権、生存権など国に要求する権利です。しかし、平
和に関しては全く人権条項が無いのですよ。逆に、国際
人権法には書いていなくて、平和の問題というのは、国
連でいうと安全保障理事会が強力な権限を持っていま
す。 五つの常任理事国（アメリカ・イギリス・フラン
ス・ロシア・中国）が、拒否権という強力な権限をもっ
ていて、大国の思惑によって、平和に関する重要事項が
決定される。大きい国の意見は反映されますが、小さい
国の意見は反映されません。国連総会や市民の声がなか
なか反映されません。このような国連の状況から市民の
手に平和に関する権利を取り戻そうとしたことが、この

国際法典化のきっかけになります。
日本に関して言いますと、日本には、憲法前文に書か
れている平和的生存権があります。日本には、平和的生
存権があるから、裁判に平和的生存権の侵害を理由に訴
えることができるわけです。しかし、そのような平和的
生存権が無い国では、このようなことができません。政
治的の場においても平和への権利の侵害だと言えないわ
けです。「平和への権利」を国際法典にすることによっ
て、どの国でも訴えられるようにしようとなる訳です。
これは、大国が支配するような平和秩序ではなくて、市
民の声が反映された国際秩序を作っていこうという大き
な試みです。
２００６年から出来た、国連の人権理事会が、ジュネ
ーブで行われています。そこで、「平和への権利」を国
際的な法典にしようと、２００８年から４年連続で決議
が上がりました。人権理事会には、諮問委員会というシ
ンクタンクがあるのですがようやく原案がまとまり、昨
年８月には法案の審議が行なわれて、今年２月には第二
回の審議が行なわれました。そして、今年６月に人権理
事会で採択することになっています。
人権理事会の国が日本も含めて４７カ国あります。３
２カ国が賛成していて、反対が１４カ国です。反対国が、
日本とかアメリカ、韓国、ＥＵ諸国なのです。
Ｑ　日本はどういう理由で反対しているのですか？

Ａ　正式にはコメントしていません。ただし、アメリカ
は反対理由を言っています。
平和の問題は、安全保障理事会で扱うべきだと。人権
理事会には、相応しくないと。また、平和の概念が広が
っているので、曖昧である、などと言っています。
Ｑ　では、大国の論理で対応するしかないとのことですね。

Ａ　安全保障理事会だと、自国にとって不利な決議が上
がらない仕組みになっています。アメリカが批判される
ような決議は一つも認められないですよね。他の常任理
事国も同じですけどね。しかし、賛成する国は多くてア
ジア、アフリカ、ラテンアメリカ諸国が賛成しています。

数では反対する国よりも賛成国の方が圧倒的に多いわけ
です。今度の人権理事会決議は過半数以上で通ると思い
ますが、実行力のある国際法典にするためには全員一致
を目指しています。
大きな変化が去年あって、スペインのＮＧＯが国会に
働きかけて、国会を通じて政府を反対から賛成の立場に
変えさせました。それまでは、一致してＥＵは反対して
いましたがスペインは賛成国として抜け出しました。Ｅ
Ｕが崩れ始めました。それは、市民運動やＮＧＯの強い
働きかけがあった成果です。平和的生存権を唯一持って
いる日本も、賛成国になるような運動を目指していきた
いです。
Ｑ　平和的生存権を唯一持っている国は日本だけなのですか？

Ａ　そうです。平和への権利が憲法に書かれている国と
しては、他にボリビアがあります。コスタリカと韓国は、
判決で「平和への権利」が認められています。日本では、
憲法にも書かれているし、判決でも認められているので、
一番進んでいます。
Ｑ　イラク戦争の名古屋高裁判決（２００８年）は画期的ですね。

Ａ　あとは、長沼裁判（１９７３年）でも認められてい
ます。九条違反と平和的生存権の権利性がセットで認め
られています。こうした裁判を世界中でできるようにな
ると、アメリカがすごく困るんですよね（笑）。しかし、
今年２月の諮問委員会の審理では、アメリカは、発言し
なくなりました。それは、ＥＵが変わってきたからかも
しれないですけど。変化が生まれてきています。
Ｑ　たとえば今後、市民が訴えていくことも可能になりますね？

Ａ　これが認められれば、平和への権利が、世界標準の
権利になるわけです。日本でもまだ、どの裁判でも平和
的生存権が法的な権利として認められているわけではな
く、前文に書いてあるだけの権利だから否定的な意見も
あります。
まだ、裁判で訴えるには、万全な権利にはなっていま
せん。ただ、国連で採択されれば、国際的な権利になる
ので誰も否定できない権利になるでしょう。これからは、
日本政府は、反対をしているので、賛成になるよう運動
をしていかなければならないし、２０１５年に国連で採
択されるよう頑張っていきたい。「平和としての権利」
を個人、社会、国家のすべてのレベルで問い直し九条と
ともに、平和的生存権を世界に広めていきたいですね。

