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　　　　　～環境コミュニケーションにおける写真の力～」

お問い合わせ：「ｍｏｎｔｈｌｙ ａ-ｃｏｎ」編集部  monthly@a-conweb.net

事務局だより

a-con WEBサイト

◆定例会　：　毎月第3土曜日に開催。活動状況の報告や意見公開など･･･懇親会もやりますよ！

　[日時]　7月17日（土）　15:00～17:00

　[場所]　未定　（決まり次第、メーリングリストにてご連絡します）

◆a-conゼミナール　：　テーマを決めて勉強会。a-conメンバー以外の方も参加いただけます。

　只今準備中。次の開講日はＷＥＢでお知らせします。

◆オリエンテーション　：　a-conってどんな団体なのか？を説明します。

　偶数月の第一土曜日に定期開催予定です。

　詳細が決まり次第、WEBサイトでお知らせします。

　ご要望いただければ、個別にa-conについて説明いたします。

　

参加者大募集！～今後のスケジュール

NPO・ボランティア・コミュニケーションに興味がある、社会貢献してみたい、

余暇を何かに使いたい･･･そんなあなたはぜひ、a-conを覗いてみてください。

a-conには色んな関わり方があります。

a-conメンバー大募集！

お問い合わせは、下記a-con事務局までお気軽にどうぞ！

　mail ： jimukyoku@a-conweb.net　（担当：山田、佐藤）

　a-conの活動や、その他いろいろな情報を発信しています。

　WEBサイトへもぜひ遊びにきてください。

URL：http://blog.a-conweb.net/

発行元：特定非営利活動法人　ＮＰＯコミュニケーション支援機構（ａ-ｃｏｎ）

編集長（代理）：原文子
Ｗｒｉｔｅｒ：太田あずさ　sugiX　福田愛奈 

編集：秋本康治　石田優　石本貴之　緒方太郎　佐藤美弥子　白土夏子　森山紗也子
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　正式名称は “特定非営利活動法人NPOコミュニケーション支援機構”。

　“action unit for communicative NPO”、略してa-con（えーこん）。

　「NPOの活動を、どう世の中に伝えていったらいいか」

　ということを、そのNPOの方たちと一緒に、

　同じくらい真剣に考えて、

　「コミュニケーション」という切り口でお手伝いするユニットです。

Topics

a-conとは･･･

1 2

■環境ボランティア見本市2010 ～“ちょっと”も“本気”も大集合！～

日時：2010年7月10日(土) 午後1時～5時

会場：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）国連大学1F

主催：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）、環境ボランティア見本市2010実行委員会 　　

協力：ウィメンズショップ パッチワーク、(社)日本メディアアート協会（JMAA）、

　　　　4th Park Studio（学生起業グループ）、(特活)NPOコミュニケーション支援機構（a-con） 　　

詳細：http://sites.google.com/site/ecotamainfo/Home/mihon1/ 

************************************************************

a-conが本格サポートするイベント第一弾、7/10に開催！ a-con NEWS HEADLINE（臨時号）
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環境ボランティア見本市2010

　　　　　　　　　　　　～“ちょっと”も“本気”も大集合！～

　7月10日(土)、渋谷の地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）で、「環境ボラン

ティア見本市2010」が開催されます。このイベントでは、40を越える環境NPOがブ

ースを出展し、「環境ボランティアをはじめてみよう」というすべての方を対象にボ

ランティア募集説明を行います。

　a-conでは、実行委員会からの依頼を受けてイベントづくりのお手伝いをしていま

す。これまで、「より多くの来場者に自分に合ったボランティアを見つけてもらうため

に、参加団体との間にどのようなコミュニケーションが必要か」という観点から議論

を重ね、サポートプロジェクトを進めてきました。具体的には、来場者に配布するフ

ライヤーや各団体のブースで配る「ボランティア募集シート」などの“コミュニケーシ

ョンツール”の制作をサポートしています。

　イベントへの参加は、事前申込み不要で

す。参加団体による各種ワークショップの

ほか、同会場でファーマーズ・マーケットも

開催しています。環境ボランティアに興味

のある方はもちろん、お時間のある方はぜ

ひご来場ください。
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生物多様性条約第１０回締約国会議
カウントダウン特集
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特集１

