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本年度も私の活動に対してご支援、ご協力を頂き誠に有難うございました。2011年の活
動は「清掃登山活動」「環境学校（環境教育）」「ヒマラヤに学校を作ろうプロジェクト」「東
日本大震災・寝袋支援プロジェクト」「センカクモグラを守る会」「遺骨収集」など多岐に
わたりました。
新年は2年ぶりにヒマラヤで過ごしました。4月に行われるヒマラヤ遠征に向けてのト
レーニングでしたが、2年ぶりに登ったチュクンリ峰（5550ｍ）、カラパタール（5545ｍ）の
2つの頂から見た世界最高峰のエベレストは、私に改めて挑戦状を突きつけているように
感じられました。
3月の東日本大震災後、中国、アメリカ、フランスや日本各地の様々な企業、関係者か
らの協力のもと、およそ1500個の寝袋、支援物資が事務所に届きました。運送に関しては、
小諸市や総社市の支援を受け福島県相馬市、岩手県陸前高田市に物資を届けることができ
ました。
4月には恒例のヒマラヤ遠征を行い、3年ぶりにエベレスト・富士山同時清掃を開催しま
した。残念ながら富士山での清掃活動は大雨のため中止になりましたが、BCでの清掃活
動は実施し400㎏以上のごみを回収することができました。登山活動としては、ロブチェ
ピーク（6,119m）への登頂、また3度目のエベレスト登頂を目指しましたが、6000ｍ付近で
雪崩に遭遇したり、8000ｍ直前でのレギュレターの故障などの影響もあり、残念ながら撤
退しました。

8月には昨年に引き続き、ケニア、ウガンダにて「アフリカから環境問題を考える」環境
影響調査を実施しました。ナイル川は11 ヵ国を通る国際河川。「水」が貴重な資源になる
につれ、上流から下流までの国々で水をめぐる紛争が各地で起こっています。2008年に訪
れたバングラデシュでも上流のインドとの間でガンジス川の水の利用をめぐる意見対立が
頻発していました。上流のインドがダムを使って水の貯水、放流を制御することで、下流
のバングラデシュでは、雨季には洪水に、乾季には河川が干上がり生活ができない島民が
環境難民となり大量に首都ダッカに移住する状況が問題視されておりました。バングラデ
シュから始まった、河川浸食などの影響調査も含め、アフリカでも活動を続けていく事に
なりました。
10月から11月にかけては、長野県小諸市をはじめ、熊本県和水町、岡山県総社市など
各地で環境学校を開校しました。
その他にも、様々な活動をしてまいりました。詳細は本文書に掲載させていただきまし
たので、是非ご一読いただき、私の活動へのご理解を頂ければ幸いです。

野口健 挨拶

2008年以来3年ぶりに「エベレスト・富士山同
時清掃」を4月23日に実施しました。日本側の隊
長は活動当初から務めていただいている女優の
若村麻由美さん。
今回も、全国から約100名のボランティアの

方々が富士山クラブもりの学校に集合し、青木ヶ
原樹海での清掃を予定しておりましたが、山梨
県全域に大雨洪水警報が発令される豪雨の中で
の活動は困難かつ危険を伴う作業だと若村隊長
が判断し、日本側の清掃活動は中止となりまし
た。隊長より「もちろん清掃をすることは大切だ
けれども、とにかく安全第一、無理をして怪我
や風邪をひいて、清掃活動が楽しくない思い出
になってしまうことはとても残念。今回は残念
ながら活動はできなかったけれど、是非また参
加して欲しい」と参加者に語りかけ、納得を頂き
ました。

エベレスト・
富士山同時清掃
富士山清掃

中止に伴い、本来の清掃活動を行う時間帯に
富士山クラブによる富士山に関するプレゼン
テーション及び会場の方々との意見交換などを
実施しました。
また、予定時刻より少し早めに、エベレスト