（ささもと　じゅん） 聞き手：編集委員会

「平和への権利を世界に」
憲法九条と平和的生存権を世界に広めよう！！

国際法律家協会　笹本潤事務局長

映画『ひまわり』
沖縄復帰40周年記念作品
～沖縄は忘れない、あの日の空を～

（2012年末　完成予定）

宮森小学校ジェット機墜落事件のような大惨事がいつ

どこで起きておかしくない沖縄の現状を日本全国に発信

したいと企画したものです。

制作運動は沖縄だけでなく、全国各地で取り組まれ、

全国での上映をめざします。

＊お問合せは、石川・宮森６３０会へ。

事故の概要

１９５６年６月３０日午前１０時４０分頃、米軍のジ

ェット戦闘機が石川市六区五班・八班（現うるま市松島

区）に墜落し、その衝撃で跳ね上がり、付近の家を引き

ずりながら北西の方向約１５０ｍ先の宮森小学校のコン

クリート校舎、六年三組ニ階の庇に激突。Ｚ機のエンジ

ンの一部が教室の中に突っ込みました。

この事故は１８名（内後遺症により１名）の尊い命を

奪い、２００人余の重軽傷者を出し、そして、数千人の

心に傷を負わせた大惨事となりました。

命と平和の語り部
「石川・宮森630会」
宮森小学校ジェット機墜落事故
米軍ジェット戦闘機・墜落　
ー整備不良と知りながら離陸させたジェット戦闘機ー

資料常設展場「六三〇館」建設にご協力ください。

賛助会員募集中！

個人会員一口・年額１，０００円（複数口可）

団体会員一口・年額３，０００円（複数口可）

●お電話をください。０９０－８２９３－８６１５

振込用紙並びに資料を送付いたします。

12042403_48号本文.02_4  12.4.3  5:28 PM  ページ7



2012年５月１日（８） いい旅いい仲間 第48号　

初夏の名花とアルプの春を訪ねる

スイス･アルプス６月花の旅　９日間

6月14日（木）～22日（金） ￥379,000
6月21日（木）～29日（金） ￥381,000

6月19日～8月14日　毎週火曜出発

フラワー・ハイキング　９日間

初夏のお花畑を歩く６月コース
6月19日（火）発　￥383,000
6月26日（火）発　￥386,000
高所の展望コースを楽しむ７、８月コース
7月 3日（火）発　7月10日（火）発　￥422,000
7月17日（火）発　7月24日（火）発　￥432,000
7月31日（火）発　8月 7日（火）発　￥448,000
8月14日（火）～8月22日（水）発　　￥458,000

ハイジやカリジェの絵本の舞台へ

スイス東部エンガディン探訪　９日間

7月24日（火）～8月 1日（水） ￥447,000
8月14日（火）～8月22日（水） ￥456,000

モンブランとグランド・ジョラスを南側から眺める

イタリア側ツール・ド・モンブラン １０日間

7月17日（火）～7月26日（木） ￥386,000
8月14日（火）～8月23日（木） ￥406,000

モンブランからスイスの谷へ峠越え

オートルート西部コース１２日間

7月26日（木）～8月 6日（月） ￥478,000
8月14日（火）～8月25日（土） ￥482,000

マッターホルンをめざし５つの峠越え

オートルート　東部コース１２日間

8月3日（金）～8月14日（火） ￥493,000
8月22日（水）～9月2日（日） ￥488,000

3000ｍ級の峠と氷河を越え山小屋３泊のトレッキング

オートルート連続縦走２０日間

7月26日（木）～8月14日（火） ￥635,000
8月14日（火）～9月 2日（日） ￥645,000

３ヶ所の山上の宿に各２連泊、朝夕の名峰を楽しむ

新 山上ホテル泊りハイキング １０日間

6月24日（日）～7月3日（火）￥424,000
7月23日（月）～8月1日（水）￥434,000
成田・関西5チューリッヒ7カンダーシュテーク①7ツェルマ
ット周辺泊②w7ベルアルプ②7wグリンデルワルト周辺②
7ルツェルン①7チューリッヒ5①5成田・関西
◇１～３時間の花と展望を楽しむハイキングを7日間
◇ 名峰を間近に望む快適な山上の宿（2人部屋）に6泊

静かな谷をめぐり、展望台からの眺望とトレッキング

新 アルプス３つの山域の展望台めぐり １１日間

7月10日（火）～7月20日（金） ￥437,000
7月31日（火）～8月10日（金） ￥467,000
成田・関西5ジュネーブ7シャモニ谷③76アニヴィエ谷③
6レッチェンタール③7チューリッヒ5①5成田・関西
◇３つの静かな山の町で８つの展望台へ上り名峰の眺めを楽しむ
◇歩きたい方は３～６時間のトレッキングで峠や山小屋へ

アイガー、マッターホルン、ヴァイスホルン展望の山小屋へ

新 ヒュッテ山小屋泊りトレッキング１０日間

7月17日（火）～7月26日（木） ￥443,000
8月 7日（火）～8月16日（木） ￥473,000
成田・関西5チューリッヒ7ベルン①7クライネシャイデック①
7wグリンデルワルト周辺の山小屋②w7ヴァイスホルン展望
の山小屋①wツェルマット①wツェルマット西上のヒュッテ①w

