
 
 

【プレスリリース】                   2011年 11月 15日 

 
 

 
 
 
 
 

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 の「グローバル・ヴィ

レッジ」は、インドの生産者パートナー「サイレンス」からチャンチャル・セングプタ氏

を迎え、11月 22日～27日に各地でイベントを開催します。 

 

サイレンスは、聴覚に障害をもつ人びとにキャンドル作りなどの仕事の機会を作り

出しているインドのフェアトレード団体です。障害を持つ人びとが仕事を得て自立

した生活を送ることが難しいインドの社会状況のなかで、サイレンスでは寄付に

頼ることなく、フェアトレード商品の製造と販売を中心とした収益だけで、自立し

た運営を行っています。 

 

今回の来日イベントを通して、フェアトレードが生産者、なかでも障害を抱える人びとの生活をどう支えているかをはじめ、

現地の活動について報告します。イベントの詳細は添付の資料をご覧ください。 

 

■ サイレンスについて 

「サイレンス」は、インド・コルカタにある耳と口の不自由な人びとの作業所です。

1979 年に 6 人のメンバーが、自らの手で収入を得る方法を探そうと手描きの

カードを作り始め、現在では 100 名あまりがキャンドルやカード作りで収入を得て

います。障害を持つ人が社会に貢献できるようになることを目標に掲げており、充

実した研修や福利厚生制度によって、2002 年にはインドの最優秀障害者福祉

施設に選ばれました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インドよりキャンドルの生産者パートナーを迎えイベントを開催 

11/23（水・祝）「People Tree x more trees」 

11/27（日）「これからのフェアトレード －震災を越えて」ほか 

イベント①    ■ People Tree × more trees イベント『ともに歩もう。1123』 ■ 

11月 23日(水・祝)、ユニークなコラボが実現します。ピープル・ツリーと more trees（団体詳細は後頁）が出会い

ます。たんなる tree つながりではありません。実はピープル・ツリーは森づくりを応援し、実はmore trees はフェアト

レードに取り組んでおり、互いに相手の持ち味を引き出すいい間柄になれそうです。出会いの日取りは、イチイチニッ

サン。いい日です。上を向いてともに歩んでいけそうな予感がします。記念すべき一日をごいっしょに。 

 

【日時】 11月 23日(水・祝) 11:00～19:00 (トークプログラム 12:00～18:00予定) 

【会場】 港区立エコプラザ 東京都港区浜松町 1-13-1  

（JR浜松町駅北口より 4分、地下鉄大門駅 B1出口より 3分）＊入場無料、参加申込不要。 

 

【プログラム（予定）】 

12:00  オープニングトーク こんにちは、People Tree とmore trees です 

13:00  「more treesサポーターズカード」発表会 

13:30  「ワリバシが日本を救う！」 

・池田正昭（毎日アースデイ代表／more trees副代表） 

14:30  「フェアトレードコンシェルジュが行く」 

      ・末吉里花（フェアトレードコンシェルジュ講座コーディネーター／フリーアナウンサー） 

16:00  サフィアトーク「森を守るフェアトレード」 

      ・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） 

16:30  サフィアトーク「インドの生産者チャンチャルさんとの対話」 

      ・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） 

      ・チャンチャル・セングプタ（インドフェアトレード生産者団体「サイレンス」コーディネーター） 

17:15  クロージングトーク＆ライブ ～キャンドルの灯を囲んで～ 

 

【マーケット同時開催】 （11：00～19：00予定）People Tree とmore trees の関連グッズが勢ぞろい 

・ピープル・ツリー／グローバル・ヴィレッジ、一般社団法人more trees、株式会社more trees design、 

毎日アースデイ株式会社 

「サイレンス」のチャンチャル・セングプタさん 

「サイレンス」の生産者たち。手話でコミュニケーション
をとりながらキャンドルをつくっています 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のほか、以下の会場でもワークショップを開催します。 

取材のお申込や、イベントの詳細情報については、ピープル・ツリー広報（電話：03-5731-6671 担当：高井）までご連

絡ください。 

 

■11 月 22 日（火）19：00～20：30 「フェアトレードの現場から – インド『サイレンス』活動報告」 ピープル・ツリー自

由が丘店にて  お申込： 03-5731-6671/ event@globalvillage.or.jp  

 

■11月 24日（木） 19：15～20：45 「slow house x People Tree フェアトレード・キャンドル night」 スローハウス

自由が丘 東京都世田谷区奥沢 5-28-1 fino JIYUGAOKA 1F お申込：03-5483-3456 

 

■11 月 26 日（土）①11：30～13：00 ②14：00～15：30 「ecomo x People Tree キャンドル・ワークショップ」 

ecomo 神奈川県藤沢市城南 5-6-20 にて  お申込：0466-36-7383/ecomo_ahhha@miwa-land.co.jp 

 

