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はじめに 

 
 

ラリグラス・ジャパンが企画・運営するスタディツアーは、ネパールの現状を見聞するとともに、当

会が支援する現地 NGO『マイティ・ネパール』と『NDWS』に保護される女性や子どもたちと交流し、ボ

ランティア活動を行うことを目的としたワークキャンプ型のツアーです。 

今年度は、2012 年 8 月 17 日（金）～8 月 30 日（木）までの 14 日間の日程で実施しました。 

 本書にて、現地の最新状況をご報告します。 
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第32回ラリグラス夏のスタディツアー・スケジュール 

 

 

■8／17(金)  朝   成田発、香港経由カトマンズへ 

       夜   カトマンズ着 

 

■8／18(土)  午前 ホスピス訪問 

       午後 マイティ本部にてお菓子セットづくり 

 

■8／19(日)  午前 国内線にてカカルビッタへ 

       午後 トランジット・ホーム、メンタルケア施設訪問 

夕刻 子ども服や女性の衣類の買い出し 

 

■8／20(月)  終日 ピクニック 

 

■8／21(火)  朝   国境見学 

午前 トランジット・ホーム、メンタルケア施設訪問 

       午後 国内線にてカトマンズへ、帰着後、フリーマーケット商品の仕入れ 

 

■8／22(水)  午前 マイティ本部訪問：女性と子どもの保護施設・職業訓練施設・小学校などを視察 

 午後 ホスピス訪問（ビーズ指導） 

 

■8／23(木)  終日 ホスピスのみんなと交流プログラム：ランチ・パーティー 

 

■8／24(金)  午前 NDWS デイケアセンター訪問 

              午後 フィールドワーク：NDWS・CBR プログラム対象家庭訪問 

 

■8／25(土)  ホスピスのみんなと交流プログラム：映画鑑賞とレストランランチ 

 

■8／26(日)  終日 フリータイム、フリーマーケット商品の仕入れ 

 

■8／27(月)  終日 ホスピス訪問：ビーズ製品、フェルト製品製作指導と交流 

 

■8／28(火)  終日 ホスピス訪問：ビーズ製品、フェルト製品製作指導と交流 

 

■8／29(水)  出発までフリータイム 

       夜   カトマンズ発、香港経由帰国の途へ 

 

■8／30(木)  早朝 成田空港解散 
 
 
 
 
 
○  主催：(株)風の旅行社 

○ 企画運営：ラリグラス・ジャパン 
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現地報告 

 

マイティ・ネパール本部 
 

●今回で 32 回目となる当会のスタディツアー。
夏季の実施であることから、いずれのツアーも参

加者の大半を学生さんが占めるのだが、福祉や教

育、医療など、さまざまな分野の専門家の方にも

たくさんご参加いただき、毎回、実りある現地活

動を実現することができた。 
今回のツアーも、すばらしいメンバー構成とな

った。参加者 6 名のうち、1 名は長年、ご支援く
ださっている大野国さん。他 5 名は、高知大学医
学部の学生さんたちだ。 
 昨年、筆者は高知大学医学部の医師や看護師の

方々によって組織される AMDA 高知クラブのお招

きにより、同大学にて人身売買問題をテーマに講

演をさせていただいた。それをご縁に、5 名の学
生さんがネパールにおける AMDA の活動見学を終

えた後、当会のツアーに参加してくださることに

なったのである。スケジュールの都合により、1
日遅れの合流となり、わずかな日数しか行動をと

もにできなかったメンバーもいたが、皆さん、精

力的に活動にご協力くださった。 

（注記： AMDA（特定非営利活動法人アムダ）とは、

1984 年に設立された旧称・アジア医師連絡協議

会。岡山市に本部を置く医療ボランティア団体

であり、アジア、アフリカ、中南米などで医療

救援と生活状態改善のための支援を実施してい

る。ネパールにおいては、ブトワルとダマック

に子ども病院を開設し、その運営に尽力してい

る。AMDA 高知クラブは、高知県内で AMDA の活

動を知ってもらうことを目的に 2008 年に組織

されたとのこと） 

● 当会は、1998 年から 15 年間、マイティの女性
や子どもたちはじめ、カカルビッタやサッチガ

ッタの施設入所者、NDWS の子どもたちに、お菓

子の詰め合わせ（ネパール語でポカ）をプレゼ

ントしてきた。当初は 300 個ほどで十分だった
のだが、年々、子どもたちの数が増え、現在で

は約 700 個を用意するまでになった。 

 
まずは記念撮影。これから怒涛のパッキング作業に突入

します。 
 
パッキングは、長年、ツアーメンバーの皆さん

に担っていただいてきたのだが、限られた旅の時

間を費やすことになるため、昨年夏のツアーから、

マイティ本部のドミトリーで生活する年長の女の

子たちに手伝ってもらうことにした。 
高知大学の 5名との合流は作業当日の夕刻を予

定していたため、大野国さんと筆者、通訳のラジ

ャさん、14 名の女の子たちで作業することになっ
た。昨年に引き続き、「何分でできるか計るよ！」

と檄を飛ばしてスタート。みんなとても手際がよ

く、瞬く間にポカの山ができあがったが、残念な

がら昨年のタイム 15 分をわずかにオーバーして

しまう。16 分 40 秒という結果に終わったのだっ

た。 
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ポカのパッキング作業。記録更新を目指し、みんな必死

です！ 

 

女の子たちは少し悔しそうではあったが、端数

のお菓子を分け合い、おしゃべりを楽しんだ。お

手伝いのお礼として、昨年は髪飾りをプレゼント

したのだが、今年のお礼の希望を尋ねると、ペン

ダントとのリクエスト。テレサ・アカデミーは風

紀に厳しく、制服着用はもちろんのこと、長い髪

を束ねるリボンの色まで指定されている。ペンダ

ントのような装飾品は風紀違反にあたるのだが、

なんでも制服のシャツの下にこっそり着けるのだ

そうだ。年頃の女の子のおしゃれ心は万国共通な

のだった。 

後日、ツアー参加者全員がそろったところで改

めてマイティ本部を訪ね、お菓子を配布。子ども

たちのうれしそうな表情に、ツアーメンバーの顔

もほころんでいた。 

 

 

お待ちかねのポカ！ 子どもたちの愛らしい姿に、ツア

ーメンバーもメロメロ。 

 

ツアーに向けて『お菓子プレゼント寄付』を呼

び掛けさせていただいたところ、次の方々から計

18,000 円のご支援を頂戴した。改めてご協力に感
謝申し上げます。 

石原正行さん、大田多恵さん、川口朋子さん、鈴

木樹代子さん、筒井知佐さん、水上直樹さん、森

本恵弥さん 

 
●9 月 1 日は、今年で 6 回目を迎えるアンティ・
トラフィッキング・デー（人身売買廃絶の日）。こ

の日、マイティのスタッフや保護される女性たち

がプラカードを掲げ、カトマンズ市内をデモ行進

するのが恒例となっている。来年、設立 20 周年を

迎えることもあり、今年はいつもにも増して大々

的なキャンペーンを予定しているとのこと。バス

をチャーターしてネパール各地に集団で赴き、ア

ウェアネス・キャンペーンを展開するらしい。 

 人身売買犯罪の実情やマイティの活動は、ネパ

ール全土に知られるようになった。だが、未だイ

ンドやアラブ諸国に連れ去られる少女は後を絶た

ない。犯罪の手口は年々、巧みになってきており、

かつては貧困層の無知な少女がターゲットとされ

ていたが、最近では十分な教育を受けた中産階級

の少女も犯罪に巻き込まれるほどだ。 

 犯罪を防ぐには、少女たち自身が己の身を守る

術を持つことが肝心だ。アウェアネス・キャンペ

ーンをはじめとする啓発活動によって、十分な情

報を提供することもマイティの大切な責務のひと

つである。 
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【Good News】  
 

●当会がマイティ・ネパールへの支援を始めたの

は 1997 年、今年で 15 年を迎える。あっという間

のことのように感じるが、テレサ・アカデミーの

子どもたちの成長を目の当たりにすると、月日の

流れを確かに感じさせられる。 

 筆者がジグミくんと初めて出会ったのは、彼が

マイティに保護されたばかりの 5 歳の時だった。

そんな彼ももう 20 歳。現在、カレッジで学びなが

ら、アメリカ在住のネパール人が経営する会社で

働いている。聡明で誠実な彼は、オーナーに信頼

され、平均以上の給与を得ているとのことだ。そ

んな彼の成長ぶりを見てほしいと、マイティ代

表・アヌラダさんが、ジグミくんを呼び寄せてく

れた。 

 彼はバイクにまたがって颯爽と現れた。コツコ

ツ貯金し、つい最近、ホンダの新車を購入したと

いう。アヌラダさんに促され、後部に乗せてもら

うことになった。 

「あれが僕の住んでいるアパートです。マイティ

本部のスタッフと一緒に住んでいます」 

「あれが僕の勉強しているカレッジです」 

 ジグミくんの案内を聞きながら、立派な青年に

成長してくれたことに胸が熱くなったのだった。 

 マイティ本部に戻り、アヌラダさんとジグミく

んと面談。聞くところによれば、ジグミくんには

思いを寄せる女の子がいるという。いずれは彼女

との結婚を考えているそうだ。そんなジグミくん

をアヌラダさんが諌める。 

「彼女との結婚がダメというわけではない。まだ

早いということ。あなたはまだ学業半ば。今は一

生懸命、勉強と仕事をがんばる時。今の努力が将

来を決定づけるのです。結婚は生活の基盤をしっ

かり整えてからにすべき」 

 おっしゃるとおりである。いずれにしても、あ

の小さかった男の子が結婚を考える年齢になった

のだと感慨もひとしおなのだった。 

マイティ開設時から養育されていた子どもたち

の大半が巣立っていき、各々の道を歩んでいる。

例えば、ジグミくんより数学年上級のイシュワル

くんは、マイティのアレンジでマレーシアに出稼

ぎに。お金を貯めて帰国した後、旅行者の集うタ

メル地区のカシミヤ・ショップで修業を積み、ビ

ジネスのノウハウを取得。やがて自分の店をオー

プンし、今年、結婚もしてがんばっている。昨年、

その店を訪問し、カシミヤのマフラーを購入させ

てもらったのだが、生真面目な人柄がうかがえる

仕事ぶりに感激したものだ。 

 