生物多様性の今を探る。
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生物多様性の今を探る。

　４ヵ月後の２０１０年１０月に、世界中が注目する会議、
「カルタヘナ議定書第５回締約国会議（ＣＯＰ／ＭＯＰ５）」
および「生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）」
が、日本で開催されることをご存知だろうか。
　愛知県名古屋市でのＣＯＰ１０開催を控えた６月は、１９７
２年の「国連人間環境会議」で人間環境宣言が採択された月で
あり、日本では「環境月間」と定められている。そんな中で、
今月号は、環境月間＆ＣＯＰ１０カウントダウン特集として、
「日本の生物多様性の今」を探る。
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★COP10は2010年10月18日（月）～29日（金）で開催されます。

★会場は、愛知県名古屋市にある、名古屋国際会議場です。
またその周辺の白鳥会場、愛・地球博記念公園、栄地区は、
関連事業会場として開かれ、そこで様々な企画が展開されます。

★COP10の参加者数は、各国政府関係者・国連関係者・NGOなど
約8,000名を想定しています。

Q

Q

Q

今更聞けない生物多様性今更聞けない生物多様性

Q 生物多様性の３つのレベルって？生物多様性の３つのレベルって？

Q

Q 生物多様性はなぜ大切なの？生物多様性はなぜ大切なの？

生物多様性を脅かしているのは？生物多様性を脅かしているのは？

今更聞けないＣＯＰ１０今更聞けないＣＯＰ１０

ＣＯＰ１０ってなんだろう？ＣＯＰ１０ってなんだろう？

ＣＯＰ１０の開催情報って？ＣＯＰ１０の開催情報って？

ＣＯＰ１０の主な議題って？ＣＯＰ１０の主な議題って？

★地球上の生きものは、それぞれに個性をもち、様々な関係で繋がり
あっています。また、その関係性≒多様性には、３つのレベルがあります。

★2002年の「COP6」では、「生物多様性の損失速度を2010年までに
顕著に減少させる」という目標が採択されました。

★日本を含め、加盟各国は、2010年に向けて目標達成のための様々な
取り組みを行っています。

★2010年に開催される「COP10」は、目標の達成状況の検証と新たな
目標（ポスト2010年目標）の策定について、遺伝資源へのアクセスと
利益配分（ABS）に関する国際的な枠組みの策定についてなどが話し
合われることになっています。

★「生物の多様性に関する条約（生物多様性条約：Convention on Biological
Diversity）」は、1992年5月22日に採択され、リオデジャネイロ（ブラジル）で
開催された地球サミットおいて署名開放されました。

★ 「COP（Conference of the Parties）」とは、その国際条約を結んだ国が
集まる会議（締約国会議）のことです。

★多様な生き物や生息環境を守り、その恵みを将来にわたって利用するために
結ばれた条約で、数年に一度開催される「COP」で議論がなされています。

東京の干潟、沖縄のサンゴ礁、

原生的な森林、湿原、

里地里山、大小の河川など、

色々なタイプの

自然があること。

ヒグマやトンボ、魚、

樹木、草花など、

動植物から細菌などの

微生物に至るまで、

色々な生き物がいること。

同じ種でも多様な個性がある。

異なる遺伝子をもつことで

環境の変化や病気の

蔓延が起こっても、

絶滅する可能性が低くなる。

生態系の多様性 種の多様性 遺伝子の多様性

★酸素の供給、気温・湿度の調節、豊かな文化の根源、
食べ物、木材、衣料品など暮らしの基盤、山地災害や
土壌流出の軽減など・・・自然の力によって、私たちの
生活jは支えられています。

★生物多様性のたくさんの恵みによって、私たち人間を
含む生きものの「いのち」と「暮らし」が支えられていま
す。これらの危機によって、生物の多様性が失われる
と人間の営みも大きな影響を受けるのです。

★日本の「生物多様性」は３つの危機に直面しています。更に、温暖化等の
影響もあり、日本の野生動植物の約3割が絶滅の危機に瀕しています。

環境破壊による危機 過疎地域での危機 外来種による危機

人間の活動や開発による

環境破壊、乱獲や

盗掘などによって、

種の減少、絶滅、生息域

の減少をもたらしている。

都市化や高齢化などで

溜め池や里地里山が

利用されなくなり、生態系

のバランスが崩れ、様々な

動植物が絶滅の危機に。

人間の活動を通じて

持ち込まれた外来種が、

地域固有の生きものや

生態系に対する大きな

脅威になっている。
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含む生きものの「いのち」と「暮らし」が支えられていま
す。これらの危機によって、生物の多様性が失われる
と人間の営みも大きな影響を受けるのです。