BCにいる私と衛星通信がつながり、お互いの状
況報告を行いました。

主催： 認定NPO法人 セブンサミッツ持続社会機構
協力： 認定NPO法人 富士山クラブ
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活動記録
3月29日　サポートスタッフ　日本出発（平賀淳・小島光輝）
4月10日　野口健　日本出発（震災地支援のため出発日を変更）
4月19日　イムジャ氷河湖視察（5010ｍ）
4月21日　BC(ベースキャンプ：5364m)入り
4月23日　エベレスト・富士山同時清掃
4月27日　ロブチェピーク登頂（6119m）
4月30日　エベレストBCにて清掃
5月01日　エベレスト清掃及び、登山開始
5月03日　高度順応中、C1（キャンプ1：5980ｍ）にて
 雪崩に遭遇
5月15日　頂上アタックへ向けてBCを出発
5月16日　C2（キャンプ2：6695ｍ）入り 
5月17日　C3（キャンプ3：7280ｍ）にて清掃活動。
5月18日　8000m直前にて登頂断念
5月19日　BCへ到着
5月28日　日本帰国

昨年予定されていた同時清掃は、東日本大震災から約１ヶ月という時期だったため、開催
すべきかどうか何度も野口隊長と連絡を取り合いました。結果、被災地への迅速な援助を最
優先にして、これまで継続してきた同時清掃も開催しよう！と決断をされました。その間、
被災地へ何度も支援物資を届けた野口隊長の行動力は、日頃、生命の危険と隣り合わせに過
ごしている方だけあって、迅速且つ的確な判断で感動しました。
 
４月２３日の同時清掃は、まだ頻繁に余震のある頃で、前夜から降り出した雨も激しく、

果たして参加者が来てくださるだろうかと案じていましたが、予想に反して１００名もの参
加者が森の学校に集ってくださいました。篤い思いで集まってくださった皆さんになんとか
清掃活動をして頂きたいと願いましたが、お天気は一向に回復せず、刻一刻、天気予報と空
とにらめっこ…『大雨洪水雷注意報』も発令され、活動現場を見に行くと、風の強い横殴りの
雨で足元もぬかるみ、１００名の安全を確保できるものではないと、富士山清掃隊長として
判断。この時期に早朝からご参加くださった皆様には本当に申し訳なく、泣く泣く清掃活動
の中止をお知らせしました。２００６年から始まった同時清掃では初めて の清掃中止。ヒマ
ラヤの雪を掻き分けながらゴミ掘りをしている野口隊にも申し訳ない気持ちでしたが、自然
と共に生きるとはこういうことだと身に染みました。
 
でも、そうと決まれば心機一転！木造校舎の窓ガラスに打ち付ける、ガタッピシッゴーと

いう風雨をBGMに『富士山の自然環境』について１００人で学習。恒例、ヒマラヤとのテレ
ビ同時中継はうまくつながり、富士山側は清掃出来なかったけれど集った皆さんの思いはヒ
マラヤの野口隊長にもしっかりと伝わり、子供から大人まで皆が笑顔に！
 
今日集まった自分達に何か出来ることは…ということで、富士山クラブの皆さんにもご協

力頂き、野口隊長が支援物資を届けた陸前高田市の小学校へ応援メッセージの寄せ書き幕と、
東北で活動を続けている自衛隊の皆さんへ感謝の富士山メッセージカードを皆で書いて閉会
しました。後日、野口隊長が手渡しで届けてくださったことを心より感謝します。
 
今振り返っても、昨年の同時清掃は特別でした。足を運んでくださった参加者の皆さんの

顔を思い出しながら、改めて、富士山清掃を続けたいと強く思っています。

忘れられない同時清掃
富士山清掃隊長・若村麻由美
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■ ベースキャンプ（ＢＣ）清掃成果

清掃日： 4月23日＆4月30日～5月1日　
清掃場所： ＢＣ（ベースキャンプ）周辺
清掃参加人数： 27名
主催： 野口健事務所＆エコ・エベレスト隊
回収： 空き缶、ガスボンベ、テントの残骸、
 衣服など約400キロ回収。

エベレスト側
2003年以降、私の活動に共感を持ってくれた
ダワ・スティーブンシェルパが「エコ・エベレスト」
隊を引き連れて、清掃登山に参加をしてくれまし
た。彼らの活動のおかげもあって、地元シェルパ
や登山隊もごみを捨てずに回収し持ち帰るという
機運が高まっています。しかし、一見きれいに見
えるBC、C1、C2、C3ではありましたが、氷の
下からは、まだまだ古いごみが出てきました。

