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模索の日々 

神奈川県のみなさん、こんにちは。ケニアで青年海外協力隊（コミュニティ開発）として活動している山本光希（みき）です。 

私は 2 月末にケニアに赴任後、1 か月の現地オリエンテーション・語学訓練を終え、任地に派遣されてから長らく活動を模索していまし

た。上司や同僚がフィールドに行くのに同行させてもらったり、任地を歩いて出会った人に話しかけたり、農家グループのところに訪問

に行ったりしながら、「必要とされていること×できること×やりたいこと」を探しました。 

写真は、バナナ農家グループを訪問した際に、バナナを育てているが利益が出ていないという課題に対して、バナナを加工してみたらど

うか、と提案しバナナケーキを作るワークショップの様子です。他にも収支管理のワークショップを行ったり、村長の集会に参加してニ

ーズを探したりしました。 

最近は、バナナの茎からバッグなどを作っている女性グループと一緒に活動しています。コロナで半減した売上をどのようにしたら回復

させられるのか、模索する日々です。 

 

 

 

 

 

 

カリブ チャイ 

農家さんのお家に訪問すると必ず出てくるチャイ（お砂糖たっぷりの

ミルクティー）。どこのお家に行っても必ずあって、「カリブ チャイ

（お茶どうぞ）」と言って出してくれます。お掃除中でも部屋が洗濯

物で山積みでも、家を訪ねてきてくれた人を喜んで迎え入れる彼らを

見ていると、大事なことを思い出さされます。 

また、チャイはお客さんに出すだけではなくて、朝、作って魔法瓶の

ポットに入れておき、朝ごはんと一緒に飲んだり、一休みするときに

飲んだり、こっちの生活にはなくてはならない存在です。 

アンボセリ国立公園 

ケニアには大小含め 59 か所の国立公園・保護区があります。その

中の 1 つアンボセリ国立公園に 1 泊 2 日で行ってきました。 

アンボセリ国立公園はタンザニアとの国境も近く、天候に恵まれる

とアフリカ最高峰のキリマンジャロを拝むことができる場所です。

今回、2 日目の朝方、キリマンジャロを見ることができました。ま

た子育てシーズンだったのか、ゾウやカバ、ハイエナ、サル、イノ

シシといった様々な動物の親子も見ることができ、大満足な二日間

になりました。 
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Days of looking for activities 

Hello, everyone in Kanagawa Prefecture. My name is Miki Yamamoto and I am a JOCV in Kenya. 

After I was posted to Kenya in end of February, I completed a month’s local orientation and language training. I had been 

looking for my activities for a long time since arriving at my post. I accompanied my supervisor or colleagues on field, walked 

around my assignment place and spoke to people I met, and went to visit farmer groups as I looked for “what I should do ×

What I can do × What I want to do” here. 

The photo shows a workshop on making banana cakes. When I visited a group of banana farmers, I heard that they were 

growing bananas but were not making a profit, so I suggested that they should try adding value for bananas and we did. 

Elsewhere I held workshops on income and expenditure management and attended village elder's meetings to find out what 

their needs are. I have recently been working with a group of women who are making bags and other items from banana 

fiber, trying to find out how they can recover their sales, which have halved because of Covid-19. 

 
Karibu Chai 

Chai (milk tea with lots of sugar) is always served when I 

visit farmers' homes. It is always there in every house I visit, 

and they serve it to I saying “Karibu Chai (please have some 

tea)”. Whether the house is being cleaned or the room is 

piled high with laundry, they are happy to welcome visitors 

to their home, and seeing them there reminds me of 

important things. Chai is not only served to guests, but also 

made in the morning and kept in a thermos pot for drinking 

any time, it is an essential part of life over here. 

Amboseli National Park 

In Kenya, there are 59 national park and reserve.  

I visited Amboseli which is one of them for a night two days. 

Amboseli is located near Tanzania so that you can see Mt. 

Kilimanjaro if you are lucky. 

At this time, We saw Mt. Kilimanjaro in morning on second day. 

We saw a lot of animals including lions, elephants, hippo and so 

on, too. It was satisfying two days. 

 

  



 