 

ジグミくん、愛車とともに。いつもニコニコ笑顔の小柄

な男の子だった。 

 

●重ねて大きな喜びがあった。プリヤさんとサム

ジャナさん、マダンくん 3 名が医大に合格したの

である。 

プリヤさんとマダンくんはジグミくん同様、幼

い頃にマイティに保護。サムジャナさんは少し遅

れてマイティでの生活をスタートした。3 名とも

低学年の頃から成績優秀であり、マイティのスタ

ッフだけでなく、古くからのドナーにも将来を期

待されていた。 

 プリヤさんは妹とともにマイティに保護された。

両親が AIDS を発症して亡くなり、孤児となったか

らだ。プリヤさん自身も HIV に感染している。 

 HIV 感染者は、今もネパールで偏見の眼差しを

向けられる存在だ。診療拒否する医療関係者も少

なくない。そのような環境の中、彼女が医師を目

指すということは極めて画期的なことである。 

 プリヤさんは心臓外科医を目指している。サム

ジャナさんも同様だ。マダンくんは脳外科医。ネ

パールでは、心臓外科医も脳外科医もたいへん少

なく、例えば後者は、現在 19 名しか存在しない。

いずれも重責を伴う厳しい道ではあるが、必ずや

夢を叶えてほしい。本人の未来のためであること

はもとより、彼女たちの活躍が後輩たちのロール

モデルとなり、ひいては HIV 感染者の希望の光と

なると思うのだ。 
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見事、医大に入学した 3 名。マダンくん（左）、サムジャ

ナさん（中央）、プリヤさん（右）。入試前は連日のよう

に徹夜して勉強したそうだ。アヌラダさん（後ろ）も誇

らしさでいっぱい！ 

 

 

●医大はお釈迦様の生誕地、ルンビニの山手にあ

る「ルンビニ・メディカル・カレッジ」。3 名はマ

イティを離れ、9 月から寄宿生活を送ることにな

る。幼い頃からたくさんの仲間と施設の中で育ち、

外の暮らしを知らない彼女たち。「マイティを離れ

るのはちょっと不安」と話していたのだが、先日、

マイティから入った連絡によれば、新たな生活に

も慣れ、元気にがんばっているという。ネパール

最大のお祭りダサインの休暇期間はマイティに里

帰りしたようだ。 

話によれば、カレッジは上下関係が厳しく、新

入生は緊張の毎日を送っているという。入学早々、

学校でダンス大会があったらしく、先輩から「踊

れ」と命じられたそうだ。ダンスの心得のない生

徒は、夜も眠れないほど困り果てていたというが、

プリヤさんたちは、マイティでダンスを習ってい

たため、動じることはなかったそうだ。華麗なス

テップを披露し、高い評価を受けたとのことだっ

た。 

 

●3 名が医師免許を取得するまでにかかる学費は、

ひとりあたり 800 万円ほど要するという。資産家

でない限り、容易に用立てられる額ではない。ち

なみに、通訳のラジャさんの親戚に脳外科医がい

るのだが、彼の場合も先祖から受け継いだ土地を

処分して学費を捻出した。 

3 名の学費は、オーストラリアの NGO がサポー
トしてくれるそうだ。一昨年、アヌラダさんが CNN

ヒーロー賞を受賞した。授賞式の模様が放映され

た後、プレゼンテーターのハリウッド女優、デミ・

ムーアさんがマイティを訪ね、その模様も世界に

配信された。このプログラムの視聴をきかっけに、

オーストラリアの NGO が支援を申し出てくれたの

だ。 
 同 NGO の支援形態は、「特定の子どもの学業支援」

というものだった。当初、NGO 側で支援対象の子

どもを選抜したいとの要望があったというが、何

度も協議を重ね、マイティ側でプリヤさんら 3 名
の学資支援を取り付けたという。 
「先方は、マイティを訪問した時に交流し、印象

に残った子どもたち――例えば、人懐っこい子や

積極的な子などを選びがちです。短い時間でも情

が移るものなのですね。でも、わずかな関わりだ

けで詳しい事情を知ることはできません。限られ

たチャンスですから、必ず花開かせることができ

る子どもを選ばなくてはならない。その期待に応

えてくれるのがどの子であるかを知るのは私たち

なのです」 
 先方もマイティの言い分を最終的には理解して

くれたとのことで、前述の 3 名へのサポートが決
まったとのことである。 
いずれにしても、この NGO の申し出はとてもあ

りがたいことだ。マイティもたいへん誇らしいこ

として大層、喜んでいる。そして、「この喜びをラ

リグラスのみなさんと分かち合いましょう」との

メッセージをいただいた。 
当会は、これまで“下支えの支援”を主たる活

動スタイルとしてきた。女性や子どもたちの日々

の食事や衣類、教育の機会を提供するというもの

だ。 
オーストラリアの団体のように、選抜した子ど

もたちに期待を賭け、大きなチャンスを提供する

こともすばらしい支援の形である。同時に、女性

と子どもたちの日常生活を支えることも必要不可

欠な支援である。 
「子どもたちが食べられ、着られ、学ぶことがで

き、未来に夢を繋ぐことができたのは、ラリグラ

スのような長年の支援があったからです。本当に

感謝しています」（アヌラダ・コイララさんより） 
 支援の形はひととおりではなく、それぞれがそ

れぞれの最善の方法でサポートすればいいのだと

思う。なにより大切なのは“継続性”だ。継続の

先には必ず成果がある。3 名の医大入学は、そん
な成果のひとつである。 
 この 15 年、本当にたくさんの方々に当会を通
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じてネパールの女性と子どもたちをご支援いただ

いた。近年、支援先はインドの女性や子どもたち

にも向けられている。 
 日本とネパール、日本とインドは遠く離れてい

る。子どもたちの成長や女性たちの笑顔に直接、

触れる機会がなくとも、いつも心にかけ、温かい

手を差し伸べ続けてくださる皆さまに、今一度、

感謝申し上げたい。 
 

 

「ラリグラスから入学祝いを贈りたい」と、リクエスト

を聞いたところ、「学校で使えるバッグ。教科書が多いか

ら大きくて丈夫なものがいい」とのこと。女子にはショ

ルダーバッグを、男子にはデイバッグをプレゼントしま

した。 
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カトマンズ・ホスピス 
 

 

【ホスピスの様子】  

 

●前号のレポートにて、ディパックとターシーと

いうふたりの男の子の脱走事件についてご報告し

た。ことの発端は、授業になかなか身の入らない

彼らを、女性教師がひどく叱ったことにある。い

くら諭しても言うことを聞かない彼らに、つい手

を上げてしまったと聞いていたのだが、実情はそ

れほど単純なことではなかったようだ。 

 ホスピスでは、勤続５年ほどの既婚の看護師と、

勤続 2 年目の若い看護師 2 名が雇用されていた。

前者は通い、後者は 24 時間常駐という勤務形態だ。

加えて、一昨年までは寮母のガウリさんも 24 時間

常駐し、事実上の責任者としてがんばってくれて

いたのだが、先のレポートでご報告したとおり、

昨年から病気療養中にあり、職場復帰は難しいの

ではないかといわれていた。こういった事情を背

景に、ホスピスでよからぬ事態が発生してしまっ

たのである。 

 ガウリさんが不在となって以降、ホスピスは、2

名の看護師ほか、門番 2 名、牛とヤギの飼育係 1

名に加え、テレサ・アカデミーの分校の女性教師

2 名によって運営されていた。この女性教師のひ

とりに問題があったというのだ。 

 

●女性スタッフの中では、ガウリさんが最年長者

だった。比較的裕福な家庭に育った彼女は十分な

教育を受けており、もともと聡明な女性でもあっ

た。温かな人柄がホスピスのみんなに慕われ、ア

ヌラダさんからもとても信頼されていたのである。 

そんなダウリさんが休職することになり、彼女

のポジションにディパックとターシーに手をあげ

た女性教師が位置する形となった。ガウリさんの

次に年長であるため、自ずとその運びとなったよ

うだが、この教師、かなりきつい性格とのことで、

看護師を完全に配下に置いてしまったという。 

強い気性を生かし、リーダーとして他のスタッ

フたちをよい方向に導いてくれれば問題はない。

だが、彼女の場合、職務をおろそかにする傾向が

あり、看護師たちもそれに倣って、職務怠慢のそ

しりを受けてもいたしかたない状態にあったとい

うのだ。 

子どもたちの世話もなおざりだったらしい。勉

強に身の入らない子どもたちを指導する際も、感

情のままに手をあげるといった状態だったそうだ。

それに反発し、ディパックとターシーが、アヌラ

ダさんに直訴するため脱走を図ったというのが真

実のところのようだった。 

 

