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派遣概要 

■はじめに 

Mongolia Project 2006（以下、本プロジェクト）はその企画、運営から報告にいたるすべての 

過程をローバースカウトが意思決定を行い、自らの力のみを信じプロジェクトを成功させる事を

信念とする。このようなプロジェクトにローバースカウトが積極的に参加できるような環境をつく

っていくことが国内のローバーリングの活性化につながると信じる。 

また、本プロジェクトで実施するプログラムは、継続性を重視する事に意義があるものであり、

総じて本プロジェクトを継続させるためにはどうすればよいのかを前向きに考えながらモンゴ

ルスカウトとの関係を保ち、日本国内においても実施すべき活動を企画・運営していく事でプロ

ジェクトを継続していく必要は十分にある。そして、我々が行う日本国内での活動の成果として、

モンゴル国に対し何かを還元することが本プロジェクトを実施する上で生じる責務である。 

 

―事業名 

Mongolia project 2006 (モンゴルプロジェクト 2006) 

 

―主催団体 

日本ボーイスカウト東京連盟新宿地区新宿第２団（早稲田ローバース） 

 

―渡航先 

モンゴル国及び大韓民国 

 

―宿泊先 

ウランバートル市第二地区内アパート（ウランバートル駅徒歩 10 分） 

フラワーホテル 503 号室 

 

■派遣目的 

 「現地スカウトと共にモンゴルの様々な環境問題改善の土台を固め、その実現を目指す」 
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■プロジェクトの経緯 

2003 年 8 月、慶應義塾大学ローバーが始めた「慶應義塾大学ローバーモンゴル研修」を発

端とし、2004 年度は「第 1 回慶應義塾大学ローバースモンゴルプロジェクト派遣」、2005 年度

は「Mongolia Project 2005」が実施された。 

今年度は早稲田大学ローバース（東京連盟新宿 2 団）が主催となり、モンゴルスカウトと共に

プロジェクトを実施した。 

【慶応義塾ローバースモンゴル研修】 

渡航期間 2003 年 8 月 31 日（日）~9 月 12 日（金） 

渡航先 モンゴル国・大韓民国 

 慶應義塾大学ローバース創設 50 周年を前に、これまでの経験を充分に活かせるプロジェク

トの実現が望まれており、隊員からも海外で幅広く活動することのニーズがあった。モンゴルを

プロジェクト地として選んだのは、OB その他関係者からモンゴル商工会議所（※1）への紹介

があり、商工会議所からの協力が、今後のプロジェクト発展の為にとても大きな可能性を提供

してくれるものであった。 

 研修には目的として以下の 3 つのコンセプトを設定した。 

１、モンゴルの経済、企業活動について、調査／研究を行う。  

２、モンゴルの若い人々との交流を深める。 

３、モンゴルにおける社会問題について学び、問題解決の為に奉仕する。 

 実際に行われたプログラムとしては、企業訪問、オルホン大学交流、希望の架け橋プロジェ

クト視察、そしてゲルステイなどが挙げられる。 

【第 1 回慶應義塾大学ローバースモンゴルプロジェクト派遣】 

渡航期間 2004 年 9 月 6 日（月）～9 月 19 日（日） 

渡航先 モンゴル国・大韓民国 

 「慶應義塾大学ローバーモンゴル研修」を終えた後に、慶應義塾大学ローバースという枠組

みを超えた、ローバースカウトが積極的に参加できる国際プロジェクトを模索する過程で、前

年度の研修を発展させたプロジェクトとして「第 1 回慶應義塾大学ローバーモンゴルプロジェク

ト派遣」を立ち上げた。このプロジェクトでは、派遣の目的として以下の３つを掲げた。 

１、自己研鑽 

２、国際理解 

３、社会貢献 

 これらを柱としてプログラムを展開させていった。具体的に実施されたプログラムはモンゴル

連盟訪問及びモンゴルローバーとの交流、ソロンゴ（※2）の活動見学、オルホン大学の日本

語学科の学生との交流、ゲルホームステイ、国際経済フォーラム見学、希望の架け橋（※3）プ

ログラム、企業訪問、南ゴビでのハイアドベンチャープログラム、韓国ローバーとの交流プログ

ラムであった。 
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【Mongolia Project 2005】 

 参加者の多様性および規模の拡大などの理由から、2005 年度は大学ローバーのメンバー

が中心となり、新たな可能性を模索することとなった。 

 プロジェクトの目的は長期的目的と短期的目的を定め、長期的目的では今後のプロジェクト

の継続を意識して国際交流、国際貢献及び自己研鑽を定めた。2005 年度における目的であ

る短期的目的は「自然環境及び社会問題を見据え、モンゴルの経済状態を広く知る」と定めた。

市場経済移行後間もない脆弱な経済状態がモンゴルの自然環境に影響を与えていると考え

定めた、ボーイスカウトの活動としては特色ある物となった。 

 プログラムは 2004 年度に続き希望の架け橋での石鹸プログラム、オルホン大学交流などが

挙げられる。特色有る物としては企業訪問プログラムや株購入プログラム、風力発電機設置

プログラム、環境調査プログラムなどを行った。 

本年度はモンゴルスカウトとの関係を重視し、大半のプログラムでモンゴルスカウトと共にした。

モンゴルスカウトとの協同という観点からも、発展したプロジェクトであった。 

 

※1）モンゴル商工会議所とは、日本モンゴル両国における唯一の経済文化の交流と発展を

目的とした任意会員組織 

※2）ソロンゴとはモンゴルの子供達に日本語教育を行っている大学のゼミのことであり実際に、

活動見学をさせて頂いた。 

※3）希望の架け橋とは、1999 年より NGO との協力のもと、「希望の村」というプロジェクトがモ

ンゴル商工会議所では展開されている。これは資本主義意移行後の情勢下で増加した生活

が困難な母子家庭を対象に、その経済的な自立を支援するプロジェクトである。 

このプロジェクトを発展させ、ウランバートル市から土地を借り受けモンゴル商工会議所が近

年着手したのが「希望の架け橋」プロジェクトである。本プロジェクトでは母子家庭の方たちの

経済的自立を目的として石鹸作りの手法を教えた。 

 

■プログラムの指針 

今回のプロジェクト目的である「現地スカウトと共に、モンゴルの様々な環境問題改善の土

台を固め、その実現を目指す」という考えに基づき、以下に示す 7 つのプログラムを設定した。 

1． モンゴル連盟ミーティングプログラム 

2． 農業プログラム 

3． 草原プログラム 

4． 石鹸プログラム 

5． ゲルステイプログラム 

6． 環境プログラム 

7． 風力プログラム 



■プログラム概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会発展への土台 

石鹸プログラム、及び風力発電プログラムでは主にモンゴルにおける社会システムに焦点

を当て、その改善を目指すプログラムを行う。資本主義経済移行後のモンゴルでは急速な経

済、社会環境変化により母子家庭、ストリートチルドレンの急増など様々な問題が発生してい

る。それらの問題に対処し、モンゴルの社会システム改善の土台を作るのが、この 2 つのプロ

グラムである。 

・未来への土台 

環境プログラムでは、ゴミ問題やリサイクルなどを主要なテーマとし、子供たちに環境問題

への「気づき」を得てもらおうとするプログラムである。環境問題というものは空間的な広がり

だけでなく、時間的な広がりをも持つものである。現在の問題は未来の世代が負担し、解決す

ることになる。そこでこのプログラムではモンゴルの将来を担う子ども達を対象とし、プログラム

を展開する事でモンゴルの将来にわたる環境改善の土台を築く事を目指す。 

・活動への土台 

草原プログラム、農業プログラムでは自然環境省や植樹活動を行っているモンゴルスカウト

のもとを訪れ、今後の私たちの活動の土台を作る事を目指す。草原プログラムでは現在モン

ゴルで問題になっている「草原破壊」に焦点を当て、自然環境省や草原に出かけた際に調査

を行い、データを収集することで今後私たちが草原破壊という問題に対して活動する土台を固

める。農業プログラムではウランバートル郊外にあるバガノール地区を訪ね、モンゴル・デンマ

ーク・韓国が三カ国で行っている植樹プロジェクトを視察、参加し今後の活動の糧とする。 

・理解への土台 

私たちのフィールドであるモンゴルを理解する事はそこで活動する上で非常に大切である。

そこでモンゴルの伝統的な遊牧生活が体験できるゲルステイをプログラムとした。またパート

ナーであるモンゴルスカウト、モンゴル連盟との協力をより深いものとするために、またこれか

らのプロジェクトの発展を望む為に、モンゴル連盟交流プログラムを置いた。 

これら 4 つの土台、7 つのプログラムがモンゴルの環境改善に対して様々な方面からアプロ

ーチし、働きかけていく事でプロジェクトの目的を達成する事が出来ると考える。 
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プロジェクト参加者 

名 前 ク ル ー 業 務 所      属 所 属 大 学 

陰山 雄平 クルーリーダー 東京連盟練馬 15 団/新宿 2 団 早稲田大学 

青柳 麻依花 プログラムリーダー 東京連盟新宿 2 団/福岡 22 団 早稲田大学 

関口 照輝 クルー業務リーダー 東京連盟千代田 9 団 日本大学 

山本 哲平 会計 東京連盟新宿 2 団/松戸 5 団 早稲田大学 

竹之下 友里 渉外 東京連盟新宿 2 団 早稲田大学 

中川 梨紗 生活管理 愛知連盟名古屋 116 団 慶應義塾大学 

林 健人 生活管理 東京連盟新宿 2 団/牛久 1 団  日本大学 

佐野 祥平 生活管理 東京連盟世田谷 12 団 東京農業大学 

大河原 景子 生活管理 東京連盟渋谷 7 団 國學院大学 

大谷 圭 生活管理 東京連盟新宿 2 団/川越 9 団 早稲田大学 

関和 亜祐美 記録 福島連盟福島 2 団 立教女学院短期大学 

山中 聡一郎 記録 東京連盟渋谷 7 団/東久留米 2 団 國學院大学 

嶋崎 康真 記録 東京連盟渋谷 7 団/伊勢 7 団  國學院大学 

藤木 正範 アドバイザー 東京連盟新宿 2 団 

大館 小夜子 アドバイザー 石川県連盟金沢 2 団 

大串 龍一 随行員 石川県連盟金沢 2 団 
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日 程 

 

日  付 午       前 午       後 宿 泊 地 

8 月 31 日 成田発 ウランバートル着 ウランバートル 

9 月 1 日 新聞取材 スタディツアー ウランバートル 

9 月 2 日 モンゴル連盟ミーティング① モンゴル連盟ミーティング① ウランバートル 

9 月 3 日 農業プログラム 農業プログラム ウランバートル 

9 月 4 日 休養 草原プログラム ウランバートル 

9 月 5 日 石鹸プログラム 石鹸プログラム ウランバートル 

9 月 6 日 ゲルステイ ゲルステイ テレルジ付近 

9 月 7 日 ゲルステイ ゲルステイ ウランバートル 

9 月 8 日 環境プログラム 環境プログラム ウランバートル 

9 月 9 日 休養日 休養日 ウランバートル 

9 月 10 日 風力発電プログラム 風力発電プログラム ウルジート 

9 月 11 日 風力発電プログラム 風力発電プログラム ウルジート 

9 月 12 日 風力発電プログラム 風力発電プログラム ウランバートル 

9 月 13 日 休養日 休養日 ウランバートル 

9 月 14 日 モンゴル連盟ミーティング② ウランバートル発 飛行機内 

9 月 15 日 成田着   

 



プログラム詳細 

■スタディーツアープログラム 

 
 
 
 
・担当者  中川 
・活動日  2006 年 9 月 1 日 
・実施場所 科学アカデミー農場、フラワーホテル会食場 
・実施内容 農場見学、オンギ川市民運動団体の話を伺う。 
・目的    モンゴルの環境に取り組む市民団体の方々の話を聞いて、モンゴル国内で環境

問題とされている事柄への理解を深める。 
・目標    今後のモンゴル派遣に活かせるよう、モンゴルの環境問題の現状を把握する。 
・資材    — 
・費用    — （藤木アドバイザーに夕食をご馳走になる） 
・協力先   モンゴル科学アカデミー、オンギ川市民運動団体 
 
 
・タイムスケジュール 

13:40 昼食場所出発 
14:15 モンゴル科学アカデミー事務所立ち寄る 
15:00 モンゴル科学アカデミー農場到着 
15:30 植樹開始 
16:10 モンゴル科学アカデミー農場出発 
16:55 ノミンデパート到着 
17:30 ノミンデパート出発 
17:55 環境 NGO の方と食事（フラワーホテル） 
19:55 終了、出発 
20:45 アパート到着 
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・内容詳細 
 
◇モンゴル科学アカデミー 

 
モンゴル科学アカデミーの農場に赴き、現在建築途中の宿泊施設及び周辺自然環境の見

学を行い、 後に簡単な植樹を行った。建築中の宿泊施設は 2 階建ての木造で、完成まであ
と少しといったところであった。随行員である大串先生から、1 色に見える山の表面にも実に多
くの種類の草が生えていることや、ここ近年の砂漠化による土壌の種類の変貌などの説明を
受けた。また、山の斜面の北側にしか木が生えないのは、南側は日光が当たり過ぎて水分が
全て蒸発してしまい土壌に保たれないためだそうだ。その際にクルーから出た質問には、「昨
年度のモンゴル派遣時よりも、草の色が鮮やかでないような気がするかなぜか」といったもの
だったが、それは季節の微妙な違いではないか、という結論に至った。既に藤木、大館、両ア
ドバイザーがその場で植樹を行っていたので私たちも水場に近い樹木密集地からそうでない
場所への苗の移動という形で植樹を行った。近くにはトール川が流れており、放牧中の牛が水
を飲んでいた。 
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◇オンギ川市民運動団体 

 
夜には、オンギ川市民運動の方々2 名と会食を交え、話を伺った。途中からトール 21 プロジ

ェクトのリーダーであるガンティグマ氏も参加された。彼らは、437 キロに及ぶオンギ川の水量
が減り、ウラン湖が干上がったことに対し運動を行っている。設立は 5 年前。オンギ川源泉下
流の水量が減った原因の特定と、オンギ川の水量増加及びウラン湖再生を主たる目的として
いる。他にもオンギ川周辺住民の生活環境改善と健康安全保障を目指した活動も行っている。
現在国会や自然環境省、国境自然保護運動団体など 11 団体と協力、国外では、ドイツ（コナ
ルドアデナー基金）、アメリカ（アジア基金）、日本（大使館）と提携している。 

近年モンゴル国内の多くの川が消失しているが、その中でもオンギ川の水量が減りウラン
湖が枯れた背景には、上流河川地域における過剰な金採掘が多いに関係している。なぜなら、
過剰な金採掘は川底を大規模な装置で掘り返し、川の流れを変えてしまうだけでなく、川を干
上がらせてしまう。オンギ川はハンガ山脈という森が多い山々に源流があり、流域には 6 万人
の住民が生活していた。しかし、90 年代後半から、オンギ川を始めターツ川（2000 年）、トゥィン
川（2002 年）などハンガ山脈に源泉をおく川、即ち世界の中でも純粋な水質をもつ川が消失し
てきた。これはモンゴルだけでなく世界の生態系にも影響を与える可能性があるという。 

川が消失したことで、川沿いの住民に多大なる影響が及んだ。水源がなくなった住民たちは、
200～300 キロ移動して居住地を確保しなければならない状況に陥り、経済、精神的被害を受
けた。病院が居住地から遠いなど新たな環境下における住民への保証がきちんとなされてい
ないための被害も多く発生している。6 万弱の人間の他にも、1 万頭の動物にも悪影響があっ
たといわれている。 

金採掘を取り締まる法律や、金採掘企業への義務が存在しないわけではない。しかしなが
ら実際のところ、書類上だけのものになってしまっていて、実体がないのが現実のようだ。川の
流れを自然な状態から変えてはならない法律、水をどのように使うかを取り決めた法律、掘る
範囲を定めた法律などが実際に存在してはいる。従って、手法によっては金採掘しても川が再
生さえすれば問題ないのだが、実際そんなにうまく採掘を行う企業はないため、現状の問題が
発生している。 



これまでの活動としては、日本政府の草の根的な安全保障プログラムから拠出された資金
でモンゴル国内 8 カ所にサジ園（砂漠に咲く植物で保水効果に優れている）を作り、サジを加
工して商品化するプログラムの他、政府と連携した人工雨（オンギ雨と呼ぶ）を降らせるプログ
ラムなどがある。サジ園に関しては、今回の派遣クルーのうち藤木、大館両アドバイザーと大
串先生がその見学に行っている。サジは近年、日本国内においても美容に効く成分として注
目が集まっており、ジュースなどが販売されている。 

プロジェクトのひとつである人工雨によって、一時的にオンギ川の長さを全長 130 キロから
300 キロまで戻したが、やはりすぐに 130 キロの長さに戻ってしまった（元来全長 437 キロ）。こ
の時は 2500 万トゥグルク（約 250 万円）の費用がかかったが、彼らによるとオンギ川上流に十
分な量の雨を降らせるには 6,000 万トゥグルク（約 600 万円）が必要とのことで、現在のところ
実現見込みは低いようだ。しかしながら、元々オンギ川周辺にある雨雲を移動させて降らせて
いる人工雨であり、周りの環境への配慮も忘れてはいない上に、長年かけてこの事業を行え
ばオンギ川再生も不可能ではない、との話だった。前回はウラン湖の近くまで水を通すことに
成功したため、来年には湖に流入させたいとのことだった。 

他には、オンギ川周辺において 37 カ所の金採掘現場が存在したそうだが、現在 1 時的に内
35 カ所の採掘を禁止したという活動報告も出ていた。 

 
尚、彼らの掲げている 2006 年の運動目的は、以下である。 

 
1.モンゴル政府の閣議に意見提出 
2.金採掘会社に意見提出 
3.オンギ川、ウラン湖流域住民への環境教育 
 —「オンギ生態系」という教科書を作成予定 
 —2006 年 11 月より、8 郡の中学生たちに、自然保護の教育を行う 
4.マスコミ通じて情報発信 
 —モンゴル国民の意識向上 
5.川沿いに植林を予定 
6.モンゴル政府を訴える 
7.金採掘企業が悪質なことをした場合の証拠の確保 
 

以上のように、彼らの過去の活動内容の報告だけに留まらず、これからの運動の目的や、
国の政策や地域との兼ね合いも知ることができた。 
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・内容分析 
 
その後の草原プログラムにおける自然環境省訪問においても、このスタディーツアーでの講

義があったからこそ出た質問などもあった。今回のスタディーツアーが既に派遣中に成果を出
していたと言えるのではないだろうか。 
 
・担当者評価 

 
派遣前から、綿密な計画を立てることや構成を練る必要がないプログラムであったため、ク

ルー全員があまり積極的に関わることはなかった。更にプログラムがモンゴル到着直後であっ
たことからの疲れもあり、 後までクルー全体の積極性が感じられない結果となってしまい、
残念に思う。ここでどのような話を聞き、どのような視点を得れば今後のモンゴルプロジェクト
に有効に反映されるかの予想がしにくかったのかもしれない。 

しかしながら、講義そのものに関しては、大変有意義な話が聞けたので、これを今後の派遣
に繋げていけたらよいと考えている。 
 
・今後の展望 

 
今回、特にオンギ川市民運動団体に伺った話は、次回以降のプログラムに活かすことが多

いにできると考える。人工雨を降らせるプロジェクトは話を聞いているだけでも面白そうだった。
今彼らが力を入れている川沿いのサジ園に訪れてもいいかもしれないし、何より枯れたウラン
湖を 1 度生で見て問題を知ることも有意義と言えるのではないだろうか。 
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・資料 
 
【オンギ川市民運動 参考資料】 
共同通信2004年10月27日朝刊、主に地方紙に配信 
国際通年企画「全球化を生きる」（43回）「消えた湖」（モンゴル） 
失われた水を求めて／砂金開発に立ち向かう／砂漠化の地で川再生へ 
  
 「信じられるかい？ この先はずっと湖だったんだ」。雑草や低木が砂と小石の地面にへばり
つくように点々と茂る平原を見つめ、48歳のダムチャ・バトサイハンがつぶやく。久しぶりに降
った前日の雨は上がり、地表は何もなかったかのように乾き切っていた。 
 モンゴル南部のゴビ砂漠にあったウラン湖。同国中央部のハンガイ山脈からオンギ川が流
れ込み、周辺の牧草地で住民が遊牧生活を送ってきたが、今や川の水は中流で途切れ、湖も
数年前に干上がってしまった。 
 ウラン湖の面積は日本の霞ケ浦よりやや大きい175平方キロとの記録がある。地元では「水
量の少ない時でも直径が25～30キロあった」ともいわれた。周辺の住民も60世帯、約500人に
上ったが「水がなければ人も家畜も生きていけない」と言い残し、次々と去って行った。 
 残ったのはバトサイハンと38歳の妻ナムスライン・モンフナだけ。牧草が減り200頭以上いた
ヒツジやヤギが半分以下になったため、家畜の世話は実家に託し、湖畔にあった井戸の水を
使ってほそぼそと野菜を栽培する日々を送っている。 
 だが、頼みの井戸も水量が減り続けている。「この水がなくなれば、われわれもどこかに移ら
なければならない」。バトサイハンはいら立ちを抑えるようにこぶしを握り締めた。 
 「2人暮らしの寂しさは、仕事の忙しさで紛らわしている」と気丈に語っていたモンフナが別れ
際に突然、表情を曇らせて尋ねてきた。「教えて。水が戻ってくると信じていいの」。返す言葉
が見つからなかった。 
 ◇荒れる源流 
 ウラン湖に源流から豊かな水を注ぎ込んでいたオンギ川は、450キロ近い大河だったが、水
量の減少で1998年以降、川の流れが湖に届かなくなってしまった。 
 地球温暖化による砂漠化の進行、流域での水の使用量増加など、川の「断流」には多くの要
因が絡んでいるとみられるが、地元住民が「 も大きな影響を与えている」と指摘するのが、
上流での大規模な砂金採掘だ。 
 オンギ川の源流をさかのぼっていくと、ポンプでくみ取った川の水を激しく噴出させ、ブルドー
ザーで削り取った河床の土を洗い流し、砂金を採る作業が続いていた。 
 削り取られた河床は幅数10メートル、長さは1キロ前後にわたり、残された川の水は雨上がり
後の水たまりといった程度。現場の技師は「採掘が川の水に悪影響を与えているとの批判は
知っている。だから、くみ上げる水の量をできるだけ減らし、削り取った河床を元に戻す作業も
している」と不機嫌そうに語った。 
 採掘業者には掘削した土砂の量と埋め戻した量を毎年、当局に報告する義務があり、埋め
戻さなければ翌年の操業許可が出ないという。技師は「うちは深さ4、5メートルしか掘っていな
いが、10メートル以上掘っている大手は掘りっぱなし」と指摘。それでも操業を続けられる理由
を聞くと「いろいろなやり方がある」と語り、汚職がまかり通っていることを示唆した。 
 93年から源流付近の別の場所で採掘している大手業者の作業現場では、幅数100メートル、
長さ数キロにわたり河床がえぐり取られるように掘り起こされ、河川保護に配慮している様子
はまったくうかがえなかった。 
 ◇大資本の圧力 
 オンギ川上流では90年代に入り、砂金の採掘が次々と進められており、ゴビ砂漠一帯の厳し
い条件下でかろうじて均衡を保っていた自然環境に大きな打撃を与えているのは間違いない。
採掘業者の背後には「海外の大手鉱山会社がついているのが通例」（ウランバートル在住の
外交筋）ともいわれる。 
 乱開発に危機感を抱いた流域の村民らが2001年、オンギ川の環境保護に取り組む住民運
動組織を設立した。中流の村サイハン・オボーで村議会議長をしていた38歳の組織代表ツェツ
ゲギン・ムンフバヤルは「川の水はわれわれをはぐくみ守ってくれる両親と同じ。水が枯渇する
のを見過ごすわけにいかなかった」と振り返る。 
 当初30数人でスタートしたメンバーは、今では約1,400人に増えたが、ムンフバヤルは「流域
の人口約60,000人に比べれば不十分」と厳しい情勢を語った。遊牧以外に主な産業のない地
元にとって、砂金採掘は唯一ともいえる現金の稼げる仕事だ。ここ数年、雪害で家畜が大量に
死に「金鉱で働くしか生きるすべがない住民も多い」（上流の村の幹部）という。 
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 市場経済の荒波が波及し、開発優先に拍車がかかる中、巨大資本に住民運動がどれだけ
対抗できるのか。運動を支える地元中学の女性校長は「運動と教職のどちらを選ぶのか」と周
囲から政治的圧力をかけられたと告白する。 
 それでも住民運動にかける意気込みは衰えない。「われわれには、水を取り戻すか、家を捨
てて逃げ出すか、2つの道しかない。家を捨てたくなければどんなに苦しくても闘うしかない」。
ムンフバヤルの真っ黒に日焼けした顔が強い決意をにじませた。 

（文・加藤靖志、写真・関根孝則） 
【編注】筆者は共同通信前中国総局記者、写真は共同通信中国総局写真記者 



■モンゴル連盟ミーティングプログラム① 

 
 
 
・担当者  竹之下、青柳 
・活動日  9 月 2 日 
・実施場所 モンゴル連盟（ノミンデパート裏） 
・実施内容 ゲームを交えた自己紹介、各プログラムの紹介、モンゴルスカウトへの依頼事項

の連絡伝達及び文化紹介 
・目的    各プロジェクトに対する意見交換および、モンゴルスカウトに依頼すべき事項を伝 

える。 
・目標    今後のプロジェクトがスムーズに進行するために、モンゴルスカウトと意思の疎通 

をはかる。 
・資材    ペン、画用紙、文化紹介用の資料、衣装、パソコン 
・費用    8,829 円 
・協力先   - 
 
・タイムスケジュール 

8:55 モンゴル連盟到着 
9:15 モンゴル連盟ミーティング開始 
9:45 自己紹介ゲーム 

10:20 石鹸ミーティング 
11:05 風力ミーティング 
12:15 昼食 
13:00 昼食終了、出発 
13:15 草原ミーティング 
13:35 農業ミーティング 
13:50 環境ミーティング 
14:25 休憩 
15:20 環境ミーティング終了 
15:30 ミーティング終了 
15:40 文化紹介 
16:45 交流会終了 
17:00 モンゴル連盟出発 

 
 
・内容詳細 

 
司会は青柳、書記は竹之下が行った。会話は全て英語で行われた。午前中は、互いの自

己紹介、プロジェクトについての紹介と意見交換を行った。自己紹介の方法は、まずモンゴル
スカウトと日本スカウトがペアになって互いに自己紹介し合い、皆に自分とペアを組んだ相手
を紹介するという方法だった。プロジェクトの紹介は、全体的な今年度のプロジェクトの紹介を
陰山が行い、その後、各プログラムのコーディネーターがプログラムの紹介とモンゴルスカウト
への依頼事項を伝達した。午後は、文化交流を行った。日本側は事前に準備していた日本の
アニメや食、歴史等の紹介をしたり、浴衣姿を披露したりして日本文化をモンゴルスカウトに紹
介した。モンゴルスカウト側は事前準備ができていなかったが、自国の歌を披露してくれた。 
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･内容分析 
 
日本クルー向け 

 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 0 6 5 Q1 全体的に見て、今年度のプロジェクト内容をモンゴルスカウトに伝える

ことができていたか 
Q2 0 0 5 6 Q2各々のプロジェクト内容をモンゴルスカウトに理解してもらえるよう努力

したか 
Q3 1 2 4 4 Q3 モンゴルスカウトの協力が必要な事項についての連絡や指示を的確

に伝えたか 
Q4 0 2 3 6 Q4 日本文化を伝えることができたか 
Q5 0 0 2 9 Q5 文化交流を楽しめたか  
Q6 0 2 5 4 Q6 自己紹介ゲームを楽しめたか 
Q7 0 0 4 7 Q7 積極的にコミュニケーションを取ろうとしたか 
Q8 0 0 3 8 Q8 モンゴルスカウトと友好関係が築けたか 
 
モンゴルスカウト向け 

 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 0 1 9 Q1 今年度のプロジェクト概要を理解できたか 
Q2 0 0 2 8 Q2 各プロジェクトを理解できたか 
Q3 4 4 1 1 Q3 モンゴルの文化を紹介できたか 
Q4 0 1 2 7 Q4 自己紹介ゲームを楽しめたか 
Q5 0 2 4 4 Q5 文化交流を楽しめたか 
Q6 0 0 1 9 Q6 日本クルーと友好関係が築けたか 
 

（1 が 低評価、4 が 高評価） 

 
◇自己紹介ゲーム 

評価シートから、モンゴルスカウト全員と 8 名の日本クルーが楽しめたという結果が出た。ゲ
ームを交えた自己紹介は成功だったと言える。しかし、3 名の日本スカウトが楽しめていなかっ
たという結果も出ている。これは、言語が英語であったため上手く自己表現できなかったのが
原因であったと思われる。英語に自信のない者は自己紹介文を事前に準備しておけば、楽し
めたのではないか。 
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◇プロジェクト紹介、意見交換 
ここでは、反省点がたくさん見受けられた。１つ目は日本クルーの疲れが目立っていた点で

ある。モンゴルスカウトは前日に深夜まで自分たちの荷物の出し入れを手伝ってくれたり、学
校を休んで来てくれたりしていたのに、そのような態度は失礼であった。2 つ目は通訳無しだっ
たため詳細まで伝達できなかった点である。評価シートからは、3 割の日本クルーが依頼事項
を伝達しきれなかったという結果がでた。英語で事前にプレゼンの準備はしていたが、やはり
その場でモンゴルスカウトに質問されたことに対しては英語で対応しきれていなかった。ミーテ
ィングに通訳は必要である。3 つ目は事前連絡が伝わっていなかった点である。これはモンゴ
ル側の代表であったアムカが多忙で日本からのメールに対応しきれていなかったことが原因
である。要求事項について何も準備されておらず、プロジェクトの先行きが危ぶまれるプログラ
ムもあった。このような事態を避けるために、渉外は個人的にモンゴル側の何人かとメールで
のやり取りを絶やさないようにすることが重要である。そうすれば、モンゴルスカウトの状況も
分かるので、忙しくないモンゴルスカウトに伝達を依頼するなど柔軟に対応できる。しかし、プ
ロジェクターが使用できない場合を事前に考慮し、画用紙を活用し、円滑にミーティングを進め
られた点は良かった。今後もこの手法は活用すべきである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
◇文化交流 

評価シートからは、モンゴルスカウトの全員と日本クルーの 1 名が自文化を紹介しきれなか
った、またモンゴルスカウトの 2 割が楽しめなかったという結果がでた。モンゴル側に文化紹介
をすることが事前に伝わっていなかったので、これは仕方のない結果である。日本文化を紹介
する際に中川が事前に準備していた資料を使用したが、モンゴルスカウトは熱心に聴いてくれ
たので写真入の資料は効果的であったといえる。また、日本クルーの関和、青柳が浴衣姿を
披露したが、「Moe― (日本クルーがブラボーに代わる感嘆詞としてモンゴルスカウトに教えた
言葉)。」という歓声が挙がり、これも大好評であった。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・担当者評価 

 
反省点は、上記のようにいくつか見られた。 も反省すべき点は事前連絡がしっかりと行わ

れていなかった点である。プロジェクトを円滑に進められるかどうかは事前の準備にかかって
いるので、連絡体制を整え密に連絡を取り合い、初めのミーティングでは 終確認程度で済む
ようにしておきたい。しかし、評価シートから、全員が互いに友好関係を築くことができたという
結果が得られており、この点では成功であったと言える。プロジェクトの初めのミーティングで
友好関係を築いておくことは後のプロジェクトにとって重要なことなので自己紹介ゲームや文
化交流というプログラムは意義のあるものであった。 
 