イベント② ■フェアトレード推進会議主催イベント『これからのフェアトレード －震災を越えて－』■ 

フェアトレードが「国際産直」と語られることが多い昨今。3.11 の震災後、フェアトレードにかかわる多くの人たちが

海外とのフェアトレード活動を行ないつつも東北の被災地支援活動に関わり続けています。 

物資を届けることや炊き出しなどから始まったアクションはコミュニティカフェ作り、仕事作り、そして国内産直など

様々なかたちへと今なお変化し、フェアトレードに関わる私たちにとって足元である「地域」に目を向ける大きな転機

となりました。フェアトレードにとってもっとも大きな課題である「地域」「コミュニティ」のエンパワーメントに関する事例を

見つめ直し、3.11後の、これからのフェアトレードを一緒に考えてみませんか。 

【日時】 11月 27日(日) 12:00～18:00 

【主催】 フェアトレード推進会議   【協賛】JICA地球ひろば 

【会場】 JICA 地球ひろば 3F 講堂  東京都渋谷区広尾 4-2-24 （日比谷線広尾駅 3番出口より 1分） 

【入場】 500円 （定員：300 名 予約優先） 

【申込方法】 E メール（ftsuishinevent@gmail.com）にて、件名に「11月 27日イベント参加希望」と明記の

上、お名前(ふりがな)、お申込人数、ご連絡先、ご所属をお知らせください。申込締切：11月 25日（金） 
 

【プログラム（予定）】 

12:00 開場＆マーケットスタート 

13:00～13:05 オープニング 

13:05～13:45 トークセッション I 

『学生×フェアトレード －フェアトレードを広めたい!! 学生によるアクション！－』 企画：FTSN関東 

14:00～14:45 トークセッションＩＩ 

『フェアトレードの現場から－インドの生産者団体「サイレンス」を招いて－』 企画：グローバル・ヴィレッジ／ピープ

ル・ツリー スピーカー：チャンチャル・セングプタ（インド「サイレンス」コーディネイター） 

15:00～15:50 トークセッション III 

『フェアトレード×地域の力－支援活動から見えてきたもの－』  企画： ぐらするーつ 

司会： 鈴木隆二（ぐらするーつ） 

ゲスト： 

佐藤博子 （仙台市・佐藤商店／まめまめ手仕事プロジェクト） 

遠藤優子（東日本大震災ルーテル教会救援） 

東山高志（ツナミクラフト／三陸さをりプロジェクト(仮称) ※ビデオレターによる参加） 

16:05～17:15 トークセッション IV 

『フェアトレード団体による復興支援』 企画：フェアトレード推進会議 

司会： 押野美穂（NOAH’S CAFE）  

ゲスト： 

シャプラニール＝市民による海外協力の会、／シャンティ国際ボランティア会／第 3世界ショップ／パルシック／

ピースウィンズ・ジャパン   

17:20～17:30 クロージング  

18:00 閉会＆マーケット終了 （その後、同会場にて懇親会を開催） 

mailto:event@globalvillage.or.jp
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【添付資料】  

 

■more trees について 

more trees（モア・トゥリーズ）とは、その名のとおり「もっと木を」というコンセプトのもと、音楽家 坂本龍一氏の呼びかけに

よって設立された森林保全団体。地球規模で森林の破壊がすすみ、気候変動が著しくなっている今、more trees とい

うシンプルなメッセージは、現実を動かす具体的なアクションでありたいと考え、活動している。木を増やし、健全な森を増

やし、森が吸収する CO2 を増やすことを、また森が本来抱えている保水力や生物多様性をはぐくむ力を回復することを、

さらには森や水や太陽のめぐみに由来する自然エネルギーに依拠する社会の実現にむかうことを、more trees という名の

もとに前進させていくムーブメントを目指し、活動している。 

 

■スピーカーのプロフィール 

サイレンス コーディネーター チャンチャル・セングプタ 

インド、コルカタにある聴覚に障害を持つ人たちが、キャンドルなど雑貨を生産する団体「サイレ

ンス」の生産、マーケティング等の責任者。生まれつき先天性の心臓疾患がある。幼少時に医

者から安静を言いわたされ、高等学校への進学も難しいと宣告を受けたが、ベッドに横になり

ながら、また双子の兄と一緒に勉強するなどの努力を続けた。学校を卒業後、サイレンスのコ

ンピューター部門で働きはじめ、数年後には生産やマーケティングの業務を任されるようになった。

疾患による活動の制限を抱えながらも、サイレンスでの業務のみならず、事務局長を務めるイ

ンドのフェアトレード・フォーラム（FTF）の活動などのため、インド各地だけでなく香港、ネパール

などアジア地域、およびヨーロッパの国々を訪問。サイレンスの最大の貢献者の一人。他にもイ

ンド経営機関協会の外部講師、州の労働省の身障者雇用専門委員、サイレンス研修機関

の会長など、幅広く活躍している。 

 
 

ピープル・ツリー／グローバル・ヴィレッジ代表 サフィア・ミニー 

イギリス出身。90年に夫と共に来日。91 年、環境問題と貧困問題についての情報発信を目

的に NGO「グローバル・ヴィレッジ」を日本で創設。93 年から フェアトレード商品の輸入を開

始し、95 年に「フェアトレードカンパニー（株）」を設立。01 年にはロンドンに「People Tree 

Ltd.」を設立。日本とイギリスを往復して業務の指揮をとる。04 年「シュワブ財団」により、「世

界で最も傑出した社会起業家」のひとりに選出される。08年 5月「おしゃれなエコが世界を救

う ～ 女社長のフェアトレード奮闘記」（日経 BP 社）を出版。09 年 5 月「By Hand 世界

を変えるフェアトレード・ファッション」（幻冬舎ルネッサンス） を出版。09 年 6 月、イギリス政府

より大英帝国勲章第 5位（MBE)を受勲。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

■ ピープル・ツリーについて www.peopletree.co.jp 

ピープル・ツリーは、人と地球にやさしい貿易＜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 10 ヶ国、40 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、商品に関するお問い合わせ先 ピープル・ツリー（担当： 高井） 

Tel. 03-5731-6671   Fax. 03-5731-6677 

E-mail. pr@peopletree.co.jp 

※ 来日中（11/21-27）、チャンチャル・セングプタ氏のインタビューが可能です。 

ピープル・ツリー 広報（電話：03-5731-6671、担当：高井）までお問い合わせください 

 

http://www.wfto.com/
mailto:pr@peopletree.co.jp