●こういった事実が発覚した背景には、特筆すべ

き朗報がある。なんと、ディパックとターシーの

脱走事件の直後、寮母のガウリさんがホスピスに

帰ってきてくれたのだ。 

 詳細は前号のレポートをご参照いただければわ

かるとおり、アヌラダさん経由で、ガウリさんの

病状が芳しくないことを聞いていた。病状の改善

を祈りつつ、職場復帰は難しいのではないかとの

思いは否めない状況にあったのだ。そんなガウリ

さんが、我々の訪問の 2 週間前から寮母として勤

務を再開していたのである。 

ひしと抱き合って再会を喜び合った。ガウリさ

んは目を潤ませつつもうれしそうな笑顔を見せて

くれる。ふくよかだった身体はふたまわり以上も

小さくなっており、闘病生活の過酷さをうかがわ

せたが、健康状態は安定しているという。 

 ガウリさんは、この一年半について語ってくれ

た。 

体調を崩し、故郷ポカラに帰った彼女だが、病

状は悪化するばかりだった。そのため、カトマン

ズの病院に入院することになったという。 

 「お医者さんに、“どうしてこんなになるまで放

っておいたんだ！”と、家族はひどく叱られたそ

うです。私がホスピスに勤めていたことを知ると、

“そばに看護師がいながら、いったいなにをやっ

ていたんだ！”とも怒っていたらしい。私は自分

が HIV に感染していることを内緒にしていました

から、まさかこれほどひどい状態にあるとは想像

もしなかったのでしょう。それでも看護師なのだ

から、極端な体重減少や発熱が続けば、深刻な病

気を疑うべきだと、本当に怒っていました」 

 ガウリさんは、2 カ月余り寝たきりの状態にあ

り、命の危険もあったという。だが、適切な治療

を施され、奇跡的に回復。退院後はカトマンズの

親戚の家に身を寄せ、療養を続けていたという。 

 「ホスピスに戻ってまた仕事がしたいと心から

願っていました。だから、何度かアヌラダさんに
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連絡していたんです。アヌラダさんには、元気に

なってから考えましょうといわれていました。や

っと普通の日常生活を送れるようになったので、

この 7 月下旬、アヌラダさんに会いにいったんで

す。そこでホスピスのトラブルを聞いたので、早

速、訪ねてみました。女性教師や看護師たちと話

をして、問題だと思いました。彼女たちに、子ど

もたちへの愛情が感じられなかったのです」 

 ガウリさんの献身的な仕事ぶりは、前の職場の

サッチガッタ・メンタルケア施設の時代からよく

知るところだ。穏やかで情に厚い彼女は、本当に

親身になって入所者ひとりひとりに接していた。

彼女にとって女性や子どもたちは、家族のような

存在なのだ。 

ガウリさんは、教師や看護師の勤務態度に我慢

がならなかったという。そのため、アヌラダさん

から職場復帰を打診され、わずか数日後には勤務

を再開したのだった。 

 

 

AIDS を発症し、一時は瀕死の状態にあったが奇跡の職場

復帰を果たしたガウリさん。乾燥した肌や刻まれた深い

皺に過酷な闘病生活の跡が見られるが、現在は体調も安

定。子どもたちとの楽しい時間を薬にますます元気にな

ってほしい。 

 

 

●なぜ、女性教師の横暴や看護師の職務怠慢がな

かなか発覚しなかったのか、疑問に思われること

だろう。理由は想像にかたくない。ホスピスに暮

らす女性たちは、ここを追われれば行き場がない。

スタッフに逆らって居心地が悪くなるようなこと

は避けたいという意識が働くのだ。 

 ターシーやディパックのように、アヌラダさん

に直訴する勇気もない。告げ口と受け取られれば、

スタッフとの間に亀裂を生じかねない。不満があ

ってもやり過ごす。沈黙こそが最善策であると考

えているのである。 

ホスピス初代ナースのシルさんや、その後任の

ドゥルガさん、そしてガウリさんのようなスタッ

フであれば、女性たちも心を開いて不平や不満、

悩みを打ち明けることもできよう。だが、ガウリ

さんが休職して以降のスタッフには信頼を寄せる

ことができなかったようだ。 

 

●ガウリさんの復職を機に、女性教師2名と看護師

2名は解雇され、新たな看護師2名が雇用されるこ

とになった。そして分校は閉鎖され、子どもたち

はマイティ本部のテレサ・アカデミーに通学する

ことになったのである。加えて、5学年への進級を

機にマイティ本部のドミトリーへと移転した年長

の女の子たちが、ホスピスに帰ってくることにな

った。ちなみに、年長の男の子（ビピンくん、ク

リシュナくん、リティックくん、ローシャンくん）

は思春期を迎える年齢にあるため、女性ばかりの

環境は不適切ということで、引き続きマイティ本

部の男子寮で生活している。 

 マイティ本部の寮においても、HIV に感染して

いる子どもたちには特別なケアが施されている。

例えば、ビタミンとタンパク質を補うため、毎夕、

ゆで卵と果物が供されている。それでも 200 名以

上の集団生活であるため、食事はたいてい、白飯、

じゃがいものカレー、ダール（豆スープ）、つけも

のといった具合に、質素かつ単調なメニューだ。

その点、ホスピスは週に 3 回、肉料理が供され、

好みの献立を調理することもできる。子どもたち

にとって食べることは健康を作ること。食生活を

考えれば、やはりホスピスでの生活がベターであ

るのは明らかだ。 

 ホスピスとマイティ本部は近距離にあるとはい

えない。渋滞にかかれば、車で1時間を要していた。

通学に毎日、往復2時間も費やしていては、子ども

たちに負担がかかる。ガソリン代もバカにできな

い。そこで分校を開設したわけだが、先頃、バイ

パスが開通し、多少は渋滞も避けられるようにな

ったため、今回の事件を機に分校を閉鎖すること

になったのである。 

 年長の女の子たちが戻り、子どもたちの数は25

名に。とても賑やかなった。小さな子どもたちの

世話も担ってくれるため、女性たちも喜んでいる

様子だった。 
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ホスピスの女性と子どもたち。年長の女の子たちが戻っ

て賑やかに。 

 

●2011年 11月発行のラリグラス・レポートにて、

マイティ本部に保護される 3 名の女性とともに、
ガンガー、ラクシュミ、タラ、ギータ、マンカラ

5 名の就職が決まったことをご報告した。カトマ
ンズ屈指の高級エリア、王宮通りの瀟洒なコンプ

レックスビルの清掃の仕事だ。月給 4,000 ルピー
というのも魅力だが、それ以上の喜びは“外に出

られること”。みんな、とても張り切っていた。 

ところが、ガンガー以外の4名が解雇されてし
まったというのである。彼女たちに落ち度はない。

なんでも、コンプレックスビルにテナント入りし

ていた半数以上の店が、経営不振によって閉店し

てしまい、客の出入りが激減したため、清掃員も

減員することになったというのだ。 
「高い店ばかりだったから、お客も入らなかった

のよ」 
「ほんと。あんなに高くちゃ、誰も買わないわよ」 
 女性たちはいかにも不満そうだ。確かに、“カト

マンズでもっともおしゃれなスポット”といった

風に、最上階のフードコートでは現金払い不可。

まずプリペイド式のカードを購入し、それで食べ

物や飲み物を購入するという新たなシステムを試

みていた。昨年のツアー時、女性たちの職場訪問

を兼ね、ランチの際に利用してみたのだが、確か

に目新しくはあるものの、正直、面倒くさいと思

ったものだ。カトマンズ市民にもさほどウケなか

ったのだろう。他にブティックなどが入っていた

のだが、いずれも経営不振に陥り、清掃員をリス

トラせざるを得なくなったというわけである。  
 職を失い、一時は気落ちしたようだが、数々の

落胆を経験してきた女性たちである。 
「まあ、仕方ないです」 
「仕事なくなっちゃったので、またビーズ、がん

ばります。どんどん仕事くださいね！」 
と、あっけらかんとしたものだ。実にたくましい

のだった。 
 
●あっと驚くニュースがあった。 

「アンティ、ひとり足りないと思わない？」 

女性たちからそう尋ねられ、ひとりひとりの顔を

見渡す。不思議なもので、大勢の中に“いない人”

を発見するのは意外に時間がかかるものだ。数分

を要した後、確かにひとりの女性の顔が見えない

ことに気付く。 

「そうだ。ニーラムがいない。どこかに出かけて

るの？」 

女性たちがニヤニヤする。 

「なんなの？ どうしたの？」と問い詰める。す

るとこんな答えが返ってきたのだ。 

「ニーラム、結婚したの！ すっごく年下の男性

と！」 

「ええーっ！」 

ホスピスでは古参の部類に入るニーラムさん

（32歳）が、6月に電撃結婚したという。しかも、

相手は16歳年下の18歳。ホスピスで飼育する牛や

ヤギの世話係として雇う男性の息子とのことだ。

普段は故郷で農業に従事しているのだが、ホスピ

スで働く父親を訪ねてきた折、ニーラムと出会っ

て恋に落ちたらしい。 

聞けば、それほど長期滞在していたわけではな

かったとのこと。つまり、短期間のうちに、出会

い→恋→結婚へと進展したというわけである。 

喜ぶべき慶事である。だが、少々、困惑してし

まった。相手の男性は、年歳差やニーラムが抱え

る病を気にすることはなかったのだろうか。これ

からの生活に不安はなかったのだろうか。ふたり

の子どもをもうけることについてはどう考えてい

るのだろうか。果たして、HIV/AIDSに関する正し

い知識を持ち得ているのだろうかと訝ったのだ。 

女性たちの話によれば、相手の男性はニーラム

の過去も病気もすべて知った上で結婚を決めたと

いう。そして、「まあ、年は離れてるけど、いい人

だよ」と教えてくれた。 

ニーラムの嫁ぎ先は、カトマンズからバスで8

時間、その後、徒歩1時間という山間の村。気軽に

行き来できる距離ではない。よって、当面の抗HIV



現地報告：ホスピス 

11 

 

