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企画実施：     特定非営利活動法人ハロハロ 
実施期間：2015年 4月 29日(水)～5月 6日(水) 
実施地域：   フィリピン マニラおよびセブ 

  



スタディツアーGW	 	 

	 2015 年 GW はサブテーマに「スラムの環境美化」を掲げ、5名の参加者と現地

事業地を廻りました。特に今回の参加者は、環境問題、子供のおかれる状況、

教育事情、社会貢献事業の運営状況など、各自関心を寄せるテーマが明確な方

が多かったように感じます。現地の人々が回答に困るくらいたくさんの積極的

な質問を投げかける様子が見られました。	 

	 日本の皆さんが事業地を訪問して下さることは、地域の人々の社会貢献意識

の醸造に大きな効果を得ています。自分たちのような忘れ去られた地域に日本

人がわざわざ足を運び地域の課題を自分事として必死に考えてくれている、み

なさんのそんな姿勢が地域の人々の心を動かし、よりよい地域社会作りへの原

動力につながっております。心より感謝申し上げます。	 

	 また、現地で得たたくさんの情報が「答え」ではなく、帰国後さらにそれぞ

れの得た情報を活かして各自の「答え」を得ようと生き生きとされている参加

者の皆さんが、更にこの社会でご活躍されていくことを心から願っております。	 

この度は皆様のご参加、誠にありがとうございました。	 

	 

代表	 成瀬	 悠	 

	 	 



 
○きっかけや最初の印象 
	 海外には、観光でしか行ったことがなく、日本語の表示があったり、日本語が流暢なガ

イドさんが同行してくれるツアーだったり、貸し切りバスで移動したり、観光客用に設備

が整っているホテルに泊まったり、といった経験のみだったので、今回のスタディツアー

は私にとってまさに冒険のようなものでした。 
	 それでも、このような機会でないとなかなか地域の様子は見ることができないこと、発

展途上地について将来先生になった時に子ども達に教える際に、自分の目で見たことも伝

えたいこと、そして何よりプログラムに子どもとの交流の機会が入っていることが決め手

となり、思い切って参加してみました。 
	 乗り継ぎのために一人でまず一泊セブで過ごしたのですが、ぼったくりやスリなど、聞

いていた注意事項ばかりを思い出してしまい、思い返すと緊張しすぎていました。運転手

や道ですれ違う人々など、会う人すべての人に警戒してしまっていたのが、今では少しや

りすぎであったと笑い話です。 
 
○マニラ・パヤタス地区訪問 
	 ユニカセレストランでは就業支援の現場について学ばせていただきました。指導事項は

細かいところまで厳しく、でも一つ一つ筋が通っていて、きっとそれは育成する子ども達

のためでもありお客様のためでもあり、そして何より笑顔が優しい中村さんを見ていて、

とても頼もしく感じました。フィリピン滞在中に何度も耳にすることになる、フィリピン

の学校制度もここで初めて聞き、小学校段階でのドロップアウトという事実に衝撃を受け

ました。私はというと、当たり前のように小学校にいつの間にか入学し、教科書ももらい、

勉強わくわくしながら取り組んだり、たまに面倒くさがったり、なんでこんなの勉強しな

きゃなんだろう、なんて会話したり…比べだすとキリがないのは分かりつつも、どうして

も、「当たり前」だと思って過ごしていたことがそうではないことを知ることができました。

ユニカセレストランでいただいた食事は、日本料理風で、野菜もたくさん摂れて、おなか

いっぱいになるまでおいしくいただきました。 
	 パーラランパンタオ・パヤタス校は、近所の家やお店が立ち並ぶ中にひょこっと門があ

り、最初から最後まで「あ、そうか、ここか！」となりました。近くに住んでいる家庭に

訪問し、ファミリーインタビューも行いましたが、そこでは、幸せの秘訣は、賑やかでも

大人しくてもいいから、今、誰かと一緒にいることなのかなあと思いました。私たちがイ

ンタビューしていると、珍しいのか、いつものことなのか、近所の子ども達がわらわら集

まってきて、家の中にも入っていったり、賑やかになりつつ、お母さんは嬉しそうだった

り。また、たくさんの孫がいると言っていたが、日中一人で、暑い中パラソルの下で、ス

ナックやお手製のおかずを売るお母さんがいたり。私には、一人で過ごすお母さんが、寂

しそうに見えました。	  
	 リサイクル事業に関わるお母さん方は、私のお母さんと同い年

くらいの方々でしたが、元気で、お母さん同士会話している時な

んて一番若々しくて、職についての視点でリサイクル事業を見る
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ことでもいいことはたくさん見つかりましたが、お母さん方の憩いの場として見ることで