★日本の「生物多様性」は３つの危機に直面しています。更に、温暖化等の
影響もあり、日本の野生動植物の約3割が絶滅の危機に瀕しています。
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人間の活動や開発による

環境破壊、乱獲や

盗掘などによって、

種の減少、絶滅、生息域

の減少をもたらしている。

都市化や高齢化などで

溜め池や里地里山が

利用されなくなり、生態系

のバランスが崩れ、様々な

動植物が絶滅の危機に。

人間の活動を通じて

持ち込まれた外来種が、

地域固有の生きものや

生態系に対する大きな

脅威になっている。
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TOPIC1TOPIC1
「生物多様性の利用をフェアに！プロジェクト」「生物多様性の利用をフェアに！プロジェクト」

BYBY A SEEDA SEED JAPANJAPAN

COP10に向けた取り組みに向けた取り組みCOP10に向けた取り組みに向けた取り組み

TOPIC2TOPIC2
「生物多様性じぶん条約「生物多様性じぶん条約 」」

BYBY 生物多様性じぶん条約事務局生物多様性じぶん条約事務局

「生物多様性じぶん条約」

http://www.i-cbd.org/

　ｔｗｉｔｔｅｒを用いた、ソーシャルメディアによる繋が

り構築プロジェクト。小さな個人がどんどん本音を

言って、国際会議をもっと後押ししいく企画。

　生物多様性じぶん条約は、一人でも多くの方に

生物多様性が、わたしたち人間にとってどれほどか

けがえのないものであるかを知っていただくための

キャンペーン運動です。

　じぶん条約はプライベートな宣言だけど、たくさん

の人のいろんな言葉がつながることでパワーアップ

するおもしろいムーブメント。これ、まさに多様

性！！

　参加の仕方は至って簡単。自分と地球の条約

を、ｔｗｉｔｔｅｒ上で宣言するだけ。ハッシュタグを用い

て、日本中の賛同者とつながることができます。

「生物多様性の利用をフェアに！プロジェクト」
http://www.aseed.org/abs/index.html

　2010年に名古屋で開催

される生物多様性条約第

1 0 回 締 約 国 会 議

（COP10）における最重要

議題のひとつである遺伝資

源へのアクセスとその利用

から生ずる利益の公正かつ

衡平な配分（ABS）の問題

に取り組んでいます。

　この問題を広く市民に知

ってもらうために提言活動

や勉強会の開催、提言活

動を行っています。

　A SEED JAPANは先住民

族や途上国の住民の立場

にも立って考え、政府や市

民に働きかけることによっ

て、より公正かつ衡平なア

クセスと利益配分が促進さ

れることを目指しています。
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BYBY GREENGREEN TVTV
「「BBセンス・フォーラムセンス・フォーラム 」」

BYBY Ｂセンス・フォーラムＢセンス・フォーラム

TOPIC3TOPIC3
「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」ＴＶ「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」ＴＶ

TOPIC4TOPIC4

　 「 B セ ン ス 」 ・ ・ ・ そ れ は 『 生 物 多 様 性 ( 

Biodiversity、頭文字をとって「B」）』を意識して、

いろいろな行動を選択していく感性(センス)のこ

と。この言葉は、日本自然保護協会（NACS-J）と

環境省の有志が2001年に個人の立場で始めた

「自然保護21会議」から生まれ、「生物多様性」と

いうものに関係することがらに一人一人が気づき、

普段の行動を通して社会に広めたいと造語したも

のです。「Ｂ」は、経済効率優先の暮らし方ではな

く、もう一つの選択(オルタナティブ)を重視する考

え方としての「Ｂ」でもあります。

　「Ｂセンス・フォーラム」では、Ｂセンスを広めること

により、人々が日常的な営みの中で、自然の摂理

を壊さず、むしろ生物多様性の手助けになるよう働

きかけており、様々な活動を展開中です。

環境省が著作、ｇｒｅｅｎＴＶ製作の動画も配信中。
「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」

http://www.cop10.com/satochi-satoyama/000099.html

　いのちの地球"生物多様性"は、Green TV Japan

が運営しています。Green TVは、UKで2006年4

月に誕生し、英国・日本・ドイツの3カ国による、環

境映像専門のグローバルメディアです。現在は、

400本以上の世界中の環境映像番組を無料で配

信しています。

　このGreen TVが、「SATOYAMAイニシアティブ」と

いう動画を前秋から展開しています。

　里地里山に見られる自然資源の持続的な利用

は、生物多様性の保全と両立する自然共生社会

のモデルとなりうることから、わが国をはじめ世界

各地にある伝統的な自然共生の智恵と現代の技

術を組み合わせ、自然資源の持続可能な管理と利

用のための共通理念を構築し、世界各地の自然共

生社会の実現に活かしていく取組を「SATOYAMA

イニシアティブ」と名付けて活動をしています。
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データ出典 「環境問題に関する世論調査」内閣府大臣官房政府広報室
http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-kankyou/index.html