・今後の展望 

 
今回の渡航では、モンゴルスカウト側の連絡体制を整えたので日本でも密に連絡を取り合

うことによって、モン連ミーティングでは 終打ち合わせ程度で済むようになるだろう。また、モ
ンゴルスカウト側からもプロジェクトの提案をしてもらうことも検討したい。 

 18



■農業プログラム 

 
 
 
 
・担当者  中川（山中、大河原） 
・活動日  2006 年 9 月 3 日 
・実施場所 バガノール地区 
・実施内容 スカウト委員会との提携についての協議、スカウトたちとの交流。 
・目的    バガノール地区のスカウトとの今後の交流の可能性を模索する。 

植樹をしているモンゴルスカウトたちに植樹の意義を再確認してもらう。 
モンゴルスカウトに、土壌を有効利用する農業に関心をもってもらう。 

・目標    バガノール地区の人々と交流をはかり、日本に関心を持ってもらう。 
・資材    手作り紙芝居、スプラウト、日本の伝統的玩具、パソコン 
・費用    7,190 円 
・協力先   東アジア環境恊働行動よこはま 
 
・タイムスケジュール 

7:00 アパート出発 
7:15 出発 
9:45 バガノール着 

10:30 全体ミーティング 
12:00 ミーティング終了 
12:10 昼食 
13:30 農業ハウス見学 
13:45 学校に戻る 
14:10 子どもと共に活動開始、スプラウトの作り方を紹介 
14:40 日本のお土産を渡す 
15:45 バガノール出発、植樹地見学 
19:30 ウランバートル着 
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・内容詳細 
 
◇経緯 

東アジア環境恊働行動よこはまより紹介して頂いた、バガノール地区のスカウト委員会と事
前にメールで連絡をとり、今回訪問することになった。バガノール地区とは、ウランバートルの
東の端に位置し、車で片道 3 時間（130km 程）の炭坑で栄えている地域である。その炭坑地と
住宅区域との境目に重点的に植樹をすることで空気の清浄化をはかろう、という発想のもと植
樹が始められ、実際に樹木の活着率もよい地域であると言われている。バガノール地区委員
会と東アジア環境恊働行動よこはまで 2004 年より植林活動を自発的に行っているので、今回
は彼らから植樹を教わる形でプログラムを行う予定だった。しかしながら、今回は季節が適切
でなかったため実施には至らなかった。ちなみに、9月、10月に苗木作りを行い、4月末に実際
に植樹を行うという話である。 
 
 
 
◇協議 

午前中は予定通り、スカウト委員会と称する主にローバー世代のバガノール地区のスカウト
数名と日本クルーでプログラムを行った。私たちがこれまでモンゴル国内においてどのような
活動を行ってきたかを写真等交えて紹介し、のちに彼らのこれまでの活動内容も教えてもらっ
た。彼らはこれまで 12 年間、毎年地区にて大規模なジャンボリーを行っており、デンマークや
日本や韓国など各国からの参加者も受け入れていた。他の活動としては、上述の植樹プロジ
ェクトや公的な奉仕活動、廃棄コンピュータ再利用プロジェクト（廃棄コンピュータを回収し再利
用可能な部品を組み直し、新たなパソコンを作るプロジェクト）の話を伺った。今後は、これまで
の事業を継続させていくことの他に、農業ハウスと彼らが呼ぶビニールハウスでのプロジェクト
の予定を教えてもらった。子供たちとそこで何かの野菜を栽培するプロジェクトを考案中のよう
だ。 

そして 後に、バガノール地区のスカウト構成及び活動時期を細かく教えてもらった。彼ら
の地区はボーイ年代が 150 名程、カブ年代が 60 名程おり、3 つの学校から成っているとのこと
だった。多くの学生が高校卒業と共にウランバートルの大学に行ってしまい、帰省するのは長
期の休みだけ、ということからローバー世代との活動は彼らの学期中には望めないこと、即ち
夏休み期間（7−8 月）ならば地区にて活動が可能であることなどが分かった。尚、2007 年は 6
月 22 日よりバガノール地区にてジャンボリーが開かれるようである。以上がバガノール地区側
からの活動紹介と質疑応答の結果である。 

初の我々の活動紹介としては、昨年度のモンゴル派遣時の写真をパソコンに映し、それ
について私 1 人が説明を加えるという形をとった。具体的には、私たちがどのような構成の団
体であるのか、実際にどのようなプログラムを行ったのかという話をした。しかしながら、モンゴ
ル派遣の誕生した細かな経緯などに踏み込んで話す時間はなかった。 
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◇昼食、農業ハウス見学 
スカウト委員会の人々と一緒に近くの食堂に昼食をとりに行った。それまでは互いに緊張し

た状態であったが、この昼食を通して大変打ち解けたように思う。その後、例の農業ハウスの
見学を行った。それは学校の近くに位置し、社会主義体制下に何らかの理由で作られた野菜
栽培ハウスのようであるが、現在は人が住んでいるため、近いうちに住人に立ち退いてもらい
スカウトが入手することになった、という話だった。その代価としてゲルを贈呈したそうだ。ハウ
ス内に入ることはできなかったが、周辺を見学させてもらった。現在は荒廃が進んでおり、窓ガ
ラス等も割れているような状態だったが、修復も今後スカウト委員会が行うとのことだった。ゆ
くゆくはこのスペースで野菜や植物の栽培をスカウトたちと行う予定のようだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇スカウトたちと 

午後の部ではいよいよバガノール地区のスカウトたちを対象に、彼らが既に行っている植樹
の意義を改めて再考してもらうべく、「水、土壌、木や草の相互作用」を紹介する紙芝居を行っ
た。英語で私たちが作っていった紙芝居を、その場でモンゴルスカウトに訳してもらう形をとっ
た。他にも、植物の育ちを観察してもらう目的で、また「おいしい野菜が簡単に作れますよ」と
いう紹介の意もこめて日本から持参したスプラウト作りを共に取り組んだ（スプラウト育成方法
も紙芝居で紹介）。使用した紙芝居は資料として後ページに掲載してある。実際スプラウトは
容器にスポンジをおき、水を含ませて種を上におくだけの作業だったのだが、子供たちは楽し
みながら取り組んでいたようだ。 後にコマやだるま落としなどの日本の伝統的玩具を土産と
して渡し、一緒に遊び、交流をはかった。帰り際まで人懐っこい子供たちは写真撮影やアドレ
ス交換などに熱心で、スカウト委員会のローバーたちはそれを温かく見守っていた。 
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◇植樹地の見学 
ウランバートルへの帰路の途中、これまでバガノール地区のスカウトが植樹をしてきた土地

を見学した。東アジア環境恊働行動よこはまに伺っていた話によると活着率がモンゴル内でも
比較的良い地域であるそうだが、実際そこまで大きく成長したポプラの樹がまだないことに日
本クルーは小さな驚きを見せていた。スカウト委員会の人々は、苗木の周りの雑草に土壌の
栄養分を取られないように、と雑草とりに余念がない様子であった。普段は広大なこの土地に
水をやるために、行政が専用の車などを出して水まきしているとの話だった。当然の如く土地
は広大で、植樹地を挟んだ片方にはビルの建った街が遠くに見えていた。来年以降植樹をプ
ログラムで行うならば、この周辺に樹を植えるのであろう。 
 
 
・内容分析 

 
スカウトとスカウト委員会にそれぞれ記入してもらった評価シートから分かることは、彼らが

大変に寛容であることと、素直な心でプログラムを楽しんでくれた、ということである。というの
も、殆どの評価が 高評価だったためである。こちらも素直にこの結果を受け入れるのであれ
ば、彼らはこの日 1 日を多いに満足してくれたということになる。 
 
スカウト委員会向け 
Q1.日本クルーとしっかりとした意思疎通を通し彼らの活動内容が理解できましたか。 
Q2.自分たちの活動内容をうまく日本クルーに伝えることが出来ましたか。 
Q3.今後、日本クルーとバガノール地区との提携に可能性を感じましたか。 
Q4.日本クルーと交流が図れましたか。 
Q5.導入の紙芝居の意義がスカウトたちに伝わっていると感じましたか。 
Q6.日本クルーはポプラ苗木.の作り方をしっかりと理解できていたと思いますか。 
Q7.スプラウトの配布は子供たちにとって有意義だと感じましたか。 
Q8.自分でもスプラウトを育ててみようと思いましたか。 
Q9.スカウトたちは今日のプログラムを理解し、楽しんでいたと思いますか。 
Q10.今日は楽しかったですか。 
 
スカウト向け 
Q1.導入の紙芝居はよくわかりましたか。 
Q2.日本クルーはポプラ苗木をうまく作って、植えていましたか。 
Q3.スプラウトの作り方がわかりましたか。 
Q4.スプラウトを帰って作りたいと思いましたか。 
Q5.今日は楽しかったですか。 
 

実際にスカウト委員会の中心メンバー3 名や日本クルーも 初こそ緊張していたものの、昼
食以降は大変和んだ様子で、互いにだいぶ打ち解けた。堅い会議の場から離れても、昼食や
お喋り等を通して互いの活動や団体を知ることが出来た。子供対象のプログラムに関しても、
子供たちは純粋に紙芝居に見入っていたし、実際にスプラウトの植え付けに関しても非常に積
極的で、当初は「家に持ち帰るのが大変になるから、帰宅後各自植え付けて下さい」と伝えて
いたが、彼らからの要望でその場で植え付ける作業に取り組んだ。 後の子供たちへの日本
の玩具の贈り物も皆大変喜んだ様子で、お返しに彼らも手作りのお土産を用意してくれていた。
数時間の滞在、交流にも関わらず 後は別れを惜しむ様子であった。以上のことから、目標で
あった現地スカウトとの交流は果たせていたようである。 
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ここには、比較的結果にばらつきのあった日本クルーへの質問及び回答を記す。 
日本クルー向け 

 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 3 4 4 Q1 スカウト委員会と意思疎通を通し、彼らの活動内容が理解できたか 
Q2 2 2 7 0 Q2 自分たちの活動内容をうまくスカウト委員会の人々に伝えることが出

来たか 
Q3 0 2 1 8 Q3 今後、日本クルーとバガノール地区との提携に可能性を感じたか 
Q4 0 1 1 9 Q4 スカウト委員会の人々と交流が図れたか 
Q5 0 1 6 4 Q5 導入の紙芝居の意義がスカウトたちに伝わっていると感じたか 
Q6 0 2 4 4 Q6 スプラウトの配布は子供たちにとって有意義だと感じたか 
Q7 0 0 2 9 Q7 スカウトたちと交流が図れたか 
Q8 0 0 0 11 Q8 今日は楽しかったか 
 
（1 が 低評価、4 が 高評価） 

 
このグラフから読み取れることではないが、1 人 1 人の解答結果から読み取れることは、「ス

プラウトの配布に意義を感じた、」「スカウト委員会と交流出来たと感じた」クルーほど今後のバ
ガノール地区との提携に可能性を感じる傾向にある、ということだ。 

今回は、どの対象に関しても、質問の数及び質問結果のばらつきが少なかったこと、そして
そもそもの対象者数（サンプル数）が十分でなかったことから、信頼性の高い統計が得られな
かった。どのプログラムに関しても言えることだが、私たちの行うプロジェクトの対象者は 高
でも 30-40 程度であり、上記の理由から実際のところ定量調査を行うのは難しい。よって、フィ
ードバックは、対象の反応が見られる程度のアンケート的要素が色濃くなる。とはいえ、「その
次に活かすための有効なアンケートの取り方」として改善の余地は大いにあるだろう。時間は
かかるものの、対象者に数値で表してもらうだけでなく、詳しく感想を書いてもらうなどの定性
調査的手法を織り交ぜたほうがよいのではないだろうか。 
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・担当者評価 
 
既述ではあるが、現地スカウトや委員会の人々のプログラムに対する評価は非常に高いも

のであった。しかしながら、彼らは非常に寛容であり、突然現れた我々に対し酷評をするはず
もない。従ってこの場では担当者である私が厳しく今回のプログラムを省みたい。 

今回のプログラムに関しては 3 つの反省がある。 
1 点目は、当日現地を訪れるまで、植樹が不可能であるという事実を把握出来ていなかった

点である。渡航直前になってようやく現地の渉外役と連絡がとれたという関係で、細かい打合
せを事前に十分に行えなかったために発生した手違いである。このため、いくら子供たちに植
樹経験があるとはいえ、午後に行った「水、土壌、木や草の相互作用」の紙芝居の有効性がい
くらか落ちたと言えるだろう。 

2 点目は、午前中に行った、日本とバガノール地区側それぞれの活動報告に関してである。
この時、我々クルーのパソコンを 1 台用意し、それに昨年度モンゴル派遣の写真を投影し、私
が説明を行うという形をとった。前回の派遣に関しての説明に苦労はしなかったが、「なぜ日本
からわざわざモンゴルという土地を訪れ、環境及び社会問題を対象にしたプロジェクトを行って
いるのか。」といった踏み込んだ話にまで持っていくことはできなかった。クルーの他の場での
活動や、その他多くの人々との関係もあってこのモンゴル派遣が成立している、ということを上
手く伝えることが出来なかったのだと思う。 

3 点目であるが、これは「簡単な農業体験として」という主たる目的で持参したスプラウトにつ
いてである。真の意味のお土産であるならば、「また育てたい」と思わせるようなスプラウト紹
介は、今後彼らが種を入手するルートが確定していない状態においては不適切であったと言
える。それならば日本の玩具贈呈で十分であったはずだ。そして逆に、商売のチャンスとして
スプラウトを紹介するのであれば、それも又調べが甘かったことは疑いようがない上に、対象
が子供ということで不適切であった。「1 回食べてしまったら、種をどこで手に入れればよい
の？」という子供の質問を受けて初めて、このような目的の曖昧性が裏目に出た事実に気づ
いた自分の思慮の浅はかさを痛感した。 

全体としては反省の色濃く残るプログラムであったけれども、初のバガノール地区との接触
としては、悪いものではなかったように思う。今回こうして繋がったことで、来年以降のモンゴル
派遣がより多彩なものとなる予感は得られたからである。 
 
 
・今後の展望 
 

今後彼らと共に取り組むプログラムとして現在想定出来るものとして、 
・植樹及び苗木作り 
・農業ハウスに関連したプログラム 
・廃棄 PC を提供するプログラム 
・夏のバガノール地区でのジャンボリー等への参加 

が双方のスカウトから出された。今後のバガノール地区で私たちが活動できる可能性は大い
にある。まだ始まったばかりの関係であり、今後に大きな期待を寄せている。 
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 ・資料 「スプラウトの作り方」 
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 「水、土壌、木や草の相互作用」（6.割愛) 
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東アジア環境協働行動よこはま 
（当時の名称：よこはま市大政策ＮＧＯ） 
2004 年春作成資料 

【‘ペットボトル苗木’プロジェクト】 
 
 
 
 私たち市大政策ＮＧＯは、2002 年の夏ツアー・2003 年の夏ツアーで 32 学校とバガノール区の学
校に‘ペットボトル苗木’の提案をしてきました。今年の春にはバガノール区で生徒さん達が半年間
育てたペットボトル苗木を見せていただくなど、植林地でも少しずつ浸透してきています。ザイサン
トルゴイとバガノール区でのペットボトル苗木づくりを成功させ、「お金をかけずに誰でもできる苗木
づくり方式」を全国で応用的に普及させるという目標像も、少しずつ見えてきました。 
  

ペットボトル苗木とは？ 

◆水などを飲み終わった空のペットボトルを苗木ポットと

して再利用してつくる、苗木のことです。 

◆苗木を地植えでなくポットで作ることで、植林時に根の

乾燥を防ぐ、掘る穴が小さくてすむなどの点から活着率

の向上が望めます。 

◆また、お金もかからず特別な施設が無くても家の中など

で誰でも作れるという特徴があります。ゴミとして外に捨

てられる事も多いペットボトルの再利用にもつながりま

す。 

 

ペットボトル苗木づくりの展開 
 

 ◆2002 年夏：苗木ハウス建設等の

提案と合わせて、ペットボトルを

使った苗木づくりを提案 
  帰国後，通信のＦＡＸでも提案。

       ↓ 
 ◆2003 年夏：環境学習ワークショ

ップを通じて学校生徒・先生方へ

  「ペットボトル苗木を作ろう！」

  と提案，作り方（改良版）を 
伝える。 

       ↓ 
 ◆2004 年春：バガノール区の小学

校で、半年間バイガル先生とクラス

の生徒さんが育ててくれた苗木を

見せていただく。 
 

 今後のペットボトル苗木普及計画素案 
 

 ①（2004～2005 年） 

バガノール区、ザイサントルゴイでのペットボト

ル 

苗木作りを成功させ、育て方の確立を図る。エ

コ大生の皆さんにも期待！ 
 

②（2005 年以降） 

・両地域でペットボトル苗木での植林を行う。 

★エコ大生のみなさんの出身母校にペットボト

ル苗木づくりを伝えていただき、各地の気候・植

生に合わせた苗木づくりをする。 

 

 

 
 

生徒さん達が育て
てくれたペットボト
ル苗木。水の量の
調整など， 
今後も育て方の工
夫を共に進めてい
きます。 
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■草原プログラム 

 
 
 
 
 
・担当者  竹之下、佐野、林 
・活動日  2006 年 9 月 4 日 
・実施場所 自然環境省（モンゴル政府）、モンゴル科学アカデミー農園、農業・ゲルステイ・風力 

発電プログラム訪問先 
・実施内容 自然環境省に訪問し、草原破壊についての情報収集を行う。また、帰国後の土壌調

査のために、各プログラム訪問先で土を採取する。 
・目的    モンゴル国内の自然環境について生きた情報を収集し、草原破壊を食い止める具体

的な方法を考える。 
・目標    モンゴルの草原破壊に対する継続的なアクションの展開。 
・資材    ガラス容器、スコップ、軍手、ビニール袋 
・費用    3,800 円 
・協力先   元自然環境省秘書官ドルジ氏、東京農業大学植物生産化学研究室 
 
 
・タイムスケジュール 

14:00 出発 

14:35 自然環境省到着後対談 

16:15 対談終了 
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・内容詳細 
 
立場が異なる国の国民の意見を聞く、草原破壊に対する継続的なアクション展開の土台作りと

して、来年以降私達日本側スカウトにできること、求められているものを知り、また草原破壊の現
状や現在施工されている法的措置についても伺うことができた。 

草原、砂漠の植物を栽培しているビニールハウスで土を採取し、東京農業大学の研究室で分
析作業を行った。その結果からそれぞれの土地で生育可能な植物を模索中である。 
 
◇調査報告 
自然環境省 

モンゴル国内には全部で 21 の県があり、その全てで緑化運動が進められている。国としては
「緑の長城計画」を展開しており、これは今後 30 年間で東欧方面から国土を横切る形で植樹を行
い、緑を増やす計画である。現在モンゴルの北の地域に占める緑は、全国土のわずか 8％であ
る。 

草原破壊の原因は「人」によるものと「自然」によるものが挙げられる。前者は国が遊牧を禁止
する地域を法的に定めているが、あまり守られていないのが現状である。放牧される動物（羊や
ヤギ、馬）は食べる草の味に敏感に反応を示すため、政府が遊牧地を制限してもそれを守る遊牧
民は少ないなど、国の政策によって環境問題の打破、遊牧民の統制は不可能とのことであった。 

モンゴルでは社会主義体制の崩壊後、多くの国民が生活の地を草原に移し遊牧生活を始めた。
しかし彼らの全てがその知識に優れていたわけではなく、土地の面積に対する放牧可能な動物
の比率や、草の生育（自然のサイクル）を考慮した移動の時期、その場所などの知識に乏しい遊
牧民も多くいるため、放牧知識のレクチャーが求められている。この度の会談でお世話になった政
府関係者の方も、これについて前向きに検討するとのことであった。 

人的要因の 1 つに草原を車が走ることで草が傷つき破壊の原因という説がある。これについて
は 2007 年より道路造りを本格化して解消するという話をしていた。首都 UB から地方へ向かうと必
ずしも舗装された道ばかりが続くわけではなく、場所によっては草原の「道なき道」を走ることもし
ばしばあった。近年では JICA の協力で舗装された道路が整備されている所もある。後者は降水
量の低下であり、原因の背後に地球温暖化が見られる。降水量の低下により草原の草の丈が以
前より短くなり、河川の消失という新たな環境問題を引き起こしている。「緑の長城計画」は草原破
壊を食い止めるだけでなく、地球温暖化改善や河川の復活という効果も期待されている。 
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ゲルステイプログラム訪問先 
ここでは実際に草原で生活する人々から草原破壊に関する「生の声」を聞くことができた。 

現象として見られることは、 
・草の丈が短くなっている 
・草原を流れる川の水が減少している 
ということであった。これは自然環境省での会談時と一致していた。 

国の政策について尋ねると、現在草原破壊防止のために施工されているものはあるが、あまり
守られていないとの意見が得られた。もっとも遊牧民全体の携行として政策の施工はあまり望ん
でいないということであった。 

 
◇土壌分析 

試料 

草原・・・ウランバートルから約 50km 南方で採取 

バガノール農場・・・バガノールの栽培ハウスにて採取 

農場・・・ 

砂漠・・・ウルジート村にて採取 

植樹地・・・バガノールの植樹地にて採取 

 

実験方法 

① インドフェノール法による NH4-N の測定 

② カタルド法による NO3-N の測定 

③ トルオーグ法による可給態リン酸にの測定 

④ 原子吸光による Na、Mg、Ca、K の測定 

⑤ ㏗、EC（水溶性イオン含量）の測定 

 

結果 

次ページ表参照 

 

考察 

 草原の土壌においては硝酸態窒素が少ない。硝酸態窒素は土 100g 中に 4mg 程度が適切であ

るため窒素肥料を加えると良い。可給態リン酸や Na、Mg、Ca、K は特に問題ないが㏗が高くアル

カリ土壌となっているため、㏗を下げる必要がある。㏗は 6.3 付近がもっとも良く作物が育つ。 

 バガノールの農場は基本的には良い土である。しかし、Na が少し高めなので塩害に気をつける

必要がある。高くなってしまった Na を下げるのに、多くの水で Na を地下に流し込むリーチングとい

う作業がある。 

 農場に関しては特に問題のない良い土である。砂漠に関しては硝酸態窒素が少ないことが問題

点として挙げられるが、それ以上に㏗がとても高いアルカリ土壌である。石膏を施用し㏗を下げる

必要がある。植樹地に関しては硝酸態窒素が少ない。それに関連して EC の値も小さくなっている。

Ca も比較的値が小さいため肥料を加える必要がある。 

 全体的に見てみると土の成分自体にはそれ程問題はない。1 番の問題は作物を育てる為の水

の確保である。 
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 ◇土壌分析表 

 

微量成分濃度 mg/100g 

  
NH4-N 

mg/100g 

NO3-N 

mg/100g

可吸態リン酸

濃度 mg/100g Na2O MgO CaO K2O 

草原 1 0.0976551 0.41709 417.903383 0.494 23.73 156.3 45.8916

草原 2 0.2317822 0.522798 392.576344 0.916 23.67 154 45.9915

バガノール農場 1 0.213355 14.15598 93.2682995 35.89 12.81 133.9 12.5906

バガノール農場 2 0.2517863 14.33419 84.4772095 34.27 11.99 125.7 11163.4

農場 1 0.2609324 3.412641 195.798831 1.542 13.57 84.92 44.3343

農場 2 0.3358671 3.565914 200.990985 5.775 32.97 120.3 72.9099

砂漠 1 0.3087226 0.784274 189.380147 5.059 8.642 253.3 16.3745

砂漠 2 0.2721453 0.672887 187.610411 3.954 9.305 294.4 12.7522

植樹地 1 0.2115155 0.361339 67.8999528 0 5.903 96.76 22.266

植樹地 2 0.3915254 0.322697 87.2669824 0.357 5.74 94.2 22.3514

微量成分濃度 me/100g 

  
Na2O MgO CaO K2O 

ｐH EC 

草原 1 0.02149 1.97742 4.00668 2.29458 7.68 265μs/㎝ 

草原 2 0.03981 1.97229 3.94749 2.29958 7.59 246μs/㎝ 

バガノール農場 1 1.56045 1.06768 3.43295 0.62953 7.6 365μs/㎝ 

バガノール農場 2 1.4898 0.99936 3.22362 558.172 7.52 358μs/㎝ 

農場 1 0.06703 1.1305 2.17752 2.21672 6.94 884μs/㎝ 

農場 2 0.25111 2.7477 3.08445 3.6455 6.88 923μs/㎝ 

砂漠 1 0.21997 0.72014 6.4952 0.81873 8.8 401μs/㎝ 

砂漠 2 0.1719 0.77539 7.54838 0.63761 9.08 400μs/㎝ 

植樹地 1 0 0.49191 2.48107 1.1133 7.13 183.1μs/㎝ 

植樹地 2 0.01553 0.47835 2.41526 1.11757 7.2 180.6μs/㎝ 
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・内容分析 

 
◇モンゴルスカウト向け 
 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 0 3 2 Q1 自然環境省でモンゴルの草原破壊について有効な情報を得られたか 
Q2 0 0 1 4 Q2 モンゴルスカウトから見て日本スカウトのやる気を感じられたか 
Q3 0 0 1 4 Q3 今回のプログラムを次回に反映できるか 
 

モンゴルスカウトのアンケートではなかなかの高評価を頂いた。日本クルーのやる気がモンゴ
ルスカウトに伝わり何よりである。Q3 の質問では多くの人が次回に反映できると感じているので、
来年度計画する際、彼らの意見を聞いていきたい。 
 
◇日本クルー向け 
 

1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 3 5 3 Q1 自然環境省でモンゴルの草原破壊について公の意見を聞くことができ

たか 
Q2 0 2 6 1 Q2 ゲル、風力プログラム訪問先でモンゴルの草原破壊について一般的な

意見を聞くことができたか 
Q3 0 3 6 2 Q3 モンゴルの農業の現状について聞くことができたか 
Q4 0 4 3 4 Q4 モンゴルの文化（遊牧）を尊重しながらプログラムを進めることができ

たか 
Q5 0 2 6 3 Q5 将来のプログラムを展開するために有効な情報を聞くことができたか 
Q6 0 2 2 1 Q6 農大での研究で有効な成果が得られたか 
Q7 0 5 5 0 Q7 設定した目的に対してどの程度達成できたか 
Q8 0 0 5 6 Q8 自分自身のプログラムに対する姿勢はどうだったか 
 
（1 が 低評価、4 が 高評価） 

 
モンゴルスカウトの評価シートからはこのプログラムが有益であったと見て取れるが、日本クル

ーのアンケートではまた少し違った意見が見て取れる。Q2、Q3、Q7 ではあまり高評価は得られな
かった。その原因として、自然環境省での面会が良い形ではなかったこと、ゲル、風力プログラム
訪問先での情報収集は草原プログラム担当者だけで行ったことが挙げられる。1 番注目すべき Q
７に関しては、「あまり達成できなかった」と 5 人のクルーが考えていることがわかった。今後、プロ
グラムの進め方について考え直す必要がありそうだ。 
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・担当者評価 
 
今回のこのプログラムはその目的からも分かるように、自然環境省の草原破壊の現状に詳しい

方のお話を伺うというスタンスで行った。日本では到底分からなかった草原の現状や草原復活を
目指す運動の展開、草原で生育可能な植物の情報を得ることができ、成果を収められた。しかし
あいまいな返答や表面的な紹介に留まるものも多く、予想と大分異なる展開となってしまった。 

当初の予定では 2 時間の面談であったが、結局先方のスケジュールに不都合が生じ、1 時間程
度で面会は終わってしまった。 

話の公聴とこちらからの質問の他、日本における自然環境破壊の現状や原因、改善への取り
組み等を先方に伝えるミニワークショップのようなものを行えれば、更にうち解けられた形で相互
理解が得られたのではないかと思う。聞き手に回るだけでは、なかなか具体性のある話を引き出
すことは難しいと実感した。 
 
・今後の展望 

 
担当してくださった自然環境省の方から、来年以降モンゴルスカウトと日本スカウト合同で「緑

の長城計画」に参加してはどうかという提案がなされた。計画としての理想は植樹だが、その他に
草原プログラムの一環として自然サイクルへの理解という環境教育の要素を取り入れたワークシ
ョップが開ければより濃いものになると考えている。また、日本の自然環境を紹介する要素を組み
込むことも検討している。 

植樹に参加するだけではせっかくの派遣の醍醐味が薄れてしまうので、ワークショップ等で植
樹の意味（緑の大切さ）を深く伝えられるようなプログラムを展開したいと考えている。 

現在、モンゴルスカウト 1 名を草原プログラムの窓口に置き、来年に向け情報のやり取りを継続
している。 
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■石鹸プログラム 

 
 
 
 
 
・担当者  山本、大谷 
・活動日  2006 年 9 月 5 日 
・実施場所 ウランバートル第 3 地区ゲル地区、モンゴル連盟 
・実施内容 午前に母子家庭向けの石鹸作りのレクチャーをし、午後にモンゴルスカウトと石鹸の 

販売プロセスについてのミーティングを実施した。 
・目的    石鹸作りを通して母子家庭の自立を援助する 
・目標    モンゴルスカウトと共に、石鹸購買ネットワークの構築を目指す。 
・資材    廃油、NaOH(水酸化ナトリウム、石鹸の鹸化用)、空きペットボトル、空き牛乳パック、 

電子量り、ゴム手袋、計量カップ、漏斗、掻き混ぜ棒、椅子、手作り石鹸レジュメ 
・費用    9,322 円 
・協力先   在日モンゴル商工会議所、オルホン大学日本語学科 
 
・タイムスケジュール 
 

9:10 アパート出発 
9:30 第 3 地区ゲル地区到着 

10:00 準備、参加者待ち 
10:45 石鹸作りレクチャー開始 
12:15 石鹸作りレクチャー終了 
12:30 母子家庭の家訪問 
13:00 出発 
13:40 昼食 
14:30 モンゴル連盟到着 
14:45 石鹸ミーティング開始 
16:00 休憩 
16:05 再開 
16:20 石鹸ミーティング終了 
16:45 モンゴル連盟出発 
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・内容詳細 
 
今年の石鹸プログラムでは、午前中に母子家庭の方に対する手作り石鹸レクチャー、午後に石

鹸の購買ネットワークを構築するためのミーティングを行った。本報告書ではその 1 日のプログラ
ムを午前、午後に分けて記述していきたいと思う。 
 
◇石鹸作りレクチャー 
レクチャー 

今年の石鹸作りレクチャーの参加団体は日本クルー、モンゴルスカウト、オルホン大学日本語
学科の学生、母子家庭の 4 団体であった。人数はそれぞれ、11 人、9 人、20 人、6 人の合計 46
人だった。レクチャーはその全メンバーを 3 グループに分け、段階毎に石鹸担当者が石鹸の作成
方法を配布したレジュメに従って説明し、グループがその説明を聞き実際に作成してみるという流
れで行われた。尚、石鹸担当以外の日本クルーは各グループについてサポートにあたった。 
  今年のレクチャー地は昨年の吹きさらしの草原とは違い、ゲル地区の壁に囲まれた庭先で行
われた。そのため風などの障害がなく比較的スムーズにレクチャーを進めることができた。また、
モンゴルスカウト、オルホン大学の学生の中に昨年の石鹸プログラムの参加者がおり、プログラ
ムの大筋を理解していたこともレクチャーのスムーズな進行の助けとなった。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
母子家庭のお宅見学 