ツェルマット①7

チューリッヒ5①
5成田・関西
◇２つの山域をめぐ
り、５つの山小屋
（３つは大部屋、２
つは個室）に泊る
◇２～５時間の高所
の山歩きを６日間
楽しむ

約３０年前、私を除く我が家の三世代（息子９才と娘

７才、妻、両親）が、スイス・アルプス・ハイキングに

行きました。それ以来の夢であったのが、私も孫ができ

たら一緒にスイスに行くことでした。念願がかない、昨

年８月、息子（仕事で行けず）の長男と母親と私たち祖

父母の三世代でスイスへの旅に。

６才の子どもがスイス・アルプスを楽

しめるのだろうか？　と思っていました

が、何のその。スケールの大きい山々の

パノラマは遠すぎて興味の対象ではなか

ったようですが、山には楽しいものがた

くさんあったようです。

ハイキング・コースを進みながら、デ

ジカメで山の花や昆虫を接写し、野原で

生き生きと動き回る牛やヤギに見とれ、

登山電車やロープウエーなどの乗り物に

大満足。ユングフラウ･ヨッホをはじめ展

望台や山上のレストランにはどこにも、

子どもを楽しませるミニ遊園地や遊具な

どがありました。これは私にとっても新発見でした。

子連れハイキングは二倍の時間がかかることもわかり

ました。お昼寝は卒業したはずだったのに、午前中歩く

と、昼食後は山上のレストランのベンチで約一時間ぐっ

すり。

大発見は、言葉が全く通

じないはずの外国の子ども

と遊んだり、列車の中で

「対話」したり、母親から

叱られてしょんぼりしてい

る時スイスのおばあさんに

なぐさめられ手をつないで

歩いたり、言葉の壁はない

ことでした。

帰国後、大阪に帰ったけ

いすけ君に電話をしたら、

「また行こうね」と、いと

も気軽に言っていました。
（いちはら　よしお）

コンデ、パラックピークトレッキング１２日間
ナムチェ、ターメを経てエベレスト大パノラマ、新しい展望地コンデ
リの山裾コンデへ
出発日：11月5日（月） 代 金 ：￥380,000（予価）

アンナプルナグランドサークル
トロンパス越えトレッキング１６日間

マルシャンディ河に沿ってアンナプルナヒ
マールの東面を周遊しクライマックスはト
ロンパス5,410mを越える
出発日：11月5日（月）
代 金 ：￥440,000（予価）

ブータン・カルチュアツアー１０日間
未知で魅力のブータンを中央部のジャ
カルまで足を伸ばしブータンの文化や
住民との触れ合いの観光主体のツアー
出発日：11月6日（火）
代 金 ：￥420,000（予価）

２０１２年秋　海外トレッキングのお誘い

＜健脚度の表示目安＞　１日あたり　
初級　w ：1～3時間歩行（標高差約300ｍの往復程度）
中級　ww ：3～6時間歩行（標高差約500ｍの登り、約900ｍの下り程度）
健脚　www：6時間以上歩行（標高差約1000ｍの往復程度）

コンデからの大パノラマ

アンナプルナⅢ峰　東面7550ｍ

タシチョゾン（ティンプー）

お子様も親子３世代でも楽しめるスイス

スロー・ハイキング　９日間

6月26日（火）～7月 4日（水） ￥426,000
7月17日（火）～7月25日（水） ￥466,000
8月 7日（火）～8月15日（水） ￥470,000
成田・関西5チューリッヒ7ベルン①7ツェルマット③
7ミューレン③7チューリッヒ5①5成田・関西

◇展望台まではロープウェーなどを利用し、

好天の日に１～２時間の軽ハイキング

◇足の弱い方、遅い方にあわせてゆっくり

歩きのんびり展望を楽しむハイキング

◇展望台や山小屋での休憩、トイレ、食事

などの時間をたっぷりとります。

市原芳夫

ww

w
www

www

www

www

w

w

説明会開催
日時：6月16日（土）13時30分～（13時開場）※この他のコースもご案内します

会場：石井スポーツ　ＩＣＩＣＬＵＢ神田６階　アースプラザ
住所：東京都千代田区神田小川町３－６
交通：地下鉄小川町、神保町駅、JR御茶ノ水駅近く
http://www.ici-club.jp/kanda.htmlに地図掲載

◎上記ツアーと説明会の詳しい資料をご請求下さい。（海外トレッキング担当：中野）
03-3357-3377 (F) 03-3357-3317 nakano@fits-tyo.com

他、ヨーロッパ・アルプス　全11コース
※詳細は総合パンフレットをご請求下さい（アルプス担当：熊崎・鈴木）

孫とスイスへ　 
三世代でハイキング 

三世代でスイスへ（逆さマッターホルンが映るリッフェルゼー）

みつけた！　エーデルワイス

列車の中で異文化交流

牛さんといっしょ

＜ヨーロッパ・アルプス＞
全コース　募集12名（最少催行6名）添
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