
2009 年 4 月 17 日

『世界フェアトレード・デー 2009』　5 月 9 日（土）の開催まであと１か月きる！
今年で 8 回目の世界同時開催を迎え、国内でもさまざまなイベントが開催されます

フェアトレードの専門ブランド「ピープル・ツリー」と母体 NGO「グローバル・ヴィレッ

ジ」が主催の、年間最大のフェアトレード・イベント「世界フェアトレード・デー

2009」開催まであと１ヶ月をきりました！

東京・丸ビル（丸の内ビルディング、千代田区）で行われる本イベントでは、イン

ドから生産者パートナー 2 名をゲストに迎えてのシンポジウム、国連環境計画・

金融イニシアチブ特別顧問の末吉竹二郎さんによる講演、ファッション・ジャーナ

リストの生駒芳子さんとピープル・ツリー代表のサフィア・ミニーが語るファッション・

トーク、参加型ワークショップのほか、毎年恒例のフェアトレード・ファッションショー

やフェアトレード・マーケット／カフェ、また、国内外で活躍する和太鼓グループ

GOCOO（ゴクウ）のライブなどさまざまな企画をご用意しています。

昨年 800 人を動員した本イベント。昨年に引き続き「フェアトレード+エコロジー」をテーマに、生産地で豊富に採れる自然素

材を活かした手仕事やオーガニック農法を重んじ、環境負荷の少ない持続可能な生産を支援するフェアトレードの重要性を

アピールし、消費者が購買行動を見直し環境負荷の低い製品を選ぶきっかけとなることを目指します。

フェアトレード月間の 5 月は、本イベントのほか、日本中でたくさんのイベントが開催されます。フェアトレードに更に注目が集ま

るよう、この機会にぜひご取材のほどお願いいたします。

＜当日プログラム（予定）＞

７階　メインホール 8 階　Room5
13:00 開場：　フェアトレード・マーケット、フェアトレード・カフェ　オープン　（7F ホワイエにて）

13：30
ｌ

14：00

オープニング：　

講演　

　末吉竹二郎（国連環境計画・金融イニシアチブ特別顧問）

14：00
ｌ

15：30

シンポジウム：　

「フェアトレード + エコロジーとコミュニティ開発」

　シスター・ヴィニータ・フランシス（アシシ・ガーメンツ）

　アルチャーナ・シャルマ（シュロフ・セルフ・ヘルプ）

　サフィア・ミニー（ピープル・ツリー／グローバル・ヴィレッジ代表）

14：00
ｌ

15：30

参加型ワークショップ：

「フェアトレード・ヘンプを使って手作りアクセサリー

～母の日のコサージュづくり～」

講師：　アイダミホコ

参加費：　1500円（材料費、テキスト代込）

15：45
ｌ

16：15

フェアトレード・ファッションショー

16：30
ｌ

17：30

トークセッション：　

「フェアトレード・ファッションの未来」

　生駒芳子（ファッション・ジャーナリスト）

　サフィア・ミニー（ピープル・ツリー／グローバル・ヴィレッジ代表）他

16：30
ｌ

18：00

参加型ワークショップ：　

「貿易ゲーム」

FACT　大学生有志グループ

17：45
ｌ

18：30

ライブ：　

和太鼓グループ「GOCOO」(www.gocoo.tv)によるライブ

19：00 フェアトレード・マーケット、フェアトレード・カフェ　クローズ

特別協力： 三菱地所株式会社、 後援： 外務省

【プレスリリース】

フェアトレード・ファッションショーでは、メディアの皆様に特別席をご用意させていただきます。
席数に限りがございますので、お早目のお申込みをお願いいたします。

ご参加のお申し込みは： ピープル・ツリー （担当： 小野、高井）　電話： 03-5731-6671 、メール： pr@peopletree.co.jp



＜イベントゲストスピーカーのプロフィール＞

シスター・ヴィニータ・フランシス　（生産者パートナー「アシシ・ガーメンツ」マネージング・パートナー、インド）

ピープル・ツリーのオーガニック・コットン商品の縫製を手がける「アシシ・ガーメンツ」のマネージング・パートナー。

アシシ・ガーメンツは、視聴覚が不自由な人びとに仕事の機会を創りだすためにアシシ修道会の修道女によっ

てスタートした団体で、現在は貧しい家庭出身の女性たちも受け入れている。ピープル・ツリーと取引を始め

た 1996 年当時の生産者の数は 10 人以下だったが、現在は 150 人を超えるスタッフと大きな工場を抱え

るまでに成長。生産者に仕事の機会を創りだし公正な対価を支払うだけでなく、食費や住居を提供し、ま

た修道会は、アシシ・ガーメンツからの収入を病院の設立や障害者のための学校の運営など社会的プログ

ラムにも充てている。

 