■ キャンプ３（C3）清掃成果

清掃日： 5月17日　約2時間の清掃活動
清掃場所： C３周辺
主催： 野口健事務所＆エコ・エベレスト隊
清掃参加人数： 7名
回収： 空き缶、テントの残骸、食品パッケージ、
 ガスボンベなど、3袋分回収。
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環境学校
岡山県総社市環境学校
（総社市環境観光大使2008年就任）

地域で環境を勉強していこうと創設された総社市環
境学校も本年度で3回目を迎えました。
11月22日（火）に総社市立秦小学校の4年生から6年生

の生徒37名とともに高梁川河川敷に不法投棄されたテ
レビやタイヤなど軽トラック2台分のごみを回収しまし
た。

小諸環境学校　（小諸市環境大使2008年就任）

義務教育の過程に環境教育カリキュラムを取り込む全国初の森林再生プロジェクトも本
年度で6回目を迎えました。10月4日（火）～ 5日（水）に小諸市内の千曲小学校・野岸小学校・
水明小学校・美南ガ丘小学校・東小学校・坂の上小学校の５年生411名と、森林再生機能
の学習や除間伐作業体験などを行いました。

＊総社市環境学校とは
片岡聡一市長の、「市民の環境に対する意識レベルをさらに上げて、岡山県下ナンバー
1の環境先駆都市を作っていきたい」との想いと、私の「子どもたちに現場での実践
活動を！そして環境教育を義務教育のカリキュラムへ」との想いが合致して始まった
環境学校。2009年から毎年秋ごろに市内の15校の小学生や地域住民を対象にごみ
清掃などを実施しています。

＊「小諸市森林再生プロジェクト」とは
森林の再生は短期間で実現するものではなく、理想的な森林の
ありかたを求め数十年に及ぶ持続的な森林整備活動が必要不可
欠。また、そのうえで最も重要な事柄は、環境（森林）保全意識
の向上であるとの考えから、全国初となる小学校での義務教育
の過程に環境教育カリキュラムを盛り込んだ活動を実施するこ
とにより、次世代を担う子どもたちの環境保全意識の向上に努
めるプロジェクトを2006年度から実施。人間と動物が共生でき
る緩衝地帯を作る為の除伐・間伐などにも取り組んでいます。
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ニューバランスアウトドアスクール
水を学ぶ多摩川トレッキング
（主催：株式会社ニューバランス ジャパン）　　

山登りや自然科学的実験、生き物観察などのアクティビティーを通して水の循環につい
て学ぶ体験学習型の環境教育プロジェクトを7月17日（日）、8月7日（日）に実施しました。
7月17日は山梨県と埼玉県の県境、笠取山(標高1953m)直下にある多摩川源流部を参加者
14組28名の親子とともに「ぼくたち、わたしたちの生活を支える水は、どこからやってく
るのだろう」そんな素朴な疑問を自分たちの足でたどりました。また8月7日は「森」をテー
マに、東京都立奥多摩湖畔公園「山のふるさと村」にて14組28名の親子とともに、深く結び
ついている森と川の関係についても、実験を通して学びました。

＊親子で一緒に学ぶ自然学校とは
ニューバランスはシューズを通して、「EXCELLENTを起こそう」という
メッセージを発信しています。この「EXCELLENT」とは、自然と共生す
るための「第一歩」。この自然学校で自然との共生を考えた「第一歩」をみ
なさんと一緒に踏み出したい、という願いから生命の源である「水を知る」
アウトドアスクールを開校しました。

「ずっと地球で暮らそう。」プロジェクト
（協賛：コスモ石油エコカード基金）

憧れの環境メッセンジャーを持続的に広範囲に育てることを目的に2003年小笠原から始
まったこのプロジェクトも、本年度の佐渡（7月26日～ 28日）、白神（8月1日～ 4日）で33
回目を迎えました。佐渡では「トキの野生復帰を考える」を主テーマに、実際にトキの餌場
となる棚田づくりを体験しました。また、白神では日本最後のマタギ工藤光治さんから「白
神山地8000年の歴史」と「人間は生き物から命をもらい生かされている」ことについて学び
ました。

