
ホロニクスグループの病院・クリニック・老健施設・かんたき・
出張健診などに緑の募金箱を37か所に設置しています！

オランくん
医療法人医誠会

オランくん
医療法人医誠会

未来プロセス通信

皆様からお預かりしました大切な募金は、当法人を通じて、マレーシア
ボルネオ島 サバ州における環境保全、地域社会活動に活かされています。

　2003 年～ 2008 年にかけて 6 回実施した中国内モンゴル地区クブチ砂漠での植林活
動を経て、2016 年に京都大学霊長類研究所の湯本貴和所長にご紹介いただき、その活
動の信頼性と継続性の両面からマレーシアで活動中の NGO HUTAN の支援を決定。緑
の募金箱活動で集まった募金に、NPO法人未来プロセスからの寄附をあわせて毎年 100
万円を寄附しています。
　また 2017 年度より現地での植林活動研修も実施。植林活動研修には湯本先生にもご
同行頂き、先生や現地スタッフから自然保護活動を学び、野生動物とその生息環境の観
察などを行っています。この植林活動研修は、現地で体験し学んだ内容をそれぞれが広く
発信をし、希少動物の保護を目指した環境保護の輪を拡げることを目指しています。2019.12

緑の募金箱
募金活動へのご協力、
ありがとうございます。

未来プロセスでは15年前から、環境保全活動として植林活動に取り組んでいます！

2016 年２月
愛知県犬山市

京都大学霊長類研究所　

2017 年 6月
（第１回植林活動）

現地NGO「HUTAN」にて　

2018 年 6月
（第２回植林活動）

現地NGO「HUTAN」にて　

2019 年 6月
（第 3回植林活動）

現地NGO「HUTAN」にて　

オランくん

NGO　「HUTAN」への寄附の様子
ウータン
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植林活動
報告編

私たちの活動は企業・団体様の
支援に支えられています。

▼賛助会員（2019 年度）
大塚製薬工場株式会社　様
株式会社　大和　様
ワタキューセイモア株式会社　様
株式会社　公益社　様
日本基準寝具株式会社　様
株式会社　馬場酸素　様
三笠製薬株式会社　様
田辺三菱製薬株式会社　様
鳥居薬品株式会社　様
▼一般寄附（2019 年度）
株式会社藤木工務店 倉敷支店　様
エバーグリーン淀川２号館自治会　様
株式会社ウイン・インターナショナル　様

（順不同）

（掲載許可をいただいた企業・団体様のみ紹介）

詳しくは右記QRコードを読み
取り「未来プロセス」のホーム
ページをご覧ください。

NPO法人未来プロセス　副理事長　谷淑子　様

　NGO HUTAN を代表し、2016 年から私たちの森林復元活動をサポートして下さっ
ている谷副理事長、NPO法人未来プロセスに心より感謝申し上げます。
　NGO HUTAN は、マレーシアボルネオ島サバ州の熱帯雨林に住むオランウータンや
その他の野生動物の数を保ち保護するために 1998 年から活動を開始した草の根組織で
す。
　2005 年につくられたキナバタンガン下流域の野生生物保護区は、希少なボルネオ固
有種のオランウータンやゾウ等の保護への第一歩となりました。しかし、この保護区は
小さく分断されており、この地域に住む多くの野生生物の集団を絶滅の危機に追いやっ
ています。この重要な野生動物の生息地を修復し回廊を作るという大きな目標の中で、
NGO HUTANの植林活動はいくつかの具体的な目的を追求しています。
　1.　分断された主要な森林をつなげていき、野生動物が自由に移動できる緑の回廊　
　　　を確立する
　2.　全体的な食料源 、特に野生生物集団のための野生果実の入手の可能性を高める
　3.　この地域の天然資源の保護と管理を通じて、地域社会に新しい収入源を提供する
　4.　植林技術と種苗生産のプロジェクト開発と管理における現地スタッフの能力向上
　5.　天然林の機能と価値に関して、地域住民の意識を高める
　2019 年現在、植林チームはスカウ村の女性たち 10 人で構成されていて、NGO 
HUTANでは、女性に就労機会を提供できることを誇りに思っています。
NPO 法人未来プロセスの継続的なサポートにより私たちの活動を維持することができ
ています。