「自然に対する関心があるか」「自然に対する関心があるか」

「生物多様性」に対する理解がまだまだ薄い中、「生物多様性」に対する理解がまだまだ薄い中、
更なる啓発活動が今後重要に更なる啓発活動が今後重要に!!
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COP10に向けたに向けた 日本が抱える課題日本が抱える課題COP10に向けたに向けた 日本が抱える課題日本が抱える課題

「生物多様性」認知「生物多様性」認知 「「生物多様性条約締約国会議生物多様性条約締約国会議」認知」認知
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「写真で自然の声を伝える

～環境コミュニケーションにおける写真の力～」

「写真で自然の声を伝える

～環境コミュニケーションにおける写真の力～」

環境や国際協力、社会起業家などSocialな問題をテーマに、広報・ＰＲの勉強会として年４回
開催しているECOmmunication Meeting。今回は、主催の架橋家さんにお話を伺いました。

ECOミ×a-conゼミナールの第１弾は、フォトジャーナリストであり、
「Eyewitness目撃者たち」の中心人物である桃井和馬さんをお招きし、
世界の国々で見られた風景や写真を通して自然の声を伝えることの意味、

なぜ環境問題に関心を持つようになったのかなどについてお話しいただ

きました。ゼミナールは約２時間、世界中を旅して撮影した写真と、そ
の裏にある物語を紡ぐ飾らない言葉に、みな聞き入っていました。

今回は、その中でも特に印象に残ったフレーズをご紹介します。

特集２

Ｑ ＥＣＯミを立ち上げたきっかけを教えてください。

■ 広報やPRに関わる人で、社会的な問題に興味がある人たちを集めて、何か課題
解決に繋がる勉強会ができないかと思ったからです。(そういう会があまりなかったので)

Ｑ どんな人が集まっているのでしょうか。

■ 代理店(広告、PR)、企業の環境・CSR部、メディア、NPO/NGO、学生の方々等です。

Ｑ これまで勉強会で取り上げてきたテーマにはどのようなものがあるのでしょうか。

■ 戦略PRについて、NPOの広報担当者の業務と課題について、新聞社編集局デスク
の方に聞く良いアプローチ方法についてなどです。

Ｑ 最後に、今後の抱負をお願いします。

■ 会の目的を改めて考え直して、実施自体を再考したいと考えています。

桃井和馬桃井和馬 ももい・かずまももい・かずま
1962年生まれ。写真家、ジャーナリスト。これまで世界140ヵ国を取材し、「紛争」

「地球環境」などを基軸にしたプロジェクトを通し独自の切り口で「文明論」を展開して
いる。講演・講座の他、テレビ・ラジオ出演多数。第32回太陽賞受賞。

著書に『この大地に命 与えられし者たちへ』清流出版、『生命がめぐる星』『もう、
死なせない！』ともにフレーベル館。『観光コースでないアフリカ大陸西海岸』（高文
研）ほか多数。環境写真プロジェクト「EYEWITNESS」共同代表。

～ 「EYEWITNESS」HP http://eye-witness.jp/より

「Eyewitness目撃者たち」「Eyewitness目撃者たち」
地球環境を伝えるために、いま７人の写真家が力を合わせる。
環境を守り、自然本来の姿を伝えるために、写真家たちは何ができるのか？
その答えとして「Eyewitness目撃者たち」というプロジェクトをスタートしました。