＊「ずっと地球で暮らそう。」プロジェクトとは
「環境メッセンジャー」の育成を目的に私が校長を務める環境学校。「環境
メッセンジャー」とは、体験を伴った知識を持ち、多くの人にメッセージ
を発信できる人物と定義しています。知識だけ、体験だけでなく、両方
をもって発信することこそが重要であると考えています。そのため、こ
れからの日本を背負う若者や子どもたちを対象に、富士山、小笠原、屋
久島、白神山地など日本を代表する景勝地を舞台に、「保護と活用」や「わ
かっているようで実はわからない環境問題」をテーマに環境教育をおこ
なっています。

千葉県環境学校　（千葉県環境大使2009年就任）

県内小中学校での環境教育プログラム・不法投棄現場の調査・地元NPO団体や県と連携
をして清掃活動などを目的として始まった、この環境学校も3年目を迎えました。1月28
日（金）には野田市立中央小学校、3月5日（土）には幕張メッセ国際会議場にて富士山周辺の
不法投棄などの現状、千葉での不法投棄撲滅に向け
た提言、子どもたちへの環境教育について講演会を
実施しました。

なごみの里プロジェクト　（主催：富士電機グループ）

次世代の里山保全を担う人の育成を目的とした「なごみの里プロジェクト」も今年度で4
回目を迎えました。10月15日（土）に熊本県和水町「平野のふれあいの森」にて、地元、和水町・
南関町・山鹿市の小学6年生44名及び熊本県立大学の大学生26名、と一緒に稲刈りや巣箱
の設置などを体験し、里山の大切さや環境保全について学びました。

ひろえば街が好きになる運動　（主催：日本たばこ産業株式会社）

“『ひろう』という体験を通じて、『すてない』気持ちを育てたい。もっともっとすてない
人を増やしたい”に共感して始めたこの運動も本年度で6年目を迎えました。11月3日（木）
に「第34回鳥取市木のまつり」にて、来場者とともに会場周辺などで、運動を実施しました。
一部の熱心な方々だけでなく、地元のお祭りに参
加をした人たちが、自然に清掃活動に参加をして
くれる姿勢をみて、改めてこの活動が、国民運動
的な活動になってきたことを実感しました。

＊千葉県環境大使とは
地球温暖化や身近な環境の悪化といった現在の環境問題の解決を図るために
は、すべての県民、民間団体、事業者、教育機関、市町村、県などあらゆる
主体が、環境に配慮した行動を自ら考え取り組んでいくことが必要。その為、
環境大使に県の各種イベント、環境学習に参加し、県民の環境保全に関する
意識の高揚を図り、千葉県の環境保全施策の推進力とするために事業を実施
しています。

＊なごみの里プロジェクトとは
教室から離れ現地での体験を通じ森林保護の重要性について学ぶことにより、
地球環境保護の重要性を考える場の提供、また次世代の里山保全を担う人の
育成を目的に、熊本県玉名郡和水町（なごみまち）「ふれあいの森」での里山再
生活動（環境学校）を開催。私が2008年から環境学校の学校長を務め毎年地
元の和水町・南関町・山鹿市小学6年生の生徒および熊本県立大学の学生と
ともに理想の里山再生を目指しています。

＊ひろえば街が好きになる運動とは
「日本中でゴミを集めるのは、日本中にマナーを広めたいからです」この想
いを持った日本たばこ産業が主催する清掃運動。2004年から始まったこの
活動は既に120万人を超える参加者、640ｔを超えるごみを回収している。
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「ネパールに学校を
作ろうプロジェクト」
サマ村への教育支援のために2006年に立ち上げ
た「マナスル基金・ヒマラヤに学校を作ろうプロ
ジェクト」は、多くの方々のご支援、ご協力を頂
き2010年11月30日サマ村（標高3580m）に学校の
新校舎及び寮が完成しました。基金立ち上げ当初
は生徒数20数名だったこの学校も、現在は70名
を超えました。エベレスト遠征後の6月に小諸市
から寄贈されたユーズドのランドセル100個とレ
ミオロメンのボーカルリスト藤巻亮太さんから寄
贈された100台のピアニカを届けました。

2006年12月 「ヒマラヤに学校を作ろうプロジェクト」開始
2008年09月 新校舎及び寮の建設着工
2010年02月 秋田県立大学の二村宗男准教授および研究室の学生がソーラーシステムを設置
2010年11月 学校の完成式典
2011年06月 長野県小諸市からおよそ100個のランドセルを寄贈。
 藤巻亮太氏から100台のピアニカ寄贈。
2012年05月 開校式に出席予定