アルチャーナ・シャルマ　（生産者パートナー「シュロフ・セルフ・ヘルプ」コーディネーター、インド）

インドのムンバイを拠点に活動する生産者パートナー「シュロフ・セルフ・ヘルプ」のコーディネーターを務める。

シュロフ・セルフ・ヘルプは、手刺繍、ブロックプリント（木版を使った手押し染め）、ブラシ染めなどインドの伝統

的な技術を活かした製品づくりを通して、社会的・経済的に立場の弱い人びとが自立した生活を送れるよう

仕事の機会を創りだしている。

末吉竹二郎　（  国連環境計画・金融イニシアチブ特別顧問  ）  

1967 年、東京大学経済学部卒業後、三菱銀行（現・三菱東京 UFJ銀行）入行。94 年にニューヨーク

支店長、取締役、96 年に東京三菱銀行信託会社（ＮＹ）頭取、98 年に日興アセットマネジメント副社長

に就任。2002 年に退任後、2003 年に国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）特別顧問に就任。 

2003 年 10 月 UNEP FI 東京会議を招致、「東京宣言」の発表に尽力。 2008 年、福田元首相のもと

で開催された「地球温暖化問題に関する懇談会」のメンバーとして、提言の作成に関与。川崎市、鹿児

島市のアドバイザーや企業の社外取締役、東京大学大学院非常勤講師などを務めるほか、環境問題や

サステナビリティ・CSR分野において、講演や執筆活動を精力的に行っている。

生駒芳子　（ファッション・ジャーナリスト、元『マリ・クレール』編集長）

フリーランスでファッション、アートの記事を雑誌、新聞に執筆。ヴォーグ、エルを経て、2004年より、マリ・クレー

ルの編集 長に就任。日本初の社会的な記事を盛り込んだファッション雑誌として立ち上げ、「ホワイト・キャ

ンペーン～赤ちゃんと子供の命を守ろう！」（2005年）「ラブ・キャンペーン～愛のエンゲル係数を高めよう！」

（2006年）「プラネット・キャンペーン～地球規模で考えよう！」などイヤーキャンペーンを実行。社会貢献や

チャリティ、環境問題をファッション雑誌でいち早く取り上げる。 2008年10月に退職し、現在はフリーのファッ

ション・ジャーナリストとして、ファッション、アートからエコ、社会貢献まで見渡し、新聞・雑誌に執筆、講演会・

ラジオ出演、アート＆ファッションのプロジェクト、エシカルファッション研究などの活動を展開。

＜当日の企画概要（一部）＞

■　フェアトレード・ファッションショー　（  7F      メインホール　  15  ：  45  ～  16  ：  15  ）  

毎年恒例のフェアトレード・ファッションショー。国際的に活躍するモデルたちが、ピープル・ツリーの 2009 年春夏＆秋冬コレクショ

ンや外部デザイナーとのコラボレーションのアイテムをまといランウェイを歩きます。ピープル・ツリーが総力をあげてお届けするフェア

トレード・ファッションをぜひご覧ください。

■　フェアトレード・マーケット／カフェ　（  7F      ホワイエ　  13  ：  00  ～  19  ：  00  ）  

日本国内でフェアトレードを行う 6団体（ピープル・ツリー、ぐらするーつ、スローウォーターカフェ、シャプラニール＝市民による海

外協力の会、第 3 世界ショップ、オルター・トレード・ジャパン ）が一同に会し、フェアトレード・マーケットを開催！ 衣料品から

アクセサリー、雑貨、食品まで、さまざまなフェアトレード製品を実際に手に取り、購入するチャンスです。フェアトレード・カフェで

は、PEACE DELI とスローコーヒーが、体にも心にも、そして地球にもやさしいメニューをそろえてお待ちしております。

■　和太鼓グループ「  GOCOO  」によるライブ　（  7F      メインホール　  17  ：  45-18  ：  30  ）  

GOCOO(ゴクウ)は日本国内をはじめ、世界中で活動している創作和太鼓グループです。アメリカ、オーストラリア、中国、ドイ

ツ、イタリア、スペイン、フランス、フィンランドなど、欧米・アジア諸国で単独ライヴや音楽フェスティバルなどにも多数出演の彼ら

のビートが、世界フェアトレード・デー 2009 を締めくくります。



＜その他全国で開催されるイベント＞

フェアトレード月間の 5 月は、各地のフェアトレードショップや団体が中心となり、全国でフェアトレードをアピールするイベントが