薬を持たされ、ホスピスを旅立ったという。今後

は、ホスピスで働く義父が帰郷する折、薬を届け

てくれるそうだ。健康状態に問題が生じれば、ホ

スピスに連絡をよこすことになっているという。

それでもやはり心配だ。女性たちの言葉どおり、

夫となった男性が好人物であり、ニーラムをずっ

と大切にしてくれればと祈るばかりである。 

「病気を抱えていても結婚できた」という事実

によって、女性たちにかすかな希望の光が差し込

んだようだった。子どものいる年長の女性に再婚

の意思はさほどないようだが、未婚の若い女性た

ちはまんざらでもない様子。彼女たちにとってい

ちばんの幸せは家庭を持つことなのである。 

「あなたたちもがんばらなくちゃね」 

声をかけると、みんな一様にニヤニヤする。 

「でも、変な人はダメだからね。ちゃんと働いて

いることが第一条件。酒乱は絶対にダメ。とにか

く好きな人ができたら、まずガウリさんやみんな

に紹介すること。もちろん私にも会わせてね」 

 しっかり釘を刺しておいたのだった。 

 

【交流プログラム】  
 
●8 月 23 日（木）は交流プログラムのひとつ、ラ
ンチ・パーティー。この日は早朝、ツアーメンバ

ーの有志とともに市場に繰り出し、食材を調達す

るところから始まった。 
今回も、普段は口にすることのできない魚がメ

インディッシュ。いつもは一抱えもある鯉科の魚

を仕入れるのだが、それに加えて、「より高いがよ

り美味しい」と魚屋さんに勧められた、アジの大

きさの魚も一緒に仕入れることにした。 
調達した食材をホスピスに持ち込み、みんなで

調理。フライドフィッシュ、フライドチキン、マ

ッシュルームと季節の野菜カレー、サラダ、プラ

オ（インドやネパールの炊き込みご飯）など、お

祭りに供される豪華メニューだ。魚屋さんの言葉

どおり、アジ大の魚は骨も少なく身離れもよく、

臭みもほとんどない。女性たちにも大好評だった。 
  

 
レストランでランチ。「ピース！」と「チアーズ！」はラ

リグラスが伝授しました。将来、社会に出ても困ること

のないよう、ナプキン、フォーク、ナイフの使い方も教

えています。 
 

 
希少なお出かけにみんな大興奮。精一杯おしゃれして。 

 
●子どもたちが学校から帰った後は、恒例のツア

ー参加者による手品ショー。もちろん、仮装して

の上演だ。詳細は、写真やツアー参加者の感想文

を参照いただければと思うが、今回もすばらしい

成果をあげることができた。 
 皆さん、ツアー初日から手品の練習を重ね、本

当にがんばってくれた。美少女に変身した最年少

の狩野くんなどは、韓国の女性グループ『少女時

代』の歌とダンスも披露してくれ、大いに盛り上

がった。K-POP のステップは、どうやらネパール
人好みのようだ。次回のツアーにも踊れるメンバ

ーが参加してくれればと願っている。 
手品ショーの後は、お返しに子どもたちがダン

スやジョークを披露してくれた。何回も練習を重

ねたのだろう。上々の出来栄えだった。 
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「ホスピスのみんなに楽しんでもらいたい」。そ

んな共通の想いをもとに、ツアーメンバーの皆さ

んには、連日、手品の個人練習を重ねていただき、

大成功のうちにプログラムを終えることができた。

改めて感謝の気持ちをお伝えしたい。ありがとう

ございました。 
 
●8 月 25 日（土）、恒例の外出計画を実施。今回
は、5 学年に進級時、マイティ本部の寮に移転し
た子どもたちも参加できるようアレンジした。  
 これまでのレポートで何度もお伝えしてきたこ

とだが、ホスピスの女性や子どもたちの行動範囲

は極めて小さい。それは、マイティ本部で生活す

る子どもたちも同様だ。テレサアカデミー（10 学
年）を卒業した後は、外部のカレッジに通学する

ようになるが、それまでは、敷地内の寮と学校が

世界のすべてといっても過言ではない。 
 もちろん、外出のチャンスが皆無というわけで

はない。高学年になると、日本でいえば社会科見

学や遠足に値するプログラムが実施される。欧米

のドナーが何人かの子どもを選抜し、レストラン

に連れて行ってくれることもあるそうだ。また、

アウェアネス・キャンペーン実施の際には、年長

の子どもがメンバーとして参加することもある。 
 それでもやはり、一般社会の子どもたちに比べ

れば、あまりにも彼らの世界は小さい。できるこ

となら、全員に外出の機会を提供したいものだが、

諸事情が許さず、実現は難しい。 
そこで計画にのぼったのが、かつてホスピスで

生活していた子どもたちを招いての外出計画であ

る。 

 
言葉が通じなくても、笑顔を交わせばすぐに仲良しに。

みんなで楽しい時間を過ごしました。 

 

●今回も、映画観賞の後、レストランでランチと

いうプログラム。映画はカトマンズでもっとも高

級なホールで最新インド映画を楽しむことに。ラ

ンチはいつもお世話になっているアミューズメン

ト施設付のレストランでいただいた。 
兄弟のように育ってきたホスピスの子どもたち。

久しぶりに全員で楽しい時間を共有できたことが

うれしくてたまらない様子だった。 
「アンティ、ボク、昨日、全然、眠れなかった！ 

本当に本当に楽しい！」 
最年長のビピンくんが、みんなを代表して興奮

気味に繰り返していた。来年も必ず計画しようと

思う。 

 
 食事の後は、デザートのアイスクリーム。好みのフレ

ーバーをリクエスト。チョコ味に人気が集中していまし

た。ちなみに、ネパールではチョコレートのことを「キ

ャドバリー」という人も多数。キャドバリー社のチョコ

レートが輸入された時期の方が、ネパールでチョコを生

産するより早かったからではないかと推察。 

 

 
デザートを食べ終わった後は、遊具でプレイタイム。

みんな大はしゃぎです。 
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男の子のおしゃれは、映画のヒーローを真似たサングラ

ス。 

 

 
ホスピス最年長のビピンくん。現在は、マイティ本部の

男子寮で生活しているが、自分の家は「ホスピス」との

意識。久しぶりのみんなとの再会に本当にうれしそうだ

った。彼の夢は、学校を卒業して就職したら、たったひ

とりの姉が暮らす祖父母の家を訪ねること。ふたりは

AIDS 孤児だ。ビピンくんは HIV に母子感染しているが、

姉は感染していない。そのため、彼だけがマイティに保

護されることになり、5 年以上も姉弟は離ればなれなので

ある。 

 

【子どもたちへの贈り物＆手紙】  
 
●今回のホスピスへのお土産は、女性たちにはペ

ンダントとピアス。子どもたちにはディズニーの

絵柄のプラスチック製マグカップとスプーンを用

意した。 

 ホスピスでは、特別食として、午後のおやつに

果物とホリックスを提供している。ホリックスと

は、粉末の栄養補助食品。ミルクで溶き、女性や

子どもたちが毎日、飲んでいるものだ。前回訪問

時、その食器に問題があると感じた。ネパールや

インドでチャア（ミルクティー）を飲む際に使用

するステンレス製の細長いコップと、カレースプ

ーンの組み合わせだったのだ。大ぶりのスプーン

は細長いコップに差し入れにくい。幼い子どもの

場合、スプーンの柄が長過ぎて扱いに苦労してい

た。そもそも無機質なステンレスの食器など少し

もかわいらしくない。そこで、子どもたち用にマ

グカップとスプーンのセットを送ろうと考えたの

である。 

 愛らしいキャラクター付きのカップとスプーン

は大好評だった。「私も欲しい」と、女性たちにね

だられたほどだ。次回は女性たちにも用意しよう

と思う。 

 高橋国和さんからは、毎回、現地の女性や子ど

もたちへのギフト代をご寄付いただいている。今

回もご支援いただき、ありがとうございました。 

 
●ツアー出発前、いつも『お菓子詰め合わせプレ

ゼント』へのカンパはじめ、ネパールの女性や子

どもたちへの支援を呼びかけさせていただいてい

る。今回も次の方々から温かいご協力をいただい

た。  
平野善之さんには、毎年、素敵な文具をご提供

いただいている。今回もボールペンや消しゴム、

ペンケースや下敷きなど、たくさんの品をご寄付

いただいた。三原一夫さんには、ノート、クレヨ

ン、折り紙など、子どもたちの日々の学習に欠か

せない文具をご提供いただいた。上中美穂さん、

森谷里美さんからは、見るだけで楽しくなるシー

ルやカードを。大田多恵さんからは、鉛筆、消し

ゴム、レターセット、英語教材などをご寄付いた

だいた。 

石原正行さん、上中美穂さん、大田多恵さん、

森谷里美さんからは、ホスピスのみんなへのお手

紙をお預かりした。子どもたちからキュートなお

返事が届いています。いつも温かいご支援をいた

だき、本当に感謝いたしております。 

 

【ビーズ・プロジェクト】  
 
●今回もツアーメンバーの皆さんにビーズ製品の

検品を担っていただいた。また、昨年から、新た

な取り組みとして、フェルトを素材としたグッズ
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制作を開始したため、その検品も行っていただい

た。 
素材の値段の上昇、必要な素材の製造中止、色

ムラなどの不良品の混入など、ビーズ製品づくり

上の問題が時々、生じる。以前なら、そういった

トラブルが発生しても対応できない女性たちだっ

たが、今では自分たちで対策を講じ、ノルマを仕

上げる努力をしてくれるようになった。もちろん、

得手不得手があるため、制作者によって技術のば

らつきはあるが、それでも誰もが一様に買い取り

可能な製品を作れるまでになったのはすばらしい

ことだ。 
フェルト製品も上出来だった。きのこやゾウな

どをモチーフに、内部に磁石を仕込み、冷蔵庫な

どにメモ類を留められるマスコット型マグネット

だ。今回は、10月6・7日開催のグローバルフェス
タJAPAN 2012に向けて大量発注したのだが、とて
もきれいに仕上げてくれていた。 
各自の成果は次のとおりである。  