も、きっと本人たちにとって価値のある場なのだろうなあと思いました。本当にお話が大

好きなようで、私が雑貨づくりを体験している間も楽しそうな話し声や笑い声が始終飛び

交っていて、そして時にお母さんたちの子どもがお菓子をねだりに来て、と、とても微笑

ましい場で、地域に根差している場所なのだということを目

の当たりにすることができました。いろいろな面で、素敵な

支援であると思いました。 
 
○セブ市、タリサイ市 
	 セブ市、タリサイ市で過ごした 6日間は、更にいろいろな
面を見て、いろいろな方に出会いました。カフェで働く人、

協会の横でカラフルな風船を売る人、ストリートチルドレン、

マーケットで「こんにちは～」と日本語で話しかけてくる人、

ぶっきらぼうに商品を売る人、買い物に真剣に悩むお客さん、

ゴミ捨て場で生活する人、仕事する人、遊ぶ子ども達…。一人一人を見て思うことはあり

ましたが、やはり一番に思い出すのは、ホームステイ先の家族や近所の方たちや、子ども

達のことです。 
	 井戸の水を浴びることがお風呂代わりだったり、パンとコーヒーを出してくれて、「あ、

これが朝ごはんかな。」と思っておいしくいただいたら、その後に魚とごはんが出てきてそ

っちが本当の朝ごはんだったり、ホームステイする人はトイレを使用したけども、そこに

住んでいる方々にとっては「トイレ」という囲まれたスペースはなかったり、生活は私に

とっては慣れないことばかりで、驚いたり怯んだり勇気を出してみないと挑戦できなかっ

たりしましたが、私が今まで知らなかっただけで、地球の、しかも日本と近いフィリピン

のあそこでは、同じように毎日生活していて、そこに私も入ることができて、そして今、

私は日本に帰ってきて、また以前のように、大学に通ったり、バイトしたり、友達と遊ん

だりしている時も、あそこもあそこで日々は変わらないんだろうなあと思うと、人間の生

活って不思議です。 
	 どうしてあんなに快く受け入れてくれたのか、今でもとても不思議です。でもその温か

さがあったからこそ、慣れない日々でも、お母さんの笑顔や、家事に忙しい中飛び切り元

気な挨拶をくれる女性の方達、気遣ってくれる男性の方達、

元気じゃないと立ち向かえない子ども達がいたからこそ、最

後はつい涙を流すほど、私にとって大事な場所になっていた

んだなあと思います。生活に入り込み、いろいろな未知を体

験する、だけではとどまらず、生活には必ず人がいて、その

人たちに出会えて、自分も受け入れてもらえたこと、それに

より安心できたことで、どんな場所でも状況でも、最強なの

は人間の力なのだなあと思いました。 
 
○全体を通しての感想 
	 思うことがたくさんありすぎて、9 日間なんて短
いかもしれないですが、初めてだらけの私にとって

は、とてもとても濃くて長い長い日々でした。こう

してまとめていても相変わらず一つ一つ挙げるとキ

リがなくまとまらないですが、一つはっきりと思っ

たことは、どんな場所でも、日本でもフィリピンで

も、セブでもマニラでも、お店でもゴミ捨て場でも

センターでも村でも、それぞれの場所で、今こうし

ているときも一人一人生活していて、それが世界な



のだなあということです。今はまだもやもやしていますが、ふとした時に今回見てきたこ

とが、きっと私を励ましたり後押ししてくれるときが来る気がします。 
	 子どもと関わる機会があることが、今回の私にとっての大きな決め手でしたが、改めて、

更に、子どもが大好きになりました。積極的な子、恥ずかしがり屋の子、お調子者の子、

どう接したらいいかわからなくてもじもじしている子、みんなのお兄さんお姉さん的な子、

など、個性があるのは、どこの国でも同じだなあと思いました。言葉が通じなくても、（と