レクチャーを終えた後、日本クルーは母子家庭の方の自家の内部を見学させてもらう機会に恵
まれた。母子家庭のお宅ではお菓子を振舞ってもらった。ウランバートル市内に住む大多数の人
はゲル地区に住んでおり、その生活水準の差、特にウランバートルの富裕層の家との差を自分の
目で見ることができたため、クルーにとっては非常に重要な見学となったと思う。 
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◇石鹸ミーティング 
ミーティングでは、昨年作成した石鹸の顛末を聞き、今年のレクチャーを踏まえた石鹸プログラ

ムの今後の展開を、製品、価格、流通、販売促進の 4 点をテーマに話し合った。その 4 点を話し合
う前に、昨年度の石鹸プログラムの顛末の確認からミーティングをスタートした。 
 
昨年のプログラムの顛末 

前年度作成した石鹸はモンゴル連盟内にて800～850Tgで、約50個が販売された。尚原価は
650Tgであり、売上金はモンゴル連盟に留保されているとのことだった。日本側からはその売上金
を母子家庭の方に届けてくれるよう要求をし、受け入れられた。石鹸プログラムが始まって3年で
ようやく母子家庭の元にお金が届いたことになる。 

 
製品 

製品についての話し合いは、今年レクチャーで紹介した石鹸の作成を前提に進められた。そし
てその中の基本的な論点として、材料という論点があった。ミーティングではモンゴルスカウトから
廃油を集めること、モンゴル科学アカデミーから安価にNaOHを入手することが可能であることが
確認された。しかしここでモンゴルスカウト側から当該廃油石鹸の安全性についての疑問の声が
あがったことを記しておかなければならない。そこで我々は、紹介している方法は日本では本やイ
ンターネットのサイトでも広く紹介されている方法であり、我々クルーも実験的に使用し問題がな
かったことを伝えた。モンゴルスカウトとしては、安全性について完全に納得したわけではなかっ
たので、彼ら自身も石鹸工場にいって勉強する機会を設けるということで落ち着いた。 
 
価格 

価格というテーマでは、日モ間の意見が大きく分かれた。それぞれ、モンゴルスカウトは石鹸を
より安価に、日本側クルーはその必要がないという主張だった。モンゴルスカウト側の本プログラ
ムに対する、国内での大規模な販売を想定したプログラム展開という認識と、日本側クルーのチ
ャリティーの意味を込めた、外国人向けの販売を想定した初段階的なプログラム展開という認識
のギャップがあったことが原因である。そこで我々は現実的な方法と、プログラムの挑戦的な意味、
プログラムの発展性と現在の初段階的な位置づけという認識を彼らに対して説明し、 終的に理
解を得ることができた。 

具体的な価格設定として、今年はオルホン大学の購買部にて実際に販売ができることを日本
語学科のアルタイ氏に確認していたので、学生向けということを考慮し400Tgを価格設定した（原
価：200Tg）。その後、観光客向けに販売する場合、価格をもう少し上げても良いという意見でまと
まった。
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流通 
流通のテーマでは、 初に石鹸の作成ペースから話し合われた。石鹸作成イベントを、母子家

庭と協同で行い、そこから石鹸が固まるのを待ち、カッティング・ラッピングを行うと1回の作成に約
1ヶ月かかる。そこから準備・販売を行うことを考慮すれば、年に数回が限度であることが分かる。
しかしながら、価格のテーマでも先述した通りモンゴルスカウトは1年を通しての作成・販売を 初
に考えていた。そのため期間を夏に限定せず、素早く連続的に、安価に作るべきという意見があ
った。しかしそれは 終的に到達できれば良いことであり、本年度から展開していくプログラムの
目標としては不適格である。この点も先の認識のギャップが原因であったが、価格のケースと同じ
ように解決された。 

流通の2つ目の論点として、販売場所があった。本年度こそオルホン大学の購買部での販売を
したいと考えていたため、ミーティングではそこは第1の販売地として決定された。この他にサクラ
ベーカリーというウランバートル中心部、サーカス近くの日本料理レストランでも石鹸を置いてくれ
るという約束をオーナーとした。このように他にも自分達ボーイスカウトの活動、石鹸プログラムの
内容を説明すれば理解してくれる場所があると思われる。そのような場所を両国で模索していくと
いう点を確認して、流通のテーマを終えた。 

連絡担当者を決める段では、モンゴル側がツォモ、日本側が山本という役割が決定された。連
絡手段はE-mailであり、連絡がとれる状態にあることが確認されている。 
 
販売促進 

デコレーションについては、日本側が予め用意したものを参考にしてモンゴルスカウト側が新し
いものを用意するということになった。販売促進とうテーマの話し合いの中で も重要であったの
は、流通のテーマでもあったことだが、活動を説明するような広告・パネルの作成が必要というこ
とであった。石鹸の説明をし、信頼を得てもらうという意味で写真入りのものを、日本語・英語・モ
ンゴル語の3つのバージョンに渡って作成することが決まった。 
 

以上 4 つのテーマを中心に、モンゴルスカウトと有意義な、熱い議論をすることができた。 後
は「Moe―」という日本・モンゴルスカウトのお決まりの掛け声でいい雰囲気の中ミーティングを締
めることができた。 
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・内容分析 
 
日本クルー向け 
 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 3 4 4 Q1 母子家庭の方と交流ができたか 
Q2 0 1 5 5 Q2 石鹸作りの方法を理解し、主体的に教えることができたか 
Q3 1 3 5 2 Q3 ミーティングに積極的に意見することができた 
 
モンゴルスカウト向け 
 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 0 0 9 Q1 新しい石鹸作りの方法はシンプルでわかりやすかったか 
Q2 0 3 3 3 Q2 材料を手に入れて自分達で作ることが出来そうか 
Q3 1 2 6 0 Q3 自分達でこの石鹸をチャリティー販売できそうか 
Q4 0 3 2 4 Q4 今後意欲的に石鹸プログラムを行っていこうと思うか 
 
母子家庭の方、オルホン大学の学生向け 
 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 0 1 14 Q1 石鹸作りを楽しめたか 
Q2 0 1 2 12 Q2 モンゴルスカウトから情報がしっかり伝わったか 
Q3 0 0 1 14 Q3 これからも年に何回かは石鹸作りをしても良いと思うか 
 
（1 が 低評価、4 が 高評価） 

 
上の表は日本クルー、モンゴルスカウト、母子家庭の方・オルホン大学の学生それぞれに向け

て実施されたアンケートの内容と評価の集計をまとめたものである。評価 1 が低評価、4 が高評価
である。 

まず日本のクルーの評価であるが、Q1、Q2 のレクチャーについては全体的に高評価だが、Q3
のミーティングについては積極性という点において評価が分かれたようだ。モンゴルスカウト向け
のアンケートでは、プログラム自体への積極性、やる気は多分に感じられるが、実際販売となると
どうなのかという不安が見て取れる。母子家庭の方・オルホン大学の学生向けのアンケートでは、
石鹸作り自体に興味が持ってもらえているのかを調査したかったため、石鹸の購買システム構築
に関わる質問項目は設けていない。結果を見ると大多数の人がレクチャーを楽しむことができ、モ
ンゴルスカウトとの意思疎通もしっかりできたと判断することができる。 
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・担当者評価 
 

今回コーディネーターとしてこのプログラムに臨むにあたり、私自身気をつけた点があった。そ
れは、3 年前の慶應ローバーの派遣から続くこの石鹸プログラムが、我々が帰国した後も継続さ
れるという仕組みを作ることであった。計画書や実施要綱にも記したように、昨年の本プログラム
の進捗状況の把握もままならないという状態からの脱却は必須であり、そのためにミーティングに
多めの時間を割く必要があった。しかしながら、このような日本側の意思を 100％プログラム内容
に反映してしまうのは危険と判断した。なぜならば、対象の母子家庭が今まで関わった方々と同
一である確証がなく、今年からプロジェクトに加わったモンゴルスカウトもいることを考慮したから
である。以上の点から今年の内容がプログラムの本質を理解しやすいレクチャーとミーティングの
2 部構成となった。 

プログラムを実施してみて、改めてプログラムを展開することの難しさを痛感した。レクチャーで
は事前にモンゴルスカウトとのメール連絡、現地に着いてのミーティングをした後での実施であっ
たが、モンゴルスカウトによる準備不足や在日モンゴル商工会議所との開催地の認識のズレなど
プログラム自体に影響するようなトラブルが生じた。その点をしっかり押さえておくことは必要であ
り、反省事項にも列挙されるべきだろう。しかしながら日本側クルーとしての対応は適確であった
と評価できる。ローバースカウトとなれば自分で状況を把握し、その状況に合わせた可能な限り
の 善の手を打つ技術を身につけているはずである。そして今回のプログラム中に生じた様々な
トラブルはその技能を試すに絶好の機会であった。無事手を打つことができ本当に良かったと思
う。その結果であろうか、母子家庭の方々、またオルホン大学の学生達も本プログラムを大変楽
しんでくれたことが分かり非常に嬉しい。 

ミーティングでは、ローバー対ローバーの話合いのため少々肩の力を抜いて臨むことができた。
私は前日から体調を崩していたため迷惑をかけたが、無事プログラムに臨むことができた。プロ
グラム実施を支えているのは自分達、というよりも自分達の体であることが思い知らされた。石鹸
に限らず、全プログラムに共通して言えることだと思うが、今回はモンゴルスカウトの主体性が光
った。そして石鹸プログラムではその主体性が何よりも重要であり、ミーティングを通して確認でき
たことが何よりの収穫だろう。評価シート上で、石鹸の販売についてモンゴルスカウトが不安を抱
いているのは、プログラムに対しての高みを目指しすぎる姿勢が裏目に出てしまったと分析できる。
まずは実績を積み上げていくことが重要であり、その土台がないと始まらない。環境改善の土台
を固めることが本プロジェクトの日本側の目的であったことを思い出し、ミーティングでその旨を粘
り強く伝えることができたのは意味があった。意見のズレが完全ではないかもしれないが修正さ
れ、一丸となってプログラムを推進する意識が鼓舞される形でミーティングを終えることができた
のはコーディネーターとして喜ばしいことである。その他個人的な意見として、通訳を通すよりも自
らひねり出した英語で伝えた方が格段に意見交換の切れ味が違ったと思う。日本クルー向けの
評価シートの項目、「ミーティングで積極的に意見できた」の評価に起因しているもので英語力と
いう要素は強いはずだ。今後のことを考え、語学では日本語の次に優先しなければならないもの
が英語であることを述べておく。 
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・今後の展望 
 

ここでは、今後の展望を 2 つに分け述べたいと思う。2 つというのはレクチャーとミーティングで
はなく、「石鹸プログラム」と「母子家庭救済」の 2 つである。 

石鹸プログラムにおいてこれから も重要となることは何か。それはモンゴルスカウトへのコン
タクトである。もっと何か大切なことがあると思われるだろうが、私はプログラム継続における全て
の入り口はコンタクトにあると考えている。主要な要素として現地でのプログラム実施状況把握と
意見交換の 2 つが挙げられる。せっかくレクチャーや議論による決め事をしてきたのに、それがど
のように動いているか把握していないようではやりっぱなしのプログラムとなってしまう。昨年はこ
の点が固まっていなかったために、進捗状況が全くわからなかった。現地に行ってみて連盟向け
に売れたということが判明はしたが、それが日本にいながらにして判明していればオルホン大学
への連絡もでき、プログラムをもう 1 歩先に動かすことができたであろう。そしてこの把握ができて
いるからこそ、意見交換ができるのである。今年はプログラム毎の担当者を決めるに至り、昨年と
比べてメールのレスポンスが良い。次回石鹸プログラムを行う時はその事前連絡で得た情報を基
に、 初にミーティングをし、続いて母子家庭との活動を今年と同様に行い、加えてモンゴルスカ
ウトと共に石鹸販売地候補に赴いての宣伝活動をしてみてもいいかもしれない。また、全体評価
のミーティングにおいて時間を多めにとるなどして、プログラムの方向付け、具体的には我々の考
えとモンゴルスカウトとの考えを事前連絡とは別に再確認することが必要だろう。以上が石鹸プロ
グラムの今後の展望である。 

石鹸プログラムは何のために行われたのか。本プログラムは母子家庭の生活を少しでも助け
ようというアイディアから端を発したプログラムであり、それ自体が目的となっている。モンゴルス
カウトとのミーティング中、モンゴルスカウトから石鹸ではなくペンを売った方が、手間がかからなく
早いのではないかというアイディアが出た。実は日本でのミーティングでも似たような意見が出て
いた。しかしペンやそれに相当するものの単純なる仕入と販売では全く意味がないのである。そ
の理由はその一連の販売活動が単なる寄付行為と変わらないからだ。ペンを買って売り、売上金
を母子家庭の援助にあてるくらいならば、高い料金を払い飛行機に乗ってモンゴルになど行かず、
それに必要な経費をまるまるモンゴルの母子家庭に送付した方が効果的である。しかしこのよう
なことを我々はしない。我々のプログラムコーディネートにおいて、決定的な条件はそこに活動が
あるかどうかである。活動という言葉をもう少し詳述すると、母子家庭とその他団体を巻き込んだ
モンゴルスカウトによる協同関係という構図が成り立った上での活動という意味である。そしてこ
の重要な認識は 後のモンゴル連盟ミーティングでも強調した。あくまでも手段としての石鹸プロ
グラムであり、同時にスタート地点としての大事な石鹸プログラムなのだ。その捉え方こそ母子家
庭救済のための活動を成り立たせている根源であると私は考えている。 

モンゴルに限らず地球規模で起こる環境問題、社会問題の原因の中に、経済という要素が占
める割合は間違いなく多い。私自身の学習分野でもある経済は学べば学ぶほど深く、そして残酷
である。 適化によって多くのひずみが生まれ野放しにされている。そのひずみを修復する余裕
がないのが途上国であると思う。大学生年代のボーイスカウトである我々が目指すものは、その
便利であらゆるものに通用し得る経済を、学生としてチャレンジ精神を持ち、ボーイスカウトとして
巧みに活動に繋げて行くことである。 
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・資料 

石鹸作りレクチャー 配布レジュメ（英語・モンゴル語 version） 

 

Making waste oil soap 

саван 

①Put 40ml water into pet bottle 

 

②Put 13g NaOH into pet bottle   DANGEROUS!!!!! 

аюултай!!!! 

③Shake! (3min) 

 

④Put 100g waste oil into pet bottle 
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⑤Shake! (5min) 

 

⑥Put it into a pack 

 

⑦Wait 2～3 weeks→Cutting it and Finish!! 

 

 

 

Coordinated by Sekken boys 
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■ゲルステイプログラム 

 
 
 
 
 
・担当者  大谷 
・活動日  9 月 6 日～7 日 
・実施場所 ウランバートルから北東 50ｋｍの地点 
・実施内容 現地の遊牧民の方のゲルに宿泊させてもらい、乗馬体験をする。翌日に昼食として

肉じゃがをふるまう。 
・目的    ゲルステイを通して、モンゴルの伝統的な生活を体験する。 
・目標    乗馬や現地の料理を通してモンゴルの伝統的な生活を体験する。 

美味しい肉じゃがを振舞い、現地の方と交流を深める。 
・資材    にんじん、たまねぎ、ジャガイモ、牛肉、調味料（現地調達） 
・費用    16,289 円 
・協力先   モンゴル商工会議所 
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・タイムスケジュール 
 
1 日目 

9:00 起床 
10:30 朝礼 
13:00 部屋を出る（運転手待ち） 
13:20 アパート出発 
15:50 亀石（テレルジ）到着 
16:50 亀石（テレルジ）出発 
17:30 宿泊ゲル到着 
18:30 乗馬体験 
19:00 夕食 
22:00 ゲル、ゲストハウスに分かれる 
24:00 就寝 

 
2 日目 

8:00 起床後自由時間 

12:10 肉じゃが完成 

13:00 水源へ行く 

15:00 ゲル出発 

17:00 アパート到着 
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・内容詳細 
 
まず私たちは当初ゲルステイをする予定であったテレルジヘ向けて出発した。しかし到着した所 

はテレルジとは違った場所のゲルであった。モンゴル商工会議所の手違いと、双方の連絡の不十 
分が重なった結果すれ違いが生じ、こちらが認識していた箇所とは違った箇所が宿泊地になって
いた。予定よりも早く到着してしまったため、クルーの希望も加わり当初の目的地であったテレル
ジを観光することに決まった。テレルジには亀石という亀の形をした巨大な岩があり、観光したい
という声があり目的地はテレルジの亀石ということになった。その日のテレルジは風が非常に強く
吹いており、安全面からいくつかの懸念事項はあったものの、通訳のガイドがあるということで、亀
石に登った。テレルジの亀石や、ウランバートル周辺には見られない広大な草原を体験した後に
宿泊予定のゲルに戻った。ゲルではまず客人を招くと必ず振舞われる馬乳酒をいただき、その後
モンゴルのお菓子をいただいた。夕飯までのしばらくの間、ゲルステイの大きな目標の 1 つである
乗馬を体験した。もともとその一家のもとで飼われていた馬で、現地の方の指導を受けた上で1人
ずつ体験した。乗馬をしているうちに夕飯が出来上がり、それをいただきながら家族の方々としば
し歓談を楽しんだ。夕飯を終えると、クルーはそれぞれ家畜を見学したり、現地家族の方にモンゴ
ルについて質問したり、大草原ならではの星の観察などを楽しんだ。そして夜も更け就寝時間の
頃になると、夜の気温がかなり下がるので一晩明かす自信のないものは近くのゲストハウスに泊
まったほうがいいという提案をされ、3 名のクルーが近くのゲストハウスに泊まり、残りのクルーは
予定通りゲルで一夜を明かした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

翌日は朝から雪が降っていたが、雪が止んだ後に馬車に乗ることができた。馬車といっても馬 
に荷台をつなげたような簡易馬車であったが、乗り心地はかなりよかった。その後はもうひとつの
目的であった、私たちが作った肉じゃがを食べてもらうために、肉じゃがを作った。肉じゃがを作る
にあたっては事前にアパートで予行演習をしていたこともあってスムーズに作ることができた。味
のほうに若干の不安があったものの、家族の方にはおいしいといってもらい目標が達成できた。
その後には現地で飼育している馬の乳搾りや、いつも汲みに行っているという近くの清流の水汲
みなどに同行させてもらい、現地の方の生活を生で体験することができた。水汲みから戻ったあた
りで出発予定時刻になってしまったので、家族の方にお礼を言い記念撮影等をした後に現地をあ
とにした。 
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・内容分析 
 

今回のゲルステイの目標としては大きく 2 つに分けることが出来る。 
1.モンゴルの伝統的文化を体験する 
2.日本の文化を肉じゃがを食べてもらうことで感じてもらう 

まず 1 つ目の目標であるが、現地では多くの新しいことが体験できた。家畜の世話の手伝いや、
乗馬、モンゴルの料理など今までには経験したことのない現地の生活をそのまま直に体験するこ
とが出来た。家族の方とも十分に会話することが出来、現地に住む方の生の声も聞くこともできた
ため、モンゴルの伝統的な生活に関して見聞を深められたように思う。また当初の予定にはなか
った亀石などの観光を含めてモンゴルに対する興味や知見が広がった。 

2 つ目の目標である肉じゃがのご馳走であるが、これは事前の予行演習もあり日本で作るもの
とは多少違うものの、満足のゆく完成度で仕上げることが出来た。家族の方にも食べていただき、
非常に好評だった。しかし現地調達の材料ということもあって、日本で作るものと若干の味の違い
があったため、もう少し近づけられれば味に対する反応が違っていたかもしれない。しかし食べ終
えた後には美味しいと言ってくれたので、肉じゃが料理としては成功だったが、日本文化の味を伝
えられたかどうかという点では疑問が残る。全体的に見ると今年モンゴルプロジェクト初参加のク
ルーにとってはどの体験も新鮮なものであり、モンゴルの文化を十分に感じることが出来た 2 日間
であったが、過年度のクルーにとっては新鮮味にかけるものであったかもしれない。 
 
日本クルー向け 

1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 0 0 11 Q1 ゲルステイは楽しかったか 
Q2 0 0 0 11 Q2 ゲルの人々との交流は十分に出来たか 
Q3 0 0 2 9 Q3 またゲルステイをしたいと思ったか 
 
（1 が 低評価、4 が 高評価） 

 
 上の評価シートを見ると、日本側クルーが本プログラムを十分に楽しみ、息抜きができたことが
わかる。 
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・担当者評価 
 
今回のゲルステイの評価シートを見ると、ほとんどの項目で 4 という評価がなされていたことか

らも、日本クルーにとって、また現地の方々にとっても満足のゆくプログラムだったと思う。当初自
分の中で描いていたモンゴルの文化を体験するプランとしては、乗馬や家畜の世話などであった
がそれ以上に現地の方との触れあいが思っていた以上に出来、それはモンゴルの文化を知る上
で重要な経験になったと思う。目標にもある肉じゃがをふるまう計画も成功に終ったといえるので、
全体を通してみればプログラムとしての目標はおおむね達成できたといえる。 

しかし若干名の体調不良者を出すなど生活管理面での反省点が残る。現地は予想していた以
上に気温が低く、薄着で外出するなどの防寒対策が不十分であった。やはり過年度クルーのアド
バイスや、事前に仕入れた情報から予想よりも多めの防寒対策をしておくべきであった。また、本
来の目的地であったテレルジでのゲルステイが出来なかったことも反省点として挙げられる。事前
のモンゴル商工会議所との連絡が不十分であったためであると思われるが、やはり相互の事前
確認の重要さを改めて実感した。しかし、テレルジは昨年のモンゴルプロジェクトでのゲルステイ
プログラムで訪れた場所と同じであったため、新鮮味を感じるという点においても場所が変更にな
ったことはマイナスには働かなかったように思う。実際テレルジの観光もすることが出来て、亀石
などの観光地にも足を運ぶことが出来たので、結果としてはプログラムの内容の充実を手伝った
ように思うが、やはりプログラムの予定には確実性が求められるため、偶然に頼ることなく事前に
完成した予定を組むことのプログラムにおける重要度が大きいように感じた。 
 
 
・今後の展望 

 
今回のモンゴルプロジェクト 2006 は全体的に継続性を意識したものが主であったために、ゲル

ステイプログラムにもそれを持たせることが出来ないかと考えた。過去のモンゴルプロジェクトでも
ゲルステイプログラムは実施されたがその場所は一定ではなかく、今回のプログラムも当初の予
定は去年と同じテレルジであったが、実際はウランバートルからテレルジまでの道中約 50ｋｍの
地点であった。今回ゲルステイをさせて頂いた家族の方々とは予想以上に交流が深められ、クル
ーの帰宅時にはまた来て欲しいという言葉も頂いたので、可能であれば今後も同じ家族の方のも
とでゲルステイをしたいと思う。このプログラムの前提としてあるものが、今までに体験したことの
ないモンゴルの伝統的な生活の体験であり、その対象は過年度クルーというよりは初めてプロジ
ェクトに参加するクルーに重きをおいている。故に今後同じ家族のもとでゲルステイが可能であれ
ば年々更なるプログラムの充実が図れるように思う。これからはモンゴル商工会議所を仲介しな
がら今年の家族の方との連絡をとっていくことが望まれる。 
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■環境プログラム 

 
 
 
 
 
・担当者  関和、嶋崎 
・活動日  2006 年 9 月 8 日 
・実施場所 ウランバートル近郊のゴミ集積所、第 23 区学校 
・実施内容 午前中はウランバートル近郊のゴミ集積場にてゴミ集積場見学を行い、午後は第 23

区学校においてゴミ問題に関するワークショップを行った。 
・目的    モンゴルにおけるゴミ問題の現状をワークショップや施設見学を通じ伝え、子どもたち

やモンゴルスカウトに環境に対する意識レベルの向上、そして今後に繋げるきっかけ
を与える。 

・目標    自国のゴミ問題について現状把握をし、今後どうするべきかを子ども自身に考えさせ
ることによりプログラムの方向性を見出す。また、モンゴルスカウトと共に環境問題の
取り組みについて考える。 

・資材    画用紙、ノリ、はさみ、ダンボール、紙、ペン、黒板、プロジェクター 
・費用    8,021 円 
・協力先   - 
 
・タイムスケジュール 

8:45 アパート出発 
9:00 モンゴル連盟到着（バスで待機） 
9:30 子ども到着 
9:35 モンゴル連盟出発 

10:05 ごみ集積所到着 
10:30 ごみ集積場出発 
11:05 モンゴル連盟到着 
11:45 モンゴルスカウト一時解散 
12:40 昼食 
13:30 出発 
13:45 モンゴル連盟再集合 
14:15 第 23 区学校到着 
14:30 ワークショップ開始 
17:15 ワークショップ終了 
17:30 学校出発 
18:00 アパート到着 
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・内容詳細 
 
◇ゴミ集積場見学 

ゴミ集積場見学は、第 23 区学校の日本語学科の生徒と共に調査シートを用いて行った。日本
スカウト 10 名、モンゴルスカウト 8 名に加え 20 名程度の子ども達が集まり、モンゴル連盟からバ
スでゴミ集積場に移動した。ゴミ集積場では一般の方々や豚や犬などの動物もいたため、安全面
を考慮し全員一緒に行動をした。その際子どもたちは日本語を話すことが出来たため、日本スカ
ウトも子どもたちに様々な視点から見学できるよう促しながら活動を進めていくことが出来た。調
査シートの内容は｢どのような臭いがしたか｣「どのようなゴミがあったか｣｢どのような印象を持った
か｣など、子どもたちのゴミ問題について興味を促すような内容となっていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ワークショップ 

午後は第 23 区学校に移動をした。予定に若干の変更があり、午前中に参加した子どもたちが
若干名と、同じ学校の下級生の子どもたち約 50 名の総勢 60 名近くの子どもたちと共に活動を行
うことになった。手法はモンゴルスカウト 1～2 名、日本スカウト 1 名、子ども 5 名前後の混合グル
ープを 6 グループ作り、主にグループワークを中心にワークショップを行った。 
 
プロジェクターによる復習 

午前中に行ったゴミ集積場見学を午後のワークショップに活かすため、プロジェクターで写真を
表示し質問形式で復習を行った。質問の内容は｢写真を見てどう思いましたか｣｢このゴミが 終的
にどうなるか知っていますか｣｢この写真からどのような被害が起こると思いますか｣の 3 点となって
おり、各班の 1 人 1 人の子どもたちと接しながら進めていくことにより、子どもたちの率直な意見を
聞くことが出来た。自分たちの街のゴミの行方を、実際に見学に行った上級生の話を基に思考さ
せることができ、子どもたちの興味を少し促せたように感じた。しかし、途中プロジェクターの不具
合などが生じた。復習と言えど、事前にしっかりリハーサルをするべきであった。 
 
 
人形劇 

台本と人形を日本スカウトが作成し、人形劇自体はモンゴルスカウトを主体にモンゴル語で行っ
た。内容は羊がゴミを食べて死んでしまうというモンゴルのゴミ問題の深刻さを伝えるような内容
になっていた。 
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エコフォーラム 
人形劇を見た後、グループ毎に円状になり簡単なエコフォーラムを行った。手法としては、担当

者 1 名と通訳が主体となり進行をし、A～F の 6 つの班毎に話し合いを行う形式をとった。話し合い
自体は大きく 4 つに分けて行った。まず 1 つ目に、人形劇のおさらいと問題定義をテーマとした｢ハ
ルモコ（人形劇中の羊）は倒れてしまったけど、どうして街にゴミがあったと思いますか？｣という問
いかけをし、話し合いを行った。2 つ目に、身近なゴミ問題をテーマに｢ウランバートルでは実際ど
のようなゴミ問題が発生していると思いますか？｣という質問をした。そして 3 つ目に解決策への転
換及び事例提示をテーマとし、日本で実際に行われているリサイクル方法を絵などで提示し、実
際にダンボールで作った分別ゴミ箱とペットボトルで作成した剣玉を子どもたちに見せ、休憩時間
を利用し子どもたちに遊んでもらった。そして 後に｢私たちに出来る事～これからの活動へ～｣を
テーマに私たちがこれから実際にどのような活動をしていきたいかということについて話し合いを
行った。そしてそれを各班具体的に 2 つの活動にまとめ、全体会で発表を行った。そして 終的に
全体の班の今後の展望を 3 つの結論にまとめた。 

・ゴミ箱を自分たちで作成し、教室などに設置する 
・ゴミを分別して捨てる習慣をつける 
・都市部を美化する方法を学び、それを自ら他の人々に伝えていく 

このまとめは大人の意見ではなく、子どもたちがこの環境プログラムを通じて出した結論である。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モンゴル連盟ミーティング 

モンゴル連盟ミーティングにおいて、モンゴルスカウトと共に今後の環境問題への取り組みにつ
いて話し合いを行った。そして、モンゴルスカウト側の担当者がテムカ、日本側の担当者が関和と
なり、今後環境問題について取り組んでいくことを決定した。具体的なプログラムは今後のモンゴ
ルスカウトのミーティングを基に進めていく方針である。 
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・内容分析 
 
日本クルー向け 

 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 0 1 10 Q1 子どもやモンゴルスカウトと積極的に交流が出来たか 

Q2 0 1 3 7 
Q2 子どもたちがゴミ問題について興味を深めるフォローは出来た
   か 

Q3 0 1 5 5 Q3 今回の内容に子どもたちは興味関心を示していたか 
 
 

集計結果を見ると、積極的に交流は図れたものの、子どもたちの興味・関心を引き出す要素が
足りなかったことが読み取れる。今回は試行錯誤の元で行ったプログラムだったため、コミュニケ
ーション重視となってしまった。日本側の知識不足や子どもたちへのフォローの方法が不足してい
たと判断できるだろう。 
 
 
子ども達向け 

  1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 2 3 37 Q1 ごみ問題についての意識はあがったか 
Q2 1 0 6 35 Q2 ワークショップの内容は分かりやすかったか 
Q3 1 2 3 36 Q3 今後主体的にゴミ問題に取り組もうと思ったか 

 
 
 
 

 
（1 が 低評価、4 が 高評価） 

 
上記の表は、プログラム終了後に子ども達にとった評価シートの集計結果である。全体的に 4

という高評価が得られた。この結果から、子どもたちが今後積極的に取り組もうとしている意思が
読み取れる。そして意識レベル向上という目的もある程度達成されたと判断できるだろう。 
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・担当者評価 
 
今回コーディネーターとしてこの環境プログラムに携わってきたが、1 番反省すべき点は計画段

階からの準備不足が目立った点である。実施要綱作成の際も、直前になり当初の予定を大幅に
変更し、十分に煮詰めることの出来ないまま出発することになってしまった。そして実際プログラム
直前にも準備不足が発生し、クルー全体で準備をすることになった。子どもたちに 1 番近い形で接
することの出来るプログラムだからこそ、事前準備をしっかりしておくべきだったと反省している。 

だが、予想に反してプログラム自体は円滑に進んだ。ゴミ集積場見学に関しては、子どもたちを
集団で行動させるなどの安全対策にも十分に気を遣うことが出来た上に、子どもたちが日本語を
話せるということもあり、コミュニケーションも各自でとることが出来た。しかし、集積場を見学する
際に、勉強をしに来ているという意識が足りなかった。目の前の状況だけにとらわれすぎたため、
観光の気分が多少あったように感じた。そこで真剣に暮らしている人や生計を立てている方々に
とっては失礼な態度であった。そして許可を取るなどの事前に調査できることも怠っていた。昨年
も実施したから大丈夫だという浅はかな考えだったのだろう。次回からは事前調査をしっかり行い、
どのような視点や態度で臨むのかという意識作りの点も考えていきたい。それに加え、プログラム
自体に気を取られ調査シートの回収を怠ってしまった点が心残りである。 