開催されます。その一部をご紹介します。イベントの詳細、取材のお申し込みにつきましては、各主（共）催団体に直接お問い

合わせください。

■　「世界フェアトレード・デー」　in　大阪　いのちはめぐる　

日程：　2009 年 5 月 9 日（土）　11：00～13：30
場所：　大阪市中央区上汐 2-5-25　あいね・谷町九丁目店　

主催：　あいね・谷町九丁目店 （電話： 06-6767-0002、HP： http://fairtrade-osaka.jp/）
内容：　フェアトレード・ファッションショーや DVD の上映会など。

5 月 1 日（金）～5 月 31 日（日）のフェアトレード月間中は、フェアトレード・コーヒーの焙煎体験や試飲会のほか、

商品の試着会などさまざまなイベントを開催予定

■　「世界フェアトレードディ」　in　いわて

日程：　2009 年 5 月 10 日（日）　10：00～17：00
場所：　盛岡市盛岡駅西通 1-7-1　アイーナ 5 階　

　　　　　（フェアトレード・ファッションショーはイオンモール盛岡内セントラルコートで開催）

主催：　財団法人　岩手国際交流協会 （電話： 019-654-8900、HP： http://iwate-ia.or.jp/）
内容：　フェアトレードカレーの料理コンテスト、映画「おいしいコーヒーの真実」の上映会、フェアトレード・ファッションショーのほか、

ピープル・ツリーの生産者パートナー「アシシ・ガーメンツ」のシスター・ヴィニータ・フランシスによる講演も。フェアトレード

商品の販売もあり

■　「世界フェアトレード・デー」　in　北海道

日程：　2009 年 5 月 10 日（日）　第一部　14：00～　第二部　18：00～　（予定）　

場所：　札幌市北区北 8条西 3丁目 札幌エルプラザ

共催：　Earth Cover （電話： 011-707-5622 、HP： www.earthcover.com）、北星フェアトレード、フェアトレードフェスタ

　　　　　2009 in さっぽろ実行委員会

協力：　グローバル・ヴィレッジ／ピープル・ツリー

内容：　ピープル・ツリーの生産者パートナー「シュロフ・セルフ・ヘルプ」のアルチャーナ・シャルマによるワークショップ

■　ピープル・ツリーについて　www.peopletree.co.jp　■
ピープル・ツリーは、環境と共存できる公正な貿易＜フェアトレード＞を行う会社「フェアトレードカンパニー」のブランド名です。

ピープル・ツリーはアジア、アフリカ、南米の 15 ヶ国以上、約 50団体が手作りで生産した、自然素材を活かした衣料品や

アクセサリー、食品、雑貨などを扱っています。ピープル・ツリーは、WFTO（世界フェアトレード機関・www.wfto.com）の認

証を受けており、公正な価格の支払いやデザイン・技術研修の支援、継続的な注文を通じて、環境を害さない持続可能

な生産を支えています。イギリスでは 2001 年設立の姉妹会社｢People Tree Ltd｣が展開しています。

■　グローバル・ヴィレッジについて　www.globalvillage.or.jp　■
グローバル・ヴィレッジは、環境保護と国際協力に取り組むNGO です。環境問題と貧困問題についての情報提供やイベント、キャンペーン

を通じて問題を提起し、行動を呼びかけています。また、フェアトレード商品を専門に扱うブランド「ピープル・ツリー」を展開する法人を設立し、

フェアトレードの普及・促進を行っています。

取材のお申し込み、イベントに関するお問い合わせは：　

ピープル・ツリー／グローバル・ヴィレッジ　（担当：小野、高井）

電話：03-5731-6671、ファックス：03-5731-6677、メール：pr@peopletree.co.jp
#　　　　　　　#　　　　　　　#

その他イベントの詳細はこちらからご覧いただけます：　 www.wftday.org/japanese/events/list

http://www.earthcover.com/
mailto:pr@peopletree.co.jp
http://www.ifat.org/
http://www.globalvillage.or.jp/
http://www.ifat.org/
http://www.peopletree.co.jp/