地球上の各地で刻々と変化する環境、
自然本来の偉大な力を目撃してきた写真家たちが、
子どもたちと未来を担うすべての人々に、
「未来への伝言」を伝えます。

世の中に数多くある「落ちている写真」には、物語がない。写真の本当

の価値は、切り取られた瞬間の前後にある物語を想像させることがで

きるかどうかである。そういった写真を撮るのは、費用も労力もかかる。

「写真の価値は、物語があるかないか。

その切り取られた一瞬から、全部の物語を想像させる。」

紛争の原因は、掘り下げていくと実は「民族」「宗教」といった問題に留

まらない。領土、食料、水、資源・・・これら、地球に存在するものの奪

い合いが、争いの根源にある。環境問題の本質は、人間の欲望。

人間の欲望が、地球の資源よりも大きくなってしまった。

「戦争の背後に、環境がある。」

「戦争を止めるには、環境を見なくてはいけない。」

「東京」というフォルダを下げると⇒「○○区」⇒「○○町内会」⇒「家」

というように細分化が進み、そうすると隣の芝生が青く見える。

逆に、⇒「日本」⇒「アジア」⇒「人間」⇒「生物」というように、フォルダ

（概念）を上に上げていけば、みんなが仲間になる。

「フォルダが下がると、憎しみが増す。概念を上位にもっていく。」

「地球というフォルダの中でしか、人間は生きられない。」

写真を見て感動した人々は、NGOに寄付をしたりする。でも、写真を

撮った人間に対しては、何も還元していない。今は表現の場所すら

も限られている。メッセージを伝えられる機会も少ないのが問題。

「自分は表現者。写真を撮っていないと息ができない。」

「今の世の中は、伝える者に、何も還元しない。」

-今後もａ-ｃｏｎ×ＥＣＯミで新しいチャレンジができればと思います。ありがとうございました。13 14
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「写真で自然の声を伝える

～環境コミュニケーションにおける写真の力～」

「写真で自然の声を伝える

～環境コミュニケーションにおける写真の力～」

環境や国際協力、社会起業家などSocialな問題をテーマに、広報・ＰＲの勉強会として年４回
開催しているECOmmunication Meeting。今回は、主催の架橋家さんにお話を伺いました。

ECOミ×a-conゼミナールの第１弾は、フォトジャーナリストであり、
「Eyewitness目撃者たち」の中心人物である桃井和馬さんをお招きし、
世界の国々で見られた風景や写真を通して自然の声を伝えることの意味、

なぜ環境問題に関心を持つようになったのかなどについてお話しいただ

きました。ゼミナールは約２時間、世界中を旅して撮影した写真と、そ
の裏にある物語を紡ぐ飾らない言葉に、みな聞き入っていました。

今回は、その中でも特に印象に残ったフレーズをご紹介します。

特集２

Ｑ ＥＣＯミを立ち上げたきっかけを教えてください。

■ 広報やPRに関わる人で、社会的な問題に興味がある人たちを集めて、何か課題
解決に繋がる勉強会ができないかと思ったからです。(そういう会があまりなかったので)

Ｑ どんな人が集まっているのでしょうか。

■ 代理店(広告、PR)、企業の環境・CSR部、メディア、NPO/NGO、学生の方々等です。

Ｑ これまで勉強会で取り上げてきたテーマにはどのようなものがあるのでしょうか。

■ 戦略PRについて、NPOの広報担当者の業務と課題について、新聞社編集局デスク
の方に聞く良いアプローチ方法についてなどです。

Ｑ 最後に、今後の抱負をお願いします。

■ 会の目的を改めて考え直して、実施自体を再考したいと考えています。

桃井和馬桃井和馬 ももい・かずまももい・かずま
1962年生まれ。写真家、ジャーナリスト。これまで世界140ヵ国を取材し、「紛争」

「地球環境」などを基軸にしたプロジェクトを通し独自の切り口で「文明論」を展開して
いる。講演・講座の他、テレビ・ラジオ出演多数。第32回太陽賞受賞。

著書に『この大地に命 与えられし者たちへ』清流出版、『生命がめぐる星』『もう、
死なせない！』ともにフレーベル館。『観光コースでないアフリカ大陸西海岸』（高文
研）ほか多数。環境写真プロジェクト「EYEWITNESS」共同代表。

～ 「EYEWITNESS」HP http://eye-witness.jp/より

「Eyewitness目撃者たち」「Eyewitness目撃者たち」
地球環境を伝えるために、いま７人の写真家が力を合わせる。
環境を守り、自然本来の姿を伝えるために、写真家たちは何ができるのか？
その答えとして「Eyewitness目撃者たち」というプロジェクトをスタートしました。