午後のワークショップに関してはほぼ計画通りに進んだが、子どもの人数など多少の変更が生
じた。しかし、クルーやモンゴルスカウトがとても協力的だったため臨機応変に対応が出来た。こ
れは本当に感謝すべき点である。そして子どもたちの様子を見ていて率直に感じたことは、とても
積極性があるということだ。自分から主体的に取り組もうとする姿が大いに見られ、運営する側と
してとても嬉しく感じた。そして話し合いの様子を見ていても、ほとんどの子どもたちが飽きることな
く問題に取り組み、上級生や歳の離れた大人と話し合っているにも関わらず、自分の意見や考え
をはっきり伝えている姿が見受けられ安心感を覚えた。そして子どもからも｢現在自分たちが置か
れている状況を再認識し、今後自分達がどうしていけばいいのかということを真剣に思考すること
が出来た｣という意見も聞けたため、進行の方針としては良かったと思う。そして 後にとったアン
ケートによって、モンゴルでのゴミ問題についての現状についてリアルな意見を聞くことが出来た。
この統計結果は今後環境問題について取り組んでいく上で重要なデータとなるだろう。 
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・今後の展望 
 
今回環境プログラムを行った結果見えてきたことは、モンゴルは国としてもゴミ問題に取り組も

うという意識は年々向上しているものの、具体的な政策はまだ行われていないということだ。そこ
で、私たちが出来ることという視点で考えた場合、やはり今回子どもたちやモンゴルスカウトが提
示してくれたアクションプランを具体化することが 適であると考えた。 

まず、子どもたちが提示してくれた上記の 3 点のアクションだが、このまま子どもたちだけで継続
させていくことは難しい。そこで、モンゴルスカウト自身もゴミ問題について主体的に取り組む意思
があることを確認し、今後子どもたちと共に月 1 回程度のペースで継続してくれると約束してくれた。
その具体的な内容としては、今後のミーティングによって決定していく方針で決定したが、大まか
にはゴミ問題についての意識作りを行っていく内容となっていくだろう。これは今後のモンゴルスカ
ウトとの双方の連絡が重要となってくる。日本スカウト、モンゴルスカウト共に 1 つの目的に向かっ
て取り組んでいく意識作りから始めていこうと思う。 

そして懸念事項としては、今後の発展性が挙げられる。アクションプランとして提示した｢ゴミ箱
を自分たちで作成し、教室などに設置する｣｢ゴミを分別して捨てる習慣をつける｣｢都市部を美化
する方法を学び、それを自ら他の人々に伝えていく｣の 3 点においては、意識作りの活動としては
発展性があるものの、今後具体的にモンゴルのゴミ事情が大幅に改善されるかというと中々難し
いものがある。例を挙げると、2 点目の分別する習慣をつけるというプランにおいては、各家庭で
の分別の概念が解消されても、モンゴルにゴミ処理をする施設がなければ何も改善されない。こ
のように、1 つの問題が解決の方向に向かったとしても、国として取り組んでいかなくてはならない
事態が発生してくるのだ。そしてその改善策の 1 つとして考えられるのは、自然環境省が行ってい
る環境問題プロジェクトに、スカウトとして積極的に取り組んでいくということだ。  

今回自然環境省訪問の際に、ゴミ問題についての取り組みについて伺う機会があった。その際
国としてもゴミ問題についてのプロジェクトを進めているので、ボーイスカウトとしても積極的に携
わって欲しいという返答を頂いた。このような機会を十分に活用することによって、直接自然環境
省に働きかける機会が得られると共に、今後の方向性や発展を具体的に模索していけるのでは
ないかと考えた。 

話し合いをしている中で、ゴミ問題についての知識不足も目立った。今回自国の問題について
考え提案してきたが、次のステップとしてモンゴルと日本だけに縛られず、様々な国のゴミ問題へ
の取り組みを調査するのも 1 つの手だろう。私たちの現在の知識では上記の 3 点のプランが出た
が、新しい視点から考えることにより、取り組みの幅も広がってくるのではないだろうか。まだ模索
段階であるこのプログラムを、今後は視野を広げ取り組むことを提案していきたいと思う。 

今後の展望としていくつか具体的な提案をしてきたが、客観的に見ればとても大規模なものに
感じるだろう。しかしこれは、我々のような大学生であっても、積極的に働きかけることによって大
きく変化するのではないかと感じたからである。今回モンゴルの方々は物事に対してとてもポジテ
ィブであり、1 つ 1 つの問題について真剣に取り組もうとしている意思を強く感じた。これは発展途
上国の諸問題を改善する1番大切となってくる要素であろう。そしてこのプロジェクトは継続性があ
る。今後長い目で見た際に、私たちが積極的そして主体的に携わることによって少しずつ変えて
いくことが出来るのではないだろうか。その土台作りを、ボーイスカウトというネットワークを 大限
に活かし、作り上げていきたい。 
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・資料 
話し合い議事録（抜粋） 
～ウランバートル市内のゴミ問題について～ 
・ゴミ箱がない（ゴミ箱を作りたい）  
・道でゴミを燃やしている→人体にも悪い  
・ゴミを運ぶトラックがない  
・ゴミは自然にとって悪い  
・ゴミを拾う人々は残飯を食べている  
・着ている服で古くなったものは親類にまわす  
・食べ残しは犬にやっている  
・畑や川の汚染が進んでおり、人体にも被害が及んでいる  
・そもそもゴミ箱に捨てようという意識がない  
 
 
人形劇台本 

“What Can I do for our future” 
Scene1 
Narrator: This is the story about sheep whose name is Harumonko and a girl whose name is Haine. 

They are very friendly each other and they used to play in the glass land everyday. 
Haine: Here we go Harumoco ! 
Harumoko: Baa  
N: Today, they walk around the glass land, and suddenly Harumoko ran away. 
Hai: Where are you, Harumoko? 
N: Haine is looking for him. 
Haru: Baarr……( he feel painful) 
Hai: What’s up, Harumoko? ( She feels desperately) 
N: Haine realizes Horumoko is feeling bad. Harumoko ate plastic bag because he mistook garbage 
for food.  
Haru: Bar…Bar…. 
Hai: Don’t die, Harumoko! ( She is crying) 
N: Harumoko lost his consciousness, and Haine is thinking why Harumoko was damaged like this. 
Suddenly, Haine realized that there is much garbage around here, in Mongolia. 
-----The picture of garbage----- 
N: What do you think of this picture? They should throw away their garbage into garbage can and it 
is common in the world. What can we do to improve this bad situation?  
 
Scene2 
Hai: Harumoko, I don’t want to see such situation, what can we do? 
N: Haine is thinking, and talks over the matter with her brother. 
Haine: I do not want to see that Harumoko is suffered, so what can I do? 
Brother: Haine, um….. 
N: they are discussing. 
Bro: Let’s go outside, and ask the people around here! In these days, they started to consider the 

garbage problem, Hine, you will be the pioneer. 
Hai: Can I be the pioneer? 
Bro: You are the only one who will be the pioneer! Harumoko also want you to do. 

Don’t mind! 
Hai: I see...I’ll try it!! 
N: Haine got the courage, and she decided to do what she can do at first. 
Hai: Let’s begin with picking garbage up and I’ll ask the public people for help. 
N: And Haine decided to pick the garbage up!  
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Scene3 
N: Next day, Haine walks around the city while she is picking up the garbage, and she got surprised 
to see the great amount of the garbage.  
Hai: I didn’t realize such terrible situation. 
N: There are a lot of PET bottle, and garbage. Then, a stranger spoke of Haine. 
Stranger: Hey, what are you doing? 
Hai: I’m picking up the garbage. 
St: For what? 
Hai: My deer sheep, Harumoko, was suffered from the garbage. I do not want to see such a bad 

shape, so I decided to reduce the amount of the garbage. 
St: I see, as a fact, I am worried about same things.  I’ll help you, Haine! 
Hai: Thank you! I’ll do my best! 
N: Haine got more courage, and she makes it a rule to clean the city everyday. 
N: one month have passed, the city is getting more and more beautiful. 
Hai: Let’s make a garbage can! 
Bro: That’s a good idea. 
Hai: we should separate garbage according to type. 
Bro: Yes, and we should to recycle. 
 
 

～明日の為に出来ること～ 
シーン1 
ナレーター：このお話は、羊とハイネのおはなしです。ふたりは生まれたときからら仲がよく、いつ

も一緒にモンゴルの草原を駆け回っていました 
ハイネ：ハルモコいくわよー。 
ハルモ：めー 
ナレーター：今日も２人は草原でお散歩していました。すると、ハルモコが急に走りだし、何処かに

行ってしまいました 
ハイネ：ハルモコー、どこに行ったの？ 
ナレーター：ハイネはハルモコを探します。 
ハルモコ：めぇええぇえ………（息苦しそうに） 
ハイネ：ハルモコ！？（必死な様子で） 
ナレーター：ハルモコの様子がおかしいことにハイネは気づきました。なんとハルモコはゴミのビニ

ール袋を餌と間違えて食べてしまったのです。 
 
「ピーポーピーポー」 ハルモコは救急車で動物病院に搬送されました。 
 
ハルモコ：め…めぇ… 
ハイネ:ハルモコごめんね、気づいてあげれなくて。死なないでー。（泣きながら） 
ナレーター： ハルモコはそのまま意識不明の重体となってしまいました。ハイネは考えました。ハ

ルモコはどうしてこんなことになってしまったのか。そしてハイネはモンゴルの街にゴ
ミが溢れていることに気がつきました。 

 
街にあふれるゴミの写真① 
 
ナレーター:みなさんはこれをみてどうおもいますか？ゴミはゴミ箱にすてる。これは、人間として基

本的なマナーです。街にゴミがあふれると、ハルモコのような罪のない動物達が被
害にあってしまいます。皆さんはこういったことをなくす為に何ができるでしょうか？ 

シーン2 
ハイネ :ハルモコ…。もう二度とハルモコのような被害者を出したくないよ…。私に出来ることって

なんなのだろう。 
ナレーター:ハイネは考えました。自分に何か出来ることはないのだろうか？そして、お兄さんに相 

談をしました。 
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ハイネ：ねぇお兄ちゃん。ハルモコのようなかわいそうなひつじを二度と出したくないの。どうしたら
いいのかな？ 

兄:ハイネ。お前はとてもいいことに気がついたね。うーんどうしたらいいのだろう。 
ナレーター：お兄さんとハイネは考えます。 
兄:そうだ、街の人々に声をかけてみてはどうだろう？今、街のみんなもゴミ問題につい 

て真剣に考え始めているんだよ。ハイネ、お前が先駆者になるんだよ。 
ハイネ:お兄ちゃん…私に出来るかな…？ 
兄:お前がやらなくて誰がやるんだよ。ハルモコもそれを望んでいるはずだよ。大丈夫、街のみん

なは協力してくれるはずさ。 
ハイネ:わかったわ。私やってみる。お兄ちゃんありがとう！ 
ナレーター: ハイネはお兄さんに勇気をもらい、自分の出来ることを精一杯やることに決めました。

そして考えました。 
ハイネ:まずは毎日ゴミ拾いをしよう。街の人に声をかければ手伝ってくれるはずだわ 
ナレーター：そしてハイネは次の日から毎日1時間ゴミ拾いをすることにしました。 
 
シーン3 
ナレーター：次の日になり、ハイネはゴミを拾いながら自分の街をまわってみることにしました。歩

いていると、ハイネは街のゴミの多さにびっくりしました。 
ハイネ：私はこんなにたくさんのゴミに今まで気がつかなかったのね…。 
ナレーター：そこにはペットボトルや紙くずなどが散乱していました。 

そこへ、珍しがった街人が声をかけてきました。 
街人A：ハイネ、何をしているんだい？ 
ハイネ：ゴミを拾っているの。 
街：なんでそんなことをしているんだい？ 
ハイネ：実はね、私の愛羊のハルモコがゴミを食べて病気になっちゃったの。もう二度とそのような

被害を出したくないから、少しでもゴミを減らそうと思って… 
街：そうだったのか…。実は私もこの街のゴミをどうにかしなくてはいけないと思っていたんだよ。

よし！ハイネのためだ、私も手伝うよ。 
ハイネ：おじさん本当に！？ありがとう。私もがんばるわ。 
ナレーター：ハイネはさらに勇気づけられ、ゴミ拾いに励みました。毎日毎日、休むことなく、ハイ

ネはゴミを拾い続けたのです。 
それから1ヶ月。街は少しずつ綺麗になっていきました。 

ハイネ：そうだ、ゴミ箱をつくろう。 
ハイネは思いつきます。 

兄：それはいいアイディアだね。 
ハイネ：ゴミにもいろんな種類があるわ、分別しないといけない 
兄：そうだね、リユーズできるものはリサイクルしないといけない 
ハイネ：これでよし。 
兄：上手にできたね。 
ハイネ：これを街の人が集まるところ、例えば建物の入り口とか、バス停とか。 
兄：ちゃんとこれがゴミ箱っていうことをみんなに教えてあげないといけないね。 
ハイネ：そっか、ゴミ箱もちかえられちゃったらこまるからね 
ナレーター： ハイネとお兄さんはゴミ拾いを続けているうちに、街を綺麗にしようとする意識が芽

生えてきました。そして、それは街の人々にも伝わっていきました。街全体がゴミ問題
について考えるようになったのです。次第にハイネたちと共にゴミを拾ったり、分別作
業をする人々も増えていきました。 

 
～1年後～ 

 
まちは以前と打って変わってきれいになりました。花咲く丘で、ハイネはぼうっと空を見上げていま
した。 
 
ハイネ：明日のために出来ることってなんだろう？ 
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■風力発電プログラム 

 
 
 
 
・担当者  関口、陰山 
・活動日  9 月 10 日(日)～12 日(火) 
・実施場所 ゴビ県ウルジート村 
・実施内容 風力発電機の設置、ナランツァルト都市建設大臣との会談及びナーダムの見学 
・目的    モンゴル国非電化地域に風力発電機を設置することにより、電力が無いことに由来

する、都市への人口流入、ストリートチルドレン、母子家庭の増加などの社会問題の
解決を目指す。 

・目標    安全な風力発電機の設置、電力の安定供給。 
・資材    スコップ、つるはし、スパナ、レンチ、ドライバー、ニッパー、ハンマー、ワイヤー、ワイ

ヤークリップ、ワイヤーカッター、発電機セット 
・費用    128,959 円 
・協力先   桜美林大学 Asia Wind Ring、モンゴル商工会議所、ナランツァルト財団 
 
・タイムスケジュール 
1 日目 

7:15 アパート下でモンゴルスカウトと合流 
7:30 アパート出発 
8:55 オボーにて祈る 

10:40 休憩 
13:30 昼食(ツーリストゲルにて) 
15:30 ツーリストゲル出発 
17:05 休憩(ラクダに遭遇) 
19:30 ウルジート到着 
21:30 夕食 

22:00 夜の集い 
23:00 大臣と会合 
25:00 就寝 
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2 日目 
 

6:45 起床
7:00 朝礼 
7:45 朝食 
8:30 出発 

11:00 休憩 
15:00 休憩（昼食） 
17:00 出発 
19:55 休憩 
22:30 アパート到着(解散) 

 
3 日目 
 

7:10 起床
7:30 朝礼 
8:00 朝食 
9:40 出発 
9:55 ドゥンゲンソレ到着 

10:05 ドゥンゲンソレ出発 
10:15 車足止め 
10:20 徒歩で山頂を目指す 
10:45 山頂到着 
10:50 演奏拝聴 
11:30 下山 
12:00 車脱出 
12:20 ナーダム到着 
12:40 競馬出走 
14:30 モンゴル相撲 
16:00 陰山、関口風力発電プログラムへ 
18:50 全員到着 
19:00 風力発電プログラム合流 
20:30 終了 
20:40 砂丘に登る 
21:15 終了 
21:45 夕食 
22:35 ミーティング（モンゴルスカウトと共に） 
22:50 終了 
23:00 夜の集い 
24:00 就寝 
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・内容詳細 
 

首都ウランバートルからウルジート村までの移動は、バスを 2 台借りて行くことになった。2 台あ
るので日本側スカウトとモンゴルスカウト側で 2 つのグループに分けて移動することにした。移動
時での緊急連絡がある場合には無線機を使用した。尚、風力発電機の設置活動もこのグループ
で分かれて作業することとした。 
1 班:陰山、嶋崎、林、山本、青柳、関和、テムカ、ビー、スーカ 
2 班:関口、大谷、佐野、竹之下、中川、藤木アドバイザー、オルゴ、オユカ、ツォモ 

移動は休憩時間を含め、約 12 時間の長旅となった。 初はアスファルトの舗装された道路であ
ったが、途中からは草原や砂漠道の走行となった。長時間の移動に加え、舗装されていない道で
の車の大きな揺れが心と体を更に痛めつけた。所々で休憩を取りながらウルジート村を目指し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇風力発電機設置 
作業手順 
1、コンクリートブロックをアンカーとし、それを地中に埋める。60 センチ四方の穴を基につき 3 カ所

堀り、埋める。ブロックの中心部に穴が空いているので、ワイヤーを通してから埋め直す。 
2、3 つのコンクリートブロックの中心部に、支柱を立てる。設置台を、地面にペグで固定し、そこに

支柱本体を取り付ける。 
3、発電機本体の製作。発電機部分に羽根を取り付け、固定する。 
4、発電機を支柱に取り付ける。 
5、立ち上げる。この時に、3 本のワイヤーの縮め具合を均等にしないと、発電機が直立しないだ

けではなく、自動的に風の吹く方向を向かなくなってしまうので気をつける。 
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設置作業 
ナーダムが終了予定時間を回ったが、まだ競技が行われていたため、全員ではなく担当者で

ある関口と陰山が先に療養所に戻り、準備等を開始することにした。刻々と日没に近づいてきた
ので、それが 善の策だったと思われたからである。クルー全体とは、支柱の立ち上げ作業から
の合流となった。 

まず作業手順 1 で示した通り、コンクリートブロックを地中に埋めたものをアンカーとし、支柱の
組み立てを行った。羽根部分の作成は、羽根を羽根と発電機とのジョイント部とボルトで固定した。
そして支柱のワイヤー設置部分にワイヤーを通し、ワイヤークリップで固定、各ワイヤーの先端部
をワイヤーに通し、ワイヤークリップをつけた。あとは支柱上部に付いているワイヤーを引き支柱
を立ち上げ、ワイヤーを張り、ワイヤークリップで固定した。 初に立ち上げた時は、支柱が真っ
直ぐではなく、少し傾いたりしていたので、ワイヤーの張り具合を変えながら、真っ直ぐになるよう
に何度も微調整を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナランツァルト大臣との話し合い 

プログラム初日の夜に、ナランツァルト都市建設大臣がウルジート村に帰省された。そこで、無
理をいって風力発電プログラムについて話をさせてもらった。その話し合いに参加したのは、プロ
グラム担当者である 2 人と藤木アドバイザー、中川、そして通訳をしてくれた大臣秘書のドルジ氏
である。会ってすぐにナランツァルト氏から、自分達が遠い所から時間をかけやって来たことに、
素晴らしくガッツのある青年達だとのお褒めの言葉を頂いた。 

 
自分達が話し合った事項として質問形式で以下に示す。 

 
1.昨年の発電機の取り外しの理由について 
Q：発電機は結果的に必要無かったのか、使い物にならなかったのか。 
A：実際にここの療養所ではディーゼル発電によって賄っているので、非電化地域のゲルに住む
遊牧民たちの手に渡った。 
 
2.設置の必要性について 
Q：ここに今年もまた発電機を設置することは良いことではないのか。 
A：設置してくれてかまわない。ここで今年も発電機が動くことを確認して、自分達が用意してきた
ことを出し切ってほしい。そして今年もまたどこかのゲルへ供給する予定である。 
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3.発電機の行方について 
Q：去年の発電機がどこにいって、現在どこにあるのかわかるような資料はあるのか。 
A：そういった資料もちゃんと存在し、ちゃんと保管してある。 
 
4.資料入手について 
自分達が日本に帰ってから、保管場所の資料を入手できるか。今年の建てた発電機の行方につ
いての資料を入手できるか。 
A:もちろん資料を送って手元に届くようにする。 
 
このようにしてナランツァルト氏と話し合いを行い、設置後の事後活動として大事な、発電機の行
方やどのように利用されているかがわかる資料送付の約束を果たすことが出来た。 
 
 
ナーダムの見学 

当初は予定に無かったが、モンゴルの夏の祭典であるナーダムを、ナランツァルト都市建設大
臣のご好意によって見る機会を得た。本来のナーダムは、競馬、モンゴル相撲、弓射の 3 種目が
行われるが、今回は競馬とモンゴル相撲の2種目であった。競馬は、平均年齢6歳の少年少女が
大きな馬を操るダイナミックなもので、近くを通過した時には迫力があった。やはり操る側の子供
と馬にも差があるのか、ゴール地点では、上位と下位でかなりの時間の差があった。ある 1 人の
少年の負けて泣いている姿が忘れられない。彼らにとっては、それだけ真剣勝負なのである。 

モンゴル相撲は、いま日本の相撲界で活躍するモンゴル出身の力士の原点であり、これもまた
迫力に満ちていた。勝者が行う舞いが非常に印象的であった。力士のコスチュームで胸が開けて
いるのは、昔、女性ということを隠し、男性よりも強いチャンピォンがいたそうで、相撲は男の競技
であるため、性別を隠せないように今のような胸が開けているコスチュームに変わっていったそう
だ。また、競技中は馬頭琴などで音楽が奏でられていた。モンゴルの伝統行事に触れることがで
き、とても貴重な体験を味わうことが出来た。 
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･内容分析: 
 
日本クルー向け 

 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 1 4 5 Q1.あなたは楽しく活動できたか 
Q2 0 0 5 5 Q2.あなたはモンゴルスカウトと協力し合って活動したか 
Q3 1 3 4 1 Q3.あなたはこのスタイルのプログラムを続けるべきだと思うか 
 

 
 平均値 分散値 
Q1 3.4 

 
0.488889 

 
Q2 3.5 0.277778  
Q3 2.7 0.9  
 

Q1 と Q2 では平均値は 3 周辺だが、分散値が約 0.49 と 0.28 と大きく異なる。即ち、Q2 では解
答された数値にばらつきがあったことがわかる。モンゴルスカウトと協力出来た者と出来なかった
者のばらつきが出た。 

Q3 の平均値は 2.7 と低いけれども、分散値は 0.9 と大変大きい。即ち、日本クルーの中に「今後
このプログラムを続けるべきかどうか」という質問に対する大きなばらつきが確認できるので、クル
ー内に温度差が見て取れる。この原因として考えられるのは、やはり計画していた風力発電のプ
ログラムそのものの実施が満足に行えなかったことに対する感想が、2 分されたためではないだ
ろうか。当初の目的が満足に遂行されないプログラムならば、今後続けていく価値はないと見たク
ルーと、こういった予想外の展開はありつつも、来年度以降もこのスタイルのプログラムを続ける
価値があると考えたクルーがおり、様々な観点からの評価が為された結果と言える。 
 
モンゴルスカウト向け 
 

 1 2 3 4 質問内容 
Q1 0 0 0 4 Q1.このプログラムは楽しかったか  
Q2 0 0 0 4 Q2.子供たちはこのプログラムの意味を理解できたと思うか  
Q3 0 0 1 3 Q3 あなたはこの活動に積極的に参加したか 
 
（1 が 低評価、4 が 高評価） 

 
 

モンゴルスカウト側の評価はこちらの不手際で、プログラムに参加した6 人中 4 人の評価しか得
ることが出来なかった。 

少人数ではあるが、統計を取ってみると、一目瞭然のようにほとんどが 高評価の 4 を示して
いる。これはモンゴルスカウトが風力発電プログラムを、理解しようと努めてくれたからである。そ
れによってプログラム自体を楽しむことが出来たと言える。 
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・担当者評価: 
 
風力発電プログラムは 3 日間の行程のうち 2 日間を移動に費やした。長い道中のバスの中で

は、眠る時間が大半ではあったが、モンゴルスカウトと母国の歌を歌い合ったり、ゲームをして遊
んだりと、仲もより深められて嬉しかった。 

ナーダムの見学では、普通ならば経験出来ないような催しを見ることが出来て興奮した。しかし、
ナーダムの時間が予定より延び、発電機の設置活動に担当者 2 人が、ある程度の行程まで進め
ることを余儀なくされ、 初から 後まで全員で設置活動をすることが出来なかったことが、担当
者としては非常に残念であった。しかし提供側の方達も私達のためにも開いてくれているので、や
はりそこは感謝の気持ちでいっぱいである。 

当初、実施要綱の段階では現地の子供達に、何故発電機を建てるのかというようなレクチャー
付きの紙芝居を行う予定であったが、実際に行ってみると子供達を集められず、予定していた紙
芝居をすることが出来なかった。事前に現地の状況等を確認出来なかったことや、連絡先相手の
方と十分な連絡が取れなかったことが反省点である。また、紙芝居をモンゴル語訳にして用意し
てくれていた、モンゴルスカウト側の担当者にお詫びをしたい。 

今回の風力発電プログラムは、現地に行ってみないと分からないことが多々あり、モンゴルスカ
ウトや、他の日本クルーを不安にさせることが多かった。これは日本での準備段階の時に、現地
の連絡先であるドルジ氏と十分な連絡を取り合えなかったことにある。また、今回現地に行ってみ
て初めて去年設置した風力発電機が移動していることを知った。風力発電プログラムに関して、
準備期間中に去年設置した風力発電機がどのようなことになっているか、渉外を通してでも把握
することが、1 番力を入れてやらなければならなかったものであったと今になって深く反省している。
担当者として責任を持ち、連絡がつく手段をもっと考え実行する努力が出来たのかもしれない。ま
た現地で予定が変わった後の対処にも、反省すべきである。 

発電機の設置では今年も去年と同様、マルチン社の発電機だったため、去年経験している陰
山を筆頭にスムーズに作業を進めていくことが出来た。クルー全員が参加した後は、みんなで協
力して無事に発電機を立てることが出来た。羽根が回り、電球が点灯した時は嬉しく思えた。 

また設置後の砂漠体験では、本当にサラサラの砂丘で驚いた。みんなで走り回ることができて
高に楽しかった。 
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・今後の展望: 
 

モンゴルの都市部では、日に日に風力発電機が受け入れられる土壌は少なくなってきている。
それは当然のことながら多くの地域で電気が通り始めているからだ。電気だけではない。過年度
クルーによれば、ウランバートル市内は去年よりも遥かに家が増えているという。そのようにモン
ゴルは絶えず進化してきている。またそれとは逆に、まだ電気が通っていない地域も多く存在する
だろう。先に述べた通り、去年、今年と設置した風力発電機は非電化地域のゲルへ贈られる。ま
だそのような需要がある限り、自分達にはこのような活動を続けていく意味があるのではないだろ
うか。だからこそ今は自分達が出来ることを 大限に発揮していきたい。そのためにはナランツァ
ルト氏からいち早く資料をもらい、またモンゴルスカウト側の連絡担当者であるオルゴとも連絡を
取り合って、モンゴルの現状について話し合っていくことが大事である。 

また今回のようにナランツァルト氏を通じて間接的にどこか必要とされる場所に風力発電機を
移動してもらうよりも、次回以降は実際に風力発電機を必要としている場所へ自分達が直接赴き、
そこで設置活動をすることが 適ではないかと、担当者の私は考えている。 
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・資料: 
 
実施予定であった紙芝居 
 
 
紙芝居 
今日私たちは、環境問題、特に気候変動のことについての紙芝居をやりたいと思います。 
みんなには紙芝居の間、いくつかの項目に対して考えてもらいたいと思います。そしてこのシートを 
埋めてもらいたいと思います。 
紙芝居が終わった後に、風力発電機をみんなと一緒に建てたいと思っています。紙芝居の中で風 
力発電機の建て方を教えます。 
もし何か質問等があれば私達に言ってきて下さい。 
 
それでは始まり、始まり〜！ 
 
-略称説明- 
ナ:ナレーター 
サ:さくら（砂漠化した土地から逃げてきた羊） 
モ:モン太（草原に住んでいる聞き手の馬） 
 
ナ）：ここは中央モンゴルの草原です。ある日ゴビに住んでいる 1 匹の羊がここにやってきました。ど

うしてこの羊はゴビから逃げてきたのでしょう。 
 
さ）：私はゴビの羊です。名前は「さくら」。私はゴビに住んでいたのだけれど、そこに住むことが出来

なくなったの。 
 
ナ）：そこに馬のモン太がやってきました。 
 
モ）：や～さくら！どうして君の古里のゴビには住めなくなったの？ 
 
さ）：何故なら暖かくなってきたからなのよ。その結果、草原は消え砂漠が広がったわ。食べる草が

無くなれば、生きることが当然できなくなる。砂漠が広がったのは、なにも 気候が暑くなった天気
のせいだけではないの。人間がヤギや私達ヒ ツジなどの動物をたくさん飼いすぎて、私達家畜
が草の芽を食べ尽くしてしまったり、農地にしようと井戸を掘って引いた水に、塩分がたくさん含ま
れたりしたため、かえって草木が育たない地面になってしまったのよ。 

 
ナ):ではここで、みんなでどうして気温が上がってきているか考えて、周りの友達と話合ってみましょ

う。話し合ったら、自分の考えをシートの No1 の部分に記入してみて下さい 
 
5～10 分 
 
ナ):終わったかな。あなたの意見を聞かせて。 
 
意見を聞く 
 

 66



モ):気温が高くなって干上がっただけじゃなくて、家畜が大きな原因だったりするんだね。  
 
ナ):モンゴルでは夏の平均気温がここ数年間で上がっているんだって。みんなここに住んでいて気

付いたかな?夏は気温が上がって冬は気温が下がり、ゾドに襲われているよね。ここ数年、それで
家畜が1000万頭も死んじゃっているんだ。  
ここモンゴルだけじゃなくて、世界中でこのような問題は起きているんだよ。そしてこのまま気温が
上がりすぎると、南極や北極の氷が溶けて、海の水の量が増えたりしてしまうんだ。  

 
ナ):未来の地球はこのままだとどうなってしまうかな?絵に描いてみよう。 
 
絵を見せてもらう。 
(学生は自分の絵をみんなに様子等を説明) 
 
モ):あ〜なんて深刻な問題なんだ。どうやって私達は地球温暖化に対して行動を起こすことが出来

るんだろう。  
 
さ):それはとても難しいわ。地球温暖化について考えて行動することは、私達にとって未来と同様に

重要なことなんだわ。世界中のみんなで協力し合って危機を防止しなければならない、とっても大
事な事なの。  

 
ナ):では私達がこのような環境問題に対して出来ることが小さなこ とでも何かあるかな。話し合って

みましょう。そして、グループの考えをNo.2に書いてください。  
 
(グループごとで話し合い 20～30分)  
全てのグループ各々の考えを発表 
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■モンゴル連盟ミーティングプログラム② 

 
 
 
 
・担当者  竹之下、青柳 
・活動日  9 月 14 日 
・活動場所 モンゴル連盟本部 
・活動内容 プロジェクト全体と各プログラムの反省点や評価、今後の展望を話し合った。 
・目的    各プロジェクトに対する反省、改善方法の模索。  
・目標    モンゴルプロジェクトの今後の継続性を約束する。 
・資材    画用紙、模造紙、ペン 
・費用    - 
・協力先   - 
・タイムスケジュール 
 