3月11日に発生した東日本大震災後、「寝
袋支援プロジェクト」を立ち上げました。こ
のプロジェクトは、精神的に追い詰められた
状況で、寒い夜を過ごすことの辛さを度々経
験してきた私自身の体験が基となって発足し
ました。

環境大使などを務める長野県小諸市や岡山
県総社市、アウトドアメーカーのコールマン
ジャパン株式会社やラフマ・ミレー株式会社、
また、海外からの輸送支援をしてくれた、全
日本空輸株式会社など沢山の企業や関係者の
協力のもと福島県相馬市、岩手県陸前高田市
に救援物資を運ぶことができました。

東日本大震災・寝袋支援プロジェクト

3月15日 コールマンジャパンに寝袋100個注文
3月16日 夕刻、救援物資をトラックに詰め込み東京から小諸市へ
3月17日 小諸市から相馬市へ寝袋を届けてもらう 
3月18日 コールマンジャパン株式会社に200個の寝袋、寝袋の中に入れるインナー 1００枚手配、
 株式会社スノーピークへ100個の寝袋を注文。友人たちから約30個の寝袋が届く。
3月22日～ 23日
 小諸市のトラックに乗り込み330個の寝袋、寝袋インナー 100枚、テント50張など 
 を津波で壊滅的な被害を受けた陸前高田市の広田小学校へ届けました。

救援物資
寝袋1500個・寝袋インナー 100枚・テント50

張・テントマット100個・ランドセル100個・マ
フラー 300枚・靴下200足・運動靴100足・水
1.5ℓ 90本・耳栓15000個・アイマスク15000個・
発電機1個

また、５月以降は被災された方々の心のサポー
トを目的として地元青年会議所や集会所での講
演会、小学校での授業などを時間のある限り行
いました。
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NPO法人空援隊と週刊誌報道をめぐる対応で意
見が食い違い空援隊を離れ、個人で活動をすること
になりました。（詳細は昨年出版した『それでも僕は
「現場」に行く』株式会社PHP研究所P46 ～ P52をお
読みください）

国内での遺骨収集を模索していた中で、沖縄県の
国吉勇さんと出会いました。国吉さんは母親を戦争
で亡くし、それ以来、50年以上も沖縄県内各地の壕などで戦没者のご遺骨や遺留品を掘り
続けている方です。沖縄での活動は今回で3度目でしたが、今回も糸満市内の民家付近に
ある壕に入り、収集活動を行いました。壕内の天井は火炎放射器で真っ黒に焦げた跡が無
残に残り、手りゅう弾の破片が散らばる中での活動でした。県によると、3000体を超える
ご遺骨が66年経った現在でも手付かずのまま暗い壕に眠っているとのこと。今後も県や糸
満市、沖縄県平和記念財団などと連携をして活動を続けていく事となりました。

遺骨収集事業

センカクモグラを守る会
第二回シンポジウム開催
尖閣諸島魚釣島に生存する貴重な固有種並びに生態系の保全を目的とし、2010年10 月7

日に富山大学大学院理工学研究部准教授の横畑泰志氏、獣医学博士の山際大志郎氏、そし
て私が発起人となり、魚釣島固有種であるセンカクモグラの名前を冠し、設立をしたこの
活動を7月14日に東京アルカディア市谷にて開催しました。

シンポジウム冒頭に、城内実衆議院議員より、超党派の国会議員による「センカクモグラ
を守る若手議員の会」発足の発表があり、当会と連携を図り、活動を共にすることになりま
した。

また、横畑泰志准教授より、尖閣諸島魚釣島における生態系の貴重性と、環境調査が可
能になった場合、ＤＮＡ調査によって多くの事が解明される可能性がある旨の報告があり
ました。

第二回「センカクモグラを守る会」は、これからも尖閣諸島魚釣島の生態系保護のために
空からではなく陸上での環境調査が早急に必要であるとの当会の目的を改めて再確認し、
閉幕しました。

「センカクモグラを守る若手議員の会」
共同世話人（敬称略：所属政党は当時）
衆議院議員　
泉 健太（民主党) ・ 古川 禎久（自民党） ・ 柿澤 未途（みんなの党）
森田 高（国民新党） ・ 城内 実（無所属）　