いうよりは、私の方が英語ができなくて英語力を子ども達と関わっていても後悔したので

すが…。）一人一人がとにかく可愛くて、一緒にいて思い切り楽しみました。ただ、私の体

力が追い付かなかったのが、とても心残りです。子ども達のために、何かしたい、と強く

思えたので、これからも、先生になるために勉強を頑張って体力をつけてもっともっとい

ろんな経験をしたいと思います。 
	 最後になりましたが、このような素敵なスタディツアーを企画していただいた成瀬さん、

ありがとうございました。初めてで不安で、だけどちょこっと興味がある、程度から始ま

った気持ちで参加できて、9日間いろいろな世界に飛び込ませていただけて、たくさんの感
情のお土産ができて、このような機会に本当に感謝しています。ありがとうございました！ 

  



 
	 この感想文を読んでいる方が、もしスタディツアーに参加するかどうかを迷っていらっ

しゃるなら、参加することをおすすめします。 
	 現地に行って感じたことの一つは、当団体（ハロハロさん）がマニラ（パヤタス）・セブ

（タリサイ）の各事業地において地域コミュニティと信頼関係を築くことができている、

ということです。この良好な関係の上でスタディツアーも実施されているため、現地パー

トナー、ボランティアの青年達や地域の方々等は、快くツアー参加者を迎え入れ 
てくださり、我々からの数多くの質問に対しても率直に回答をしてくださったのだと思い

ます。また、学校や村の御家庭で宿泊・生活する経験も、このツアーに参加しなければ得

られなかったものです。全体を通じて、多くのことを学ぶことができました。 
	 学んだことを踏まえて、途上国支援について私が考えたこと（感想）を以下に３点記し

ます。 
 
(1) 人々の幸せは今の生活の延長線上にある。 
	 現場を知らずに考えると「先進国の暮らし＞途上国の暮らし」

と短絡的に捉えがちだが、実態はそう単純ではない。訪れたエリ

アは、家族構成員１人あたりの所得が 1ドル／日以下の所得水準
とのことであったが、物質的な豊かさは無くとも、家族・親戚等

の密な人の繋がりの中で精神的に豊かな暮らしを営んでいる

方々が大勢いらっしゃった。 
	 彼らの QOL向上に資する支援を行うためには、現在の暮らしの良いところは良いところ
で維持できるよう、支援の影響を総合的に考えて取り組むことが重要と思われる。 
 
 
(2) “不安の払拭”が鍵。 
	 今回、家庭訪問インタビュー等で色々な人に現在の幸福度（Min.1
〜Max.10）とともに、生活上問題について尋ねた。結果を要約する
と「基本的には家族と一緒にいられればそれだけで幸せだけれど、

収入が不安定かつ低いため、将来については不安がある」というの

が、御話を伺った方々の平均像であった（勿論、個人差は大いにあ

る）。具体的に抱えている不安としては、①日常的に十分な食べ物が

買えない不安・②大病を患ったときに治療を受けるお金がない不

安・③子どもの教育費が払えない不安のいずれか又は全てが各家庭

に存在し、これらの不安を払拭できれば、数値は 10 にかなり近づ
く様子であった。 
	 ①に関しては、漁師等の本業に加えて副業 (例えば、トライシ
クル運転手業)を持つことが有効であり、ハロハロさんのジュース
パックごみを利用した雑貨販売事業への参加やコミュニティロー

ンによる副業への融資が、改善に貢献していくと考えられる。②

については、ある家庭で「公的医療保険は高いので加入出来ない」

という背景をお聞きした。他の家庭も同じ状況なのであれば、コ
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ミュニティ内の相互扶助の仕組等が必要と思われる。③に関しては、現地パートナー団体