 
ソンマヤ  7,440ルピー（約8,184円）  
サンティ  6,670ルピー（約7,337円）  
タラ    1,870ルピー（約2,057円）  
ラクシュミ 3,610ルピー（約3,971円）  
ギータ・カルキ  1,430ルピー（約1,573円）  
ギータ・タマン  3,540ルピー（約3,894円）  
マンカラ  3,350ルピー（約3,685円）  
パビットラ 5,860ルピー（約6,446円）  
ガンガー  1,060ルピー（約1,166円）  
プシュパ  200 ルピー（約 220 円） 
ミンマヤ  130 ルピー（約 143 円） 
サリタ   860 ルピー（約 946 円） 
ディプ   1,240 ルピー（約 1,364 円） 
パールバーティー 1,350 ルピー（約 1,485 円） 
 
※ビーズ製作費に加え、ネパール最大のお祭りダ

サインを迎えるにあたり、お年玉としてそれぞ

れに 500 ルピーをプレゼントした。楽しいお祭
りのひとときを過ごしてほしい 
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カカルビッタ・トランジット・ホーム 
 

●東ネパール・ジャパ郡カカルビッタで運営され

るトランジット・ホームを訪問。スタッフ構成に

変動はなく、責任者１名、会計 1 名、カウンセラ
ー１名、国境監視小屋のボーダーガード 4 名、RTL
担当 1 名、ガードマン１名、ドライバー１名の計
9 名で運営されていた。 
人身売買犯罪を防ぐため、マイティはインドと

の国境の町 9カ所（カカルビッタ、ビラトナガル、
パシュパティナガル、ビールガンジ、バイラワ、

ネパールガンジ、ナワルパラシ、ダンガリ、マヘ

ンドラナガル）、そしてカトマンズから東西に延び

る幹線道路の起点・タンコット（カトマンズ郊外）

の計 11 カ所に監視小屋を配し、行き交う人々を
チェックしている。中でもカカルビッタのトラン

ジット・ホームは、もっとも早期に開設された施

設であるため、監視業務のノウハウにも長け、今

回訪問時も着実な成果をあげていた。 
 
●2 月～7 月までの 6 カ月間で、トランジット・
ホームが扱ったケースは下記のとおり。 
国境で食い止めた少女と女性の数 101 名 
国境に接したインド領の街・シリグリの売春宿

から救出した被害者 35 名 
行方不明者の届け出 62 件 
その内、発見に至った人数 15 名 
家庭内暴力 6 件 

 人身売買されたケース 2 件 

 レイプ被害 1 件 

 

●今回の訪問時、保護されたばかりのアヌーちゃ

ん（13 歳）という少女が滞在していた。彼女の場

合、インドに連れ去られそうになったところを保

護されたというわけではない。カウンセラーが聞

き取った話によれば、彼女は幼くして実母と死別。

その後、父親が再婚し、弟が生まれたのだが、先

天性の障害を抱えていたという。弟の誕生後しば

らくは家族 4 人の生活が営まれていた。が、先頃、

父親と継母が、アヌーちゃんと弟を残し、失踪し

てしまったというのだった。 

 ふたりは国境付近で路頭に迷っているところを

警察に保護され、弟は障害を持った子どもたちの

ための施設に、アヌーちゃんはトランジット・ホ

ームに送り届けられたという。 

アヌーちゃんは自分の身の上について、未だ多

くを語っていない段階ではあったが、学校に通っ

た経験がないという事実とその身なりから、貧困

家庭の出身であることがうかがえた。ネパールで

は、障害を持った子どもの養育を放棄する親が少

なくなく、その大半を貧困層が占める。夫婦で精

一杯、働いても十分に食べることができないよう

な暮らしの中、障害を持った子どもを養育する余

裕はないという理由からだ。アヌーちゃんの場合

も同様の事情があったと推察される。 

アヌーちゃんはこの後、イタハリ（カカルビッ

タからバスで 3 時間程度）のプリベンション・キ

ャンプに移転し、職業訓練を受けるという。学齢

期にあるため、現在、トランジット・ホームに保

護されている同世代の子どもたち（男子 1 名、女

子 2 名）同様、近隣の学校に入学するよう勧めた

というが、「勉強には興味がない。早くお金を稼げ

るようになりたい」と本人が強く希望したという。

一度も学校に通った経験のない彼女の場合、6、7

歳も年下の子どもたちと机を並べなくてはならな

い。経済的な理由などで入学が遅れてしまう子ど

もは少なくないが、年下の子どもたちに混じって

学ぶことが恥ずかしく、学業を挫折してしまう生

徒は多い。勉強に関心がないアヌーちゃんも、そ

のような結果になる可能性が高いと予想されたた

め、本人の意志を尊重することになったそうだ。 

ちなみに、プリベンション・キャンプでは、職

業訓練だけでなく、基礎的な読み書き計算も学ぶ

ことができる。社会生活に必要な最低限の知識と

技術を身に付けることができるのだ。 

アヌーちゃんの表情は硬かった。保護されて間

もなく、見知る人のいない環境に戸惑っているこ

ともあるだろうが、やはり親に捨てられたという

事実に深く傷ついているに違いない。これまでの

例をみても、一度、養育を放棄した親が思いなお

し、子どもを迎えに来るケースはなく、親子の再

会はまず望めないだろう。哀しみを乗り越え、プ

リベンション・キャンプで精一杯学び、自立の道

を切り開いてほしいと願うばかりである。 
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マイティが設置した監視小屋。6:00~18:00、2 人 1 組二

者交代制で監視にあたる。 

 

●トランジット・ホームでは、人身売買犯罪を阻

止するため、3 つの新たな取り組みを始めていた。

1 つめは、この 6 カ月間で計 6 回、インドの NGO

と協力し、国境周辺のネパール・インド両国の市民

を対象に、国境監視のノウハウに関するトレーニン

グを行ったという。マイティは長年、ネパール警察

とともに国境の監視業務を行ってきた。だが、年々、

人身売買犯罪の手口は巧妙になってきており、1500

キロにわたるネパール・インド間の国境を警察とマ

イティのスタッフだけで完璧に監視するのは不可能

だ。そのため、近年、両国の市民の協力を得ること

で、監視の目をより厳しくしようと試みてきた。今

回、始めた両国の NGO による合同トレーニングもそ

の一環である。 

2 つめはアームド・ポリス（武装警察）に対す

るトレーニングだ。ネパールの警察は国境を越え

てインド領に立ち入ることはできない。だが、ア

ームド・ポリスは、両国をまたがって警備にあた

ることが許されているため、ネパールとインドを

行き来することができる。そのメリットを活かし、

インド側における監視を担ってもらおうというわ

けだ。アームド・ポリスは、6 カ月ごとにメンバ

ーが交代するため、トレーニングも 6 カ月に 1 回

のペースで実施する予定とのことである。 

 3 つめは、バス組合との交流会だ。この交流会

の場で、乗客の中の不審者をみつけるコツや、マ

イティへの通報の方法などをレクチャーしたとい

う。カカルビッタはネパールの東端の地として、

首都カトマンズはじめ、ネパール各地から長距離

バスが到着する。少女たちは、これらのバスに乗

せられて国境まで運ばれ、インドへと連れ出され

る。そのため、車中における監視の目を強化する

ことで犯罪の抑止につなげようという試みである。 

 

国境に設けられたネパール側のチェックポスト。ブルー

の迷彩服がアームド・ポリスのユニフォーム。 

 

●マイティ本部の項でも触れたが、9 月 1 日はア

ンティ・トラフィッキング・デー（人身売買廃絶

の日）。マイティはこの日、全国的なキャンペーン

展開を予定していた。トランジット・ホームでも、

地域の学校や弁護士、警察とともに 7 日間にわた

って村々を回り、アウェアネス・キャンペーンを

行い、村人に人身売買犯罪について認知させると

ともに、行方不明者の有無など、聞き取り調査を

行う予定とのこと。地域のジャーナリストを対象

にした会見も行う計画とのことだった。 
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サッチガッタ・メンタルケア施設 
 