6月26日（日）
場所：沖縄県糸満市市内
参加人数：15名
結果報告：38体（柱）のご遺骨

収容されたご遺骨は8月1日に沖縄
県平和記念財団に開設された遺骨
収集センターに預けられ、沖縄平
和記念公園内安置所に保管後、沖
縄県国立戦没者墓苑に埋葬されま
した。
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4月 初旬 野口健と行く復興地応援ツアー
  ネパールに向けて出発
  ムスタン地区の農業支援の視察、トレッキング、高所順応
 中旬 Chhiv Himal (チブヒマール峰：6,650m) もしくは　
  Saribung (サリブン峰：6,328m) 登頂予定

5月 中旬 サマ村訪問（開校式出席）
  マナスル峰・富士山同時清掃

 下旬 帰国予定
  富士山清掃　　　　　　　　

6月  復興地支援再開
  富士山清掃
  第二回野口健と行う「遺骨収集活動in沖縄」実施予定

7月  富士山清掃、環境学校など実施予定、

8月 上旬 アフリカにおける環境影響調査
  （エチオピア、ケニア、タンザニア、リベリア、ソマリアなど）

9月 中旬 アフリカより帰国予定

10月　上旬 富士山清掃、小諸環境学校など各環境学校実施予定、
  第三回「センカクモグラを守る会」（富山大学にて開催予定）

11月  富士山清掃、総社市環境学校など実施予定

12月 下旬 ヒマラヤトレーニング

2012年活動スケジュール
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アフリカにおける環境影響調査
海岸浸食 

近年、西アフリカ（セネガル、リベリア、モーリタニア、タンザニア、ケニア）を中心に
沿岸部の浸食がはげしくなっています。リベリアの沿岸部では、1990年ごろから海岸線
1km以上にわたって、最大200ｍ以上、岸が削られ1800戸あった民家のうち725戸が海に
沈みました。タンザニアの海岸地帯の村でも、この50年間で海が約200ｍ内陸に入り込み、
70年代半ばに作られた魚市場や、モスクなどが破壊されました。
また、以前、国連環境計画のアヒム・シュタイナー事務局長が、地球温暖化の影響によ
り今世紀末までには海面が20cm～ 60cm上昇し、アフリカの海岸線の3分の1が失われる
と語っていたことに衝撃を受けました。

干ばつ
国連人道問題調整事務所が2011年6月28日に発表した報告書によると、東アフリカのア

フリカの角（ジブチ、エチオピア、ケニア、ソマリア、ウガンダ）では、過去60年で最悪の
干ばつに見舞われ、約1000万人の地元民が何らかの影響を受けていると報告されています。
また、雨季に雨が少なかったことに加え、ケニアでは食糧価格が過去5年間の平均を
80％も上回り、エチオピアでは消費者物価指数が41％も跳ね上がるなど、各地で深刻な食
糧不足が発生しています。干ばつに関連した避難民の数も年々増加し、内戦が続いている
ソマリアでは80万人以上が、隣国ケニアやエチオピアに避難しています。

環境難民に対するナンセン原則を世界に
「ナンセン原則」の由来は、人道活動家・ノーベル平和賞受賞者として多数の戦争難民、
飢餓難民救助に貢献したフリチョフ・ナンセンの名前から来ています。
今後、急速に増加するであろう海岸浸食、干ばつ、熱波、豪雨、洪水によって移動を余
儀なくされる何百万人という避難民（環境難民）には「難民」としての資格が与えられていま
せん。これらの人々をいかに救済するか？今こそ、知識、人権、予防に重点をおいた、ナ
ンセンの精神に基づいた各国の対応が必要です。私は、今年のアフリカ環境影響調査にお
いて、各地の環境難民への聞き取り調査と、今後の方向性についても調査をしていく予定
です。

＊フリチョフ・ナンセン（1861年10月10日～1930年5月13日）

スウェーデン統治下のノルウェー生まれの科学者、北極探検家、1922年ノーベル平和賞受賞、難民の父と呼ばれている。

ネパール・ムスタン地域の
農業支援視察及び登山活動を守る会

＊ムスタン地域とは
ネパールとチベットの国境、ネパールの中西部ダウラギリ連邦やアンナ
プルナの北側に位置し、生活領域が標高2700m以上の地域です。奈良県と
ほぼ同じ大きさのこの地域は2008年までネパール領「ムスタン王国」とし
て、外国人の立ち入りを禁止していました。長い間、鎖国状態が続いてい
たためチベット仏教を信仰するチベット文化が昔のまま残されており「古き
良きチベット」とも呼ばれています。2008年10月ネパール政府より藩王制
廃止が決定されムスタン王国は終焉を迎えましたが、その後も外国人の入
域制限をしています。