が運用する奨学金制度や無料の preschoolが既に大きな役割を果たしており、これらの既存
の支援をより一層充実させることが有効と考えられる。 
 
(3) 環境対策の支援が有効。 
	 全体的にフィリピンでは環境対策が不十分であり、改善の余

地が大きい印象を受けた。セブの中心部では日常的に海へごみ

が不法投棄され、パヤタス・タリサイでも居住地区内でごみが

散乱している状況である。また、ダンプサイトの広大なごみの

山は、ごみの発生量に処理能力が追い付いていない状況を示し

ていた。さらに、タリサイにおいて滞在したバランガイでは下

水処理施設が無く、生活排水が直接川や海に流れ込んでいる状

況である。 
	 こうした状況のため、日本からの環境対策の支援は有意義な

ものになりやすいと感じた。現に、JICAがセブ市と協力して廃
棄物の再資源化プロジェクトを行っている現場では、その支援

の有効性が感じられた。 
	 各地域レベルでは、①住民の方々が行政（バランガイ）のご

み収集システムの存在を知らずに居住エリア内の空きスペース

にごみを廃棄している、②プラスチックごみを野焼きしている

（大気中に有害物質が出ている可能性が高い）、③生活排水や

Human Wasteが直接川に排出されている、といった問題が存在
することを認識した。 
	 ①については、コミュニティ内で住民が定期的に集まる場を

設けて、ごみ収集日やごみの取扱いについて情報共有や話合い

をすることが有効と考えられる。②に関しては、①と同様の場

において、プラスチックの野焼きが健康に悪影響を及ぼす可能

性を住民に周知することがまず必要である。また、廃棄するプ

ラスチックの量を減らす上では再使用・再資源化が有効である。ハロハロさんのジュース

パックごみを使用した雑貨事業は再使用の一経路になっている。なお、今回得た情報が正

しければ、ペットボトル・ガラス瓶・缶を junk shop が買い取っているのはパヤタス・タ
リサイで共通しているが、プラスチック（袋等）についてはパヤタスで買取があるのに対

し、タリサイでは買取がない。これらの背景を調査すれば、プラスチックごみの再使用・

再資源化を推進する方策を見出せる可能性が少しある。③は、排水処理施設の欠如及びト

イレの数が少ないことが原因であるため、費用はかかるがトイレの増設や浄化槽等の設置

が必要である。 
 
	 以上、真面目に書きましたが、勉強になっただけでなく、笑

いに満ちた楽しい旅であったことを申し添えておきます。明る

い笑顔の子ども達や冗談好きな大人達、個性豊かなツアー参加

者の皆様に元気をいただきました。 
	 最後になりましたが、我々を引率するとともに興味深い話を

沢山聞かせてくださった悠さん、ツアー参加者・現地ボランテ

ィア・パートナー団体の皆様、ホームステイ先のご家族・親戚

の皆様をはじめ、この旅を通じて出会った方々に改めて感謝を

申し上げたいです。有り難うございました。 



�STUDY	 TOUR� 
現地にはいりこめる楽しさ��� 
	 

「すごく楽しかった！！！！！！！！」この１言につきます！！！現地に入り込んで生

活してみたい、貧困の実態を自分の目で見てみたいと思いこのスタディーツアーに参加し

ました。行く前は治安が悪いんじゃないか・・・とか、体調悪くなるんじゃないか・・・

などの不安があったのですが、行ってみたらもう南国の気候と陽気で明るいノリに溶け込

み現地の生活を満喫していました！セブの貧困地域に滞在させてもらったのですが、子供

たちがほんとにかわいい！なついてくれる！おうちの家族も本当に親切で、毎日美味しご

飯を作ってくれてご飯を食べている時はハエが来ないように棒を振り回してくれたり、今

日何してたのー？などのコミュニケーションもたくさんとれて、帰り別れるとき号泣でし

た。井戸の水汲み・お風呂は水浴び・薪割り・３帖くらいのところでお家の人といっしょ

に寝る・日曜のミサみたいなものも参加させて頂くなど、すごく現地の習慣を使って生活

して現地に入り込んだ生活ができました。もし現地の生活に入り込んで見たい！と思って

いらっしゃる方がいたら、是非このツアーはおすすめします。本当におすすめします。ま

た、日々の活動で滞在させて頂いている地域の子がいっしょに回ってくれる中で、現地に

ついてあれこれ教えてくれるし、ゴミ山に行ってゴミから生計をたてている人とのお話な

ど、自分の価値観が変わってしまうようなことがたくさん自身の目で見られます。あと今

日一日の活動を通してのまとめを現地の人と共に行うのですが、それは基本的に全て英語

です！英語の勉強もガッツリできるあたりもスタディーツアーの醍醐味かと思います。で

きなくても悠さんが助けてくれるので安心！！	 

 