地球上の各地で刻々と変化する環境、
自然本来の偉大な力を目撃してきた写真家たちが、
子どもたちと未来を担うすべての人々に、
「未来への伝言」を伝えます。

世の中に数多くある「落ちている写真」には、物語がない。写真の本当

の価値は、切り取られた瞬間の前後にある物語を想像させることがで

きるかどうかである。そういった写真を撮るのは、費用も労力もかかる。

「写真の価値は、物語があるかないか。

その切り取られた一瞬から、全部の物語を想像させる。」

紛争の原因は、掘り下げていくと実は「民族」「宗教」といった問題に留

まらない。領土、食料、水、資源・・・これら、地球に存在するものの奪

い合いが、争いの根源にある。環境問題の本質は、人間の欲望。

人間の欲望が、地球の資源よりも大きくなってしまった。

「戦争の背後に、環境がある。」

「戦争を止めるには、環境を見なくてはいけない。」

「東京」というフォルダを下げると⇒「○○区」⇒「○○町内会」⇒「家」

というように細分化が進み、そうすると隣の芝生が青く見える。

逆に、⇒「日本」⇒「アジア」⇒「人間」⇒「生物」というように、フォルダ

（概念）を上に上げていけば、みんなが仲間になる。

「フォルダが下がると、憎しみが増す。概念を上位にもっていく。」

「地球というフォルダの中でしか、人間は生きられない。」

写真を見て感動した人々は、NGOに寄付をしたりする。でも、写真を

撮った人間に対しては、何も還元していない。今は表現の場所すら

も限られている。メッセージを伝えられる機会も少ないのが問題。

「自分は表現者。写真を撮っていないと息ができない。」

「今の世の中は、伝える者に、何も還元しない。」

-今後もａ-ｃｏｎ×ＥＣＯミで新しいチャレンジができればと思います。ありがとうございました。13 14
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　南京に住んで10ヶ月、その中で感じ

た日本と南京の相互理解に必要なこ

とを言及したい。日本と南京の相互理

解（日中相互理解）には二つのポイン

トがあると思っている。

①『歴史』を学ぶこと。

②南京の『今』に目を向けること。

① 『歴史』を学ぶこと。

　特にこの南京という都市は日中相互

理解にとって重要な町である。言わず

もがな1937年に起こった南京大虐殺

は、日本の恥ずべき行為である。二度

とこの悲惨な歴史を繰り返さないため

にも、我々はこの歴史をしっかり学ば

なければならない。

② 南京の『今』に目を向けること。

　先に述べた『歴史』を学ぶことは言う

までもなく重要なことである。では、今

に目を向けるとはどういうことなのか？

私の経験から説明したい。

　私がここへくる前抱いた南京像、そ

れは決して良いものとは言えなかっ

た。

　なぜなら、南京と言えば真っ先に浮

かぶのが1937年の事件だったからで

ある。Googleで『南京』と検索してみて

もほぼその話題に終始する。そしてそ

れは日本人にとって避けたくなる町を

連想させる。しかし裏を返してみると、

日本人の頭にはそれしかないというこ

となのである。簡単に言うと南京の

『今』を知らないのである。

　私が初めて南京へ来てびっくりしたこ

と、それは南京にビルがたくさんあり、

地下鉄が走っていたということである。

南京は都会なのかと。馬鹿馬鹿しい

ような感想だが、そんなことすらも知ら

ない状況であった。それくらい南京の

『今』というビジョンはなかったのだ。

層を中心に日本に興味を持っている

人が、結構いるということである。

　1990年以降、インターネットの普及

により日本のドラマ、アニメをよく見るよ

うになったという。それがきっかけで日

本に興味を持つ人が多いのだ。また

僕は時々日本語を教えているが、南

京にいる日本語学習者と日本語の先

生の比率が合っていないように思う。

よって日本語の先生にならないかとい

うお話を時々いただく。

　僕は当初、南京で自分が日本人で

あるということを名乗るのを恥ずかしな

がら躊躇していた。だがここに住んで

普通に生活して、その考え方は変わっ

た。今では日本人と名乗ることに躊躇

することはない。今の日本に興味をも

ち理解を示す人たちもたくさんいるし、

何よりここにいる人たちは皆、僕に自

然に接してくれているからである。もち

ろん過去の歴史から、日本のことをよ

く思わない人もいるとは思うが、少なく

ともこの10ヶ月、僕が南京に住んで特

別危険な目に出会ったことは、一度も

ない。

　左記に述べた通り『歴史』を学ぶこ

と。そして『今』に目を向けること。この

二つが日本と南京の相互理解（日中

相互理解）においてに重要だと思って

いる。そしてそれにリアルが加われば

尚よい。私もここにいる間は、少しでも

そのアクションができるように活動して

いきたいと思っている。その発信で、

少しでも多くの人が『歴史』のみなら

ず、南京の『今』にも目を向けるきっか

けになることができたら喜ばしいと思っ

ている。　

1982年生まれ。静岡県浜松市出身。日産自
動車デザインセンターを経て、2009年5月より
Smile Parkの活動を開始する。『人との出会い
こそが最大の勉強』と考える体育会系。（小～
高バスケットボール部、インターハイ出場。大
学ボクシング部、京都府Fe級新人王）

sugiX プロフィール
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　私の仕事場・『八郎湖』は、５０年前