●前号のレポートで、今年 1 月、新たな看護師が

採用され、2 名が常駐するようになったとご報告

した。ところが、今回訪問時、先輩格の看護師が

退職してしまったとの報告を受けたのである。こ

の看護師は、ヨガのトレーニングを受講し、サッ

チガッタの女性たちに呼吸法や簡単なポーズの指

導に取り組んでいた。4 月に訪問した際、「まだ始

めたばかりなので目立った効果は見られませんが、

地道に続けていきたい」と、前向きな言葉を聞か

せてくれていたのだが、その 2 カ月後、急きょ、

退職の意を申し出たという。長期休暇がとれない

ことが最たる理由とのことだった。 

看護師 2 名が常駐することになり、交代で休暇

を取得することは可能になった。だが、休みがと

れたとしても月に 2、3 日程度だったようだ。この

看護師の故郷は、往路だけでも半日ほどかかる村。

十分な休養をとるほどの時間は望めず、不満を抱

えていたらしい。 

ネパールは年中なんらかのお祭りがあり、世界

でいちばん祝日の多い国とされている。年最大の

お祭りであるダサインは、今年でいえば 9 日間の

連続休暇。親族の家を行き来し、ご馳走を囲んで

ゆったり過ごす。そんな当たり前の日常が許され

ない職場では、これ以上働けないとのことだった。 

 今年 1 月に採用された新しい看護師は、ひとり
とり残される形となり、不安でいっぱいの様子だ

った。即時、対応しなければ、彼女も辞めてしま

うかもしれない。トランジット・ホームとメンタ

ルケア施設の総責任者ゴビンダ氏の話によれば、

すでに後任の看護師にあたりはつけており、9 月
1 日付で雇用を開始する予定とのこと。どうか、
今度こそ、定着してくれることを祈るばかりであ

る。 
 

●トランジット・ホームの子どもたち 3 名と、サ
ッチガッタのメンタルケア施設に保護される女性

18 名に、年１回、新品の衣類をプレゼントしてい
る。今回もツアー前、『子ども服＆クルタプレゼン

ト』へのカンパを募集し、石原正行さん、大田多

恵さん、川口朋子さん、鈴木樹代子さん、筒井知

佐さん、松永一夫さん、水上直樹さん、三原一夫

さん、武藤禎さん、森本恵弥さん、以上 10 名の方々

から計 57,000 円のご支援をいただいた。  

トランジット・ホームの女の子 2 名にはクルタ
用の生地を、男の子にはシャツを贈った。サッチ

ガッタの女性たちにもクルタ用の生地を用意した。

ツアー終了後、ティ―ズという女性だけのお祭り

がある。この日、男性はいつもの日常を送るのだ

が、女性だけは休日。お寺を参り、親戚の家を訪

問してご馳走を囲んだり、友だちとダンスに興じ

たりと、女性だけで大いに盛り上がるお祭りだ。

真っ赤なサリーやクルタをまとい、アクセサリー

もすべて赤で統一するのが決まりである。  
そんなティーズを間近に控えているためか、サ

ッチガッタの女性たちに好みの色を尋ねると、大

半が「赤」をリクエスト。ツアーメンバーととも

に、カカルビッタの市場の布屋で、「赤」の布地を

片っ端から仕入れた。この布屋は長年、お世話に

なっている店であるため、当会の活動にも理解が

ある。実際の人数の倍ほどの布地を持たせてくれ、

その中から好みの柄を女性たちに選んでもらい、

余った分を返却するという形にしていただいた。  
外出の機会がない女性たちには、ショッピング

を楽しむチャンスはない。彼女たちは、衣類も食

べ物も、与えられたものを受け取るだけの毎日だ。

「好きなものを自分で選ぶ」という楽しみを少し

でも体験してほしいと考えた。 
今回もみんな、とても喜んでくれた。温かいご

支援に心より感謝申し上げます。 

 

プレゼントするクルタを物色中。女性たちの好みは「赤」 

 

●今回の日本からのお土産は、真鍮ハート型ネッ

クレスと真珠ネックレスを用意した。決して値の

張るものではないが、ほとんど訪問者のないこの

施設に暮らす女性たちにとって、こういったギフ
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トは私たちが想像する以上に喜ばれる。2 種の中

から好みのデザインをチョイスした後、早速、ツ

アーメンバーやスタッフの手を借りて首回りを飾

り、「きれい！」「ステキ！」と満面の笑顔を見せ

てくれた。 

 

日本からのお土産をもらってみんなハッピー！ 

 

 メンタルケア施設が開設された当初の女性たち

を思い出すと、本当に状態がよくなったと感じる。

大半の女性が重度の統合失調症を患い、着るもの

にも関心を示さず、笑顔もほとんどなかった。だ

が、現在の彼女たちは、アクセサリーに目を輝か

せてくれている。おまけに、こんなリクエストま

で。 

「パフュームがほしい」 

「ファンデーションがほしい」 

「リップスティックがほしい」 

 

 自分の世界に閉じこもり、着替えもシャワーも

拒み、会話もままならなかった彼女たちが、香水

や化粧品を求めるまでに回復したのだ。本当に喜

ばしく、早速、カカルビッタの市場でリクエスト

の品々を買い求め、追加のギフトとした。 

 

自己紹介のあとはダンス！ 一緒に踊ればすぐに仲良し

に 

 

●2010 年の夏季ツアーから始めたサッチガッタ

とカカルビッタの施設入所者、スタッフ、ツアー

メンバーで繰り出すピクニック。3 回目となる今

回は、第 1 回目に訪れた公園を目的地に選んだ。

この公園は、ピクニック用地として整備され、好

天であれば草地に座ってお弁当を広げられ、雨対

策として東屋も設けられている。中央の大きな池

では足漕ぎボートが楽しめ、小型動物園も併設さ

れているというなかなかの設備だ。当初は、ドム

カという有名な寺院がある地が候補にあがってい

たのだが、悪天候の場合、雨宿りする場所がなく、

寺院以外にレクリエーションがないという理由か

ら、再びこの公園を選択することになった。 

8 月は雨期にあたるネパール。前夜、てるてる

坊主を吊るし、祈りを捧げたにも関わらず、夜半

からひどい雷を伴う激しい雨にみまわれ、朝にな

ってもしとしと雨が降り続いていた。責任者のゴ

ビンダさんから早朝 5 時に電話が入り、「どうしよ

う！」と泣きそうな声。ピクニックが決行できる

かどうか心配でたまらず、眠れぬ夜を過ごしたと

いう。いてもたってもいられず、朝を待って電話

してきたというのだった。 

 そんな思いが天に通じてくれたのか、9 時近く

になると天気は回復してくれた。だが、 

豪雨によって道がぬかるみ、バスがサッチガッタ

までたどり着くことができないとの連絡が。サッ

チガッタとカカルビッタの行程の4分の1ほどを、

女性たちに歩いてもらわなくてはならないという。

ツアーメンバーは、合流場所のカカルビッタの宿

舎で待機。バスの車体を認めたのは、2 時間近く

遅れてのことだった。 
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ぬかるみを歩き、出発も大幅に遅れてしまった

ため、女性たちは疲労の色を浮かべているのでは

ないかと案じられたが、そんな杞憂はまったく無

用のものだった。バスの座席に座る彼女たちは、

一様に弾んだ表情を見せている。全員が、昨年プ

レゼントしたクルタをまとい、前日に追加のギフ

トとして贈ったファンデーションや口紅、パフュ

ームで精一杯のおしゃれでキメていたのだった。 

 

ピクニック地に到着！ 雨もあがって清々しい 

 

●車中、国境で監視業務にあたるスタッフやサッ

チガッタのスタッフが、カーステレオから流れる

インド音楽にあわせて早速、ダンスを始めた。み

んな手拍子で盛り上げる。さながら移動ディスコ

ティークの様相を呈したバスは 1 時間ほどで目的

地に到着。みんなで手分けし、お弁当や鍋、食器

やコンロを公園中央の東屋まで運ぶ。 

 当初の計画では、食材を持参し、現場で調理し

て作りたてのランチをいただく予定だったが、ス

ケジュールが遅れたため、カカルビッタのスタッ

フが、サッチガッタの女性たちを待つ間、調理し

てくれた。 

 マトンカレーや野菜カレーといったご馳走をと

りわけ、まずは腹ごしらえ。食後はみんなで一大

ダンス大会。女性たちもスタッフもツアーメンバ

ーも、踊る、踊る、ひたすら踊る。トランジット・

ホームで会った時は緊張していたアヌーちゃんも、

賑やかな雰囲気にすっかりリラックスした様子だ。

芸能好きなネパールの人々。言葉が通じなくても、

笑顔を交わし合い、一緒に踊れば通じ合うものな

のである。 

その他、ツアーメンバーによる手品ショー、ボ

ート遊び、ミニ動物園見学など、大いに楽しいひ

とときを満喫した。 

●『ほとんど誰も訪れない施設だから、私たちが

訪ねよう。ほとんど誰も関心を寄せることのない

女性たちだから、私たちが思いを届けよう』 

当会は、サッチガッタの施設をそんな気持ちで

支援している。 

ネパールは遥か遠い国だ。サッチガッタはさらに

その先にある。誰もが気軽に足を運べる距離にな

い。そんなサッチガッタをともに訪ね、女性たち

に楽しい時間を提供してくださったツアーメンバ

ーの皆さんに心より感謝いたします。そして、現

地を訪ねることができない代わりに、日本からの

支援を通して温かいお気持ちを寄せてくださる皆

さまに、重ねて感謝申し上げます。 

 

メンバーが手品を披露。みんなびっくり、大いにウケま

した！ 

 

 

みんなでボート遊び。ちょっと恐いけど、でも楽しい！ 
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食後はやっぱりダンス！ ラダちゃん（右）も一緒に踊

れるようになりました。 
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レスキュー・ファンデーション 
 

●ムンバイ市ボリバリ本部を置くレスキュー・フ

ァンデーションは、人身売買され、売春宿で強制

労働をしいられている少女や女性たちを救出・保

護する活動を行っている。被害者の出身地は、イ

ンド、ネパール、バングラデシュの 3 カ国にわた

り、マイティをはじめとするそれぞれの国の NGO

が被害を食い止めるための活動に取り組んでいる

ものの、年々、巧妙化する犯罪手口により、被害

は後を絶たない状況だ。 

レスキュー・ファンデーションは、本部機構の

あるボリバリはじめ、マハラシュトラ州ボイサル、

プーネの 3 カ所において、シェルターとリカバリ

ー・ケアセンターを運営し、約 700 名の被害者を

保護。カウンセリングやリハビリテーションを含

む治療・ケアや職業訓練等の社会復帰プログラム

を行っている。これらの取り組みが大きな成果を

あげていることは、前号のレポートでご報告した

とおりだ。 

1993 年より、レスキュー・ファンデーションは、

ムンバイを中心に活動を行ってきた。たが、性産

業は首都デリーやカルカッタなどの大都市はじめ、

インド各地で営まれている。とくに、昨今のデリ

ーにおける性産業の活性化は看過できない状況に

ある。このような中、レスキュー・ファンデーシ

ョンはデリー政府から、首都圏における人身売買

被害者の救出を要請され、2011 年 6 月、同地に事

務所を開設し、本格的な救出活動をスタートさせ

た。 

 