現地の女の子たち・現地の人との話し合いの様子・近くのスラム・ゴミ山の様子  
	 

一緒にツアーに行った日本の方もほんとに面白い人ばかりで毎日笑いこけてました。そ

の中の１人の方が、このツアー二回目参加の方で、最初はなんで一緒のことやるのに二回

も？？と思っていたのですが、帰るときにその意味が分かりました！この生活ある意味病

みつきになります！！笑 
 
 
 
 

スタディーツアー参加レポート	 	 	 	 	 	 	 C 



 
 
2015年 5月、今回は 2度目のスタディツアー参加でした。 
個人的な印象ですが、今回は昨年度以上に凝縮された内容で、大変満

足させて頂きました。 
特に印象深かった内容と感想を挙げると、 
 
・ダンプサイト 
マニラのスモーキーマウンテンは有名でよく知っていましたが、セブ

にもあちこちにダンプサイトが存在していることは、スカベンジャー

として生活する人々の存在も初めて知りました。 
 
そこで生活する人々は、何十年にも渡ってゴミから生活の糧を得てい

るとのことでしたが、今後ゴミのリサイクルや処理方法の見直しなど、

システムの変革は避けられない中、彼らの生活をどのように担保する

べきなのか。自分には解りかねます。 
 
・マイクロファイナンス 
マイクロファイナンスの活動が徐々に広がり出していることに驚き

ました、まだまだ不安定なこともあると思いますが、このサイクルが

安定して回っていくことを望みます。 
他の国や団体での実施例も調べてみたいです。 
 
・トイレ設置の是非に関する意見交換 
トイレの設置に関しての意見交換にも参加させて頂きました。 
世代や立場で皆さん色々なご意見があるようでした。 
資金も有限ですから、各自の意見をぶつけて話すことが一番大事だと

思います、我々の存在がこの様な場を設けるよい機会になったなら幸

いです。 
また、その場で問題点と優先度を洗い出せば、今後解決策も出てくる

のではないでしょうか(コストだけが問題なら、低コストでの設置方法
の検討が必要等々) 
 
今回は、2回目の参加だったからか、自身の課題点を前回以上にはっきりと感じました。 
まずは、議論に参加できるだけの語学力、そして、フィリピンでの政治、経済、歴史、社

会インフラ等への知識不足です。 
 
この課題を確認できただけでも、今回の参加は私にとって大きな収穫でした。 
 
経験を生かして、どんなかたちでも皆様の活動のお役に立てることができればと思います。 
 
 

スタディーツアー参加レポート	 	 	 	 	 	 	 	 D 



 
フィリピン各地を訪問したことはあるのですが、セブは１泊２日のみの滞在で、観光し

たことが無かった私。代表の成瀬悠さんとの旅は楽しいだろうな、一緒に現地の問題を考

えられたらいいな、ぐらいの軽い気持ちで参加しました。 
	 待ち合わせはセブ市内のエリコンハウスで、成瀬さんを含め計６名のツアーです。女性

４名は全員で１つの大きな部屋で、質問や疑問をすぐ尋ねることができ、助かりました。 
	 翌日は宿泊するカルビハン村から、村の住民組織 Tulay sa Kinabuhiや、村内の教会の
日曜学校を手伝っている大学生たち４名が来て、セブ市内とタリサイ市内の観光に連れて

いってくれました。スペイン時代からある教会や城塞、買い物客で賑わう市場に連れて行

って頂き、本当に歴史的な街なんだなあと感激です。 
 

	 が、この気持ちは昼食を挟んでタリサイ市内のゴミ

集積場を訪問し、現実に引き戻されました。生ゴミで

はないので、それほど臭くは無いのですが、空高くそ

びえるプラスチック片のゴミ山。周辺には、住民も大

勢いるそうです。かといってその方たちは、定収入の

仕事があるわけでなく、学校に通えない子どももいる

とか。ここで「ああ、遊びに来たんじゃないんだ、現

実だ」と突きつけられました。ひとつ良かったことは、

日本の JICAとタリサイ市で協力して、プラスチック
ゴミを燃料チップに加工する工場が、今年から稼働し

ていたことです。そこで働く男性たちは「給料の遅配

があるけど、満足している」とおっしゃってました。 
 
	 この日から３泊４日、カルビハン村にホームステイです。私はイーゼルさん、デクスタ

ーさん夫妻の家にお世話になりました。マングローブ林に囲まれた川の傍の８畳１間とキ

ッチンがある、高床式の小さな家です。お子さんは４才の DJ君と２才のダダイちゃん。た
だ私は腰痛持ちなので、夜寝るときは板張りの床に薄いシーツを敷いただけでは辛いだろ