ムスタン地域での農業支援視察
サマ村で学校が開校し、子どもたちは読み書きや計算など

の勉強だけではなく、この山岳地帯で持続的に生活していく
術を身につけなければなりません。そのため、学校にて「サ
マ村自給自足プロジェクト計画」を開始しました。
平地と違い山岳地帯であるサマ村では農作物の栽培にも影

響を及ぼしています。その地にあった品種改良や、ヤクのミ
ルクを加工した製品づくりなど、山岳地帯での農業技術、ノ
ウハウを学ぶために、ムスタン地区で20数年にわたり果樹
栽培、稲作などの指導を行っている近藤亨さんにお会いし、

ムスタン地域の登山計画
Chhiv Himal（チブヒマール峰：6,650m）
もしくは
Saribung (サリブン峰：6,328m） 
登頂予定

農業支援の現場を視察します。
近藤さんは1998年10月に標高2750ｍのムスタン・ティニ村で世界最高地の稲作に成功

した農学博士。88歳になった現在も、特定非営利活動法人(NPO) ネパール・ムスタン地域
開発協力会の理事長として、山岳地帯の教育・医療施設の建設運営など精力的に活動をさ
れています。今後、サマ村が自給自足を目指していくうえで、農業分野での発展は不可欠
であり、このムスタン地域でのノウハウをサマ村で活用できるようしっかり勉強する予定
です。
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ケニアでの植林活動に刺激を受けて
昨年亡くなられたワンガリ・マータイさんは、森林
破壊による砂漠化を防止するためのグリーンベルト
運動に、貧困に苦しむ女性を動員しました。「資源に
は限りがあり、その資源は責任を持って共有し、使わ
なければいけない。世界中で起こっている多くの紛争
は、だれが資源を管理し、だれが資源の権利を手にし、
だれがそこから排除されるのかを巡る紛争となっている」と訴えたこの活動に、のべ10万
人が参加をし3000万本の植林をしました。植林はその地域の環境保護に役立つだけでなく、
この植林によって得た資金、教育、ノウハウ、家族計画などの知識は女性たちに生きるきっ
かけを与えました。
私は、2005年と2010年にケニアでこの活動に参加をし、女性たちが生き生きと誇り高
く生きている姿を目の当たりにし、この活動の重要性を改めて実感しました。

サマ村における森林再生プロジェクト

ネパール版「グリーンベルト運動」始動
私は、このような植林活動をマナスルのサマ村でも
行いたいと考えています。
マナスル峰の氷河を源流とするブリガンダキ川上流
部は、12世紀にチベットから移住した民族の居住地
で、古くからヌブリ地区と呼ばれてきました。このヌ
ブリ地区の標高1,500ｍ付近から赤松の針葉樹林が始
まり、標高が上がるにしたがい寒帯の針葉樹林に変わっていきます。周りには樹齢100年
を超すような巨木の原生林が広がり、標高3,600mのサマ村まで続いていた時代がありまし
た。しかし、森林はサマ村の経済を支える重要な資源として使われるようになり、急激に
その姿を消していきました。
近年、チベットへ木材や冬虫夏草の輸出が過熱する中、残った資源をめぐって村落間で
の紛争が頻繁に起こるようになりました。
寒冷地帯の森林再生は熱帯雨林と違い、元の形に戻
すまでに莫大な時間と労力とお金が必要です。植林が
可能な自然状況が失われる前に、森林再生への一歩を
踏みださなければなりません。
その為、学校建設をするにあたり少なからず木材を
使用したサマ村から、ヌブリ地区にかけての「森林再
生プロジェクト」を村人たちに働きかけ、山岳地帯の
環境保護と彼らの生活向上を目指します。