8:30 アパート出発

8:50 モンゴル連盟到着

9:30 モンゴル連盟ミーティング開始

9:30 全体評価

9:40 風力ミーティング

9:50 環境ミーティング

10:05 休憩

10:15 草原ミーティング

10:50 農業ミーティング

11:00 休憩

11:10 石鹸ミーティング

11:30 プロジェクトの今後の展望について

12:15 モンゴル連盟ミーティング終了

12:30 モンゴル連盟出発
 
・内容詳細 

 
司会は青柳、書記は竹之下が行った。まず、全体的なプロジェクトの反省、評価をクルーリーダ

ーの陰山が行い、その後各プログラムの担当者が事前に準備した資料を基に、プロジェクトの反
省、評価を発表した。その際、モンゴルスカウトとの意見交換をしたり、次の派遣でのモンゴル側
のプログラム担当者を決めたりした。 後に、プロジェクトの今後の展望を皆で話し合い、モンゴ
ル側のクルーリーダーや渉外を決定し、これから密に連絡を取り合っていくことを約束した。 
以下に決定したモンゴル側の役割分担を示す。 
 

クルーリーダー：      Bee (ビー) 
渉外：            Tsoom (ツォモ) 
風力プログラム担当者： Olgil (オルゴ) 
環境プログラム担当者： Temka (テムカ) 
草原プログラム担当者： Suurika (スーカ) 
石鹸プログラム担当者： Tsoom (ツォモ) 
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・内容分析 
 
反省点、評価の話し合いは、日本クルーの事前準備が整っていたため、円滑に進めることがで

きた。今後の展望についての話し合いは、モンゴルスカウトが積極的に発言する場面が見られ、
今後も継続的にプロジェクトを進めていこうというモンゴル側の積極的な姿勢が受け取れた。しか
し今回のミーティングの 大の評価すべき点はモンゴル側と今後も連絡を確実に取り合えるよう
な体勢を整えた点である。具体的にはモンゴル側のクルーリーダー、渉外、各プログラムの担当
者を決定し、パソコンでのチャットが可能であるアプリケーション、MSN メッセンジャーのアカウント
を全員作成するように勧めた。そして、帰国後もモンゴルスカウトに働きかけ、全員とメール、チャ
ットのやり取りができるようになった。この連絡網を活用しモンゴル側と連絡を絶やさないようにす
れば、次のプロジェクトに大きく繋がる成果が得られるだろう。 
 

 
 
 
・担当者評価 

 
多くの日本クルーは体調が優れなかったが、 終ミーティングを有意義なものとするために前

日の深夜まで資料の準備を行っていた。このような努力により、 終ミーティングは非常にスムー
ズに行われた。 終ミーティングは次のプロジェクトに繋がる重要なプログラムであるので、今回
のように事前準備を綿密に行うことが重要である。また、モンゴル側のクルーリーダー、渉外、プ
ログラム毎の担当者を決めたり、連絡体勢を整えたりするなど、来年度に繋がるような成果が得
られたことにより、派遣前にモンゴルスカウトと意見交換を行うことが可能になった。この連絡網を

大限に活用し、次の派遣ではモンゴルスカウトが準備段階から積極的に参加したり、モンゴル
側が提案したプログラムを展開したりすることを可能にしたい。 
 
・今後の展望 

 
今回築き上げた連絡体勢を基に、モンゴルスカウトと密に連絡を取り合い、次回からモンゴル

側がプロジェクトの企画段階から参加できるようにしたい。また、モンゴルでの現状やモンゴルスカ
ウトからの意見を聞くために、月に 1 度、MSN メッセンジャーを使い、モンゴルスカウトと日本クル
ーの話し合いの場を作りたい。 
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日程詳細 

 

◇8 月 31 日（木）1 日目 

【出 国】

 7:15 日暮里駅（京成線乗り場改札前） 

 8:50 成田第一ターミナル到着 

 9:00 全員集合 

10:00 写真撮影後手続き 

11:30 手続き終了 

11:45 自由時間 

12:30 写真撮影（屋上にて） 

13:00 出国 

13:25 韓国行き飛行機搭乗 

16:05 ソウル到着 

16:47 自由時間 

19:30 ウランバートル行きチェックイン 

20:35 ソウル出発 

23:40 ウランバートル到着 

24:30 モンゴルスカウト再会後車に乗り移動 

25:15 アムカ歌う 

25:45 アパート到着 

27:30 就寝 
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◇9 月 1 日（金）2 日目 

【観光、科学アカデミー会談】 

8:00 起床 

8:30 朝礼 

9:00 朝食 

9:30 全体装備確認 

10:00 出発、バス乗り込み 

10:30 フラワーホテル到着 

10:45 ウヌンドゥル新聞社到着 

11:05 取材開始 

11:30 取材終了 

11:50 テレビ取材（代表関口君） 

12:15 昼食（モンゴルバーベキュー） 

13:40 出発 

14:15 モンゴル科学アカデミー 

15:00 農場着 

16:10 農場出発 

16:55 ノミンデパート到着 

17:30 ノミンデパート出発 

17:55 環境 NGO の方と食事（フラワーホテル） 

19:55 終了、出発 

20:45 アパート到着 

21:00 リーダーミーティング 

21:30 全体ミーティング 

24:00 就寝 
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◇9 月 2 日（土）3 日目  

【モンゴル連盟ミーティング】 

7:30 起床 

8:20 朝礼 

8:40 アパート出発 

8:55 モンゴル連盟到着 

9:15 モンゴル連盟ミーティング開始 

9:45 自己紹介ゲーム 

10:20 石鹸ミーティング 

11:05 風力ミーティング 

12:15 昼食（新世紀） 

13:00 昼食終了、出発 

13:15 草原ミーティング 

13:35 農業ミーティング 

13:50 環境ミーティング 

14:25 休憩 

15:20 環境ミーティング終了 

15:30 休憩後文化紹介 

16:45 交流会終了 

17:00 モンゴル連盟出発 

17:25 夕食（フードコードにてモンスカと共に） 

19:05 買い物（ノミンデパート） 

19:35 集合後出発 

19:45 入浴（フラワーホテル） 

20:30 フラワーホテル出発 

21:00 アパート到着 

21:30 リーダーミーティング 

22:00 全体ミーティング 

24:00 就寝 

 

 72



 

◇9 月 3 日（日）4 日目  

【農業プログラム】 

5:50 起床 

6:10 朝礼 

7:00 部屋出発 

7:15 アムカ事故、出発 

9:45 バガノール着 

10:30 全体ミーティング 

12:00 ミーティング終了 

12:10 昼食 

13:45 出発 

14:10 子どもと共に活動開始 

15:45 バガノール出発 

19:30 夕食開始 

20:25 夕食終了 

20:40 アパート到着 

22:00 リーダーミーティング 

22:30 全体ミーティング 

23:23 ミーティング終了 

24:00 就寝 

 

 73



 

◇9 月 4 日(月)5 日目  

【草原プログラム】 

 各自起床 

11:00 生活管理買い出し 

12:30 ネットカフェ 

13:45 セレモニー 

14:00 出発 

14:35 自然環境省到着後対談 

16:15 対談終了 

16:30 ザイサントルゴイの丘到着 

17:45 ザイサントルゴイの丘出発 

18:45 買い物（ノミンデパート） 

19:00 集合後出発 

19:30 夕食（コリア料理） 

20:45 アパート到着 

21:00 リーダーミーティング 

21:35 全体ミーティング 

22:10 ミーティング終了 

24:00 就寝 
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◇9 月 5 日（火）6 日目  

【石鹸プログラム】 

7:00 起床 

7:30 朝礼 

9:10 アパート出発 

9:30 活動場所到着 

10:00 準備、手違いの件迎えにいく 

10:45 レクチャー開始 

12:15 レクチャー終了 

12:30 母子家庭訪問 

13:00 出発 

13:40 昼食（ファーストフード） 

14:30 昼食終了後モンゴル連盟へ 

14:45 石鹸ミーティング開始 

16:00 休憩 

16:05 再開 

16:20 石鹸ミーティング終了 

16:45 モンゴル連盟出発 

17:00 スフバートル広場到着 

17:15 モンゴル通信取材開始 

18:05 取材終了 

18:35 夕食（イタリアン） 

19:50 出発 

20:15 アパート到着 

21:30 リーダーミーティング 

22:10 全体ミーティング 

22:30 ミーティング終了 

24:00 就寝 
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◇9 月 6 日（水）7 日目  

【ゲルステイプログラム 1 日目】 

9:00 起床 

10:30 朝礼 

13:00 部屋を出る（運転手待ち） 

13:20 アパート出発 

15:50 亀石到着 

16:50 亀石出発 

17:30 ゲル到着 

18:30 乗馬体験 

19:00 夕食 

22:00 ゲル、ゲストハウスに分かれて宿泊 

24:00 就寝 
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◇9 月 7 日（木）8 日目  

【ゲルステイプログラム 2 日目】 

8:00 起床後自由時間 

12:10 肉じゃが完成 

13:00 水源へ行く 

15:00 ゲル出発 

15:40 ザハ到着 

17:00 ザハ出発 

17:20 入浴（フラワーホテル） 

18:10 フラワーホテル出発 

18:40 夕食（新世紀） 

19:40 出発 

20:00 アパート到着 

21:15 リーダーミーティング 

22:00 全体ミーティング 

23:00 ミーティング終了 

25:00 就寝 
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◇9 月 8 日（金）9 日目  

【環境プログラム】 

7:15 起床 

7:20 朝礼 

7:30 朝食 

8:30 外に集合 

8:45 アパート出発 

9:00 モンゴル連盟到着（バスで待機） 

9:30 子ども到着 

9:35 モンゴル連盟出発 

10:05 ゴミ集積所到着 

10:30 ゴミ集積場出発 

11:05 モンゴル連盟到着 

11:45 モンゴルスカウト一時解散 

12:40 昼食（monglia first restorant） 

13:30 出発 

13:45 モンゴル連盟再集合 

14:15 第２３区学校到着 

14:30 ワークショップ開始 

17:15 ワークショップ終了 

17:30 学校出発 

18:00 アパート到着 

18:45 アパート出発、モンゴルスカウトと食事 

22:40 アパート到着 

23:00 ミーティング 

24:00 就寝 
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◇9 月 9 日（土）10 日目  

【休養日】 

― 各自起床 

11:00 ミーティング 

― 各自作業 

14:30 自由行動（ノミンデパート、ネットカフェ） 

17:00 ノミンデパート前集合 

17:20 フラワーホテル到着 

17:50 フラワーホテル出発 

18:10 夕食（sakurabecry） 

19:00 出発 

19:30 アパート到着 

20:10 リーダーミーティング 

20:40 全体ミーティング 

21:30 ミーティング終了 

22:00 就寝 
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◇9 月 10 日（日）11 日目  

【風力発電プログラム 1 日目】 

 

6:00 起床 

6:20 朝礼 

6:25 朝食 

7:15 外に集合 

7:30 アパート出発 

13:30 昼食 

15:30 ツーリストゲル出発 

19:30 ウルジート到着 

22:00 夕食後ダンス 

23:00 大臣と会合 

25:00 就寝 
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◇9 月 11 日（月）12 日目  

【風力発電プログラム 2 日目】 

7:10 起床 

7:30 朝礼 

8:00 朝食 

9:40 出発 

10:00 ドゥンゲンソレ到着 

11:45 下山 

12:00 車脱出 

12:20 ナーダム到着 

16:00 陰山、関口風力発電プログラムへ 

18:50 全員到着 

19:00 風力発電プログラム合流 

20:30 終了 

20:40 砂丘に登る 

21:15 終了 

21:45 夕食 

22:30 夕食終了 

22:35 ミーティング（モンゴルスカウトと共に） 

22:50 終了 

― 各自就寝 
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◇9 月 12 日（火）13 日目  

【風力発電プログラム 3 日目】 

6:45 朝礼 

7:45 朝食 

8:30 出発 

15:00 休憩（昼食） 

17:00 出発 

22:30 アパート到着 

22:50 ミーティング開始 

23:15 ミーティング終了 

― 各自就寝 
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◇9 月 13 日（水）13 日目  

【休養日】 

― 各自起床 

11:00 ネットカフェへ 

13:00 石鹸班タミラーさんと会合 

14:30 新聞社より新聞受け取り（スフバートル広場） 

15:00 アパート着 

16:30 リーダーミーティング 

17:00 全体ミーティング 

18:00 パーティー 

23:00 アパート帰宅 

25:00 就寝 
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◇9 月 14 日（木）14 日目  

【モンゴル連盟ミーティング】 

7:00 起床 

7:20 朝礼 

8:30 アパート出発 

8:50 モンゴル連盟到着 

9:30 モンゴル連盟ミーティング開始 

9:30 全体評価 

9:40 風力ミーティング 

9:50 環境ミーティング 

10:05 休憩 

10:15 草原ミーティング 

10:50 農業ミーティング 

11:00 休憩 

11:10 石鹸ミーティング 

11:30 プロジェクト今後の展望 

12:15 モンゴル連盟ミーティング終了 

12:30 モンゴル連盟出発 

13:00 昼食 

14:00 各自買い物（ノミンデパート、フラワーセンター） 

15:00 集合後出発 

15:30 アパート鍵紛失 

16:15 アパートへ入る、各自撤収 

21:00 終ミーティング 

21:30 荷物積み下ろし 

22:15 アパート出発 

22:45 チンギス空港到着 

23:30 チェックイン 
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◇9 月 15 日（金）15 日目 

【帰 国】  

1:20 チンギス空港出発 

4:20 ソウル到着 各自自由 

8:45 ソウル出発 

11:25 成田空港到着 

11:45 解散式 

12:00 解散 

 

 

 85



クルー業務 

■クルーリーダー 陰山 

 

派遣前:クルーの募集、海外派遣申請、ミーティングの主宰 

派遣中:朝礼、ミーティングの主宰 

派遣後:実施報告書の作成、日本連盟への報告 

 

評価•反省: 

ここでは、「クルー業務」としてのクルーリーダーについて記そうと思う。業務として明確なもの以

外はクルーリーダー総括及び個人評価で記す。 

まず、私自身クルーリーダーというものがよくわからなかった。全員がそうであるが、始めての

担当でもある。昨年度からの引き継ぎがうまくいったかと言えば、否である。何故なら日本連盟に

海外派遣となったことにより、新しい業務が多々発生し、それが大きな負担となり、他の業務に支

障がでたからである。そういう意味でもクルーリーダーには柔軟な対応、自ら考えて行動すること

が求められていたのであろう。 

クルーの募集であるが、新入生が大学に入ってくることを見据えて、1月の終わりから準備を始

めた。始めた時期に関しては、遅すぎも早すぎもしなかったであろう。しかし、プロジェクトとモンゴ

ルに興味があるスカウトを探すことは非常に困難であった。昨年度は個人旅行の集合体として渡

航したため、大規模に広報することが出来なかったが、派遣終了後からプロジェクト自体の広報を

行っていれば、興味のあるスカウトも出てきたのかもしれない。幸い今年度は広報が出来るような

ので、積極的に行ってほしい。  

今回の募集は昨年度クルーの個人的つながりや参加した行事などで広報を行い、メンバーを

集めた。富士顕彰など日本連盟の行事ではスカウト活動に対して意欲のあるスカウトが集まってく

る傾向が高い。そのような場で広報を行うことは、募集という面でもプロジェクトの広報という面で

も非常に有効である。来年度以降も是非行ってほしい。 

反面、今回は大学ローバーでの広報はあまり行わなかった、数名のクルーが農大や RING ミ

ーティングに赴き、募集を行ったが集まらなかった。プロジェクトに参加することは、参加スカウトの

研鑽ばかりでなく、ローバーリングの活性化にもつながる。後輩を育てるという意味でも、自分たち

のしてきたすばらしい経験を次世代につなげるという意味でも、大学ローバーからの参加を積極

的に求めるのもよいと思う。 

次に海外派遣申請であるが、今回は新宿2団の事業として申請を行った。派遣6ヶ月前に日本

連盟に申請書ついていなければならないということで、2006年2月の時点では地区に提出してい

た。この時期に関しては問題無いと思うが、地区、県連を通して書類を出す場合、どこで止まって

しまい、問題になり、提出が遅れてしまうかわからない。常に地区、県連と連絡を取り、状況把握

につとめることかが大切である。 
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また、県連を跨いだ事業の場合、責任の所在の曖昧さから承認されることが非常に難しい。今

回も、東京連盟のアドバイスで参加スカウトの全県連盟に渡航する旨と計画内容を通知するまで

承認がおりなかった。もし東京連盟に赴きアドバイスを聞かなかったら申請は通らなかったかもし

れない。 

ここで一番言いたいことは、人を説得するときは実際に赴いて直接話すべきだということである。

今回私自身も日本連盟、東京連盟に赴きアドバイスを頂いた。メールで全てが済まされる時代で

あるが、人を相手にしているのだから、面と向かって話すことは非常に重要である。ましてや私た

ちより年上の方々を相手にする場合は、失礼の無いように行いたい。 

ここに記すのが適当なのかはわからないが、「登録2年未満のスカウト」の申請について記した

い。日本連盟の規定では海外派遣に参加できるスカウトは登録2年以上のスカウトである。しかし、

大学ローバーが多いという状況から、この規定を満たすことは非常に難しかったし、これからも問

題にあるであろう。全てのクルーが「派遣員」として参加できるよう全力を尽くしたが、規定であると

いうことからその件については却下された。「派遣員」として認めることに重きを置き、説得を続け

ることも可能であったが、それによって派遣事業自体が承認されない可能性があった。事業自体

が認められなければ、モンゴルでスカウトとして誇りを持って活動し、それを報告することが出来な

くなってしまうので、苦渋の判断ではあったが、今回は派遣員名簿には載せなかった。しかし該当

する2名には「スカウト」としてモンゴルに渡航し制服を着て活動して欲しいと強く思っていたので、

国際紹介状の申請を行った。 

このように、私たちの理想とは完全に合致しなかったが、クルーの派遣申請については 善の

方法をとれたと思っている。このように申請においてでさえ難しい判断を迫られるのだから、クルー

リーダーは活動に関してばかりでなく、規定やボーイスカウトの仕組みについても学ぶ必要があっ

た。 

後に、次回以降のクルーリーダーに残しておきたいことがある。クルーリーダーの業務は目

に見えるものは非常に少ない。申請でも非常に大きな労力を必要とする割に、目に見えた私たち

への影響は少ない。しかも決定は自分で下さなければいけない。何が正しい決定かも自分で判断

しなくてはならない。大変ではあるが、得るものは大きく、これはクルーリーダーにしかできない経

験である。このような経験を出来ることに感謝し、困難を乗り越えてほしい。 
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■プログラム業務担当サブリーダー 青柳 

 

派遣前:各プログラムの総括、プログラム計画の進捗状況の確認、コーディネーターの補佐 

派遣中:プログラム実施、プログラム評価シート管理 

派遣後:報告書プログラムコンテンツのまとめ役、派遣後も続くプログラムの総括 

 

評価•反省: 

プログラムサブリーダーを任されたものの、仕事の把握がなかなかできず、多くのクルーに迷惑

をかけた。今思えば、海外派遣が初めてという自分の立場と、過年度メンバーがいたことに甘えて

いたと思う。特に、プログラムの選定や、計画書への突っ込みはプログラムサブリーダーの業務で

あるにも関わらず、あまりできなかった。 

このように派遣前に関われなかったことを踏まえ、派遣中全てのプログラムに万全の準備で取

り組めるような体制を整えることを個人的な目標と定めた。そのため、途中からではあるが、翌日

行われるプログラムの流れを担当者と共に確認するための時間をリーダーミーティングの前に設

け、抜けているところがないか確認し、全体ミーティングにおいて再度コーディネーターから翌日の

流れを説明してもらうことで、担当として関わっていないクルーにも流れが分かるように試みた。 

様々なトラブルなどはあったものの全体的にみて、今回のプログラムはどれも成功したと私は、

確信している。それは、もちろんプログラム担当者の努力の賜物であるが、クルー全員がプログラ

ムに対する積極的な姿勢を持ち続けたことも大きな要因なのだと思う。 

ただ、今回のプログラムは、私たち日本クルーが考え、モンゴルスカウトと共に実施したものが、

ほとんどであった。そのため、日本人が考えるモンゴルにおける社会問題をプログラムとして取り

扱ったような気がしてならない。やはりモンゴルについて一番知っているのは、そこに住み、生活

しているモンゴルの人々である。よって次年度は今回の派遣の成果の1つであるモンゴルスカウト

とのコミュニケーション手段を活用し、彼らにプログラムについての意見を求めるとより一層よいも

のができると私は考える。 
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■クルー業務担当サブリーダー 関口 

 

派遣前:ミーティングの開催及び進行等、各クルー業務の進行状況の確認、航空券の手配、パス

ポートの管理、派遣グッズの発注 

派遣中:朝礼の進行、各クルー業務の確認 

派遣後:クルー業務の確認、報告書クルー業務コンテンツの取りまとめ 

 

評価•反省: 

海外派遣はおろか、スカウト活動もほとんど経験の無い私にとって、クルー業務サブリーダーを

任された時は、未知の世界に飛び込んだ気分であった。飛び込んだのは業務についてだけでなく、

人間関係についても同様であった。クルー業務と、クルーと打ち解けるという作業が同時進行の

状態にあった。各クルー業務の進行状況の確認など、自分がしっかりと把握し管理しなければな

らない。しかし、自分がついていくことに精一杯の状態になってしまい、引っ張っていくはずのリー

ダーが逆に過年度メンバーなどに助けられる形になってしまった。これはクルー全体のレベルを

落とす結果に繋がることであり、大変責任を感じた。経験者は去年よりも派遣の質を上げ、ずっと

上を目指しているのに足踏みさせる状態にさせてしまい、今考えてみてもその点で反省すべき点

である。 

航空券の手配では、前回担当の山本からアドバイスを受け、早くから動くことが出来た。よって

モンゴル建国800周年記念で混雑が予想されたが、通常の価格よりも安く、そして余裕を持って手

配が出来たのではないだろうか。また今年はビザが必要無かった分、スムーズに手配を行えた。

ただ忘れてならないのが、陰で派遣に大きく関わってくれた協力団体である。航空券手配で言え

ば、旅行会社の存在である。クルーの渡航キャンセルや追加、金沢出発組の手配など、自分達に

大きく関わってくれている。これを当たり前だと思ってはいけない。深く感謝の念を表したい。 

また、クルー担当というだけあってクルー業務の調整や把握、確認だけでなく、クルーのチーム

ワークの形成も大事な役割であった。複数の人が集まれば当然のごとく捉え方や考え方が異なり、

それを 1 つにまとめあげるのもクルー業務担当サブリーダーの役目であったように思う。現地から

帰り、振り返る段になってやっとやるべきことが見えてきたりし、後悔する部分も多々ある。それを

踏まえてこの反省を今後活かしていきたい。 

クルー業務に始まり、クルー業務に終わる。大袈裟ではなく、それ程クルー業務は派遣に大き

な影響を与えるものであり、円滑に行わなければならない。その大事さをもっと強く意識して望む

べきであったというのも反省である。 

クルー業務担当サブリーダーはそのようなことを踏まえ、来年もまた態勢を整えて挑んでいく必

要がある。 
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■渉外 竹之下 

 

派遣前:モンゴル商工会議所とのコンタクト（宿泊先手配、プログラム訪問地手配）、モンゴル連盟

及びモンゴルスカウトとのコンタクト、モンゴル科学アカデミーとのコンタクト（石鹸プログラ

ムの協力依頼） 

派遣中:協力団体・個人とのコンタクト、モンゴルスカウトとのコンタクトのリード 

派遣後:協力団体への連絡、モンゴルスカウトとの連絡体制作り、モンゴルスカウトとのコンタクト 

 

評価•反省: 

派遣前はとにかく見えない相手と本当に現地で会えるのかが不安で毎日のようにウルジー氏

やモンゴル連盟のアムカやセタ氏、科学アカデミーのタミラー氏に連絡していた。宿泊先・バスの

予約、顔もみたことの無い人々とのコンタクト。不安でいっぱいだった。そんな時、日本クルーには

全て私の責任だと言われ続け、義務だと自分に言い聞かせ作業を続けてきた。私は何のために

こんなことやっているのだろうという思いだった。しかし、モンゴルに着いて大勢のスカウトに迎えら

れ、滞りなくアパートにも到着した時、自分の努力が報われた気がして感動した。そして、毎日の

モンゴルスカウトや他の団体の方々と会うたび自分の仕事がとても重要であることを実感でき嬉し

かった。派遣後にはモンゴルスカウトと連絡を取り合い、お互いのプロジェクトへの熱が冷めない

ようにしている。 

派遣全体を通しての渉外業務の反省点を挙げてみると、まず、宿泊先や現地生活に関わるよう

なことはモンゴル連盟に依頼するべきであった。費用が少々かかっても安心して宿泊できる場所

を確保すべきだ。また、各プログラムの前日には、コーディネーターが必要無いと言っても協力団

体やモンゴルスカウトに事前連絡を入れておくことも大切である。更に事前連絡がアムカに伝わっ

ていなかったことも大きな反省点である。今回の派遣で作成した連絡網を 大限に活用し、モンゴ

ルスカウトが準備段階から積極的に参加できるようなプロジェクトにしていかなければならない。

後に、派遣前に本当に親身になって相談に乗ってくれた大塩先輩、遊ぶなと喝を入れてくれた

加藤先輩に感謝の意を伝えたい。先輩方に教わったことはこれからの私の人生にも役立つと思

う。 
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■会計 山本 

 

派遣前:会計ルール設定、助成金調査・申請書作成、予算書作成、参加費設定・徴収、資金管理、

金銭出納帳管理、領収書管理、両替 

派遣中:両替、資金管理、各所支払い・交渉、食費設定、金銭出納帳管理 

派遣後:両替、参加費管理、金銭出納帳管理、決算処理、決算書作成 

 

評価•反省: 

昨年渉外を務めた私が、今年会計というクルー業務を希望したのは裏方として適確に仕事をす

るという特色に惹かれたからである。会計業務は極めて細かくて地味な要素で構成されているが、

実際行ってみてそのやり甲斐と責任の重大さを経験することができた。 

私は、会計として派遣準備段階の初期から助成金の申請業務に当たっていた。とは言うものの

その類の書類作成などの業務は全くの未経験であり、会計的な数字を伴う書類作成よりも、派遣

の目的や内容を概括し限られたスペースに正しく記入していくという業務が中心であった。挑戦的

な意味でいくつかの財団に申請したが、結果的に助成金を獲得することができなかった。次の派

遣に向け、学生という若さが反映され、環境問題に限らない活動を支える助成金を模索する必要

があるだろう。 

派遣中は通貨両替をし、プロジェクト中発生する全ての費用を把握し支払い、通帳記入していく

という業務が主であった。この業務自体は正確に行ってきたつもりであったが、何故かズレが生じ

てしまった。原因は不明だが、このようなことを未然に防ぐ手としては、複雑な会計処理が予想さ

れる場合多少手間がかかっても単純な会計処理を繰り返すことを意識しておくという手があると思

う。来年度以降の会計には、急がば回れという言葉を残したい。そして派遣中 大のミスであった

と思われる事件があった。それは、風力発電プログラムの際、一時会計ファイルと現金が私の管

理下を離れるという私の過失であった。車の中に忘れただけでスリなどに遭ったわけではなかっ

たが、派遣費の消失は派遣中止に関わる問題である。反省だけでは済まないところであった。迷

惑をかけたクルー、モンゴルスカウトには改めてお詫びしたい。 

振り返ると反省事項も多いが、自分が目立たないところで派遣を支えてきたという自負がある。

アパートで休憩中もパソコンに向かったことは良い刺激になった。会計はレストラン新世紀の店員

とも仲良くなれる非常にお得なクルー業務であることを記しておく。 
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■生活管理 大谷、林、佐野、中川、大河原 

 

派遣前:生活管理ルール設定、予防接種の呼びかけ、派遣備品リスト作成、個人装備リスト作成、

派遣備品調達 

派遣中:クルーの健康管理、食料・水の調達、備品の管理・運搬 

派遣後:派遣備品残り物リストの作成 

 

評価•反省:  

今年から生活と装備が 1 つになった生活管理という業務ができた。これは昨年、生活の備品を

誰が管理するかが曖昧だったため、今年は仕事を 1 本化させようということでできた。昨年装備を

させてもらった者としては、生活の備品が管理しやすく 1 本化して良かったと思う。来年も生活管

理という業務でいくと良いだろう。 

今回の反省点は、派遣中の健康管理を徹底できなかったことである。健康調査シートを事前に

用意しなかったため、体温、便通など直接本人から聞くという管理体制になってしまい、聞き漏れ

が目立っていた。派遣で一番大切な健康という面を疎かにしてしまったことは深く反省している。ま

た、空港のオーバーバゲッジをもっと意識すべきだった。かなりの制限オーバーにより、チェックイ

ンカウンターで全体装備を個人装備に分散させる手間を取ってしまった。しかし、備品管理につい

てはぬかりなく仕事ができた。派遣前の備品調達や派遣中は、管理を徹底することで派遣に備品

の問題から支障がでることはなかった。 

今年はモンゴルの生活環境が改善されたせいか、病人が昨年に比べ減っていて殆どのクルー

が予定通りプログラムに参加できた。生活管理はクルーの健康状態を把握し、病人に薬を与える

ことくらいしかできないので、生活管理に頼るのではなく、病気になる前の各自が健康管理を徹底

すべきである。 
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■記録 嶋崎、関和、山中 

 

派遣前:議事録の作成、記録装備（ビデオカメラ、PC、デジカメ等）の手配、計画書の取りまとめ及

び編集、実施要項の取りまとめ及び編集 

派遣中:行動記録の作成、カメラ・ビデオの撮影、写真データ・ビデオテープの管理、モンゴルスカ

ウトへの写真データ及び日本クルー名簿の配布 

派遣後:報告書コンテンツの列挙、タスク割り振り、報告書の編集、写真データの整理、データ配

布・管理、映像編集 

 

評価•反省: 

今年度の派遣で特に反省すべき点は、記録クルー内、メンバー内でのタスクの振り分けの失敗、

それに伴っての実施要項作成時にコンテンツ提出や訂正作業を含めた一連の作業を確実に行え

なかった点である。 

プロジェクト全期間を通して、記録の仕事の多くは書類の作成であり、この書類作成作業をいか

にうまくこなすかが記録業務の肝になる。計画書などの編集作業を例に取ると、編集から完成ま

での作業過程において、仕上げ作業やレイアウトの校正作業など 1 人で作業をこなしたほうが良

い場合もあり、訂正作業や細かい表の作成など複数人で取り組んだほうが作業効率のいい場合

もある。先に述べた反省点を改善するためには完成まで 1 つ 1 つの作業過程をできるだけ事前に

挙げ、さらにそれを適当なメンバーに対し分業の指示を的確に出し、さらに作業完了までのバック

アップを綿密に行うことである。 

改善点に付随して、記録業務の多くは PC のスキルや、写真・ビデオの撮影技術がある程度必

要になってくる。記録業務を行っていく上で、個人個人がスキルアップを行うのが理想であるが、

派遣前までに基本的な撮影技術や機器に関する簡単な知識を得ることも重要であると派遣中に

痛感した。 

提出期限の遅れは、結果的に記録の負担になる、編集に当てる時間が少なくなればなるほど、

細かな仕上げ作業に当てる時間が少なくなり、書類自体のクオリティが下がってしまう羽目になる。

提出期限に遅れてしまう理由は色々あるが、プロジェクトの質を高めるためにも提出期限は全員

が必ず守るよう努力しなければならない。 

以下、業務内容を派遣前、派遣中、派遣後に分け、気になった点を評価・反省する。 

 

