パンタナール通信

一月二四日︑アメリカにて南北米の活動に従事して
いる神山会長を久しぶりに日本に迎え新年会を兼ねて
の親睦会を持ちました︒親睦会の中で会長は次のよう
に過去十年を振り返り︑
﹃十年前にレダに開拓に行った人︑又︑背後でそのた
め支援してくださた人たちの苦労があったからこそ今
のレダがあると思うのです︒いろいろの人たちがレダ
基地に訪問してきます︒パラグアイ国の政界の人︑軍
人また教育者たちです︒
その方々が﹁パラグアイの国民を代表し︑政府を代表
して皆さま方に感謝します﹂と︒今︑多くの人が関心
を持ち始めています︒十年が過ぎましたね︑これから
の十年の出発にあたって︑も
うひとたび原点に立って出発
すれば︑大きな結果が生まれ
てくると確信します︒﹄と話
されました︒
その後︑会員の皆様からの
歌と踊りの披露︑最後にビン
ゴゲームを行い︑楽しい親睦
会となりました︒商品は会社
を経営する会員の方から提供
されました︒

竹の内美紀さんによる歌の披露
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南北米福地開発協会

新年を迎え、会員親睦会を開催

﹃過去十年は困難な環境の中︑不屈の精
神で道を拓いて来ました︒ その結果︑
チャコ地方を超え︑パラグアイの国の
重鎮まで影響を与え︑パンタナールの貴
重な生態系の保存とそれを行ってきた南
北米福地開発協会の奉仕活動とその精神
が国の青年たちの教育のために必要であ
るとの評価を得て来ました︒
今日までの皆様の理解と内外の暖かい
支援に心から感謝しております︒
今後︑現地南北米財団の歩みが継 続し︑
その目的を全うして行くには現地の財団

南北米福地開発協会責任者会議
（１月２３日川崎市市民プラザ）

が日本からの支援によるだけでなく︑自
立できる道の確立をなすことを計画して
います︒
特に自然保護に対する意識の向上を目
指すエコツーア︑環境を破壊しないモデ
ル牧場を整備し︑牛の飼育をなすことを
計画しています︒今後とも会員の皆様の
暖かいご指導︑ご鞭撻をお願いします︒﹄
との柴沼事務局長からの報告を元に話し
合いが持たれました︒
今後の計画案︵南北米日本支部での︶
①青年会員の勉強会︵月一回︶
吉本邦男氏担当
︵ピースライフセミナー参加者︑
ならびに青年奉仕隊参加者を中心に︶
レダ開発に従事する青年の発掘と世界の
環境問題に関心と責任を持つ人材の養成︒
②レダの産物を用いる製品の開発とマー
ケットの開拓︵柴沼邦彦氏担当︶
︵特にニーム︑モリンガによる︶
③パンタナール︑エコツアー旅行のプロ
モーション
︵岩澤春比古氏︒森川道子氏担当︶
④環境牧場をレダに作るための日本側
からの協力
︵高橋昭三氏担当︶
⑤パラグアイの森林再生運動
︵地球のみだりを守る会との協力強化︶
⑥ 国際協力青年奉仕隊の継続
⑦レ ダ活動報告を通 し奉仕文 化と環境 保
護の啓蒙

