シャンティ山口 公開情報一覧（開示資料）
シャンティ山口事務局
※（2005 年（平成１７年）以降）
ホームページなどで未公表、及び新聞掲載情報まとめなどの下記の資料について参考までにお知らせ
します。
また、1993 年発足からの資料も開示しますので、必要であれば、事務局までお問い合わせください。
ビデオ集
2008.3 ＮＨＫ山口放送局「ゆうゆうワイドこの人に聞く」 20 分生放送 .24(スタジオ安田アナウンサー)
2010.3 yab 山口朝日放送「カメラマンレポート」保育園に多目的教室完成 10 分 （近清カメラマン）
2011.3 yab 山口朝日放送全国ネット「テレメンタリー2011」～幸せのトイレタイ国境の村を支えて～30 分
-ナレーション加藤登紀子さんー
2012.4・2012.6 NHK WORLD RADIO JAPAN（2 回シリーズで放送）「フレンドリートイレ」世界 17 カ国語で
各国放送 25 分 （取材：犬飼記者） ＰＨＡＹＡＯレポート 2012-02 日本語訳で書面掲載
2013.5 yab 山口朝日放送「幸せのトイレ完結編」 8 分現地取材（白木ディレクター・近清カメラマン）
2014.2 山口ケーブルビジョン シャンティ山口活動報告“らん・絆”（於：フォトギャラリー写創蔵）
2014.9 FNN ニュース「タイ奥地でトウモロコシバブルに踊る村」 6 分（現地取材）
2014.11 山口ケーブルビジョン シャンティ山口活動報告“竹・絆” （於：フォトギャラリー写創蔵）
2020.3 第 21 回西日本国際財団アジア貢献賞受賞 活動プレゼンテーション
※メディアなど掲載一覧(ホームページでの公開も含む)
新聞、
2006.9

読売新聞 サンデー舞台 ひと タイ山岳民族自立支援 10 年 ―NPO 事務局長―

2007.2

中国新聞

「内戦の地のがれた子に寮」元気人やまぐち

2007.2

読売新聞

「タイで支援活動ＮＰＯが写真展」

第 56 号

2007.2

山口新聞

「自立支援 14 年の歩み」

第 56 号

2007.2

サンデー山口 「モンの人々」写真展

第 56 号

2007.3

西日本新聞 「タイ山岳少数民族を支援 NPO 法人シャンティ山口」

第 56 号

2008.3

西日本新聞 「タイの山岳民族 15 年間支援 活動や暮らしを紹介」

第 61 号

2008.3

朝日新聞

「タイでの支援活動１５年」

第 61 号

2008.3

山口新聞

「タイ支援１５年の軌跡」NPO シャンティ山口

第 61 号

2008.4

毎日新聞

ニュースレター第 56 号

「エコトイレタイで活躍」日本の農村の知恵が生きる“肥だめ原理”ヒントに試行錯
第 61 号

2010.5～連載 山口新聞 東流西流 「タイでトイレをつくる」～タイで生かされた肥溜めと畑の知恵～
第 80 号
2010.5

山口新聞 「タイの森林再生へ」少数民族の生活向上目指す ＮＰＯ法人シャンティ山口
第 81 号

2010.6

読売新聞

「夕影」 コラム

シャンティ山口

第 81 号

2010.10 読売新聞

「農村支援「笑顔のために」アジア座 山口 NPO タイで活動１７年

第 83 号

2011.3

山口新聞

「タイ少数民族の今」美祢で支援活動展

2011.5

山口新聞

タイの子供に絵本を」幼稚園訪れ４０冊贈る 写真家・絵本作家 下松の金井さん

第 85 号

第 88 号
2011.6 読売新聞

タイの村から「日本ガンバレ」全世帯が支援金 農業指導が縁

第 89 号

2011.6 山口新聞

NPO に支援金 20 万円贈る 山口県央ロータリークラブ

第 89 号

2012.2 東京新聞 エコトイレの神様「タイ・モン族の村に日本人ボランティア

第 93 号

2012.3 東京新聞 タイ少数民族の子支援 未来描く「心の栄養」必要

第 94 号

2012.4 東京新聞

タイ奥地森林破壊 バイオ燃料トウモロコシ栽培拡大

第 96 号

2013.4 山口新聞

シャンティ山口２０年の歩み タイの山岳少数民族支援

第 104 号

2013.10 東京新聞

はげ山果樹で再生 遺伝子組み換え作物で荒廃 日本人の指導実る

第 108 号

2014.2 日刊新周南 シャンティ山口が２０周年 タイで少数民族支援の学生寮

第 111 号

2014.7 毎日新聞 「ひと」佐伯昭夫さん（69） 放っておけない苦難の人を

第 116 号

2017.1 毎日新聞

第 128 号

「第６回毎日地球未来賞」にシャンティ山口「ラオス難民に教育を」

2017.1 日刊新周南 「翠流」シャンティ山口 「第６回毎日地球未来賞」

第 129 号

2017.2 毎日新聞

「ひと」佐伯昭夫さん－受賞記念講演－

第 130 号

2017.2 山口新聞

少数民族支援ＮＰＯの活動報告展

第 131 号

美祢で

2017.3

毎日新聞

「難民の暮らし、学びに光」 ＮＰＯ法人シャンティ山口

未掲載

2017.3

山口新聞

「生活の様子、写真で紹介」 シャンティ山口の国際協力活動報告展

未掲載

2017.3

毎日新聞

「タイ北部でエコトイレ整備や教育支援に尽力」 シャンティ山口が活動報告展 未掲載

2017.9 毎日新聞

「自立育む種をまき」少数民族を支援前回受賞毎日地球未来賞

第 136 号

2020.3 西日本新聞 「アジアに貢献」第 21 回アジア貢献賞表彰 -西日本国際財団-

第 142 号

2020.6 山口新聞

「タイでの活動」写真などで紹介 –国際協力活動支援報告展-

第 146 号

2020.7 読売新聞

「ひと」物語 タイの少数民族を支援 佐伯昭夫さん –現地で環境を改善－第 146 号

論文
2012.2 日本国際保健医療学会
タイ北部少数民族の農村における自然還元型トイレへの改良支援による衛生環境改善の試み
大橋眞（医学博士、徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部）・佐伯昭夫（シャン
ティ山口）・山口県立大学国際文化部（安藤公門）