派遣前: 

主な仕事は上記のとおり、派遣に関する様々な書類の作成及び、編集作業、記録装備の準備

である。記録装備で重要なのは言うまでもなく、デジタルカメラとビデオである。ビデオの調達に関

しては直前まで調達先が曖昧であったが、 終的に陰山のビデオとバッテリー、加藤先輩から予

備用のバッテリーをそれぞれ 1 個ずつ拝借し、これらを派遣公式ビデオとした。 

デジタルカメラに関しては事前集会で話し合い、個人装備のデジタルカメラから 1 つ選びそれを

派遣公式カメラとして指定し、公式カメラを中心に撮影する事にした。 
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議事録については山中が中心となり作成と提出を行った。本人が議事録作成に慣れていること

もあり、内容を除き十分であった。議事録の評価として要点の整理や、論点、結論に至ったプロセ

スを明確にし、全体を整理して文章に表し、それをもってメーリングリストに提出できれば尚よかっ

た。 

書類の編集作業は主に嶋崎が主体となって行った。企画書と計画書に関しては予定通り提出

できた。実施要項については大いに反省すべき点がある。プログラムコンテンツの提出の遅れや、

細かな訂正作業、書類フォーマットの統一が出来てなかった事が原因で編集作業の他に思いの

他時間がかかり、完成予定を大幅に遅れてしまった。作業中は加藤先輩や大塩先輩を始め多く

のクルーに手伝ってもらい、なんとか完成することができた。この場を借りて感謝したい。 

 

派遣中: 

派遣中の記録業務で も重視すべきは「撮影」である。写真の撮影に関しては各プログラム３

台以上のカメラで撮影に望み、いわゆる「報告書に載せられる写真」の撮りこぼしをなくした。これ

により、同じような写真が何枚もあるというような無駄な面もあったが、結果として撮りこぼしが少

なくなり、ぎりぎりではあるが報告書を作成するに十分な写真を撮影できた。撮影枚数は約 2800

枚、データにして 4,7GB であった。モンゴル出国時にリサイズした写真を DVD に焼き、モンゴルス

カウトに渡した。ビデオカメラの撮影については報告会時のムービーを考え、プログラム活動中を

重点的に撮影した。 

また派遣中は機器が故障しないように特に気を使った。モンゴルは埃っぽい。レンズも汚れや

すい。記録装備には PC をはじめ高額なものが多い。またプロジェクトの進行に関わることもある

ので、記録クルーたるものは命を掛けてでも大切なものを守るという心構えが必須である。 

派遣中の議事録は主にプログラム業務担当サブリーダーと嶋崎、関和が中心となり作成した。

現地での議事録は日本語で作成した。現地では通訳を通すことが主だったので日本語のみでの

作成でも支障はなかった。しかし、英語での場面もあり、英語能力があればもっと細かく議事録が

作成できた。作成した議事録は記録ファイルとして嶋崎が管理している。 

行動記録は関和が作成した、常にメモ帳を持ち歩き、毎回毎回場所を移す度に忘れることもな

く記録し、満足できる行動記録を作成してくれた。行動記録は関和が管理しまとめたものをメーリ

ングリストに提出した。尚、派遣中に作成した書類は、日本クルーの名簿を追加し、CD に焼いて

モンゴルスカウトに渡した。 

 

派遣後: 

派遣後の記録業務は報告書の編集作業である、報告書はこのモンゴル派遣をアウトプットする

大のツールである。それと同時に次の派遣へつなげるための重要な書類である。派遣前、派遣

中に学んだことを活かして、良いものをつくりたい。 
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決 算 

決算書 

会計期間：2006 年 5 月初～10 月末 

支出の部 

項目 項目詳細 決算 予算 

渡航費 海外旅費・交通費 1,520,240 1,520,240 

  国内旅費・交通費 98,770 90,900 

  宿泊費 106,611 95,700 

  食費 81,285 144,000 

  通訳費 65,362 52,200 

  支払保険費 121,510 124,600 

  通信費 1,004 20,500 

  日用品費 2,244 0 

国内準備費 合宿費 21,150 18,900 

  器具・備品費 42,701 36,050 

  複写費 20,840 20,000 

  雑費 2,980 2,000 

プログラム費 モ連 MTG プログラム 8,829 20,000 

  農業プログラム 7,813 2,000 

  草原プログラム 3,800 3,300 

  石鹸プログラム 9,679 10,685 

  ゲルプログラム 16,289 18,866 

  環境プログラム 8,021 5,000 

  風力プログラム 128,959 107,181 

参加費返金   191,913 167,878 

    2,460,000 2,460,000 

    

収入の部 

項目 項目詳細 決算 予算 

個人支払参加費 － 2,460,000 2,460,000 

    2,460,000 2,460,000 

単位：円 
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支出の部・詳細

渡航費
■海外旅費・交通費

日付 勘定 単価 数量/Tｇ/両替 合計 備考

2006/8/22 渡航費 \101,740 11 \1,119,140 クルー11名分
2006/8/22 渡航費 \133,700 3 \401,100 アドバイザー3名分

\1,520,240
■国内旅費・交通費

2006/8/31 国内交通費 $500.00 1＄/￥119 \59,500 マイクロバス代
2006/9/14 国内交通費 $330.00 1＄/￥119 \39,270 マイクロバス代

\98,770
■宿泊費

2006/8/21 宿泊費 \6,536 15 \98,043 アパート宿泊費
2006/9/2 入浴費 $36.00 1＄/￥119 \4,284 フラワーホテル入浴代
2006/9/7 入浴費 $36.00 1＄/￥119 \4,284 フラワーホテル入浴代

\106,611
■食費

2006/9/1 食費 120,000₮ \12,048 昼食
2006/9/1 買出し費 22,793₮ \2,288 朝食、飲料水、食料
2006/9/1 買出し費 8,000₮ \803 朝食
2006/9/2 買出し費 9,660₮ \970 飲料水
2006/9/2 食費 29,900₮ \3,002 昼食
2006/9/2 食費 47,250₮ \4,744 夕食
2006/9/2 食費 15,950₮ \1,601 夕食
2006/9/3 食費 18,310₮ \1,838 昼食
2006/9/3 食費 31,600₮ \3,173 夕食
2006/9/4 買出し費 40,700₮ \4,086 朝食、飲料水
2006/9/4 食費 57,100₮ \5,733 夕食
2006/9/5 食費 23,500₮ \2,359 昼食
2006/9/5 食費 56,900₮ \5,713 夕食
2006/9/6 買出し費 20,988₮ \2,107 朝食
2006/9/7 食費 35,700₮ \3,584 夕食
2006/9/8 食費 20,350₮ \2,043 昼食
2006/9/8 食費 59,500₮ \5,974 夕食
2006/9/9 買出し費 42,297₮ \4,247 飲料水、食料
2006/9/9 食費 52,500₮ \5,271 夕食

2006/9/12 買出し費 2,500₮ \251 飲料水
2006/9/13 食費 27,000₮ \2,711 昼食
2006/9/13 買出し費 15,400₮ \1,546 朝食
2006/9/14 食費 38,100₮ \3,825 昼食
2006/9/14 買出し費 13,600₮ \1,365 夕食

\81,285
■通訳費

2006/8/21 通訳費 \5,942 11 \65,362 通訳1名
\65,362

■支払保険費

2006/8/18 支払保険費 \121,510 1 \121,510 海外旅行支払保険代
\121,510
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■通信費

2006/9/2 備品費 10,000₮ \1,004 プリペイド携帯チャージ
\1,004

■日用品費

2006/9/5 買出し費 5,000₮ \502 トイレットペーパー、軽食
2006/9/8 買出し費 17,350₮ \1,742 トイレットペーパー、軽食

\2,244

国内準備費
■合宿費

日付 勘定 単価 数量/Tｇ/両替 合計 備考

2006/8/18 合宿費 \21,150 1 \21,150 オリンピックセンター使用料（1泊
\21,150

■器具・備品費

2006/8/19 備品費 \840 1 \840 用紙代
2006/8/19 備品費 \993 1 \993 医薬品、食品等全体装備
2006/8/19 備品費 \5,910 1 \5,910 医薬品、食品等全体装備
2006/8/19 備品費 \735 1 \735 医薬品、食品等全体装備
2006/8/19 備品費 \1,694 1 \1,694 医薬品、食品等全体装備
2006/8/23 備品費 \3,966 1 \3,966 トイレ用品
2006/8/23 備品費 \2,730 1 \2,730 食品等
2006/8/24 備品費 \6,529 1 \6,529 食品等
2006/8/28 備品費 \1,080 2 \2,160 名刺用紙
2006/8/29 備品費 \105 3 \315 消しゴム付き鉛筆
2006/8/29 備品費 \9,939 1 \9,939 ポラロイドカメラ、フィルム
2006/8/29 備品費 \3,144 1 \3,144 医薬品、食品等全体装備
2006/8/30 備品費 \3,080 1 \3,080 DVテープ
2006/8/30 備品費 \105 3 \315 現金バッグ、ファイル代
2006/9/13 買出し費 3,500₮ \351 モンゴル通信×10＋2　購入費

\42,701
■複写費

2006/8/19 複写費 \10 84 \840 合宿資料代
######### 複写費 \2,000 10 \20,000 報告書製本費

\20,840
■郵送費

2006/5/15 郵送費 \140 1 \140 助成金申請書（トヨタ）郵送費
2006/5/15 郵送費 \240 1 \240 助成金申請書（公益）郵送費
2006/5/17 郵送費 \120 1 \120 助成金申請書（公益）郵送費
2006/6/6 郵送費 \410 1 \410 国際交流基金申請（郵送）
2006/7/4 郵送費 \140 1 \140 地球防衛基金申請書請求
2006/7/5 郵送費 \120 1 \120 地球防衛基金申請書請求

2006/7/20 郵送費 \368 1 \368 クラフト封筒
2006/7/20 郵送費 \2,130 1 \2,130 県連向け書類
2006/9/15 郵送費 \1,690 1 \1,690 全体装備送料

\5,358
■雑費

2006/8/22 雑費 \420 1 \420 振込手数料
2006/8/30 雑費 \560 1 \560 両替損
######### 雑費 \2,000 1 \2,000 現金過不足

\2,980
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プログラム費
■モンゴル連盟MTGプログラム

日付 勘定 単価 数量/Tｇ/両替 合計 備考

2006/8/28 備品費 \5,378 1 \5,378 インク代
2006/8/30 備品費 \2,100 1 \2,100 用紙、マーカー代
2006/8/30 備品費 \1,000 1 \1,000 スケッチブック代
2006/9/4 印刷費 3,500₮ \351 評価シート印刷費

\8,829

■農業プログラム

2006/8/18 備品費 \472 1 \472 クレパス
2006/8/18 複写費 \50 1 \50 コピー
2006/8/26 備品費 \1,680 1 \1,680 スプラウト代
2006/8/29 備品費 \311 1 \311 スプラウト代
2006/8/29 備品費 \2,362 1 \2,362 お土産チーフリング代
2006/8/29 複写費 \2,315 1 \2,315 紙芝居印刷費
2006/8/30 備品費 \623 1 \623 マーカー代

\7,813
■草原プログラム

2006/8/30 備品費 \3,800 1 \3,800 扇子
\3,800

■石鹸プログラム

2006/7/1 備品費 \1,575 1 \1,575 電子量り
2006/7/1 備品費 \210 1 \210 漏斗
2006/7/1 備品費 \143 1 \143 食塩
2006/7/1 備品費 \210 1 \210 計量カップ
2006/7/1 備品費 \105 1 \105 ゴム手袋
2006/7/1 備品費 \105 1 \105 容器（パンダ）

2006/7/17 備品費 \105 1 \105 漏斗
2006/7/17 備品費 \105 2 \210 計量カップ
2006/7/17 備品費 \210 1 \210 スクラップブック
2006/7/28 備品費 \2,388 2 \4,775 電子量り
2006/7/28 備品費 \105 1 \105 掻き混ぜ棒
2006/7/28 備品費 \105 3 \315 ゴム手袋
2006/7/28 備品費 \105 3 \315 計量カップ
2006/8/17 備品費 \357 1 \357 プラスチック袋、留金
2006/9/4 印刷費 2,000₮ \201 配布レジュメ代
2006/9/5 備品費 7,350₮ \738 現地調達油、水

\9,679
■ゲルステイプログラム

2006/8/21 ゲルステイ費 \1,426 11 \15,687 宿泊費
2006/9/6 国内交通費 6,000₮ \602 関所通行料

\16,289
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■環境プログラム

2006/8/17 備品費 \1,648 1 \1,648 文具、模造紙、画用紙
2006/8/17 備品費 \2,022 1 \2,022 布、目玉、綿、折り紙
2006/8/18 備品費 \796 1 \796 コンパス・ボール・紐
2006/8/18 備品費 \263 1 \263 紐
2006/9/8 国内交通費 30,000₮ \3,012 レンタルバス代
2006/9/8 印刷費 2,550₮ \256 配布アンケート印刷代

2006/9/14 印刷費 240₮ \24 配布アンケート印刷代
\8,021

■風力発電プログラム

2006/8/15 備品費 \3,503 1 \3,503 スケッチブック・絵の具セット・筆
2006/8/23 備品費 \13,094 1 \13,094 テスター、インバーター等
2006/8/30 備品費 \756 1 \756 竹とんぼ、コマ代
2006/9/9 備品費 5,600₮ \562 トランシーバー電池代

2006/9/12 プログラム費 \111,044 発電機、宿泊費、交通費等
\128,959
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個人評価 

 

 

福岡連盟福岡 22 団ローバー隊 

青柳 麻依花 

 春、モンゴルプロジェクトに誘われ、単に地平線が見てみたいという理由だけでモンゴルプロジェ

クトの参加を決めた。そして気が付いた時にはプログラムサブリーダーを任されていた。本来なら

ば率先してプログラムを統括しなければならない立場であったのに、未熟さのあまり、適切な指示

ができず、他のクルーにとても迷惑をかけてしまったと反省している。 

 しかし、派遣が終わった今、振り返ってみると、モンゴルプロジェクト 2006 は私に一端の風景以

上のものを与えてくれた。そして私は派遣に参加して良かったと本当に思っている。 

モンゴル－正直、今回の派遣に参加しなければ行くことはなかったであろう国。そんな未知の

土地で、言語も文化も宗教も違う、普段は全く関わることのない人間たちがスカウトであるという共

通項で繋がり、プログラムを協力して行う。今までは、普通にプロジェクトを進めてきたが、考えて

みると私達のしたことは実は本当に素晴らしく、貴重な体験であったのだろう。そしてこんなことが

出来るのはボーイスカウトだからであると考えると、少し誇らしい気分になる。 

初、ウランバートルの町を歩いた時、私は本当にここがモンゴルなのか疑った。建物やお店

が立ち並び、オシャレな女性たちが颯爽と町を歩いていた。日本人なら誰もが持っているであろう

草原が一面広がっていて、遊牧民がゲルで生活しているのというイメージとはとてもかけ離れてい

たからだ。しかし、町には平然とゴミが捨ててあったり、あざだらけのストリートチルドレンが外国人

を見るなり、寄って来てお金を求めに来たり、どこかアンバランスな感じがしたのを覚えている。 

 過年度メンバーの話を聞くと、去年無かった所に次々と建物が建っているなどと、近年のモンゴ

ルの発展は目を見張るものがあるらしい。きっと急激な経済発展を遂げるあまり、環境問題などに

は、あまり力を入れていないのだろうというのが私の純粋な感想であった。そのことが顕著に表れ

ていたのが環境プログラムで見学にいったゴミ処理場の光景である。そこでは、分別も一切されて

いないゴミの山で人と豚がゴミをあさっていた。ゴミの分別がされていないことは生活する中で

薄々気が付いていたものの、何かしらの処理はされてあるだろうと思っていた私にとって、その情

景は常識の範疇を超えていた。そしてこのままの状態が続けば、環境は悪化の一途を辿ることは、

火を見るより明らかだった。実際、この状況が変わるのには、相当な時間と労力が必要である。で

もその前に、モンゴルの人々がこのような環境問題が身近に存在することを気付くことが も大事

なことだと強く感じた。その上で今年のプログラムはそれぞれの分野において、有意義であっただ

ろうと私は自信を持って言うことができる。そしてまた、私達日本人がモンゴルから学ぶこともたく

さんあった。私が特に感じたのは、モンゴルの人々は皆、温かく、助け合うということを大切にして

いることだ。学校があるにも関わらず、プログラムに積極的に参加してくれたモンゴルスカウト、ゲ

ルステイの時に、私たちのために一晩中火を焚き続けてくれたバスの運転手。彼らの笑顔は、雪

の降るモンゴルでも私たちを芯から暖めてくれた。彼らから分けてもらった暖かさをこれから日本

のみんなに分けていきたいと想った。 後に、クルーを始めとするモンゴルプロジェクト 2006 に協

力、応援していただいた全ての人々に心から感謝を表して、個人評価とする。 
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東京連盟渋谷 7 団ローバー隊 

大河原 景子 
 

 

 私は大学からローバースカウトに入ったため、大小を問わずこのようなプロジェクトに参加する

のは初めてだった。 初はプロジェクトの提案から、議論、実施要綱の作成など、初めてのことば

かりでかなり不安だった。ミーティングではまわりの状況がつかめず、話についていこうとすること

で精一杯だった。より良いものをつくろうとするメンバーたちの熱い想いにただただ圧倒されるば

かりで自ら進んで考えを伝えることなどほとんどできず、いま思うと一歩引いたところにいたような

気がする。何にでも共通することだが、主体的に関わること、それによって充実度、達成感の度合

は変わってくると思う。スカウトの未経験であることを理由に受身になっていたが、プロジェクトのミ

ーティングや合宿に参加することでモンゴルプロジェクトのメンバーに触発され、考えさせられるこ

とは多かったと思う。そして多少なりとも自分を知ることができたし、このプロジェクトに関わって可

能性は大きく広がっていくことを感じた。反省点は多いが、この貴重な経験はいままでの自分から

成長するための契機となった気がする。これからの学生生活にいかしていきたいと思う。健康上

の理由で実際にモンゴルに渡航することはできなかったが、このプロジェクトに関われたことは自

分にとってとても意義のあるものとなった。 
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埼玉県連盟川越 9 団ローバー隊 
大谷 圭 

 
 

 今回のモンゴルプロジェクト 2006 が自分にとって初の海外派遣になったわけであるが、この派

遣では今までの経験にはない様々なことを学ぶことが出来たと思う。まず派遣前の準備段階から

しても、自分たちで一からプロジェクトを立ち上げること自体が 初は驚きで、分からないことやプ

ロジェクトに対する不安も多々あり、やはり一筋縄には行かないということは予想通りであった。プ

ログラムも各々個人が担当し、自分の考えた方向性をプログラムに持たせ実施していくという、プ

ロジェクトの構成要素となる物を作り上げていくことは初めての経験だったので多分のやりがいを

感じることが出来た。しかしいざモンゴルに行き、実際に計画したプログラムを予定通りに遂行す

る難しさも痛感したし、その予定外の状況に 善の対処を選択することを学ぶことも出来た。プロ

グラムだけではなく、共同生活を営む上での問題点も多々あり、そういったことを乗り越えていく上

でもこのプロジェクトで得られた成長は目に見えるものだったように思う。このプロジェクトで得られ

た経験はこれからの人生の糧になっていくと思う。 
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東京連盟新宿 2 団ローバー隊/東京連盟練馬 15 団ローバー隊 

陰山 雄平 

 

 

 私にとって2度目のモンゴル渡航となった今回のプロジェクトであるが、初めてであった前回に増

して、様々な経験をする事が出来た。モンゴルスカウトとの再会、2 度目のゲル、2 度目の砂丘・・・

２度目である事ですら、自分にとっては大きな経験であった。空港で多くのモンゴルスカウトが出

迎えにきてくれたのを前にして、これから始まるのだと身構えると同時に、大変であった準備を忘

れてしまうほど感激もした。経験と言ってしまえば、モンゴルであった事、見た事、聞いた事、感じ

た事全てが経験である。 

 

 しかし、前回と違う経験もあった。クルーリーダーであったという事が、今となっては今回一番大

きな経験であったように思える。クルーリーダーの 大の職務は、プロジェクトを円滑に進め、全

員が無事活動を終えて、日本に帰ってくる事だと思っていた。その事については妥協をしてはいけ

ないとも思っていた。これによって、クルーと意見が対立する事も合ったし、職務としては見えない

所での苦労もあった。この辺についてはクルーリーダー総括で記したい。ただとにかく言える事は、

クルーリーダーを経験した事は私自身を成長させるものであったという事である。学生のうちに、

社会人になる前に組織を動かす立場を経験できた事は本当にためになったと同時に、今までの

自分の考えの甘さや使えなさ具合を知るいい機会となった。勝手にいい経験と言ってしまい、自分

のクルーリーダーぶりに振り回されたクルーには申し訳ない。ごめんね。 

  

 個人的に今回のプロジェクトを振り返ってみると、やはり思い出される事はいろいろある。前回の

プロジェクトが終了し、今年度も参加するクルーだけで集まったとき、人数の少なさによる寂しさに

いたたまれなくなる事もあった。昨年のプロジェクトが終わり、すぐ今年度の申請。2005 年の年末

だろうか。どこの団から出すのか？指導者は誰か？というか、申請ってどうやってするのか・・・？

まさしく暗中模索であった。準備段階に至るまでの「準備」。このパートは過年度クルーしか経験し

ていないが、プロジェクト実施は遠い先の事でなかなかモチベーションは上がらず、非常に困難な

時期であった。新しいクルーが集まるのかわからない。そういう不安の中この時期を乗り越えられ

たのは、様々な方の協力があった事、そしていい活動がしたいという全員の総意があったからだ

ろう。 

 新クルーが集まってからはやはりモチベーションも上がり、クルーも活性化したように思えた。新

クルーはプロジェクトなんてわかるはずも無く、去年の自分を鏡映しにしているようだった。これか

ら成長して行くのだなと思うと、うれしくも感じた。 

 が、そんな甘くはなかった。「モノを教えるには 10 倍の事を知っていなければならない」というが

まさしくその通りであった。過年度として、まあそこそこ偉そうにモノを言わなくてはいけない訳だが、

その為には自分自身も頑張らなくてはならなかった。これは業務やプログラム面でもそうだが、プ

ロジェクトに対する姿勢という面でも過年度として手本にならなくてはいけないと思っていた。気張
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っていたせいで、辛くなったときもあった。派遣直前は逃げ出したいとも思った。しかし、今となって

はいい思い出である。 

  

 今回のプロジェクトを評価してみると、昨年に引き続いたインタラクティブなプログラム展開、参

加者の多様性など、他の日本連盟で行われている海外プロジェクトには無いものがあり、非常に

良いプロジェクトだと思う。しかし、プログラムが多方面に渡る事からプロジェクトとして、一つの目

的を達成できたかどうか判断する事が難しくなると思う。今回は「環境改善の為の土台をつくる」と

いう事で、ここのプログラムを見れば目的を達成できたものもあるが、全体として達成できたかどう

かは何ともいえない。 

 私たちは「環境問題」をテーマにプロジェクトを組み、行うのだが、環境問題全般、そしてモンゴ

ルについての知識がクルーには不足していたように思えた。昨年からこれは議論されていたが、

今回は学校で学んでいる事を生かしてプログラムを構築するという事で解決しようとした。しかし

環境問題やモンゴルについての基本的な事に関しては特別に学ぶべきだったのだろう。間違った

事を人々に対して行ってしまえば、対象となった人は行われた事を吸収してしまうだろう。特に、環

境プログラムや風力発電プログラムなど、子供達を対象に計画されるものには特に言える事であ

る。子供達はスポンジのように学んだ事を吸収していく。ここで誤った情報を与えてしまえば、その

子供達にとって大きな影響となってしまう。プログラムを構築する際は、その内容、そして情報につ

いてよく検討し、プログラムメンバーだけでなくその事情に精通している方などに判断してもらう事

も必要だと思う。 

  

 プログラムは、プログラムを構築した人の氷山のほんの一角が、海面に現れたものだと常々考

えている。つまり、その人の知識や情報、経験や人柄、性格など全てのものがプログラムの背景

にはあり、そういうものが、プログラムに現れてくるのだと思う。その事がプログラムを個性的にし、

素敵なものにもするのだろう。そうであるならば、人の為にプログラムを行うのだから、常日頃から

知識を増やし、いい経験をすることが、良いプログラムを作るエッセンスになるという事かもしれな

い。プログラムを構築する人には、是非頭に入れておいてほしい。 

 

 いろいろと個人的な判断を書かしてもらいましたが、 後に今回自分が参加するにあたってお世

話になって人々に感謝します。特に昨年度メンバーの大塩元ゼネラルサポーター、記録の加藤さ

ん、石川から毎週来てくださった藤木アドバイザー始め指導者の方々。本当にお世話になりました。

そして、クルーのみんな。みんなへの感謝の気持ちははかりきれません。本当にありがとうござい

ました！ 
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東京連盟世田谷 12 団ローバー隊 

佐野 祥平 

 

 

 自分にとって 2 回目のモンゴル派遣。またこのような経験ができて良かった。また今回も様々な

人たちと知り合えて多くのことを学ばせてもらった。クルーやモンゴルスカウトとの思い出は語りき

れないくらい大きなものだ。 

 しかし、このモンゴル派遣は単なる思い出作りの場ではない。根本的な目的である、社会貢献、

国際理解、自己研鑽、を忘れてはならない。これについて少し評価してみたい。 

社会貢献という点においては、今後プログラムの数に気を遣うべきだと思う。様々な形でモンゴ

ルに貢献するのも良いが、結果を出すならば数を絞ってプログラムの質を高めたほうが効果的で

はないか。例えば 1 つのプログラムの日数を増やし、様々な形でプログラムを進めてみるのも良

いと思う。 

国際理解という点においては今回の派遣はよく出来ていた。多くの場所で文化交流ができて、

モンゴル人には日本について、日本人にはモンゴルについて知識が得られた。その他にも、計画

段階で関わった人たちにもモンゴルという国について興味を持って頂けたのではないだろうか。 

 自己研鑽について。自分にとってモンゴル派遣に参加して良かったと感じることは、自分の成長

を感じることが出来ることである。レベルの高い会議や、パソコン技術、人とのコミュニケーション

能力、この派遣を通してとても良く勉強になった。個々が成長しプロジェクトも成長する。ぜひ今回

成長した 1 年生や 2 年生にまた来年も参加してもらいたいと思う。 

後に個人の評価反省について。2 回目となると仕事の動き方や資料の作り方がわかっていた

ため、仕事がしやすく感じた。しかし、今回の派遣ではなるべく初派遣参加者に仕事を任せ、自分

はアドバイスを与えるというスタンスを心がけた。新しいメンバーに仕事に慣れ、成長して欲しかっ

たからだ。しかし今回の場合、仕事を任せすぎて負担をかけてしまったことが反省点である。 

この様に自分について省みて成長する機会を与えてくれるモンゴル派遣は本当に良い派遣で

あると思う。この経験を少しでも多くの人に味わってもらいたい。 
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三重連盟伊勢 7 団ローバー隊/東京連盟渋谷 7 団ローバー隊 

嶋崎 康真 

 

 人間が成長するにつれて、良くも悪くも少しずつ考え方や立ち振る舞いが変わっていくように、モ

ンゴル派遣もまた少しずつ変わっていく。3 度目のモンゴル派遣ではそれを実感じた。年長者とし

て振る舞い方、個人として何を得る事ができたか、モンゴルに対して何が出来たかを、自分なりに

顧みてみる。 

 年長者として参加した今回の派遣では、あまり口うるさくならぬよう心がけた。後輩が何を考え、

どうしたいのかを理解し、それに対して良いアドバイスができないかと常に考えていた。しかしそれ

は十分に出来なかったと感じている。派遣に対して悪い意味で「慣れ」てしまっていたのが今回の

派遣で感じた 1 番反省すべき点で、また同時にそこに原因がある。初めて派遣に参加した頃、プ

ログラムにせよ、クルー業務にせよプロジェクトが進行するにつれ、道に迷う事があった。しかし、

3 度目ともなると、それらの迷いがなくなり、いうなれば、今までの通ってきた道をまっすぐ行けば

問題なかった。それゆえ、後輩達がどこで迷っているのか、私は慣れしまっていたがためにそれに

気付いてあげる事が出来ず、力になる事ができない。後輩達には申し訳ないと思いながら派遣を

終える事になった。逆に、後輩から本当に色々な事を学べた。彼らには私にはない、或いは歳を

取るにつれて、派遣に何度も参加するにつれ、失ってしまった色々な物や事に対する感性を持っ

ている。派遣中は彼らの新鮮な反応を見て、嬉しさや懐かしさ感じた。 

 私にとってのモンゴル派遣は自分を試す場所であり、また同時に確認する場所である。モンゴル

派遣という土壌で、自分が今まで培ってきた経験という種を育て成長させる。そしてまた新しい種

をつくり、少しでも後輩の役に立てように使いたいと願ってやまない。 

 後に、これから少しでも多くのローバーがこういった海外派遣に参加し、何かを感じる事が

出来れば、今後の日本におけるローバーリングに光が射すに違いない。後輩達に広くこういった

活動を紹介していき、継続させていくことがこれから先の私の果たすべき役割だと思っている。 
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東京連盟千代田 9 団ローバー隊 

関口 照輝 

 

 

 熱かった。みんながみんな。クルー全員が自分というものを出していた。みんなで数えきれない

ほど自分の気持ちや体調と戦った。２週間全てをみんなで共有してきた。良いときも、そうでない

時も。そして 後、自分は笑えるくらい泣いたんだ。 

眼を閉じれば、あの熱い日々が静かに甦ってくる…。 

 派遣に誘われた時、自分にとってあまり迷う必要は無かった。海外に行ってみたい、自分達で作

り上げていくプロジェクトというものにチャレンジしてみたい、理由はこの 2 つだった。何か自分を変

えられるかもしれない、何かが待っているかもしれない、そこに懸けてみた。 

 実際クルー業務担当サブリーダーを任された私だったが、 後までみんなの足を引っ張ってしま

った。1 年目とはいえ、やるからには過年度メンバーのラインまで持っていかなければならないの

に…。 

役に立っていない自分、そして早くお客様状態を抜け出したかった。 

 そんな自分にも出来ること。それは分かろうと努力をすること、考えようと努めること。みんなに

離されないようにガッチリとついていくこと。みんなと仲も深まらず悩んだこともあったが、きっとこ

の先には、素晴らしいものが待っていると信じて、我を腐らせないように心がけた。 

 それともう 1 つ、この派遣で自分が感じた大事なことはチームワークである。いかにみんなが派

遣を充実したものにするかだ。楽しくするのもつまらなくするのも、やはり大事なのは人間関係で

あると思ったからだである。何といっても集団行動はチームワークが不可欠である。大変なことが

あっても、嫌になることがあっても、みんながいるからがんばれる！そんな深い絆を大切にしたか

った。これには派遣経験の有無は問わない。だからこそ、自分がクルーとのコミュニケーションを

取ることもまた重要であった。しかし、シャイな私はとけ込むのに時間を要してしまった。私はチー

ムワークが不可欠などと偉そうなことを述べているが、実際にそのような深い絆をみんなに促せた

かと聞かれれば無に近いと思う。意識だけで終わっていたのかもしれない。ただその意識が、派

遣中に気持ち悪いと口々に言われた私の姿の原動力になったのかもしれない。結果的に逆効果

だったのかは分からないのだが。 

 自分にとって日本クルー、モンゴルスカウト、モンゴルの自然、そしてモンゴルプロジェクト 2006

を芯から感じ、楽しみ、勉強することが出来た。 

 今、こうして自分がここにいられるのは、派遣に誘ってくれた横澤前クルーリーダーと陰山クルー

リーダーのお陰である。2 人に出会わなかったら、派遣に誘われていなかったら…今頃自分は何

をしていただろう。パソコンをいじることもなく、英語にも興味を持つことなく、何よりこのプロジェクト

に関わってくれた、多くの素晴らしき仲間達に出会えていなかったであろう。準備段階からここまで

自分を変えさせてくれたこの機会に本当に感謝している。みんなありがとう。 

 後にみんなへ、「大切なのは気持ちなんだ。」 
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福島連盟福島 2 団ローバー隊 