︵佐野氏報告︶

中田所長︑佐野南北米財団副会長︑
ブラジル訪問

今後の三年間あるいは十年の新しい出発をすべく中
田先生がレダから出て来られ︑パラグアイ及 びブラ
ジルを回りながら︑新しい出発に対するヒン トを掴
むべく︑日系人や研究者を訪ねて回ることになった︒
特にブラジルでは︑兼ねてから中田先生が興味があっ
たのはアマゾンの河口の近くの最大の日本人 移住地
であるトメアスの移住地でした︒そこは︑コ ショウ
の生産で一躍名をはせた所であり︑その後も アグロ
フオレスト耕作を始めた所でもあり︑また大 東浩氏
の本などによれば︑早くからニームの植林もなされ︑
ニームに対しても様々の実験︑研究がなされ ている
所とのことでもあった︒
︻トメアスでの体験︼︵一月一八日サンパウ ロ着︑
一九日ベレン︑二十一日トメアス︶
ブラジルはさすが広大な国でサンパウロから ベレン
までは三千キロあり︑最初は経費削減の折︑ バスで
行く予定だったのですが︑バスでは五十時間 強とい
うことに加え︑バス賃も片道二百ドル強で飛 行機と
あまり変わらないことが分かり︑結局飛行機 を利用
することになった︒
トメアスまでは二百キロ強の距離だが︑バス で数時
間かかるとは聞いていた︒すぐにタクシーで ベレン
のバスターミナルに行った︒そこでトメアス 行きの
バスを探したら︑すぐに出るバスがあるとい うこと
でそのバスに飛び乗った︒バスに乗るなり︑ いきな
り雨が降り出した︒レダなどとは違い︑予告 なしに
いきなり雨が降るのには驚いた︒さすが熱帯 雨林気
候だ︒バスは窓もきっちり閉まらないおんぼろバス︒
道は舗装されてはいるけれど密林の中をひた 走り︑
なぜか常にがたがたゆれた︒開拓者の苦労が 偲ばれ
た︒二時間ばかり走ると︑大きな川に出た︒二百メー
トルぐらいの川幅をフェリーで渡るらしい︒ 六時出
発ということで一時間近く待たされた︒よう やくト
メアスに着いたのが夜の九時ごろとなった︒

ともかくホテルを探して一泊しようとして︑
たまたま道を尋ねた日系の人が車でホテルまで
案内してくれた︒日系人は何処に行っても非常
に親切で︑日本の古き良き伝統が残っているよ
うだ︒
次の日の朝︑紹介されていた海谷︵かいや︶
英雄文化協会会長に電話すると︑すぐ快く九時
に協会の事務所で会いましょうと言ってくれた︒
待っていてくれたようである︒文化協会には昨
日の日系の人が車で連れて行ってくれた︒
海谷会長は七〇ぐらいの年配の人であった︒
一九六二年に二〇才で移住してきたそうである︒
トメアスの歴史及び現状を簡単に説明してくれ
た︒一九二九年に第一次の人がここに入植︒最
初は︑野菜や果物を育てて︑何日もかかってベ
レンまで売りに行っていたらしい︒その後︑一
九四〇年代になってコショウの栽培に成功︒
一九五〇年代にコショウの価値が高騰し︑コ
ショウ景気に沸いたようである︒当時︑コショ
ウ御殿といわれた豪邸があちらこちらに建てら
れたらしい︒お金が金庫に入りきれなくて︑農
協の机の上に札束が山積みされていたとか︒
それが︑一九七〇年代に入ると︑根腐れ病が
出て コシ ョウ が枯 れ始 め︑ JAICA
の 研究 所 も共
に対策を模索するも有効な解決策が得られず︑
借金を抱えた多くの人がトメアスを離れていっ
たという︒残った人たちが︑単一栽培が自然に
反しているとしてアグロフォレストの方法で色々
な果実を栽培するようになり︑一九八〇年代後
半に JAICA
の 資金 提供 も受 けて ︑果 汁工 場 を建
設︒それが︑成功してその工場を拡張しながら︑
今日に至っているという︒
現在は︑アサイ︑カカオ︑アセロラ︑クプア
ス︑マラクジャ︑グラビオラなど数多くのアマ
ゾン独特の豊富なフルーツの果汁を抽出してブ
ラジル各地に送り出し︑また日本や世界にも輸
出しているそうである︒
我々 も ここ に 来 た目 的 を 手短 に 説 明 ︒ チャ コ 地
方 及びパ ンタナ ール の紹介 ︑レダ の土 地及び 気候
の 状況︒ その地 でな してき た現在 まで の色々 な農
業 実験︒ そして 現在 ニーム に対し て大 きな期 待を
持 ってい ること ︒そ れ故︑ ニーム にお いての トメ
ア スの経 験を学 びた いこと ︒又ア グロ ファレ スト
耕 作を勉 強した いこ と︑な ど︒会 長は すぐに ︑農
協 の理事 でブラ ジル や日本 の各所 でア グロフ ォレ
ス トなど の講演 をし ている 小長野 ︵コ ナガノ ︶道
則 氏に事 務所に 来る ように 連絡を つけ てくれ た︒
ま た大東 先生が トメ アスで 三年間 ︑ニ ーム植 え付
け を奨励 してい た時 の農協 の理事 長を してい た南
部 氏とも 連絡を 取り すぐに 事務所 に来 るよう に手
配 をして くれた ︒そ して︑ 間もな くそ れらの 人た
ち が事務 所に現 れ︑ 色々話 を聞く こと ができ た︒
結局分 かった こと は︑多 くの場 合︑ ニーム をコ
シ ョウの 支柱と して 利用し ようと した が︑コ ショ
ウ とニー ムの根 の競 合問題 ︑更に はニ ームの 木の
枝 が光を 遮って コシ ョウの 成長に 問題 がきた され
た りした ︒また ︑鳥 がニー ムの木 にや ってく るよ
う になり ︑その 際︑ ヤドリ ギを持 って きて︑ それ
が 作物に ついて しま うとい う問題 が発 生︒結 局多
く の人が ニーム の支 柱とし ての利 用を 断念し た︒
し かし︑ ブラジ ルの 政府の 研究機 関に よると ︑根
腐 れ病が ニーム によ って抑 えられ ると いう最 近の
研究結果もあるという︒
そこで ︑中田 先生 からチ ャコの 土地 の特徴 であ
る 塩気が あり︑ 粘土 質の土 地でも 育ち ︑また 鳥の
被 害にあ わない 実の なる商 品作物 はな いかと 尋ね
てみたが︑難題という感じであった︒
カス タ ーニ ャ ︵ 栗の 一 種 ︶と い う 実 を 紹介 さ れ
た ︒マチ ェッテ でも 割れな いぐら いに 硬い実 で︑
木 は一〇 メート ル以 上にな り︑八 年目 あたり から
実 をつけ るらし いが ︑やは り一定 程度 の雨量 が必
要 なので はない かと いうこ とだっ た︒ また︑ 小長
野 氏はア グロフ ォレ ストの 重要性 をひ としき り話
された︒

