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商品開発・販路開拓したい 

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。現在、私

はバナナの茎からバックやマットなどを作っている女性グループと活動しています。彼女たちの作る商品はクオリティが高く、日本で売

られていても違和感がないくらい。それなのになかなか売れないのには理由があると感じています。彼らの販売方法は口コミと売り歩き

のみ。それではなかなかほしい人のところへ情報が届かないだろうなと。対策として、一緒に Facebook ページを作成してみました

（https://web.facebook.com/profile.php?id=100086434251740）。商品の投稿などをしているので、ぜひ覗いてみてください。ま

た、よければページへの「いいね！」もよろしくお願いします。そして、作っている商品がクオリティが高くても求められている物でな

ければ買ってもらうのは難しいと考え、ケニアの JICA 事務所に商品を置かせてもらい、展示販売と共に顧客調査をすることにしました。

素材を活かしつつ、ケニアらしさ・アフリカらしさを加えてお土産のレパートリーの中に入れるようになれたらいいなと思っています。 

 
ご馳走といえばチキン 

クリスマスや新年のお祝い事で食べられるものと言えばチキン。 

市場では生きたニワトリが 1 匹約 700 円前後で売られています。

食材としては高価。ケニアの人たちは生きたニワトリを各家庭で絞

めて、さばいて、料理をします。 

写真はさばいているときの様子で、「ここは苦い」「ここは…」と

教えてもらったもののさっぱり。ケニアの人たちの生きていく知恵

の多さを感じました。 

マサイマラ国立保護区 

クリスマス休暇を利用して、ケニアで一番有名なマサイマラ国立保護

区にサファリへ行ってきました。マサイマラ国立保護区はタンザニア

のセレンゲティやンゴロンゴロともつながっており、「ビックファイ

ブ」と呼ばれるゾウ・サイ・ライオン・ヒョウ・バッファローがすべ

て見られる場所でもあります。今回は残念ながらサイを見ることはで

きなかったものの、ヒョウ・ライオンをはじめ、ハイエナ、ジャッカ

ル、キリン、ゾウなどたくさんの動物と出会うことができて大満足の

サファリでした。 
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For Developing, Promoting and Marketing Products 

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

Recently I work with a women group making banana fiber products such as bags, mats, pouches etc. 

Their products are high quality like Japanese ones. However, they are hard to sell because their sales methods are only 

peddling and word of mouth. I found it difficult to get information to people who wanted to buy. Therefor, we made Facebook 

page（https://web.facebook.com/profile.php?id=100086434251740）and posted about products for PR. Check our Facebook 

page and click “Like!”. Then, I thought only high quality products is hard to be bought so we decided to do costumer survey. 

We put some products on display in JICA Kenya Office and sell them as well as conduct customer survey. I hope to make the 

most of the banana ingredient, while adding a Kenyan touch and making it part of the souvenir repertoire. 

 
Chicken is the special meal 

The meal during cerebration like Christmas or a new year is 

chicken. Live chickens are sold in the market for around 700 

yen each. Expensive as foodstuffs. Kenyans squeeze, 

slaughter and cook live chickens in each household. 

The photo shows the chicken being slaughtered, and 

although I was told "this part is bitter" and "this part is...", I 

had no idea what to expect. I felt that Kenyans have a lot of 

wisdom to survive. 

Masai Mara National Reserve 

During the Christmas holidays, I went on safari to the Masai 

Mara National Reserve, Kenya's most famous place. The Masai 

Mara National Reserve is also connected to Tanzania's 

Serengeti and Ngorongoro, and is where the 'Big Five' - 

elephant, rhino, lion, leopard and buffalo - can all be seen. 

Unfortunately, we were not able to see rhinos this time, but we 

were very happy to see leopards, lions and many other animals 

on safari. 
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