関和 亜祐美 

 

 

今回このプロジェクトに参加した理由は 2 つある。1 つ目はモンゴルという国と環境問題という大

きな社会問題に興味を抱いたことである。そして 2 つ目は私自身幼児教育を学んでいることもあり、

世界の子どもたちにとても興味があった。リアルな現状や表情を自分の目で確かめる事ができ、

子どもと共に環境問題について考える大きなチャンスだと感じたのだ。そしてこれから子どもに携

わっていく上での何かヒントを見出せるのではないかと考えた。このようなことから、私は｢モンゴ

ルプロジェクト 2006｣に参加する事を決断した。 

今回プログラムは環境プログラム、クルー業務は記録を担当した。今振り返ると、どちらにおい

ても自己に対する甘さというものがとても目立った。期限の遅れや内容の甘さは勿論だが、自分

自身の知識のなさや認識の甘さをとても痛感した。 

環境プログラムに関しては、日本側の知識不足が目立った。子どもに間違った知識を与えるこ

とや無責任な提案をすることは絶対に避けなければならない。今回はある程度目標を達成するこ

とは出来たが、双方の意見をもう少し取り入れるべきだったのではないかと感じている。このこと

に関してはプログラム報告で詳細は記しているが、今後現地でとったデータを元に新たな視点か

ら思考すると共に、モンゴル側との関わり方の見直しが重要となってくるであろうと踏んでいる。 

そして記録業務だが、現地では写真はクルー全体で担当する手法を取った。このことに関して

は、私自身も記録業務だけに気を取られず、プログラム自体に参加する事が出来たため、協力し

てくれたクルーにはとても感謝している。これからは実施要綱作成の反省を活かし、記録メンバー

で編集作業をしっかり進めていきたいと思う。 

プロジェクト全体を見ると、各プログラム現地スカウトとの確実なネットワークを確保し、今後の

展望の方向性もある程度見出してきたため、今回の成果としては十分と言えるだろう。しかし、こ

こからが重要である。今回の派遣において、他団体とのネットワークも大きく広がった。このネット

ワークを 大限に活かし、次回につなげる架け橋的な役割を果たす事も重要となってくるだろう。

そして現地スカウトとの繋がり、新しい繋がりとの関わり方も考えていきたい。 

私はこのプロジェクトを通じ考えさせられる事が多々あった。それはボーイスカウト活動に対し

ては勿論だが、自分の将来や自分自身の在り方について、子どもや教育についてなど、様々な視

点から物事を思考する切っ掛けを与えてもらった。それは帰国した今も尚続いている。このような

ことも含め、この｢モンゴルプロジェクト 2006｣には本当に感謝をしたい。そしてクルーのメンバーを

始め、支えて下さった皆さんへの感謝も計り知れない。しかしありがとうでは終りたくない。何故な

らこのプロジェクトは継続されていくからだ。自己完結で終ってしまっては、このプロジェクトの目的

は達成されない。私達はこれからも常に疑問を持ち、追求し、理解に努め、実行していかなくては

ならないのだ。今回携わった皆さんには感謝の気持ちと共に、これからも宜しくという言葉を 後

に記し、今回の｢モンゴルプロジェクト 2006｣の自己評価とする。 
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東京連盟新宿 2 団ローバー隊 

竹之下 友里 

 

 

 「楽しかった。」今回の派遣の感想はこの一言に尽きる。新鮮で素敵なことばかりで、派遣中たく

さんあっただろう辛いことも忘れるくらい楽しかった。モンゴルスカウトや通訳のゲレル、運転手の

マルオ、他の協力団体の人々など、毎日が素敵な出会いの連続だった。チンギス・ハーン空港で

のモンゴルスカウトの出迎え、ゴビ砂漠ではしゃいだこと、綺麗な星空の下でのダンス、ザハでの

ショッピング、オルゴ家での 後のパーティなど、楽しかった思い出を挙げればきりがない。また、

プロジェクトの方に目を向けてみても、楽しかったことは山ほどある。環境プログラムで訪れたバガ

ノール地区では、現地のスカウトとの意見交換や日本の伝統的な遊具で交流できたことは、嬉し

かったし、モンゴル国内でウランバートル以外の地域のスカウトと友好関係を結べたことは有意義

であった。環境プログラムでは、ウランバートル市内の子供たちを相手に、人形劇やゲームを通じ

て、ゴミ問題についての話し合いを行った際、子供たちの素直さ、真剣さに驚くと同時にこのような

子供に対する教育というものに非常に興味を覚えた。 

 しかし、反省すべき点もあった。まず、モンゴル商工会議所に宿泊先やプロジェクトで訪れる場

所について依頼した点だ。商工会議所のオギーさんにはよくお世話になったが、プロジェクトに支

障を与えるような商工会議所側のミスもあった。来年度は、モンゴル連盟など、より信用できる組

織に依頼すべきである。次に、日本クルー内での意識の差からくるわだかまりである。皆が確実

に情報、互いの状況を理解し、気持ちよく作業ができるような雰囲気作りに努め、意識の差を少し

でも縮めていきたい。また、モンゴルスカウトが準備段階から主体的に参加できるように、帰国後

に作り上げたモンゴルスカウトとの連絡手段を利用していきたい。 

 後に、このプロジェクトの作成段階から現地でのプロジェクトが終わるまで、常にクルー全員の

精神面や健康面に気を配ってくれていた陰山、山本、嶋崎先輩に感謝の意を伝えたい。時々衝突

もしたけど、私がモンゴルを満喫できたのは、見えないところで苦労してくれていた存在があった

から。本当にありがとう。 
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愛知連盟名古屋 116 団ローバー隊 

中川 梨紗 

  

 

 今回、参加クルー内で 年長ということで、自分なりに考え、それなりの振る舞いをしたと自負で

きる点もあれば、反省に値するところも多々あった。 

 まず、プログラムに関して、「本当の支援」をより強く意識していれば起きなかった問題が多く存

在した。例えば、母子家庭の支援を目的とした石鹸作りと販売だが、その当事者である母子家庭

は果たしてそれを求めているのか、といった議論は今まで為されていなかったであろうことを知り

つつも、協議をプログラムに組み込めなかったこと。そして、風力発電プログラムに関して言えば、

昨年度のフォローアップが全くされていなかったために今回現地に着いて起きた混乱。環境プロ

グラムにおけるゴミ集積場見学では、現地の関係者に「許可は取ったのか。ゴミで生計を立ててい

る彼らは見せ物ではない。」とクレームを入れられた件。これらは各プログラム担当者だけの責任

ではない。多くを想定しても及ばないことは結果的に致し方ない。しかしながら、上述の気づきや

指摘は、既にプロジェクト作りを二年前に経験したこともあった 年長の私がすべきではなかった

のか。 

 クルー業務に関しては生活管理担当のクルーが既に 3 人いたことからも、彼らに多くを頼る形と

なり、余り尽力できていなかったと反省する。 

 とはいえクルー内で私は、1 ポジションをうまく貰えた上にまっとうできたと、感謝及び自負してい

る次第でもある。というのも、今回、クルー内での役割分担が非常にうまくできていたと感じている。

それぞれが必要なポジションに立ち、全体がうまく回っていたように思う。経験者も多くいたが、そ

の中でもやはり「初めての〜」が何かしらあったのではないだろうか。皆一生懸命に精一杯ものご

とに取り組む姿に、純粋に感銘を受けたこともあった。ボーイスカウトという枠を超えて考えても、

これだけ真剣に何かに取り組めている学生というのは、とても素晴らしい。 

 今回、モンゴルスカウトに予想以上のやる気が感じられたことに関して、私自身にとっては感嘆

に満ちた出来事であった。聞いていた話では、モンゴルのカウンターパートはまだ確立途中という

ことだった。しかし実際は、多くのスカウトが高いモチベーションでもって多くのプログラムに参加し

ただけでなく、今後についての協議にも積極的に関わっていた。これを如何に無駄にしないように

あとに繋げていくか、実はそこが私たちの一番の苦労のし所で、考慮の余地があるのかもしれな

いと、今思う。そして何より、ここまでの関係が既に築かれていたのには、去年の派遣や、今回中

心メンバーとなって皆を導いたクルーたちの力があったからであろう。この場を借りて感謝と敬服

の念を表したい。 

 後に、本当に多くの人々の助けがあって、プロジェクトそのものが成立し、そして私がこのプロ

ジェクトに参加できたことを実感しています。本当にありがとうございました。 
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東京連盟新宿 2 団ローバー隊/茨城県連盟牛久 2 団ローバー隊 

林 健人 

 

 

私にとって初の海外派遣、そして初の海外渡航となった今回のモンゴルプロジェクトは一スカウ

トとして、また 1 人の人間としての大きな成長につながったと振り返る。派遣前、派遣中、派遣後、

時間を追って渡航しなかったクルーも含め、私達クルーの絆は深まりを増している。あえて進行形

にしたのはこのモンゴルプロジェクトは後世への継続的なプロジェクトであり、過年度クルーも含め

関係者間のラインが途絶えることはないからである。またそれは今以上に広める必要がある。来

年の派遣を考えるスカウトへは現状を更に発展させるために新たなベクトルを提供して欲しいと願

っている。今年度クルーの評価は次年度クルーのプロジェクト作りに直接つながると考え、プロジ

ェクトの更なる発展のために私が担当した以下について振り返りたいと思う。 

クルー業務では生活管理という役務を担い、備品の管理やクルーの健康状態のチェックが主な

仕事であった。よくできたと思える点は、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、救急セットを常に

外出する際携行できたことである。生活衛生が整っていない国内の移動だっただけに、これは来

年以降も慣行して欲しい。また、滞在した部屋の美化に積極的に努められたことも挙げられる。反

省する点として、事前の準備の段階で装備リストの作成、非常食等の買い出しがギリギリであった

ことである。いくら直前に日本ジャンボリーがあったとはいえ 8 月末の出発に対しその月中旬の買

い出しでは遅すぎると感じた。また、派遣中クルーの健康状態のチェックが疎かになってしまった

ことも挙げられる。検温の徹底や健康調査シートの記入に漏れがあり、もっと周りへの気配りがで

きていればと悔やむ。担当が自分であっただけに尚更申し訳なく、この反省点を次年度に生かし

て欲しいと願っている。 

プログラムに関しては草原プログラムを担当した。報告書のとおり、今回の派遣ではモンゴル自

然環境省へ訪問し現在の草原破壊の状況やその対策を主に伺ってきた。また次年度のプログラ

ム継続の可能性とその内容についてモンゴル自然環境省、モンゴルスカウトと協議することがで

きた点において大変意義ある成果が得られた。また、草原で生育可能な植物リストの入手、土壌

の研究準備ができたことも成果として挙げられる。しかし草原破壊の現状や対策について、自然

環境省から期待していた濃度の回答が得られなかったことが評価シートからも明らかに読みとれ

る。このようになってしまった原因について、今回の私達の姿勢が「ただ聞きに行くだけ」であった

ことが大きいと推測する。会談の中でしばしの沈黙があり、双方において何を話すべきか、また何

を聞くべきかという考えの困惑があった。私達は草原問題のプロパーではないので専門的内容で

議論をすることは不可能であるが、ユース年代のスカウトとして斬新で独自性を帯びた考えで提

言、または日本における植樹運動の紹介を交えた意見交換ができればもっと違う会談になってい

たと振り返る。派遣前に作った補則資料（実施要項掲載）をもっと生かすべきであった。風力プロ

グラム、ゲルステイプログラムでは実際に草原で生活している方々のお話を聞くことができ、政府

とはまた違うベクトルの情報を得ることができた。派遣前の準備において 初から一定の位置で

ラインを引いてしまい、それ以上の発展を図る自主的努力に欠けていた。ブラッシングに終わりは
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ないこと、派遣を終え反省すると共に再認識した。 

今回の派遣でモンゴルスカウトとのコネクションを強化できた、プログラムでお世話になった人

などカウンターパートが増えたことで次年度につながる派遣になったと思う。また派遣をとおして感

じる事に、英語力に乏しいため言いたいことがうまく表現できず口惜しい思いをした。来年の派遣

に向け、一人の若人として、国際的なコミュニケーション力を養う必要性を感じた。 

この評価を来年度へのディパーチャーポイントとしたい。 
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東京連盟東久留米 2 団ローバー隊 

山中 聡一郎 

 

 

 自分にとって海外派遣にかかわったのは今回が 2 度目であった。前回の派遣も同じモンゴル派

遣であった。しかし昨年は自分からあまり積極的に関われなかったことと、新しくモンゴル派遣に

関わってくる人を引っ張れるように意識をして活動を行った。しかし、自分では出来ないことが多く

あり、むしろプログラムに関しては後れを取ってしまい 後まで他のクルーに多大な迷惑をかけて

しまった。自分は日程の都合上、実際に現地での活動を行うことが無かった。しかし、派遣の一番

の醍醐味は現地での活動に存在している。空港に出迎えに行った際に、帰ってきたクルーが派遣

に参加して良かったと口々に言っていてそれを改めて実感した。 

自分は今回の派遣において、色々と学び取ることが多かったので、更に今後はそれを生かしてい

きたい。他のクルーにも、今回の派遣で新しく出会ったモンゴルスカウトや経験を生かしていって

欲しい。次回の派遣においても、今回のクルーが得た経験がフィードバックされてより良い派遣に

なれば良いと思う。 
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東京連盟新宿 2 団ローバー隊/千葉県連盟松戸 5 団ローバー隊 

山本 哲平 

 

私にとっては 2 度目のモンゴル渡航となった今回のプロジェクトであるが、2006 年版のモンゴル

プロジェクトは如何様であったろうか。まずは新宿 2 団、早稲田ローバースの企画を申請面から正

式な派遣にしてくれた関係者の方々及びクルーリーダーの努力に感謝の意を表したい。端的に言

えば今回の派遣ではボーイスカウト加盟員の数が減り続ける危機的状況において、ローバースカ

ウトの底力を見せる良い機会だった。今年のプロジェクトでは、昨年からの継続を意識したプログ

ラムがプロジェクトの主軸であり、上手に古い要素と新しい要素を配合することが要求された。内

容はどれも上手く構成されており、予想を超えるようなトラブルが起きたとしても自分達にとって可

能な範囲で対応することができた。各プログラムの構成が良く出来ていた背景には、モンゴルスカ

ウトの協力的な姿勢がある。しかし、同時にモンゴルスカウトが担うことになる責任も多く発生し、

今後のプロジェクトを左右する大きな要素となった。プロジェクトを良い方向に導くためにも、日本

側スカウトの継続的な関わりと連絡が必須である。 

第 1 段落ではモンゴルプロジェクト 2006 の全体像を捉えてみたわけだが、この中で上手く立ち

回れただろうか。責任を持って行動することが出来ただろうか。昨年からの成長はあっただろうか。

過年度メンバーの一人として、会計として、石鹸プログラムのコーディネーターとして山本哲平は

冷静さを失わず淡々と立ち回ることを心がけた。彼は各プログラムの実施時に全体を見ながらも

プログラムに意欲的に取り組むことができた。ただ、若干の勉強不足分野があった。具体的には、

モンゴルの草原破壊における知識が実施要綱の情報レベルにとどまり、予習をしていなかったの

だ。彼は会計財布を一時的に失うという致命的なミスを犯し反省をすることになったが、その他の

場面では裏方として派遣を支えることが出来た。彼は内心満足していた。アパートに帰ってパソコ

ンを開き数字を打ち続ける。その地道さが派遣を支える確かな柱の１本になっているとの感触を

得たからである。彼は今年初めて上の立場に立った。ここでの意味は年齢ではなく、経験の度合

いである。彼は１度モンゴルに渡航したことがあるため、現地について知っていることが多かった。

そして多少なりともプロジェクトがどういうものであるかを理解していた。その自らが持つ認識をお

仕着せにしないよう新しいメンバーに伝えることがこんなにも難しいとは予想することが出来なか

っただろう。これは今後の彼の課題となるに違いない。それでも彼自身過年度メンバーの意地を

捨てることなく派遣を 後までやり通したと考えている。 

今の私を昨年の私のケースに当てはめて回顧してみると、改めて当時の先輩のプロジェクトに

おける苦労や情熱を確認できる。今年空港にて、モンゴルスカウトの前で涙は見せられなかった。

昨年号泣していた私に責任感の一端が芽生えた表れなのかもしれない。あらゆる考えが渦巻く中

で上手に正確に、尚且つ素早く動いて派遣の円滑な進行を支える。そんな役回りも魅力的で、次

回のプロジェクトへ受け継ぐべき素敵な体験の一つである。 

－すぐやらなければならないものですぐやり得るものはすぐにやります－ 

松戸市役所すぐやる課 
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総 括 

■クルーリーダー総括 

陰山 雄平 

 

 まず派遣前、派遣中、派遣後と時系列に沿って総括をし、 後にプロジェクト全体をまとめたいと

思う。 

  

 昨年度からの引き継ぎが行われたのが 2005 年の年末であり、その頃から過年度クルーは動き

出していた。クルー業務報告の方でも述べたが、新メンバーの加入と海外派遣申請である。この

二者はプロジェクト実施に当たって必ずやらなくてはならない事であったので、 優先に行った。

申請に関して言えば、全てを過年度メンバーで行ってしまった事が一つの懸念事項ではないかと

思っている。クルーに負担をかけまいと申請に関するタスクを振り分けるという事はしなかったが、

ボーイスカウトの派遣であるという事を認識させるためにも、今年度からのクルーには理解させて

おくべきだったと思っている。 

 また新メンバーの募集に関しては、早稲田ローバースに入った１年生が主なメンバーとなったが、

今後プロジェクトを拡大して行くためには多方面からのクルーの加入が必要ではないだと考える。

様々なバックグラウンドを持ったスカウトがプロジェクトに集まり、活躍する事はプロジェクトにとっ

ても、ローバーリングの発展にとっても良い事であると思う。 

 

 派遣前のプロジェクト運営に関してクルー業務面、プログラム面に分けて総括する。 

 クルー業務面に関しては、昨年度はスカウト経験者が少なく、クルー業務内で設定したタスクへ

の能力の差というのが大きな問題となったが、今年度はスカウト経験者が多かった事から、大きな

問題とはならなかったように感じる。スカウト経験があるか否かだけで無く、クルー全員が各自の

業務に対し、責任を持って取り組めたからこその結果であろう。また、クルーをサポートするサブリ

ーダーも、よく機能してくれた。 

 昨年度からの業務引き継ぎがスムーズに行えた点も評価に値すると思う。今年度特筆すべき点

としてあげられるのは、昨年度「装備」と「生活」に分けていたクルー業務を、「生活管理」として統

合した所である。反省として挙げられていたものが、今年度に生かされたよい例だと思う。 

 しかしながら、モンゴル連盟との連絡などでは、連絡がつかないなどの問題が生じた。これはプ

ロジェクト開始初期の頃で起こった問題ではあるが、派遣ぎりぎりまで不確定事項が出てしまった

事は反省すべき点である。何故、連絡がつかなかったのだろうか？「プロジェクトの継続」と言いつ

つも、派遣が終わってしまうとモンゴル側との連絡をする機会が減って行く。昨年度終了後から、

連絡を怠っていた事から起こったのであろう。昨年度からの継続という面で、大きな汚点を残して

いたのだと反省すべきであろう。そして、来年度に残してはならない問題である。 

 プログラム面ではプロジェクトの目的を踏まえ、「各自の学んでいる事、興味のある事をいかし、

プログラムを構築する」というポリシーのもと、準備を進めた。クルーの人数に対するプログラムの
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数も適切であったと思う。業務という面で言えば動きだしが早かったからか、業務内ではよくまとま

って動き、プログラム毎にミーティングや準備を行うなど非常に良かったと思う。しかし、いくつかの

プログラムではなかなか内容がまとまらなかったにも関わらず、適切なアドバイスや援助を行うこ

とができず、もめた事もあった。 

 ここでもう一度、我々が考え直さなければならないのは「何故プログラムを行うのか」という事だ

と思う。プログラムありきで準備を行っていたのでは、内容面で行き詰まる事もあるだろう。まず、

目的を定め、その目的を達成するためのプログラムを構築して行けば、自然と解決できたはずで

ある。国際協力プロジェクトを実施しようとしていた我々がそのような初歩的な問題に直面した事

は、深く反省すると同時に、これからの自分たち自身への糧にもなったと思っている。 

 内容面に関して触れれば、各自の専門、興味を生かすという事で、環境問題というものに対して

経済、教育、自然環境など様々な方面からのアプローチがなされた。これは環境問題という学際

的な問題を取り扱う上で、非常に有効なアプローチの仕方だと思う。私たちは大学生年代であると

いう事もあり、それなりの知識、技能をプロジェクトに還元する力を持っていると思う。これからもこ

の姿勢は維持すべきだと考える。 

 反面、このように多方面に渡るプログラムを展開する事で各プログラム同士での連携が難しくな

っているようにも感じた。プログラム同士が繋がり合い、目的を達成する為に相互に連携し合える

ような構成をする事が、今後への課題と考える。 

 各自の準備に対して言うならば、「もっと勉強しよう」という事だろうか。各自の専門を生かすと言

う面ではうまく行ったと思うのだが、プロジェクトの目的は「環境問題解決の土台をつくる」であった。

この目的はクルーの総意で定めたのだから、 低限、そのような事に関する知識をつけるべきで

あった。国際協力プロジェクトと名を打ち、それを実施する主体であるとの自覚があれば、さほど

難しい事ではないはずである。そのような各自の取り組みがプログラムの質の向上につながるは

ずだからである。 

 

 次にプロジェクト実施中について述べたい。 

 全体として、モンゴルスカウトとの連携がうまく行ったおかげでスムーズに進めることができたと

思っている。今年度は昨年度にも増して、モンゴルスカウトと過ごす時間が多かったと思う。本当

によく私たちの事を助けてくれ、感謝している。このプロジェクトはモンゴルスカウトとの恊働で行

われるはずなのであるから、実施中だけでなく、準備段階からの密な連絡が本当に必要である。 

 プログラム面に関しては、体力的にもきつい日程の中、殆どのクルーが体調を崩す事無く実施

できたのは評価に値する。しかし、現地に行って実施日が変更になったプログラムがあることや、

評価シートが印刷できなかった事など日本での準備不足があらわれてしまった事は否めない。現

地でどのようなことが起こるのか、様々な状況を想定しシュミレーションする事が、現地での状況

の変化に対応できる力をつけてくれる。これは、「そなえよつねに」の精神に他ならない。スカウト

としての実践が、このような場でも生かされるはずである。 

 また、多くのプログラムが次回以降への継続を決定し、モンゴルスカウトとの協力を表明した。一

度継続と決めたのだから、責任を持って継続し、発展させてほしいと思う。 
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 クルー業務面及び生活面であるが、これはクルーリーダーとしても非常に難しい場面に何度か

遭遇した。クルー各々のニーズとプロジェクトとのギャップ、あるいは集団生活を行う難しさともいう

のであろうか、特に休養日であるが、そのような問題が多く起こった。各自に様々なやりたい事、

行きたいところがあるのは当たり前であるが、自分たちはプロジェクトを行いにモンゴルに来たの

であって、旅行をしにきたのではない。そのような前提があるのだから、生活面においてもプロジェ

クトを第一に考えなければならないのは当然の事である。また、集団生活を行い、全員で定めた

ルールの元に生活をするのだから、各自生活に多少の制限が出てしまうのは仕方のないことだと

思う。特に今回は全員が同じアパートで生活をし、ほぼ全ての時間を全員で共有していたのだか

らなおさらである。何かに縛られるという事は、本当にストレスのたまる事であるし、外国にいると

いう事でなおさら感じただろう。しかし、全員にプロジェクトを行いにきたという自覚が共有できてい

れば、防げたはずである。ストレスやクルー内での不協和音は、プロジェクト中に起こすべきでは

ない。全員の当たり前の気遣いが、本当に必要なのだと実感した。 

 今回、渡航前に挨拶程度のモンゴル語を覚えてから渡航した。実施する国の文化や伝統を踏ま

えた上で、実施することができただろうか。モンゴルという国を、知る事は出来ただろうか。町の雰

囲気を観察する時間は昨年に比べ多くとったし、モンゴルスカウトとの関わりのなかでも知れたと

思う。今回感じたモンゴルの事を、来年以降のプロジェクトに生かしてもらいたいと思う。 

 

 帰国後の活動に就いて述べたいと思う。帰国後の活動はプロジェクトでいう「評価、反省」のパー

トである。この「評価、反省」は非常に重要であり、ここを経なくては、プロジェクトは完成しないし、

成長は無い。渡航中に気付いた反省すべき点、評価すべき点をまとめ、各自の中で消化し、それ

を自分の考えとして出さなければ自分自身の成長、プロジェクトの成長には繋がらない。「成長に

終わりは無い」とあるスカウトが言っていたが、まさしくこれであると思う。各自で何を得たのか、何

が失敗だったのか、自分自身に問いかけで欲しい。プロジェクトは「企画、計画、実施、評価、反

省」そしてまた企画・・・と続いて行くが、その間に「成長」というものがある事を忘れないでほしい。

そして、その「成長」を自分自身の中でしっかりと自覚し、これからの時間の中で生かしてもらいた

い。クルーリーダー総括という事でここに記しているが、各自でもこのプロジェクトに対して「総括」

を行ってほしいと思う。 

 

 後に、藤木アドバイザー、クルーのみんな、このプロジェクトに関わって頂いた全ての方々に

感謝を示したい。 
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■アドバイザー総括 

 

藤木 正範 

 

準備 

 危険予知ということでは、昨年のプロジェクトのメンバーですでにモンゴルを体験しており、クル

ー全体がプログラムの展開も昨年の活動の周辺から新しいプログラムを作り出そうとしていること

からも、細心の注意を払っていることがわかった。 

 激変するゴビの天候はすでに昨年体験して苦労しているので、これらの対策についても十分気

を配り情報を全員が共有する努力があった。 

 大学の学生の会であり、大学の活動としても大学に届けており、会長である早稲田大学文学学

術院教授小林先生にも全クルーが会見し、先生の激励を受け、細部にわたる各プログラムの説

明をした。 

 ほぼプログラムの全体が決まって余裕がでてきたのか、学術的なレベルで日本モンゴル協会等

より情報を入手したり、直接話を聞こうという雰囲気があり、事前合宿では元モンゴル国の環境政

策アドバイザーであった鈴木孜（つとむ）氏の｢乾燥地における植林の問題｣と今回同行する学識

アドバイザーとしての大串龍一先生（金沢大学名誉教授・生態学）の｢野帳のつけ方」（テキストは

｢野外調査法への序説｣川喜田二郎）の講話を聞き派遣に備えた。 

 横浜市大のサークル｢東アジア環境協働行動よこはま｣を通じてバガノール地区スカウトとのご

縁ができ、14ＮＪの珠洲のパビリオンでは、ＩＴでの通信で、映像提供のブラウン管にバガノール地

区のスカウトを映し出し、ジャンボリー参加のスカウト達も手を振って映像交歓をした。バガノール

へ行く楽しみが増えた。 

 

実施 

 リーダーの中では中川リサさんは副長であったがクルーと行動を共にした。バガノールへは中川

さんだけが参加してリーダーの役割を果たした。このことだけでなく、この派遣全体の期間を通し

て彼女の果たした役割は大きい。 

 プログラムの実施展開については、ほとんどクルーの自主性・自発性に委ね、むしろ次年度以

降のプログラムの可能性を求めて調査すべきと考えた。 

①オンギ川市民運動のサジ栽培事業の確認。 

②モンゴル科学アカデミー チャドラー総裁との環境教育センター建設の支援の可能性について

の討論と現状の確認。 

③ナイランダルのインターナショナルチルドレンセンター ツフシン所長表敬訪問。著名な女性の

所長であるツフシン先生が直接薪をくべてパチパチ燃える暖炉がある素敵なゲストルームで昼

食をご馳走していただいた。（送って頂いたゲルが他のゲルでピストルが発見され釜山港での

滞留が長くなり、ジャンボリーに間に合わなかったことが残念だった。ここのスタッフからもモン

ゴルＢＳ運動を担っている人がたくさん出ているとのことであった。） 
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終了しての感想 

だれでもモンゴルを訪れる人は、広い大地の上に簡素で根強い生活を営んでいる異文化に触

れ驚かされる。それだけでも素晴らしい体験であったと思う。 

 昨年実績を積み上げていたメンバーの活躍があり、今回の成功に結びついている。常にスカウ

トの精神で自らを律し、油断なく、激しく移り変わる雪・風のモンゴルの自然の中で安全に気を配り、

病気にもかからず、すべての予定されたプログラムを完成させた。 

 このクルーとモンゴルの太陽が輝く青い空と、小雪の舞う空の下で過ごしたこの 9 月のことを忘

れず誇りたいと思う。 

 

次回への展望 

 モンゴルスカウトとの交流・協働という要素は欠かせないので、 低毎年 1 回は 1 人でもモンゴ

ルへ行き活動するということが大切である。 

 このことをベースにし、ローバー隊員、リーダーが 1 人でも行って、プログラムをさらに積み上げ

ていくことが出来るよう長期滞在も容易にできる拠点、候補地を充実させたい。訪問の回数を重ね

ればモンゴル側の協力・支援の層も厚くなるだろう。 

 活動の種類によって、新しい支援者も増え、地域も広がるだろう。 

 