までは豊かな潟でした。水は透きとお

り、岸には水草が生え、たくさんの魚や

鳥、昆虫が暮らしていました。しかし、

干拓事業により一変。八郎潟には、大

潟村ができ、水は汚れ、岸はコンクリ

ートで固められ、多くの水草や生きも

のたちが暮らせなくなり、絶滅していき

ました。

　こわされた自然をもどすには、自然

と人のくらしが一緒になった『新しい社

会システム』が必要です。実は自然再

生は、クリエイティブな仕事です。その

『新しい社会システム』の提案をする

のは、地元・秋田の子供たち。そのた

めの環境学習が私の仕事です。

　今年は『生物多様性』の年といわれ

ます。昔の八郎湖は、日本有数の生

物多様性豊かな湖でしたが、このよう

な自然破壊は、日本中で起こってい

ます。生物多様性という言葉が遠く感

じる東京も、昭和の初期までは生物

多様性豊かな町でした。東京の町に

流れる川は清流で、浅草ではなんと

天然うなぎがとれたとのこと！トキ

（2003年絶滅）も普通に見られたとい

います。

　秋田は、たくさんの問題を抱えてい

ますが、その分住民の意識が高く、市

民や行政の活動が活発です。私は、

秋田なら八郎湖の自然再生、実現で

きる！と思っています。八郎湖で成功

すれば、東京や日本中に自然再生の

波が起こり、かつての生物多様性豊

かな日本になっていくはずです。秋田

の子供たちは、真剣にThink grobally 

Act locallyで八郎湖再生い取り組ん

でいます。私も秋田にいながら東京の

自然を考えながら仕事をしています。

　いつか私の故郷を流れる隅田川を

清流に…！

Think grobally  act locally

******************************
 米サンフランシスコに本部を有する

Wildlife Conservation Network 

(WCN)とは、「成長支援型」の自然保

護団体。立上人のCharles Knowles

氏はスタンフォード大で学んだエンジ

ニア（某国の元首相と同じ？）で、

Rubicon Technology（NASDAQ上場

のソフトウェア会社）を設立した後、34

歳で会社を売却。今はWCNで、主に

絶滅危惧種保護のために活動する

「自然保護起業家」を応援することを

ライフワークとしているそうです。

 WCNは、世界各地の地域に根ざした

自然保護活動家を選出し、数年スパ

ンにわたって資金の他、コミュニケー

ション・資金調達・コミュニティ作りのた

めのツールを提供。また、より効率的

な組織運営やIT技術等のノウハウの

共有のために活動家同士の交流の促

進や団体設立時や継続開示等に係

る事務処理の支援にも尽力していま

　祝日が唯一ない6月はちょっとつまら

ないなぁ、と思いますが、今年はワー

ルドカップの年！ワクワクしています。

　普段はサッカーを見ないのに、この

気持ちの逸りは本当に不思議です。

新聞の見出しでワールドカップの文字

を見るだけで心が躍るし、普段話をし

ない人とも、楽しみですね、あのプレイ

は最高！なんて言ったりして。

　盛り上がっていきましょう！！

 例えば、マリ共和国で発生した水不

足で井戸から水を飲むことができず

次々と命を落としていく子象を救おうと

す る 自 然 保 護 活 動 家 に 対 し て 、

Google EarthやYouTube等の使い方

を教え、メディアとの橋渡しをすること

で寄付金集めを成功させました。この

ような活動の支援以外にも、現在では

太陽電力プロジェクトであったり、現地

の保護活動家たち自身が長生きして

活動を継続できるよう、アフリカで

HIV/AIDS啓発や検査を行うまでに至

っているようです。 ＜AINA＞

Wildlife Conservation Network

江戸っ娘秋田こまち化計画 海外NPOレポート

東京都浅草出身。損保ジャパンCSOラーニン
グ生（大学在学時）、茨城県の湖の再生を目
指すNPO職員（約２年）を経て、４月に八郎湖
のある秋田に来る。主に八郎湖流域の子ども
達の環境教育の普及・充実に日々奮闘中。
夢は日本の伝統工芸を継ぐ職人になること！