●この 4 月、レスキュー・ファンデーション代表

トリベニ・アチャルヤさん、同デリー事務所代表

ジャナルダン・ラシッド・サランさん、内偵員サ

ントッシュ・セダイさんとともに、デリー最大の

売春宿街、Ｇ．Ｂ．ロードに赴き、人身売買被害

者が置かれている実情をリサーチした。また、同

地域を所轄する警察担当者およびレスキュー・フ

ァンデーションによって救出された人身売買被害

者からも聞き取り調査を行った。以下は、その調

査結果である。 

 

①近年、デリーでは、未成年者（18 歳未満）を含

むセックスワーカー（人身売買および強制売春の

被害者）が増加している。その背景のひとつに、

観光地として有名なワーラーナシーの赤線地帯が、

同地を管轄するウッタル・プラデーシュ州政府に

よって廃止されたことが挙げられる。この地域の

性産業がデリーに移行し、セックスワーカーがデ

リーに集中することになったのだ。また、首都デ

リーでは、国際会議が催される機会が多く、会議

に出席するため来印した外国人に売春宿の存在が

求められていることも、人身売買被害者が増加の

一途をたどる背景となっている。 

 

売春宿の窓辺で客引きする女性たち。10代の少女の姿も。

内偵員が客を装って潜入し、カウンセリングを行うこと

から救出活動は始まる。 

 

 

食事も睡眠も仕事もすべて、この狭い空間で行われてい

る。 

 

②このような状況に対応するため、レスキュー・

ファンデーションは2011年6月にデリー事務所を

開設し、人身売買被害者の救出に取り組んできた。

開設からの約1年間で実施したレスキューは14件。

人身売買被害者81人（未成年61人、成人20人）を

救出した。ムンバイやプーネなどでの救出活動の

ノウハウを生かし、地盤のないデリーにおいても

警察との協力体制を構築しつつ、活動を続けてき
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たのである。ちなみに、デリーには他に人身売買

被害者の救出活動を行っている団体はなく、レス

キュー・ファンデーションの活動に大きな期待が

寄せられている。 

 

③前述のとおり、レスキュー・ファンデーション

は、ボリバリ、ボイサル、プーネにおいて、人身

売買被害者の保護・ケアを行う施設を運営してい

る。ムンバイ100人、ボイサル150人、プーネ50人

を定員としているが、常に定員オーバーの状態に

あり、現在は約700名が入所している。 

 人身売買の被害者である少女や女性たちは、売

春宿で暴力をふるわれて身体に障害をおっていた

り、精神疾患を発病していたり、HIV/AIDSをはじ

めとする性感染症に感染していたりするなど、劣

悪な環境下での強制労働により身体・精神ともに

多大なダメージを受けている。また、売春宿を利

用する顧客が、HIV/AIDS感染を回避できるのでは

と考え、幼い少女を選ぶ傾向があるため未成年者

が極めて多い。さらに、少女/女性たちの逃走を防

ぐために、加害者から強いマインドコントロール

を受け、「売春宿でしか生きられない」と信じさ

せられている者も多い。彼女たちが自分で人生を

決め、尊厳をもって生きられるよう導くために、

救出後の丁寧なサポートは欠かせない。 

レスキュー・ファンデーションは、上記、3つの

施設において、人身売買被害者に十分なリハビリ

テーションと身体的・精神的なケアを提供すると

ともに、識字教育を含む基礎教育や職業訓練など、

社会復帰のためのプログラムを実施している。人

身売買被害者はインド国内ばかりでなく、隣国の

ネパール・バングラデシュから連行されるケース

も少なくないことから、出身国に送還する任務も

担い、法務部門を設けて人身売買加害者を起訴し、

少女/女性たちを法的に保護する活動も行ってい

る。 

 

プーナの施設の責任者シャイニーさんは弁護士。トリベ

ニさんの活動に感銘を受け、職を辞してレスキュー・フ

ァンデーションに。聡明で穏やかな性質の素敵な女性だ

が、救出作戦の際は屈強な女性に。プーナの運営費用は、

スイスのNGOが中心となってサポートしている。 

 

④現在、デリー事務所はアパートの一室を借りて

運営され、レスキュー・ファンデーション独自の

保護・ケア施設はない。そのため、救出された人

身売買被害者である少女/女性たちは、インド政府

が運営する保護施設に入所することになっている。

だが、この政府運営の施設では、リハビリテーシ

ョンや身体的・精神的な治療・ケアがほとんど提

供されておらず、施設のスタッフ等から差別的な

言葉を浴びせられることもあり、決してよい環境

とはいえない。 

 

⑤このような状況下、レスキュー・ファンデーシ

ョンは、デリーにおいて、リハビリテーションや

治療・ケア、基礎教育や職業訓練などを行う保護・

ケア施設を運営すべきと考えている。 

「被害者救出の第一歩は、マインドコンロールを

解くことにあります。本人に“この環境から逃げ

たい”という気持ちが芽生えなければ、いくら救

出に踏み込んでも成功しないのです。ですから、

私は客を装い、売春宿に潜入して、被害者をカウ

ンセリングすることからはじめます。カウンセリ

ング成功のカギは、“売春宿の外は決して恐ろし

いところではない。人生をやりなおすチャンスを

与えてくれる場がある”と、希望を抱かせること

にある。そのやり直しの場がレスキュー・ファン

デーションの施設なのですが、デリーにはないた

め、政府の施設に送らざるを得ない。しかも、政

府の施設は、私たちと被害者の面会を許可してく
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れないので、救出後のカウンセリングがまったく

できないのです。だから、“売春宿を出た後も大

丈夫”と確約することができず、売春宿でのカウ

ンセリングを積極的にできないのです」 

と、内偵員のサントッシュさんは語る。 

 

●『デリーにも、人身売買被害者の少女/女性たち

のための保護・ケア施設を建設し、カウンセリン

グやリハビリテーションを含む治療・ケアや職業

訓練等の社会復帰プログラムを提供しなくてはな

らない』 

これは、レスキュー・ファンデーションを支援

する各国ドナー共通の緊急課題だ。そこへ今年春、

オランダの NGO が施設開設のための土地購入費と

して、2,000 万ルピーの支援を決定してくれたの

である。 

 だが、施設建設にかかる費用については目途が

立っていない。そこで当会は、平成 24 年度国際ボ

ランティア貯金寄付金の配分申請を行うことにし

た（かつて、同補助金によって当会が NDWS デイケ

アセンター、ボイサルのリカバリー・ケアセンタ

ーを開設した）。 

 経済発展著しいインド。都市部の地価は年々高

騰している。デリーに施設を開設するということ

は、東京都心に土地家屋を購入するのと同レベル

といっても過言ではない。とても単一のドナーで

まかないきれるものではないのである。しかし、

レスキュー・ファンデーションを支援するドナー

は、常に協力体制にある。今回も、それぞれがそ

れぞれに可能な役割を担うことになったのだ。 

団体によっては、こういった合同事業を嫌うと

ころもある。例えば、『○○ハウス』といったぐ

あいに、団体名を冠した施設開設を望む団体など

は、他の団体の介入を好まない。 

だが、これまでともに支援活動を行ってきたオラ

ンダ、ドイツ、スイスの団体、そして当会も、そ

ういった点にこだわりはない。施設の名称がどの

ようなものであろうと、どの団体がどの役割を担

うことになろうと、結果的に現地の活動にプラス

になればよいと考えているからだ。 

当会を含め、いずれのドナーもレスキュー・フ

ァンデーションの活動を高く評価している。そん

なレスキュー・ファンデーションの活動がさらな

る発展をみせるよう、縁の下の力持ちとなり、後

方支援に尽力すること。それがドナーの責務であ

ると考えているのである。 

国際ボランティア貯金寄付金の配分が受けられ

るか否か、結果は来年 3 月に下される。どうか、

無事に配分決定され、デリーにケアハウスが開設

されることをともに祈っていただきたい。 

 

 

ボイサルの施設。さまざまな職業訓練が行われている。

こちらはアクセサリー作り（調金）。技術が身につけば収

入につながる。 

 

 

国際ボランティア貯金補助金をもとに開設したボイサル

のケアセンター。ベッドはいつも満床だ。当会は、この

施設の年間運営費をサポートしている。 
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ボリバリのシェルター。こちらの施設でも基礎教育・職

業訓練が行われている。 

 

【訃報】  

●デリー事務所開設以来、スタッフは精力的に救

出活動に取り組んできた。前述のとおり、開設か

ら約 1 年で実施したレスキューは 14 件。人身売買

被害者 81 人（未成年 61 人、成人 20 人）が救出さ

れた。 

 救出活動には大きな危険を伴う。内偵員サント

シュさんによれば、デリーの治安はムンバイ以上

に劣悪であり、売春宿においても度々、殺傷事件

が発生している。そのような中、10 月上旬、G.B.