プロジェクト環境への配慮など心がまえについて 

 1 人もしくは少人数で行く場合は、特に活動の目的を自分自身でよく整理して置く 

よいと思われる。 

 活動の目的が｢プログラム達成｣と教育的な｢ローバー自己研究｣とでは、限られた時間の中では

両立させるのが難しい場面が生じたり、相当な準備が前もって必要なことがある。どちらに重点を

おくかによって、相当違った活動になると思われるので計画段階で明確にしておくことが望まし

い。 

 モンゴルの自然は再生困難な壊れやすい自然であり、未だほとんど調査されていないのである。

また、事前合宿での鈴木孜氏の話では処によっては植樹による緑化が必ずしも適切な自然再生

でないことも学んだ。 

 どんな場合でもいえることであるが、特に環境問題に関わるプロジェクトを建てる時には、十分な

事前の調査が必要である。 
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今後の展望 

1、プログラム面 

 今回のプロジェクトでは、「現地スカウトと共にモンゴルの様々な環境問題改善の土台を固め、

その実現を目指す」という目的のもと、プログラムを展開した。モンゴルスカウトとプログラムを共

に行い、「土台を固める」段階から環境問題改善のために行動する事が、次回以降求められる。

今回の目的の文言にも、「その実現を目指す」とある。環境問題改善というのは非常に大きな仕事

である。多くの国々が取り組んでいる問題でもある。高度経済成長を経験し、様々な環境問題を

経験してきた私たち日本人が、これから急速に発展してゆくモンゴルにおいて行動する事は、非

常に意義深い。土台作りから改善へのアプローチへ、これが今後への課題である。 

 また、プログラムを構築する上で求められる事は、プログラムに関する事の知識と理解である。

今回は各自の学んでいる事を生かすという方向性でプログラムを構築し、それなりの成果を上げ

た。しかし今後、環境問題改善に直接的に行動して行く場合、深い専門知識が必要とされる事も

あるだろう。各自で学ぶ事も不可欠であるが、外部の方の力を得る事も必要だと思う。今回渡航

に参加した大串名誉教授や合宿に来てくださった JICA の派遣で政策アドバイザーをしていた方な

どのように、この分野に見識のある方から、適切なアドバイスを受け、プログラム内容を検討しな

がらすすめるべきだと思う。私たちが正しいと思っていても、正しい事ではないのかもしれない。正

確に判断し、プログラムを実施しなければ、対象者の理解も、プログラムの効果も上がらないだろ

う。国際協力プロジェクトと名を打つ以上、プログラムの実効性と言う面にも力を入れて行きたい。 

 

2、ボーイスカウトとしての活動 

 何故、ボーイスカウトとして我々が活動するのか。それは、一般人として活動するよりも効果が

得られると考えているからである。本プロジェクトの様な活動を行う事は、ちかいとおきての実践に

他ならないからである。しかしながら、ボーイスカウトであるが故に起こる問題も多々ある。主に国

内での事であるが、申請や資金面での問題である。これは解決しなくてはならない問題であり、こ

のような事が続くのは、不毛である。それらを防ぐために、このプロジェクトに対しての理解をいろ

いろな方々から得られるようにしてほしい。また、我々のような活動がしやすくなるような環境を、

日本連盟、県連盟内で整備する事も課題として挙げられる。スカウト関係者でも、様々な人に様々

な意見が存在する。いろいろな方々と話し、理解し合う事で解決したい。 

 私たちが行っている活動が間違っている事だとは、誰も思わないはずである。理解、協力を得て、

日本のボーイスカウトの代表として誇りを持って活動できるよう、努力したい。 
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3、モンゴルスカウトとの関係 

 プロジェクトに関する全ての面から、モンゴルスカウトとの関係は不可欠である。このプロジェクト

はモンゴルスカウトと恊働で行われる以上、日本側だけでなくモンゴル側からの主体的な取り組

みがなされなければならず、またそれを促す努力をしなくてはならない。「継続」と様々なプログラ

ムで謳っているが、毎年同じ時期に訪れ、プログラムを行う事が「継続」ではない。常にモンゴル側

と連絡を取り、プログラムを進めて行く事がモンゴルスカウトとの関係と言う面でも、継続性と言う

面からも重要である。 

 

4、 後に 

 このような二国間での海外協力プロジェクトを行っているスカウトは、日本国内でも数少ない。日

本のボーイスカウトとして世界に何が出来るのか？国際社会に何が還元できるのか？そのような

事を我々は問われているといっても過言ではない。スカウト自身によって企画、実施、評価される

海外プロジェクトが広まる事は、日本国内のスカウト運動の活性化に繋がるだけでなく、国際社会

に対してのスカウト活動の幅を広げる事にもなる。本プロジェクトのような活動が増え、スカウト運

動を活性化させるためにも、「日本のローバースカウトのパイオニア」として、本プロジェクトを継続

させたい。 
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補足資料 

■事前・事後活動 

日時：2006 年 4 月 3 日 場所：早稲田学生会館Ｗ501 

参加者：陰山・佐野・白崎・山本・林・野口・山中 

内容：派遣目的設定・クルー業務の仮版設定 

 

日時：2006 年 4 月 10 日 場所：早稲田学生会館Ｗ505 

参加者：陰山・山本・嶋崎・白崎・村上・大河原・野口・山中・大谷・青柳・竹之下・関和・藤木・横澤

内容：自己紹介・プログラム紹介・クルー業務紹介 

 

日時：2006 年 4 月 17 日 場所：早稲田学生会館Ｅ321 

参加者：陰山・山本・嶋崎・山中・野口・竹之内・関和・大谷・関口・藤木・加藤 

内容：新しいメンバーに考えてきてもらったプログラムの発表 

 

日時：2006 年 4 月 24 日 場所：早稲田学生会館Ｗ501 

参加者：陰山・山本・山中・竹之下・大河原・大谷・関口・嶋崎・白崎・加藤・森田・横澤 

内容：プロジェクト参加表明・プログラム進行状況報告・クルー業務決定 

 

日時：2006 年 5 月 8 日 場所：早稲田学生会館Ｅ341 

参加者：陰山・関口・青柳・山本・関和・大谷・青柳・林・嶋崎・白崎・山中・加藤・森田・佐藤 

内容：プログラムチーム編成・クルー業務範囲決定 

 

日時：2006 年 5 月 15 日 場所：早稲田学生会館Ｗ502 

参加者：陰山・関口・竹之下・山本・関和・白崎・嶋崎・山中・大谷・大河原・林・小川・加藤・横澤 

内容：プログラムミーティング 

 

日時：2006 年 5 月 22 日 場所：早稲田学生会館Ｅ422 

参加者：陰山・関口・青柳・竹之下・山本・嶋崎・関和・山中・藤木・横沢・加藤・斉藤・佐藤 

内容：プログラムミーティング・クルー業務報告・派遣日程仮版の作成 

 

日時：2006 年 5 月 29 日 場所：早稲田学生会館Ｗ505 

参加者：陰山・関口・青柳・山本・嶋崎・山中・大河原・林・加藤 

内容：プログラム状況報告・クルー業務報告・派遣日程・合宿日程 

 

日時：2006 年 6 月 5 日 場所：早稲田学生会館 
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参加者：陰山・関口・竹之下・山本・嶋崎・関和・山中・大谷・大河原・佐野・林 

内容：プログラム状況報告・モンゴルタウン訪問に関して・クルー業務報告 

 

日時：2006 年 6 月 12 日 場所：早稲田学生会館 

参加者：陰山・関口・青柳・山本・嶋崎・山中・大谷・林・加藤 

内容：プログラム状況報告・クルー業務報告 

 

日時：2006 年 6 月 19 日 場所：早稲田学生会館 

参加者：陰山・関口・青柳・竹之下・山本・嶋崎・関和・山中・大谷・佐野・中川・加藤・森田・藤木 

内容：プログラム状況報告・クルー業務報告・実施要綱の期限設定・参加費に関して 

 

日時：2006 年 6 月 26 日 場所：早稲田学生会館 

参加者：陰山・関口・青柳・竹之下・山本・嶋崎・関和・山中・佐野・中川・加藤・森田横澤 

内容：進行状況の遅いプログラムについて・クルー業務報告 

 

日時：2006 年 7 月 3 日 場所：早稲田学生会館Ｅ342 

参加者：陰山・関口・青柳・竹之下・山本・嶋崎・関和・山中・大谷・林・中川・加藤・藤木 

内容：プログラム状況報告・クルー業務報告 

 

日時：2006 年 7 月 10 日 場所：早稲田学生会館Ｗ501 

参加者：陰山・関口・青柳・竹之下・山本・山中・大谷・佐野・林・中川・藤木・佐藤 

内容：プログラム状況報告・クルー業務報告・モンゴルグッズに関して 

 

日時：2006 年 7 月 17 日 場所：早稲田学生会館Ｗ506 

参加者：陰山・関口・山本・山中・大谷・佐野・林・中川・佐々木（桜美林大学） 

内容：プログラム状況報告・合宿のダンドリに関して・モンゴルグッズに関して 

 

日時：2006 年 7 月 24 日 場所：早稲田学生会館Ｗ501 

参加者：陰山・関口・青柳・竹之下・山本・関和・嶋崎・山中・大河原・大谷・中川・藤木・横澤 

加藤・森田 

内容：プログラム状況報告・クルー業務報告・モンゴルグッズに関して 
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日時：2006 年 8 月 14 日 場所：早稲田学生会館Ｗ502 

参加者：陰山・関口・青柳・竹之下・山本・嶋崎・山中・大河原・林 

内容：実施要綱の締め切り・コンテンツの確認・プログラム状況報告・クルー業務 

 

日時：2006 年 8 月 28 日 場所：早稲田学生会館Ｗ506 

参加者：陰山・関口・竹之下・山本・関和・山中・大谷・中川・林・横澤・加藤 

内容：実施要綱の修正・プログラム状況報告・クルー業務報告・派遣団チーフに関して 

 

日時：2006 年 9 月 22 日 場所：早稲田学生会館Ｗ501 

参加者：陰山・関口・青柳・山本・関和・嶋崎・山中・佐野・中川・宮崎 

内容：報告書のコンテンツ・締め切り設定・報告会に関して 
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■全体装備管理リスト 

 

項目名 品目名 数量 項目名 品目名 数量
石鹸 電子量り 3 生活管理 バンドエイド 1

漏斗 3 マキロン 1
計量カップ 6 軟膏 1
食塩 2 包帯 1
ゴム手袋 3 下痢止め 1
苛性ソーダ 1 頭痛薬 1
掻き混ぜ棒 3 電子体温計 1
水酸化ナトリウム 1 冷えぴた 2
廃油 1 痛み止め(バファリン) 1
空きペットボトル 1 はさみ 1
牛乳パック 1 医療用テープ 1
廃油石鹸 1 抗生物質 1
包装試用品 1 ウェットティッシュ 2

ゲル ジャガイモ 10 湿布 3
人参 5 ガーゼ 1
牛肉100g 2 イソジン 1
みりん 1 石鹸 2
砂糖 1 洗濯石鹸 10
醤油 1 裁縫セット 1
インスタントみそ汁 5 蚊取り線香(30巻入り 1

風力 発電機セット 1 ごみ袋(70㍑) 1
ワイヤークリップ6ミリ対応 5 アクリルたわし 1
チジメ 3 模造紙 15枚
電球（２個入り６０W) 1 水性ペンセット 1セット
ソケット（スイッチ付き） 1 油性ペン 10本
電圧チェッカー 1 ホワイトボード（ミニ） 2個
軍手（１０枚入り） 2 ガムテープ（布） 3個
アルミ針金（５ミリ） 2 ガムテープ（紙） 2個
ワイヤーカッター 1 セロテープ 1個
乾電池（１６個入り） 1 ＰＰロープ 1巻
スポーツカイト 2 ポラロイドフィルム（１０ 5箱
剣玉 2 ポラロイドカメラ 1台
凧 1 プリンター 1機
工具セット 1 鉛筆・消しゴム 大量
電線、電球セット 1 ハエ叩き 1個
バッテリー 1 ハエとり紙 1セット
無線機 1

プログラム装備 クルー装備
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項目名 品目名 数量 項目名 品目名 数量
環境 模造紙 1 カロリーメイト 15個

布 1 ポカリの粉 5箱
ペットボトル 5 おかゆ 15袋
牛乳パック 3 緑茶粉末 3袋
綿 2 味噌汁 20袋
割り箸 5 マグヌードル 30袋
段ボール 10 ふりかけ 3袋
画用紙 10 α米 20合
折り紙 1 コーヒー粉末 2袋
はさみ 5 カレー粉末 5個
ノリ 6 醤油 1本
カッター 3 味噌 1箱
セロハンテープ 3 マヨネーズ 1本
ガムテープ 3 塩コショウ 1個

農業 スプラウトの種 2 記録 DVテープ 15
スプラウト育成箱 1 ビデオ 1

記録用ＤＶＤ－Ｒ 2
プリンター 1
三脚 1
コピー紙 1

渉外 携帯電話 1

プログラム装備 クルー装備
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■モンゴルスカウト名簿 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Batbayar (ビー) クルーリーダー

baabar_mx@hotmail.com

Tsolmon（ツォモ） 渉  外 
s_tsolmon@hotmail.com  

Temkaa（テムカ） 
Temkaa89@yahoo.com    

Orgil (オルゴ） 風 力 担 当 
goryorgil@hotmail.com  

Temloon (テムカ） 環 境 担 当 
temka_scout@hotmail.com 

Oyun-erdene (オユカ) 
oyuka_89@hotmail.com 

Suuri（スーカ） 草 原 担 当 
pon_baba@hotmail.com 

Amka（アムカ） 
batama311@yahoo.com 
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ダワ 

d-barbie2002@yahoo.com

Oogie （オギー） 
cindy_8670@yahoo.com

 
 

 
 
 
 
 

Mindy（ミンディー） 

 
 
 

 
 

Aruka（アルカ） 
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■協力団体リスト  

  

【現地カウンターパート】 【農業プログラム】 

U. Ulziinyam（ウルジ） 氏 ・東アジア環境恊働行動よこはま 

Otgonbayar（オトゴンバヤル）氏  在日モンゴル商工会議所 

バガノール地区コネクション 

[mail:dotgonbayar@yahoo.com] 

モンゴル代表 

[mail: ulzii@r6.dion.ne.jp] 

  

  

D. Otgonbaatar（オギー） 氏 【ゲルステイプログラム】 

Mr.ARIUN 氏  Studio for Heuristic Learning Environments 

在日モンゴル商工会議所紹介のゲルステイ案

内役 

Researcher 

[mail： otgoo@heu-le.net] 

  

  

Gerelmaa （ゲレル） 氏 【草原プログラム】 

Auyrzana AVIRMED氏 通訳 

モンゴル自然環境省 

・ GREEN WALL NATIONAL PROGRAM 

Director 

[mail:nrmr_institute@yahoo.com] 

 

 

Sete (セタ)氏 

モンゴル連盟国際部代表 

[mail:monscout@mongol.net]  

  

  

NOGUUN NUDUR (ノゴーン ウンドゥル有限

会社) 

【石鹸プログラム】 

T. Tamirrar （タミラー）氏：若干日本語可 

日本語の読み書き不可、会話可（FAX はロー

マ字表記で）  

 

モンゴル科学アカデミー 

[mail: boloroo_ts@hotmail.com］ 

・在日モンゴル商工会議所 

バス会社  

携帯: 99113627  

FAX: 976-11-318207  

[mail: sarnai97@mobemail.mn] 
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【環境プログラム】 【スタディーツアー】 

D. Sarantuya オンギ川市民運動 Executive 

director  

・モンゴルスカウト 

代表：Mindy 

[mail: onggi_river@yahoo.com]  ・第 23 区学校の学生 

  

Galbadrakh 氏  【風力プログラム】 

T. Dorji （ドルジ）氏：日本語可 オンギ川市民運動団体マネージャー  

[mail: galbadrakh_b@yahoo.com] ナランツァルト都市建設大臣秘書 

[mail:dorji0702@yahoo.co.jp]  

 【旅行会社】 

株式会社アルト 

03-3295-5050 

[mail : altotour@atlas.plala.or.jp] 
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■地図 
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■新聞取材 

・担当者  中川 

・活動日  2006 年 9 月 1 日、5 日 

・実施場所 ウヌードゥル新聞社、スフバートル広場 

・実施内容 新聞の取材を受ける。新聞社（テレビ局）訪問。 

・目的  — 

・資材  — 

・協力者 ウヌードゥル新聞社、国営通信社モンツァメ（モンゴル通信発行元） 

・タイムスケジュール 

9 月 1 日 

10:45 ウヌードゥル新聞社到着 

11:00 取材開始 

11:30 取材終了 

11:50 テレビ取材（代表関口） 

9 月 5 日 

17:00 スフバートル広場到着 

17:15 モンゴル通信取材開始 

18:05 取材終了 

 

 

・内容詳細 

 藤木アドバイザーによる紹介でウヌードゥル新聞社、滞在中偶然出会った記者の方から依頼

を受ける形で国営通信社モンツァメそれぞれの取材を受けることとなった。ウヌードゥル（モンゴル

語で「今日」の意）新聞はモンゴル国内で発行されている二つの日刊新聞のうちの一つであり、新

聞社と同ビル内にテレビ局も併設されており、見学させて頂いた。「モンゴルで何をやってきて、こ

れから何がやりたいのか。モンゴルを訪れる以前と訪れた今の国の印象の違いは何か。」など尋

ねられ、クルーリーダーを主としてインタビューを受けた。同時にこちらからの質問も求められため、

モンゴルの新聞社の人々に対し、私たちに求めるものは何か、などを聞くこともできた。モンゴル

通信はモンゴル唯一の国営日本人向け新聞であり、記者の方も日本人で取材も日本語で行われ

た。「日・モの若者、環境問題に取り組む 学生ボーイスカウトの有志たち」との見出しで９月１０日

付けのモンゴル通信に載った。帰国後、モンゴル通信を見たという、日本に留学中のモンゴル学

生から連絡を頂けたことなどから見ても、よい形での情報発信となったと言えよう。 
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■ＴＯＤＡＹ 
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■グッズ 

Tシャツ                            ポロシャツ                              

（カラー：白、ピンク、バナナ、茶色、ダークグリーン）       デザイン：中川梨紗 

デザイン：Dona2（元デザイナー） 

 

 

ネッカチーフ                        マウンテンパーカー 

デザイン：嶋崎康真                   （ノミンデパートで購入 48,000Tg） 
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■実施要綱英語版 

Mongolia Project 2006 

Partnership of Mongolian and Japanese Rover scouts 
Brief program guide for Rover scouts in Ulaanbaatar 

 

 
 

 
Our Whole Schedule 

Date Morning Afternoon Place to stay 

8/31 Leave Narita Get to Ulaanbaatar Ulaanbaatar 

9/1 Sightseeing Visit environment NGO Ulaanbaatar 

9/2 Mongolian crew meeting 1 Mongolian crew meeting 1 Ulaanbaatar 

9/3 Agriculture program Agriculture program Ulaanbaatar 

9/4 Rest Grass field program Ulaanbaatar 

9/5 Hand-made soap program Hand-made soap program Ulaanbaatar 

9/6 Ger stay Ger stay Telerj 

9/7 Ger stay Ger stay Telerj 

9/8 Rest  Rest  Ulaanbaatar 

9/9 Environment program Environment program Ulaanbaatar 

9/10 Wind-power generation pro Wind-power generation pro OC sand hill 

9/11 Wind-power generation pro Wind-power generation pro OC sand hill 

9/12 Wind-power generation pro Wind-power generation pro Ulaanbaatar 

9/13 Rest  Rest Ulaanbaatar 

9/14 Mongolian crew meeting2 Leave Ulaanbaatar In the Plane 

9/15 Get to Narita     
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Japanese crew member  

Yuhei Kageyama  Crew leader  

Maika Aoyagi Sub leader (program section) 

Teruki Sekiguchi Sub leader (general affairs section) 

Teppei Yamamoto Accountant 

Yuri Takenoshita Public relations representative  

Lisa Nakagawa Life manager  

Kento Hayashi Life manager 

Shohei Sano Life manager 

Kei Ootani Life manager 

Ayumi Sekiwa Register  

Yasumasa Shimazaki Register 

*Keiko Ogawara Life manager 

*Souichiro Yamanaka Register 

Masanori Fujiki Crew Adviser 

Sayoko Oodachi Crew Adviser 

Doctor Oogushi Suite of attendant 

* Who are absent for the dispatch.  
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Grass land program   
  

Kento, Shohei, Yuri      
Time and Place the people who live their life on the sand 

everyday, and also to the professionals who 
deal the problem in the government of  

4th SEP 
At Ministry of Nature and Environment 4th 
floor (#401) at 15:00   

 (And att Gell when we go to gell stay)  
  
Mongolia. From this interview, we would like 
to get some kind of answers to prevent 
desertification, and to use the dead land 
effectively.  

What to do 
To think and discuss the continuous program 
to stop the desertification in Mongolia.  
 

We will also bring back some sand from 
several different lands in Mongolia to Japan, 
and analyze what kind of vegetable will be 
able to plant and cultivate. 

Mongolian scouts  
Who ever want to participate, please join us. 
(No limitation for the number.) 
 

 Preparation by Mongolian crew 
Please think for the following  Interview to the Ministry of Nature and 

Environment  questions and be prepared to have a lecture 
made by the government; Do you have you 
any special feelings toward the grass land, 
living in Mongolia? How do you feel, and what 
do you think of the Mongolian grass land 
decreasing?  

・ Stiuation and reason for desertification  
・ Measure by the government and the 

response by the people  
・ We hear that you have done the tree 

planting festival, but the percentage for 
taking the root is less than 30%. What do 
you think about this?  

                           
Background  

Nowadays, desertification is a 
big global issue, however it is 
said that the study for this topic 
has not fully made. As 
everybody imagine, if we do not 
seriously think what we can do 
for this problem, the land in 
Mongolia will be devastated.  

・ We hear that the (baby) trees will absorb 
much water in the ground, and lead to the 
shortage of water, but what is your 
perspective for this phenomenon?  

・ The possibility to do farming on the 
devastated land.  (Including cultural 
perspective. ) 

・ What people can plant and grow in the 
desert.  

・ What we can do for the future.  Although, when we think about the measure 
for this desertification, various perspectives 
will come out. (ex: approval or disapproval for 
tree planting etc.) We would like to interview  
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Interview to the people living in Mongolia  Analysis 
Collect sand from Grass land (Guell )、Desert 
land (Ulgit village) and around Ulanbataar.. 
Digging down from 2cm to 15cm in the soil, 
put the sand in a container (10cm high, a  

・ What do people require for the 
government.  

・ How people feel and think about the 
desertification.  

・ The possibility to do farming on the 
devastated land.  (Including cultural 
perspective. ) 

circle 10cm in diameter.) Also collect leaves 
and roots of the plant s.  
 

  
Analyze what kind of plant is able to grow on 
the sand. 

Schedule 
Time  Schedule 

13：00 Leave our apartment  
14：30 Get to the Ministry of 

Nature and Environment  
15：00 Lecture and discussion  
17：00 Finish  

 (Analyzing at the laboratory in Tokyo 
Agriculture University. ) 
To rethink what we can do in the coming year 
project, we will analyze and investigate the 
sand of Mongolia. We will analyze the nature 
of the soil and to find what kind of vegetables 
are preferable to plant in the land.  
———————————————————— ———————————————————— 
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Hand-made soap program  

  
 Teppei, Kei 
to Mongolia with some ideas. Therefore, we 
want Mongolian scouts to prepare some 
ideas by the time we get to Mongolia.  

Time and Place 
5th SEP 
At a meeting place, prepared by the scout 
association of Mongolia.     
 Meeting Theme: 4P 

Product:: What Kind of soap should we 
make? How can we get a material? 

What to do 
Constructing a purchase network of soap for 
fatherless family.  Price: How much does a soap cost? 

Place: Where can we sell soaps?  
Promotion: How can we arrange a product? Mongolian scouts  
At meeting, we suggest each idea and 
discuss. So you need think about the theme 
above. Especially, we hope your deep 
thinking about  “Place “ and material. 

Around 12, 13 Mongolian rovers wanted  
 
Preparation by Mongolia crew 

・Idea below (4P) 
 ・pet bottle 500ml ×30, empty 

・waste oil ×3L Schedule 
time Schedule 

09:30 Get to the lecture place  
10:00 Lecture start  
10:20 Waste-oil-soap lecture 
11:30 Lecture finish  
11:40 Cleaning up 
12:00 Lunch  
13:30 Get to the meeting place 
13:40 Theme: Product  

・paper pack (package) 1L×3, empty (ex: 
orange juice pack) 
・gas burner ×3 (like you prepared last 
year) 
・meeting space (covered 20～30 people, 
like you prepared last year) 

 
 
Background  
We will do this as a continuous program from 
last year. This year, we want both Japanese 
and Mongolian crew to prepare some ideas 
for soap making, and discuss about it hem 
when we get together. Japanese crew will go  

 
14:10 Theme: Price 
14:30 Break  
14:50 Theme: Place 
15:20 Theme: Promotion 
15:40 About anything else.  
16:00 Summary of the meeting 
16:20 Program finish  

 
 
 
 
———————————————————— ———————————————————— 
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Environment Program  
  
 Ayumi, Yasumasa  

Time and Place Schedule 
time schedule 
10：30 Get to Scout Association of 

Mongolia 
11：00 Get to garbage treatment center 
12：00 Leave the center  
12：30 Lunch 
14：00 Explain the workshop schedule 

at the children center 
14：10 Puppet show 
14：30 Eco Forum  
15：30 Break  
15：40 Re-start 
16：40 Summary 

9th SEP 
At a Garbage treatment center near 
Ulanbattar, Children center near Sufbataar 
and Scout association of Mongolia  

 
What to do 
Inspecting a garbage treatment center with 
children scouts, Show a puppet show toward 
children scouts, Have a forum with all of the 
participants  

 
Mongolian scouts  

Around 10 rover scouts wanted. 
Approximately 20 children scouts wanted.  

 
【Garbage treatment center inspection 】 

Preparation by Mongolia crew Target: Children scouts around 10 to15 
Make sure about the schedule of the whole 
day. About the inspection of the Garbage 
treatment center, make sure how to get there, 
by bus? Car? About the field work, make sure 
how to fill in the investigation sheet. And for 
the workshop, please help our puppet show, 
and have a rehearsal with us.  

Place: Garbage treatment center near 

Ulanbataar (Where we went last year. )  

Purpose: Showing the reality of the waste 
problem to children, lead them to think what 
they can do. 
 
【Workshop】  
Target: Children scouts around 20 Background 
Place: Children center Garbage issue is one of the biggest problems 

in Mongolia nowadays, and we have 
discussed what we can do for this situation. 
As a result, we came up with several means 
to effect children through interesting activities. 
We will visit the garbage treatment center, 
have a puppet show, and some workshops 
using a waste investigation sheet made by 
the last Mongolian dispatch crew. Moreover, 
we made this program to make the Mongolian 
scouts participate aggressively.  

Purpose: To let them know and 

re- think about the waste 

problem. 

Means: Show the idea of “not disposing 
garbage all over,” and the idea of 3Rs in 
Japan, which of its main idea is not to put 
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N: Haine is thinking, and talks over the matter 
with her brother. 

away things into garbage so easily. We will 
introduce one way of “re-using” by making 
a Pet-bottle Kendama.  Haine: I do not want to see that Harumoko is 

suffered, so what can I do?  
Brother: Haine, um…..  
N: they are discussing. 【Scenario of the puppet show】 
Bro: Let’s go outside, and ask the people “What Can I do for our future” 
around here! In these days, they started to  Scene1 
consider the garbage problem, Hine, you will  Narrator: This is the story about sheep 
be the pioneer. whose name is Harumonko and a girl whose  
Hai: Can I be the pioneer? name is Haine. They are very friendly each  
Bro: You are the only one who will be the 
pioneer! Harumoko also want you to do. Don’t 
mind! 

other and they used to play in the grass land  
everyday. 
Haine: Here we go Harumoco ! 

Hai: I see...I’ll try it!! Harumoko: Baa  
N: Haine got the courage, and she decided to 
do what she can do at first. 

N: Today, they walk around the grass land, 
and suddenly Harumoko ran away. 

Hai: Let’s begin with picking garbage up and 
I’ll ask the public people for help. 

Hai: Where are you, Harumoko? 
N: Haine is looking for him. 

N: And Haine decided to pick the garbage 
up!  

Haru: Baarr……( he feel painful) 
Hai: What’s up, Harumoko? ( She feels 
desperately) Scene3 
N: Haine realizes Horumoko is feeling bad. 
Harumoko ate plastic bag because he 
mistook garbage for food.  

N: Next day, Haine walks around the city 
while she is picking up the garbage, and she 
got surprised to see the great amount of the 
garbage.  Haru: Bar…Bar…. 

Hai: Don’t die, Harumoko! ( She is crying) Hai: I didn’t realize such terrible situation. 
N: Harumoko lost his consciousness, and 
Haine is thinking why Harumoko was 
damaged like this. Suddenly, Haine realized 
that there is much garbage around here, in 
Mongolia. 

N: There are a lot of PET bottle, and garbage. 
Then, a stranger spoke of Haine. 
Stranger: Hey, what are you doing? 
Hai: I’m picking up the garbage. 
St: For what? 

-----The picture of garbage----- Hai: My deer sheep, Harumoko, was suffered 
from the garbage. I do not want to see such a 
bad shape, so I decided to reduce the 
amount of the garbage. 

N: What do you think of this picture? They 
should throw away their garbage into 
garbage can and it is common in the world. 
What can we do to improve this bad 
situation?  

St: I see, as a fact, I am worried about same 
things.  I’ll help you, Haine! 

Scene2 Hai: Thank you! I’ll do my best! 
N: Haine got more courage, and she makes it 
a rule to clean the city everyday.  

Hai: Harumoko, I don’t want to see such 
situation, what can we do? 
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N: one month have passed, the city is getting 
more and more beautiful. 
Hai: Let’s make a garbage can! 
Bro: That’s a good idea. 
Hai: we should separate garbage according 

to type. 
Bro: Yes, and we should recycle.  

 
 

———————————————————— ——————————————————— 
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Wind-power generation program  
  

   Teruki, Yuhei  
  
For example, they cannot use a bright class 
room, or the electric learning materials. 

Time and Place 
10th SEP- 12th SEP (for 2nights)    

Also, we hear the difficulty to send electrics to 
the nomad people. 

Elementary school in Ulgeet  
 

Sometimes the unelectrified situation brings 
the inconvenience in living, educating and  

What to do 
We will do this as a continued program from 
last year. We built two wind power generators 
in the hospital of Gobi desert last time. This 
year, we will build wind power generator in the 
elementary school near the hospital where we 
fixed it last year. 

informative situation. This will lead the nomad 
to quit wandering, and it might be some kind  
of reasons for the urban problem such as the 
increase of street children and fatherless 
home, etc. We may make some kind of 
change, through building the wind-power 
generation system.  

At elementary school, we will give children 
some talk about environmental problem, 
including climate change of the world. 
Japanese crew will make this lecture’s in 
English including some teaching materials.  

 
Schedule 
  Day 1 

Time Schedule 

0500 Get up  

0520 Morning assembly 

0545 Breakfast  

0630 Leave our apartment  

1230 Lunch  

1600 Break  

1800 Get to the elementary school  

1830 Meeting with the school  

1930 Lecture to the Mongolian rovers 

2200 Go to bed  

 
Mongolian scouts  

3to 5 scouts wanted.  
 

Preparation by Mongolia crew 
We want Mongolian scouts to help us 
especially while we give a lecture to children 
since we have to make it into Mongolian. And 
all kinds of cooperation needed during the 
whole program as well.  
 
Background 
Mongolia has its large land, but there are only 
two and a half million people living, as you 
know. Half of the people are living in 
Ulaanbaatar. 

 
 
 

As a result, the electricity system will not 
prevail to the suburb area, so there are many  

 
 

places unelectrified. We hear that there are 
problems in schools in unelectrified areas. 
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Day 2 

Time Schedule 

0630 Get up  

0700 Morning assembly 

0730 Breakfast  

0830 Get to the elementary school  

0930 See the elementary school 

students 

0945 Lecture 

1130 Lunch  

1230 Build the wind-power generation 

1630 Finish 

1700 Leave the elementary school 

1800 Come back to the place to sleep 

1830 Experience the desert life 

2000 Supper 

2100 Feed back meeting 

2230 Go to bed 

Day3 

Time Schedule 

0600 Get up 

0630 Morning assembly 

0700 Breakfast 

0800 Leave 

1300 Lunch 

1600 Break 

2000 Get to Ulanbataar 

2100 Supper 

2200 Meeting 

2300 Go to bed 
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