敬具
NGO HUTAN 理事　イザベル・ラックマン

手紙の翻訳（抜粋）

NPO法人 未来プロセスは、発信力の強化に取り組みます。
　NPO 法人未来プロセスでは、マレーシア植林活動をはじめ、地域で
の公開医学講座・健康フォーラムの開催による医療啓発、新たに取り
組んでいる BOOK DRIVE for World Friends にグループ職員の皆さん
から119冊の本をご寄付いただきCEO グループ 介護人材教育センター
（ベトナム ハノイ市 / ホーチミン市）に設立した「ホロニクス文庫」に寄贈、
3 月 25 日贈呈式を執り行いました。以降もみなさまより 400 冊を超え
る寄贈がありました。これらの活動には、企業・団体・個人の皆様から
の寄付や緑の募金箱を通じた皆様の善意など、様々なご支援を活用させ
ていただいています。また、10 月よりグループ内薬局・売店でポリ袋削
減活動もスタートしました。今後は私たちの活動をヒューマンネットワー
クやパブリシティ展開を通じて幅広く社会にアピールすることで、希少動
物保護を目指し
た植林活動、市
民に向けた医療
啓発を進めてま
いります。

健康フォーラム
CEO グループ 

介護人材教育センターでの贈呈式
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NGO HUTANイザベル博士より寄付のお礼状が届きました

未来プロセス

ウータンちゃん

H
未来プロセス

ウータンちゃん
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ウータンちゃん



非政府組織 NGO「HUTAN」とは
NPO 法人未来プロセスでは、現地社会と歩む NGO「HUTAN」の活動を支援しています！
非政府組織NGO「HUTAN」とは
　NGO「HUTAN」の活動拠点、マレーシアのボルネオ島サ
バ州、その南エリアにあるキナバタンガン川流域は多くの希少
動物が住む熱帯雨林の森でした。
　しかし、1980 年頃から木材の伐採が始まり、1980 年に
は「アブラヤシのプランテーション」の開発が盛んになりまし
た。一年を通して実をつけるアブラヤシの果肉からは「パーム
原油」、種からは「パーム核油」が絞り出されます。これらの
油は安価で供給が安定しており、また取り扱いしやすい性質で食用・非食用を問わず植
物性油脂（トランス脂肪酸）と表記されて多用されています。世界中で需要の高いパー
ム油の80％以上がマレーシアとインドネシアで生産されています。
　アブラヤシ農園の開発拡大に伴い、島の熱帯雨林の森は失われて断片化し、点在す
る小さな森となりました。オランウータンや象など野生動物の生息域は狭くなり、そのよ
うな環境下では、パートナーに出会う機会が減少し、近親交配が進むなどの生態系へ
影響が出ます。また、分断された森と森を渡るために農園に入り込んだ野生動物は害獣
として捕獲、駆除されることもあります。
　地域振興のための新しい産業基盤であるアブラヤシ農園を否定するのではなく、一度
農園となった土地にも希少動物が棲める植林を施し、分断された森と森をつないで森林
を再生する「緑の回廊」プロジェクトをはじめ、希少動物保護の視点に偏らず、さまざ
まな地域の社会的・経済的な問題をも取り込みながら活動を継続している団体が NGO
「HUTAN」です。 ボルネオ保全トラスト・ジャパン 提供

生息地が分断されている状態×

生息地をつないで緑の回廊をつくる

× ×

×

オスの
オランウータン

メスの
オランウータン

×

「緑の回廊」プロジェクト
土地をつなぐということ（概念図）

今回の研修は無事終えたが、大事なのは明
日から今回の体験をどのようにいかしていく
か！アブラヤシのプランテーションから生み
出されるパーム油は私達の周りの様々な製
品に利用されている。意識して製品を使用
することで、今回、ムランキン・オイルパー
ムプランテーションで取り組まれている植物
を利用した農薬の減量や植林による森の再

