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● キャンペーン掲 載 web 採 録    ☆は NGO サイト 

3月18日 ユース世界水フォーラム 関連記事 

・IISD Linkages  
 
 
 
  

・京都新聞 Kyoto Shimbun 2003.03.16 News ホーム > ニュース目次

地球儀掲げパフォーマンス  学生主体の環境ＮＧＯ 
 第３回世界水フォーラム会場の国立京都国際会

館（京都市左京区）前で１６日、学生主体の環境Ｎ

ＧＯ（非政府組織）「ア・シード・ジャパン」（東京）が

パフォーマンスを演じて、途上国で進む水道民営

化に異議を唱えた。  
 メンバー１５人が、風船の地球儀（直径約２メート

ル）に描かれた途上国に、金が出る巨大な水道管

をつけ、「銀行や企業による水道民営化によって、

貧困層の人々が水を確保できなくなっている」など

と訴えた。水道民営化を批判する替え歌も合唱し、

足を止めて見入る参加者もいた。 
写 真 ＝大 きな地 球 儀 を用 いた寸 劇 で、水 道 の民 営 化 反 対

を訴える学生らのＮＧＯ（京都市左京区・国立京都国際会館）

 

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003mar/16/W20030316MWC3K100000060.html 
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Linkages Home Sustainable Developments

3rd World Water Forum: March 16-23, 2003

Kyoto, Shiga and Osaka, Japan
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http://www.iisd.ca/sd/3wwf/18march.html 

3 月 16 日 企業の星☆アクション 関連記事  
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3 月 19 日 銀行と民営管アクション＠大阪会場 関連記事 

 
☆Public Citizen -World Water Forum Photo Page 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
☆Corp Watch 

 

World Water Forum - March 2003 Photo 5 ＆6

Citizen killed by the privatized water pipe 

(public pipe discarded in the background) 

Corporate greed 

http://www.citizen.org/cmep/Water/cmep Water/articles.cfm?ID=9256 

WATER WARS 
Busting the Water Cartel 
By: Holly Wren Spaulding  Posted: 03/27/2003 

A report from inside the World Water Forum
on the showdown between water privatizers
and human rights activists.  

http://www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=6109 
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☆Corp Watch 

3月21日 国際パレード＆アピール＠京都会場 関連記事 

Busting the Water Cartel 
A Report From Iside the Activist Coalition at the World Water Forum 

Dispatch  By Holly Wren Spaulding  Special to CorpWatch March 27, 2003  

 

A Tsunami of Opposition 

The corporate agenda became more explicit as the weeklong summit progressed, catalyzing opposition around report entitled 

"Financing Water For All." Chaired by Michel Camdessus, former Managing Director of the International Monetary Fund, 

this document spurred what turned out to be one of the most heated confrontations of the week.  

 

Trade unionists, members of International Rivers Network, and the Indigenous Network, joined other grassroots activists 

and policy advocates to operate homemade "Lie Meters" throughout Camdessus' presentation of the report. These make shift 

meters indicated the level of deceit on a color-coded scale, with red being the highest alert. Others held up large painted 

clouds with the words "Agua es Vida" (Water is Life) and "El Agua es del Pueblo"(Water Belongs to the People) blazoned on 

them. Speaking from the floor, Bolivian Human Rights activist Pablo Solon rejected the report's recommendations. 

 

"We are not against this paragraph or that paragraph of the Camdessus Report. We are against the heart of the Camdessus 

Report, because the heart of the report is that it does not have a heart," Solon charged. He pointed out that water 

privatization policies, like the ones advocated by the Camdessus Report, have lead to riots and even deaths in Bolivia. 

 

"You are not happy with taking us to war over oil. You want to take us to war over water too," observed an Argentinian trade 

unionist. Noted Indian scholar and activist Vandana Shiva drew applause when she pointed out that "People do not drink 

money, we drink water." Shortly thereafter, two large banners appeared on stage, one reading "World Water Council Mafia" 

and the other, "No Profits from Water." On cue, about 100 civil society participants walked out by way of the stage, blocking 

the presenters behind their expansive desks. 

 

They passed Expo Center with banners, chants and "Water is Life" headbands finally 
meeting up with a larger march outside organized by Japanese 
activists. 
 

In one final act of resistance, Canadian water activists and policy analysts Tony Clark and Maude Barlow were 

among a group of campaigners who crashed the "members only" meeting held by the World Water Council. They 

announced that more than two hundred organizations had signed on to the Water is Life Alternative Vision 

Statement. The statement is meant to counter the World Water Forum's vision of water as a commodity and 

source of profits. 

 

Meanwhile, in the days following the World Water Forum grassroots activists have returned to their local struggles from El 

Salvador to Ghana, Detroit and New Zealand, from Tanzania, Nicaragua and India to the Netherlands. They vowed to 

continue developing alternatives to the models offered by the Water Barons. As Vandana Shiva noted, "For every really 

terrible thing they give us, we must come up with something really beautiful." 