うと、Tulay sa Kinabuhi代表のグレマーさんのお宅のベッドを使わせて頂きました。また
マングローブは近年だんだん減ってきているそうで、漁民がほとんどのこの村では、魚が

獲れなくなると重大な関心事のようでした。 
	 どこからかワラワラと集まってくる大勢の子どもたちと遊んだり、川沿いに建つ家々を

訪問したり、そしてその後でここはスクワォッター（不法滞在）エリアだと気づいたり、

でもスクワォッターとはいえ、ある程度の住む権利は保証されているようでホッとしたり、

バランガイの中心部の市場や小学校訪問、バランガイホールでバランガイキャプテンには

お会いできなかったけど、秘書の方に住宅や道路建設、環境問題に関して質問ができたり、

村の人たちにカレーを作って振舞ったり、船を借りて沖へ出て服のまま海に入ったりと、

お仕着せの観光では分からない、充実した日々でした。 
 
	 また、大学生とグレマーさんだけでなく、村の住

民集会を開催していただき、そこに参加することが

できました。このような集会を開くのは初めてだそ

うです。いくつかトピックはあったのですが、今回

のメインテーマはトイレ建設についてでした。各家

にはトイレが無く、小さい子どもたちは川やその辺

で、大人はマングローブ林の中で穴を掘って排泄し

ているのだそうです（私たちツアー参加者は、１つ

だけあるトイレを順番に使わせていただきました）。
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また、体を洗うのも、周りに囲いが無い井戸です。女性は服を着たまま体を洗うのですが、

若い女の子たちにはとても恥ずかしいことでしょう。住民全員にとってのプライオリティ

は高く無いかも知れませんが、一部の住民にとってはとても大事な事。これを皆で話し合

えたことは良かったのではないでしょうか。 
 
	 もうひとつ記憶に残るアクティビティとして、

家庭訪問インタビューがあります。２人１組と大

学生で、村のお宅を訪問し、家族構成やお仕事、

収入、村の環境などについて伺いました。私は牧

田さんと組んで、２軒のお宅を訪問。その２軒が

とても対照的だったのです。 
	 １軒は最近この村に越してきた、お父さんは大

工、お母さんはサリサリストア経営。子どもは５

人。でも皆もう成人し、大学まで出してくれた両

親を尊敬しており、働いて家にお金を入れること

で恩を返している、というそこそこ裕福なご家庭。

もう１軒はネグロス出身のご夫婦。お父さんは盲

目でギタリスト、お母さんは主婦、子どもは７人。子どもたちの教育費は教会が支援して

くれるが生活は厳しい、というご家庭。	 私たちは一時の訪問者として子どもたちと楽し

く遊んでいても、その親御さんたちは様々な悩みを抱えているんだなあと気づかされまし

た。 
 

今回スタディツアーに参加して、特に良かったこ

とは、毎晩ツアー参加者とお世話してくれる大学生、

代表のグレマーさんとその日の経験をシェアする時

間があり、他の方からコメントを貰えたことです。

いま日本に帰国して振り返ると、たくさんの知らな

かった新しい物事を見て感じて、脳がものすごい勢

いで記憶しているけれど、それをどう評価すればい

いのか分からなかった状態だったのだと思います。

それをそこに住み、自分たちの状況を一番よく分か

っている大学生とグレマーさんたちから解説しても

らったり、彼女たちの気持ちを話してもらったりす

ることで、自分の中で腑に落ちることができました。 
	 もし「参加してみたいけど、初めて会う、知らない人たちと旅をするのは気が重いなあ」

とか、「途上国の現実を知りたいけど、入り口がフィリピンってどうかなあ」と躊躇してい

る方がいたら、絶対お勧めのツアーです！ 
 
 
 
 
 
 

 
中のお二人がインタビューに答えてくれ

ました。右、牧田さん、左、私。 

 