あずあず　プロフィール

編集後記

http://www.wildnet.org/
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ニア（某国の元首相と同じ？）で、

Rubicon Technology（NASDAQ上場

のソフトウェア会社）を設立した後、34

歳で会社を売却。今はWCNで、主に

絶滅危惧種保護のために活動する

「自然保護起業家」を応援することを

ライフワークとしているそうです。

 WCNは、世界各地の地域に根ざした

自然保護活動家を選出し、数年スパ

ンにわたって資金の他、コミュニケー

ション・資金調達・コミュニティ作りのた

めのツールを提供。また、より効率的

な組織運営やIT技術等のノウハウの

共有のために活動家同士の交流の促

進や団体設立時や継続開示等に係

る事務処理の支援にも尽力していま

　祝日が唯一ない6月はちょっとつまら

ないなぁ、と思いますが、今年はワー

ルドカップの年！ワクワクしています。

　普段はサッカーを見ないのに、この

気持ちの逸りは本当に不思議です。

新聞の見出しでワールドカップの文字

を見るだけで心が躍るし、普段話をし

ない人とも、楽しみですね、あのプレイ

は最高！なんて言ったりして。

　盛り上がっていきましょう！！

 例えば、マリ共和国で発生した水不

足で井戸から水を飲むことができず

次々と命を落としていく子象を救おうと

す る 自 然 保 護 活 動 家 に 対 し て 、

Google EarthやYouTube等の使い方

を教え、メディアとの橋渡しをすること

で寄付金集めを成功させました。この

ような活動の支援以外にも、現在では

太陽電力プロジェクトであったり、現地

の保護活動家たち自身が長生きして

活動を継続できるよう、アフリカで

HIV/AIDS啓発や検査を行うまでに至

っているようです。 ＜AINA＞

Wildlife Conservation Network

江戸っ娘秋田こまち化計画 海外NPOレポート

東京都浅草出身。損保ジャパンCSOラーニン
グ生（大学在学時）、茨城県の湖の再生を目
指すNPO職員（約２年）を経て、４月に八郎湖
のある秋田に来る。主に八郎湖流域の子ども
達の環境教育の普及・充実に日々奮闘中。
夢は日本の伝統工芸を継ぐ職人になること！

あずあず　プロフィール

編集後記

http://www.wildnet.org/
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特集１：

　　生物多様性の今を探る。
特集１：

　　生物多様性の今を探る。

特集２：

　　「写真で自然の声を伝える
　　　　　～環境コミュニケーションにおける写真の力～」

特集２：

　　「写真で自然の声を伝える
　　　　　～環境コミュニケーションにおける写真の力～」

お問い合わせ：「ｍｏｎｔｈｌｙ ａ-ｃｏｎ」編集部  monthly@a-conweb.net

事務局だより

a-con WEBサイト

◆定例会　：　毎月第3土曜日に開催。活動状況の報告や意見公開など･･･懇親会もやりますよ！

　[日時]　7月17日（土）　15:00～17:00

　[場所]　未定　（決まり次第、メーリングリストにてご連絡します）

◆a-conゼミナール　：　テーマを決めて勉強会。a-conメンバー以外の方も参加いただけます。

　只今準備中。次の開講日はＷＥＢでお知らせします。

◆オリエンテーション　：　a-conってどんな団体なのか？を説明します。

　偶数月の第一土曜日に定期開催予定です。

　詳細が決まり次第、WEBサイトでお知らせします。

　ご要望いただければ、個別にa-conについて説明いたします。

　

参加者大募集！～今後のスケジュール

NPO・ボランティア・コミュニケーションに興味がある、社会貢献してみたい、

余暇を何かに使いたい･･･そんなあなたはぜひ、a-conを覗いてみてください。

a-conには色んな関わり方があります。

a-conメンバー大募集！

お問い合わせは、下記a-con事務局までお気軽にどうぞ！

　mail ： jimukyoku@a-conweb.net　（担当：山田、佐藤）

　a-conの活動や、その他いろいろな情報を発信しています。

　WEBサイトへもぜひ遊びにきてください。

URL：http://blog.a-conweb.net/
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