「ネパールに学校を作ろうプロジェクト」
現状視察
2006年にサマ村にて立ち上げたこの新校舎および寮の建設プロジェクトも、2010年11月

に完成しました。本年5月には開校式に出席するとともに、子どもたちの現状、学校や寮
の問題点などの視察を行います。

また、ムスタン地域での視察を基に、「サマ村自給自足プロジェクト計画」について村全
体と話し合いを持ち、今後の食料供給システムについても意見交換をする予定です。



22 23

第1回「野口健と行く復興地応援ツアー」概要
内容： 地元の方々との交流、女川町訪問、
 北上川の河口に広がる葦原でのがれき撤去
期間： 3月31日（土）～ 4月1日（日）
宿泊場所： 追分温泉
募集対象： 小学生以上
募集定員： 40名
主催： 野口健事務所
旅行取扱： 富士急トラベル株式会社
お問い合わせ先：
03-3376-6411　ツアーセンター首都圏　担当：野口
＊第1回は既に締め切っております。

1月23日（月）に藤巻亮太さんと宮城県牡鹿郡女川町指ヶ浜の仮設住宅、女川町清水地区
の仮設住宅にてトークショー＆ミニライブを、女川町立女川第一小学校では私が授業を行
いました。
女川第一小学校6年生を対象にした授業では、冒険活動を通した「生き死に」に関する話
を聞く彼らのしっかりとした表情が印象的でした。また、藤巻さんの新曲「光をあつめて」
が披露されると、各会場内は感動の渦に包まれていました。
本年は、復興地での環境学校開校や、「野口健と行く復興地応援ツアー」を定期的に実施

してまいります。この復興地応援ツアーは、「復興」の地へ赴き、地元の人たちと一緒に楽
しむことを主目的にしています。

東日本大震災復興プロジェクト

糸満市を中心に本年も定期的に開催を予定していま
す。今後も、この活動は組織化するのではなく国吉勇
さん、沖縄県、糸満市、沖縄県平和記念財団遺骨収集
センター等と綿密に連絡を取り合い連携をし、活動に
賛同してくれる方々と続けてまいります。

遺骨収集活動

2月15日（水）
野口健と行う「遺骨収集活動in沖縄」
野口健事務所主催で初めて、遺骨収集活動を実施しま

した。初めての試みで、私自身も不安を持ちながら始め
たこの企画。当日は、北海道、宮城、栃木、群馬、千葉、
東京、京都、大阪、岡山、沖縄など、各都道府県から
25名の参加者が自費で集まってくれました。最年少は、
私の環境学校にも参加をしてくれていた17歳の高校生。
また、沖縄県内の20代、30代の方々も参加をしてくれ
ました。今後も、地元の学生や若い人たちを巻き込んで、
この活動を続けてまいります。尚、次回は6月を予定し
ています。詳細は決まり次第、ＨＰ等にて告知をさせて
いただきます。

第三回「センカクモグラを守る会」は富山
大学にて秋頃の開催を予定しております。
詳細は決まり次第、ＨＰ等にて告知をさせ
ていただきます。

センカクモグラを守る会
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著書出版： それでも僕は「現場」に行く（株式会社ＰＨＰ研究所　2011年7月6日出版）

連載
月刊ソトコト： 木楽社　　
季刊「道」： どう出版

メディア露出
ＴＶ： ＴＢＳ：日立　世界ふしぎ発見、日本テレビ：踊る！さんま御殿！！、
 テレビ朝日：Ｏｈ！どや顔サミット、ＮＨＫ：ほっと＠アジア、
 テレビ東京：ソロモン流など

ラジオ： ＦＭ　ＮＡＣＫ５、TOKYO　FM：ドリームハートなど

新聞取材： 朝日新聞、産経新聞、日経新聞、毎日新聞、読売新聞など

雑誌: 月刊ＰＨＰ（出版社：株式会社ＰＨＰ研究所）、
 文藝春秋（出版社：株式会社文藝春秋社）、歴史通（出版社：ワック）、など

講演会
訪問地回数： 東京都17回、山梨県８回、福岡県・神奈川県・長野県各４回、千葉県３回、
 他23道府県
総移動距離： 59405km（≒地球1.48周）
総移動時間： 360時間（15日間）

メディア情報
新聞掲載

読売新聞2月17日

産経新聞5月4日
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朝日新聞3月9日

サンケイスポーツ3月21日
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日本経済新聞10月28日

野口健事務所
東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館本館3階　TEL: 03-5213-4401　FAX：03-5213-4402