混植す ることによって ︑より自然の植 生に近く
なり︑植物自体が補い合うことによってより病気
が起こりにくくなる︒また違った種類の落葉が様々
な養分を含む自然の重要な肥料となり︑地力を維
持することができる︒一時的生産は落ちても長く
同じ土地で農業を続ける為には最良の栽培方法で
あることを強調された︒また直根の重要性も話さ
れた︒直根を如何にまっすぐ成長させていくか︑
それを疎かにすれば︑数年経った木でも倒れるこ
とがあるという︒実際に農業を数十年間必死にな
してきた人たちの話は一つ一つ非常に重みがあり︑
参考になった︒
その後︑海谷会長はニームの本に書かれていた︑
ベレン北方八〇キロ行った所に一万本のニームを
植えているという清水氏に連絡をしてくださり︑
ベレンで会えるように手配してくださった︒そし
て︑昼からはトメアスの歴史博物館︑そして日本
人学校などの施設︑そして果汁工場見学のスケジュー
ルを組んでくれ︑次の日は午前中︑実際の農園の
見学の段取りをつけてくれた︒
トメアスの歴史館は会長自ら写真を見ながら︑
説明してくださったが︑アマゾンの過酷な気候風
土との闘い︑マラリア︑デング熱などの病気との
闘い︑市場の遠さや︑インフラが皆無の中での困
窮生活との闘いなどで八割以上の人たちがこの地
を去っていったという現実は︑初期の開拓者の生
活は我々の想像をはるかに超えるものがあるよう
に思った︒果汁工場では斎木仁工場長が自ら工場
の説明をしてくれ︑様々の果汁を凍らせた形で市
場に出していた︒その中でもアサイという種類の
ヤシの実の果汁が人気のようであった︒
この実はわれわれのところにあるカランダウとい
うヤシの実に似てほとんど果肉が付いていない︒
現地の人がこの果肉を食べていたのに目をつけて
商品化したらしい︒アサイの実の中にワインの中
に含まれている物と同様の血液を活性化させる成
分が含まれているという ︒︵続きは資料として別紙に︶