生、希少動物の保護などが将来どのように私達の生活にリンクして
いくのか、現地で直接学んだ体験をあなたの周りに伝えていくことが
大切。まずは、みなさんの日常にある花や草木、昆虫、動物に興味
を持つことから始めて自然保護に繋がる様々な事柄に興味を持って
ほしい。これからも、この活動を支援していきたいと思っています。

Think Local,Act Global！　
自然環境の保護へ、行動することから始めよう！

希少動物が暮らす森の
再生に向け、植林を行う

希少動物を観察し、
動物の暮らしを知る

希少動物が暮らす森の
成り立ちを学び、
保護活動の
取り組みを知る

Volunteer
（植林）

Research 
（観察）

Study
（学び）

この活動は、「Study」「Research」「Volunteer」で構成されており、
参加した職員の経験をグループの全職員で共有し、そして、広く社会に
発信することで、希少動物の保護や環境保全に貢献していきます。

京都大学霊長類研究所
湯本 貴和 所長

オランウータンオランウータン

オランくん
未来プロセス

H
未来プロセス

ウータンちゃん

オランくん
未来プロセス

H
未来プロセス

ウータンちゃん

 活動の信頼性  熱帯雨林における植林活動は、苗木を植えたその後の管理が非常に大切です。苗木を植えたそ
の 1 か月後には苗木の周りは雑草が生い茂った状態になり、放置すれば苗木は 100％死んでしまいます。
NGO HUTAN では植物の知識を学び、トレーニングを受けた現地のスタッフが、
植林サイトを毎月決まったルートで苗木の生育を促すための手入れをします。また
300 種以上の木々の生育や果実の付き具合などを歩いて調査して、動物の食べ物の
量をモニタリングしています。すでに 4 つの森林再生区画に取り組み、オランウー
タン等希少動物が暮らすために必要な 38 種 3 万本の木を植林し、3 ～ 5 年かけて
メンテナンスを行い、80 ～ 90%の木々を定着をさせています。

 活動の継続性  NGO HUTAN は、オランウータン研究の第一人者イザベル・ラック
マン博士を中心に、ボルネオ島サバ州キナバタンガン川下流域での約 20 年間にわた
る活動継続の実績がすでにあります。活動内容は、オランウータンをはじめとする希
少動物の保護だけでなく、そこを出発点として、ゾウの保護・観察活動、森林再生区
域のパトロール、植林、教育啓発、アナツバメの巣の産業復興、自然環境調査を約
50名の現地雇用スタッフとともに組織的に展開しています。 湯本所長 撮影

H

「川の人」と呼ばれ
半農半漁の生活を
営んだ人間と、
「森の人」オランウータンは
長い共生の歴史があるよ！

Orang( オラン )       =人
Utan( ウータン )      =森

Orang( オラン )       =人
Sungai(スンガイ)  =川

現地のコトバ

｝
｝

オランくん
医療法人医誠会

ボルネオオランウータンの生息数は
過去 100 年で 90％減少しています。

プランテーションにて（撮影:湯本所長）プランテーションにて（撮影:湯本所長）

ＮＰＯのボードを前にムランキン・
オイルパームプランテーションの職員と
ＮＰＯのボードを前にムランキン・
オイルパームプランテーションの職員と 2年前に植林した木2年前に植林した木

NGO HUTAN 代表イザベル・ラックマンさん(右から３番目)、
NPO未来プロセス 谷淑子副理事長(右から２番目)、
現地女性スタッフ

NGO HUTAN 代表イザベル・ラックマンさん(右から３番目)、
NPO未来プロセス 谷淑子副理事長(右から２番目)、
現地女性スタッフ