第 90 号

2010.3 広島大学 付属学校共同研究機構研究紀要（第 39 号）絵本の製作と読み聞かせを通してのモン
の子どもと結ぶ 家庭科授業の研究 柴 静子・日浦美智代・一ノ瀬孝恵・髙橋美与子・佐藤敦
子・三根和浪
2013.3 環境医学教育プログラム（活動報告）
タイ北部少数民族の農村における持続可能な社会をテーマとした環境衛生教育プログラム
（大橋眞、佐伯昭夫、安藤公門、飯村浩）
2016.3

シャンティ山口外部評価書 （シャンティ山口の活動について） -徳島大学大学院教授 大橋眞-

各種機関誌、
2007～2016 継続掲載
2009.6.

地球環境基金活動報告集

エフ ・ユー プラス NO.7 特集 低炭素社会-温暖化対策を超えて＝地球に優しいエコトイレの設置＝

シャンティ山口事務局長佐伯昭夫

2013.6 社団法人倫理研究所 新世 特別企画 「第１６回地球倫理推進賞国際受賞部門受賞」記念講演
-循環型エコトイレから野菜作りへ2013.10 地球環境基金便り ２０周年記念特集
・シニア世代の取り組み タイ北部の山岳民族を支援して２０年 佐伯昭夫さん
・環境問題に挑戦する NGO・NPO 「焼き畑の大地を森林に」アグロフォレストリート農村開発
2013.11 地球環境基金２０年の軌跡・そして未来へ 時代をつくった１０のプロジェクト
「村民の生活環境を大きく変えたエコトイレ」シャンティ山口
2016.3 地球環境基金便り 特集世界で活躍する日本の NGO・NPO
タイ北部・山岳少数民族の自立を支援して 23 年

～強い絆が希望を生む～

広報誌、
2013.3 山口市民活動センター発行 「さぽらんてだより」 ～国境を越えてつなぐきずな～
現地に寄り添う支援 ～世界平和と絆を求めて～

第 101 号

専門誌
2010.10 １０月号 月刊下水道 途上国における水環境改善 よみがえれ“肥溜めと畑”
－日本の農村の知恵を北タイで生かすー

第 82 号

2013.12 河川文化 講演集 エコトイレの神様糞闘記 ―自然循環 eco トイレと途上国の水環境―
2016.4

４月号 生活と環境 特集「世界の水問題を考える」
～タイ北部山岳民族の衛生環境改善と農村開発～

第 124 号

2017.6 ６月刊住宅 VOL.66,2017“トピックス”
平成 28 年度国際居住年記念賞受賞.－特定非営利活動法人シャンティ山口－

第 135 号

雑誌、
2011.10

ソトコト別冊 チビコト CINCA プロジェクト 資源循環型トイレ

ミニコミ誌
2011.4 「いどばたかいぎ」

―えびすや― NO.56

“モンの人々”と共に歩んで・・・

第 86 号

2011.5 「週刊ウイング 225 号」 本当の支援とは、「絆づくりにつきます」

第 88 号

2011.8 「いどばたかいぎ」

第 91 号

―えびすや― NO.57 特集こころ豊かなモンの人々

写真集
2012.3 タイ ＴＨＩ 金井道子 活動報告写真集 山岳民族支援団体シャンティ山口の活動に参加して

シャンティ山口公開報告書等（ニュースレター未公開分）
2005.7 わたしのテーマ“みんなの笑顔が見たい” ・・・あなたも、いっしょに・・・ さえきてるお
2012.10 平成 22 年度からの地球環境保全事業の取り組み事例
2015.1 シャンティ山口広報パネル（活動写真版）

シャンティ山口

シャンティ山口は、１．民族自立のために ２．奨学金

支給事業・シャンティ学生寮運営事業 ３．地球環境保全事業 ・地球環境基金助成事業 ４．事
業に併行して（日本の大学生と現地の大学生の環境・文化学習交流に加えシャンティ山口のプロ
ジェクト訪問と活動先の民族の家庭へのホームステイや保育園児との交流及びシャンティ学生寮
生との交流など行っています。）
PHAYAO レポート（2005～2020）ホームページ掲載
現地パヤオ県活動先の状況報告紙
（学生寮・プロジェクト・スタディツアーレポート・活動のかたわらで等）
ニュースレター（第 46 号～第 146 号）ホームページ掲載
シャンティ山口活動報告等関連のニュース
受賞歴
２００５年 「第６回アジア貢献賞」

公益財団法人 西日本国際財団

２０１３年 「第１６回地球倫理推進賞」「文部科学大臣賞」
２０１４年 「優れた取り組み賞」
２０１５年 「地域連携優秀賞」

社団法人 倫理研究所

特定非営利活動法人 日本水フォーラム
タイ国・パヤオ県知事

２０１７年 「第６回毎日地球未来賞」 毎日新聞社
２０１７年 「平成２８年度国際居住年記念賞」
２０２０年 「第 21 回アジア貢献賞」

ホームページアドレス

社団法人 日本住宅協会

公益財団法人 西日本国際財団

http://www.shanti-yamaguchi.itigo.jp/
2020 年 8 月 1 日 saeki