ピースライフセミナーのご案内
第１１回

今ソルゴが希望の光を放ち始めた！

（Ｃ）１日のみ参加の場合 5,000円

参加希望者は南北米福地開発協会までご連絡ください。

地球家族として
自然を守りましょう

南北米福地開発
協会会員の募集

南米︑パラグ アイパンタナ
ール地域へのエコツアー
ならびに植林活動を通じて
生態系の維持と強化を促進し︑
その地域をモデルとし︑
世界に環境保護の
大切さを訴えています︒

会費は月五〇〇円︑毎月︑
パンタナール通信を送ります︒
また︑
各種のセミナー︑エコツアー
等の案内をいたします︒

http://WWW.asd-nsa.jp

南北米福地開発協会 事務局
〒二一三ー〇〇〇一
神奈川県川崎市高津区
溝口三ー十一ー十五
岩崎ビル四Ｆ
電話
〇四四 ー八 二九 ー二八 二一
Ｆａｘ
八二九ー二八二〇
会費納入
郵便口座
一〇一八 〇ー七七六八〇四七一
代表 柴沼邦彦
E-MAIL
office@asd-nsa.jp
ホームページ

開催日時 平成２２年 ３月２７日（土）〜２８日（日）
プログラム
３月２７日（土） ９：３０受付開始
１０：００開会
講義
南北米福地開発協会の基本理念
柴沼邦彦先生
講義
「パンタナール開発と保全」
高津啓洋先生
３月２８日（日）
９：００講義②
柴沼邦彦先生
講話
南北米福地開発協会 創設者紹介
櫻井設雄先生
「南北米福地開発協会の活動紹介」
１７：００閉会
開催場所 川崎市民プラザ２Ｆセミナールーム
住 所 ： 川崎市高津区新作１−１９−１（駐車場有り）
参加費用 （Ａ）宿泊の場合 14,000円
（１日目の昼・夕食、２日目の朝・昼食付）
（Ｂ）通いの場合 10,000円
（１日目の昼食・夕食、２日目の昼食付）

トウモロコシ

︿ソルゴは当たりだ！﹀︵中田所長談︶
百 ヘクタ ー︵ 一ｋｍ ｘ一ｋ ｍ︶ の一 部で トウ
モロ コシと ソル ゴの収 穫がさ れま した ︒ト ウモ
ロコ シは二 三〇 〇本︑ ソルゴ は約 一ト ンの 結果
を得 ました ︒こ の開拓 地は水 が上 がれ ば水 没す
る地 ですが ︑水 が引け ば肥沃 な土 地と して 姿を
現します︒従って農作物は六ケ月間の戦いです︒
ソ ルゴも トウ モロコ シも昨 年十 周年 記念 行事
の後の十月にトラクターで種蒔きがされました︒
四 か月弱 で収 穫した わけで す︒ その 間︑ 肥料
も農 薬も撒 かず ︑草取 りもし ない ︑即 ち放 置し
て温 かく見 守っ て来た わけで す︒ 収穫 後半 はオ
ウム との競 争で したが ︑彼ら がた らふ く食 べて
も食 べきれ ない 程蒔け ば収穫 は確 実だ とい う見
通し です︒ 収穫 作業は 背丈よ り高 く伸 びた 作物
と雑 草で密 集し た畑で の作業 であ るこ とと ︑蚊
の大 群が攻 撃し てくる ため︑ 労働 者も 大変 苦戦
しま した︒ 機械 で刈り 取りが 出来 れば どん なに
楽か ︑はか りし れませ ん︒ とに かく ︑豚 や牛
が喜 んで食 べま すので ︑草の 少な い時 期の 非常
食に もなり ます し︑肥 させる 時の 飼料 とし ても
有効 です︒ 特に 豚は沢 山食べ 成長 も早 いの です
が︑ 現在の 四〇 頭から 百頭︑ 二百 頭へ と増 やし
てい く可能 性を 期待さ せます ︒今 回の 実験 結果
を良く検討して来季に備える予定です︒

ソルゴの穂