 

H o l l y  W r en  S pa u l d i n g  i s  a  me mb e r  o f  t h e  S w e e t wa t e r  A l l i a nc e ,  a  g r o u p  f i g h t i n g  a  N e s t l e  w a t e r  b o t t l i n g  

ope ra t i on  i n  M i ch igan .            http://www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=6109 



 - 41 - 

 

 

 
 

(編集：香田詩織 ) 
 

http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/030321/241

/3kudr.html 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2877899.stm

YAHOO！ News, BBC NEWS のサイトで使用された、   

21日国際パレード＆アピールの写真。→

（※ 写真に写っているのは、他のNGOのメンバー）   

※ 独立系オンライン・メディア インディメディアのトップページで、２１日国際パレード＆

アピールの写真が使われました！（過去のトップページなので、現在は見ることはできません）

  http://www.indymedia.org 



● 参 考 web リンク集  
 

 第 3 回世界水フォーラム 公式 HP 

http://www.world.water-forum3.com/jp/ 

 

 閣僚級国際会議 閣僚宣言 

http://www.world.water-forum3.com/jp/mc/md_info.html 

 

 閣僚級国際会議 水行動集 

http://www.world.water-forum3.com/jp/mc/pwa_info.html 

 

 世界水会議 世界水行動報告書（英文のみ） 

http://www.worldwatercouncil.org/WAU.shtml 

 

以下、水フォーラム関連 NGO の HP 

 A SEED JAPAN 奪われし水キャンペーン HP 

（メルマガ wateraction のバックナンバーも見られます／替え歌もダウンロードできます） 

http://www.aseed.org/water/ 

 

 世界水フォーラム市民ネットワーク 

http://www.jca.apc.org/%7Epfw/ 

 

 AM ネット 水の自由化モニター 

http://www1m.mesh.ne.jp/̃apec-ngo/water/water-index.htm 

 

 JACSES： 水の商品化･民営化 

http://www.jacses.org/sdap/water/index.html 

 

 Youth Water Japan 
http://www.youthwater.jp/ 

 

 ｗａｔｅｒ ａｄｏｖｏｃａｔｅｓ 
http://www.wateradvocates.jp/ 

 

．．．などなど、水フォーラム関連サイトは 

たくさんあります。 

A SEED JAPAN 奪 われし水 キャンペーン 

サイトにもリンク集があります。 

ぜひ活用してください。 

 

7 月 5 日時点で、以上のすべてのサイトが見られることを確認しています。 

(編集：香田詩織) 

 

photo： 3 月 21 日  国際パレード＆アピール＠京都会場  



● あとがき 

 

～ A SEED JAPAN の使命 ～ 

   環境問題を経済や社会の構造そのものから見すえていく 

   青年の立場から環境問題をわかりやすく伝えていく 

   長期的視野をもって社会を変えていく 

（http://www.aseed.org/ 参照）    

 

この使命は、私たちがそれぞれの活動を展開する上で、常に心に留めておくべきことだと思います。

もちろん、私たちの活動がその使命だけにとらわれているわけではありませんが、より創造的で自分ら

しいステキな活動をすることが大切なのです。 

痛いところに痛み止めを打ち続けても、そのとき少し痛みを和らげるだけで、治ることはないでしょう。

それと同じように、たった 1 週間京都に行き、水フォーラム会場周辺で「いのちを奪う水民営化に NO!」

と、数十人～数百人が声を上げたところで、社会はほとんど変わらないかもしれません。 

それでは、私たちがやっていることはまったく意味のないことなのでしょうか？無駄なのでしょうか？ 

問題をその原因たる経済や社会の構造から見すえ、長期的視野をもって取り組んでいくこと。その

一つひとつは成果の見えにくいものですが、小さくても一歩ずつ、着実に積み重ねていくことが必ず

前に進むことにつながるはずです。 

明日を創るのも、その明日を生きるのも、私たち青年です。そんな青年たちの団体である A SEED 

JAPAN は、これからも構造問題に継続的に取り組んでいきます。 

この資料集を読んでくださったあなたも、いっしょに小さな一歩を作り出していきましょう！ 

 

 

一つ一つの経験が、次なる活動へつながりますように。 

そしていつかきっと、 

こんな「活動」がなくても、みんながしあわせでいられる社会になりますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーンに際 して、また資 料 集 作 成 に際 してお世 話 になった、すべての方 々へ感 謝 の気 持 ちを込 めて― 

2003 年 7 月 香田詩織  



 

Stolen Water Campaign consists of… 

三本 裕子  (Campaign Leader)  秋 元篤 史 天 草朋 子 天 野浩 志 井 沢淳  石 丸 亮 岩倉 祥 光 

大宮俊孝 片桐隆晴 木村真樹 香田詩織 國分基彦 白井佐智子 杉浦拓郎 杉山佐保子 

鈴木亮 田辺有輝 津田実麻 中尾太樹 藤田正貴 二見剛 逸見将志 森田文 和 田一 成 

渡辺重夫        （全 25 名、50 音順、敬称略） 
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