ロードの 57 番（建物の番号）で、最寄りの派出署

警官 1 名が刺殺されるという事件が発生した。 

 事の発端は、57 番内で店側とトラブルになった

客が、用心棒のマフィアに暴行を加えられたため、

外に飛び出してきたという。「助けて！」という

声を聞きつけた警察官 3 名が売春宿に踏み込んだ

ところ、3 名ともナイフで刺され、うちの 1 名が

病院に搬送された後、死亡した。 

 亡くなった警察官の名は、ビジェンダルさん。

サントシュさんたちの活動にとても協力的な人だ

ったという。救出した被害者の私物（といっても、

わずかな衣類や洗面用具などささやかなものだが）

を後日、売春宿に引き取りに行く際、いつも同行

してくれたという。内偵員という立場上、サント

シュさんは顔を明かせない。覆面して売春宿に入

るのだが、その覆面をはがそうと暴力をふるわれ

ることもある。そんな彼をいつもサポートしてく

れていたのがビジェンダルさんだった。ご冥福を

祈りたい。 

 

 

【寄付の方法】  

1 口 1000 円 

 

○郵便振替の場合 

口座番号：00100‐5‐713661 

加入者名：ラリグラスジャパン 

 ※郵便振替の場合は、通信欄に「ウェルカムキ

ット基金への寄付」または「ブライダル基金への

寄付」とご記載ください。 

 

○銀行振込の場合   

三菱東京 UFJ 銀行 新宿中央支店 

口座番号：普通預金 4850061 

口座名義：ラリグラスジャパン 

会計 ヨシダクミコ 

 ※銀行振込の場合は、メール等で「ウェルカム

キット基金への寄付」または「ブライダル基金へ

の寄付」とご連絡ください。 
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ネパール障がい者女性協会（NDWS） 
 

●NDWS の概要と支援の経過報告 

 ネパール障がい者女性協会（Nepal Disabled 

Women’s Society: 以下 NDWS）は、1994 年、障が

いを持つ女性たちが中心となって立ち上げた組織

である。設立当初は、首都カトマンズから車で 40

分ほどのラリトプール郡ゴダワリという地域に住

む障がいを持つ女性に対する職業訓練などを行っ

ていたが、現在は同地域の障がいを持つ子どもた

ちに焦点を当て、トレーニング・教育・リハビリ

テーション・アウェアネス活動などのプログラム

を実施している。また、地道な活動を続けた結果、

地域での知名度も向上し、ゴダワリ近辺の地域の

障がい児・者支援の要請が地域住民から多く寄せ

られるようになっている。これに対し、NDWS は政

府と協力したプログラムを昨年より実施している。 

 NDWSの主な活動は以下の 3つに大きく分けられ

る。 

① 障がい児・その保護者に対するセミナーやト
レーニングの実施 

② CBR プログラム（地域中心型リハビリテーショ
ン・プログラム）の実施 

③ デイケアセンターの運営 

ここ数年はデイケアセンターの運営に重点を置

いてきたが、施設の設備やデイケアセンターの活

動内容が充実してきたこと、ゴダワリ周辺の主に

山間部からの支援要請が増えてきたこと、ネパー

ル国内における障がい児・者の社会参加の潮流が

強まってきたことなどにより、近年は地域住民へ

のアウェアネスプログラムや社会参加のための活

動にも比重を置いている。ラリグラス・ジャパン

は NDWS に対して、これらの活動運営費の支援、障

がいに関する情報提供、助成金の申請代行、文房

具や教材の提供などを行っている。NDWS が支援の

対象としている地域は、ゴダワリにある 8 つの

VDC1である。 

 

●CBR プログラム関連の活動 

昨年より、NDWS はラリトプール郡開発事務所

（郡レベルの地方自治体）から委託を受け、ゴダ

ワリ地方の障がい者手帳発行手続きを行っている。

前回のレポートでは 5 つの VDC（ゴダワリ、バデ

ィケル、ジャルワラシ、ゴダムチョール、ビシャ

                             
1 自治体単位のひとつである村落開発委員会のこ
と。 

ンク ナラヤン）で障がい児・者の調査と障がい者

手帳発行手続きを行ったことを報告したが、今年

9 月にもゴティケルという地域で調査と障がい者

手帳発行手続きを行った。ゴティケルは、NDWS の

事務所から 15km ほど離れた地域であるが、山間部

であること、細い山道や未舗装の悪路が続くため、

その場所に行くだけでも 2 時間以上を要する場所

である。特に、9 月はまだ雨期であったため、道

の浸水などの被害もあり NDWS のスタッフはたど

り着くのに一苦労だったようだ。 

NDWS のスタッフはゴティケルに 1 週間滞在し、

障がい児・者の家庭訪問、障がい者手帳発行プロ

グラム、学校でのアウェアネスプログラム2を実施

した。障害者手帳発行プログラムには、ゴティケ

ル VDC 長、ラリトプール郡の担当者、女性開発事

務所3の担当者、医師などが参加し、23 名の障が

い児・者に障がい者手帳が発行された。今後も

NDWS は政府からの要請を受けてゴダワリ地方、特

にアクセス事情の悪い山間部での調査及び障がい

者手帳発行プログラムを実施する予定である。 

 

 

急こう配の山道に加え、雨期による悪路が続く。 

                             
2 （財）ひろしま・祈りの石国際教育交流財団か
ら助成金を受けて「障がいに対する地域へのアウェ

アネスプログラム」を行っている。詳細は「国内活

動報告 助成金」を参照されたい。 
3 女性の生活向上、地位向上のための活動を行う
郡レベルの政府機関。各郡に設置されている。  
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手帳発行前には、学校や家庭を訪問して障がいの状態を

確認する。 

 

手帳は障がいの程度によって赤、青、黄色、白に分けら

れている。 

 

 NDWS は昨年度に引き続き、（財）ひろしま・祈

りの石国際教育交流財団から 48 万円の助成金を

受けて「障がいに対する地域へのアウェアネスプ

ログラム実施」プロジェトを遂行中である。この

助成金プロジェクトの内容は「国内活動報告 助

成金」で詳述する。 

 

 

●地域向け障がい者手帳発行に関する研修プログ

ラム 

 7 月 7 日に、VDRC（Vijaya Development Resource 

Centre）のメンバーを対象とした、障がい者手帳

発行に関する研修プログラムを実施した。VDRC は

各 VDC に設置されている若者を中心とした NGO 組

織で、地域の社会開発のために活動を行っている。

NDWS のような障がい児・者の支援を専門に行って

いる組織は各 VDC にはないため、ラリトプール郡

は障がい者手帳発行に関する手続きを VDRC に担

ってもらうべく、NDWS にメンバーへの研修を依頼

した。研修プログラムでは、障がいの種類や定義、

障がい者手帳の種類とサービス内容などについて

の講義を行った。 

 

休日を利用してこのような研修を実施している。 

 

●障がいに関する調査報告会 

 9 月 12 日に、ラリトプール郡南部の 9 つの VDC

から関係者が NDWS に集まり、障がいに関する現状

調査の報告会が実施された。これは、ラリトプー

ル郡主導で実施されたプログラムである。NDWS は

リソースセンターとしての役割を担っている。各

地域の種別ごとの障がい者数や家庭状況について

報告があった。NDWS からは、代表のリタ・サッキ

ャ氏が今後の障がい児・者支援プログラムについ

ての展望をスピーチした。 

 
参加者に向けてスピーチをする NDWS の代表リタさん 
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●デイケアセンターの活動 

 デイケアセンターは 2000 年より運営が開始さ

れた。NDWS の設立当初は、家庭訪問を中心とした

障がい児とその家族への支援を行っていたが、家

族からデイケアセンター設立の強い要望があり、

開設に至った。デイケアセンターは現在午前 9 時

半から午後 4 時までとなっている。現在通ってい

る子どもは 23 人で、センターの近隣に住んでいる

子どもや障がいが軽く保護者の送迎が可能な子ど

もを除き、ほとんどの子どもがスクールバスで通

っている。 

◆スクールバスの故障 

（財）ひろしま・祈りの石国際教育交流財団から

の助成金で購入したスクールバスであるが、中古

車であったことや山道や未舗装の道を多く走った

ことなどが原因で今年の 6 月から故障して動かな

くなってしまった。これまでも何度か故障してお

り、そのたびに修理をしてきたのだが、今回はダ

メージが大きいために修理に時間がかかるという。

そこで、ペアレンツアソシエーションがお金を出

し合ってレンタカーを借りて送迎車としているそ

うだ。しかしながら、レンタカー代は月 4 万 5000

円と高額で、利用者にはかなりの負担である。も

ともと貧困家庭の子どもたちが多いため、継続的

にレンタカー代を徴収することは難しい。当面の

レンタカー代はラリグラスが負担することとした

が、今後は新車の購入を検討していく必要がある。

しかしながら、ネパールで新車を購入する場合は

関税が 200％かかるため、高額な費用を払わなけ

ればならない。そこで、まずは NDWS から政府に減

税や免税の働きかけをしてもらうようにお願いし

た。ラリグラスも各種団体が実施している助成金

などを活用できるよう、情報収集を行っている。 

◆ツアー訪問 

 8月24日にスタディツアー参加者がNDWSを訪問

した。子どもたちは毎年の訪問をとても楽しみに

している。今年は入口や部屋の飾り付けも行い、

盛大に迎えてくれた。飾り付けは授業の一環で子

どもたちとスタッフが行ったのだという。NDWSは

曜日ごとにテーマを決めてレクリエーションを行

っている。金曜日は「エンターテイメント」の日。

普段はダンスの先生が来てダンスを習ったり、み

んなで歌の練習をしたりしているが、この日はツ

アー参加者がお客さんになり、日ごろの成果を披

露することとなった。まずは歌と手遊びの披露。

これは毎朝全員で行っているエクササイズである。 

 その後はダンスの披露。ダンスは専門の先生に

習うようになってから、一部の子どもたちは年に

数回開催されるイベントでも踊れるほどの腕前に

上達した。民族衣装も揃えて本格的である。一通

り披露した後は、ツアー参加者も巻き込んで一緒

に踊ることとなった。ネパールでは楽しい行事が

ある時はみんなで踊る習慣がある。ツアー参加者

はマイティでもNDWSでも、どこに行っても踊りに

巻き込まれるのである。 

 出し物の後は、お待ちかねのお菓子の時間であ

る。NDWSでは1日2回のお茶とランチを提供してい

る。普段のお茶の時間にお菓子が出ることは稀で、

出たとしてもビスケット数枚である。そんな子ど

もたちにとって数種類のお菓子の詰め合わせは年

に2回のお楽しみ。みんな受け取ると先生の指示を

待って食べ始める。中には食べずに大事にリュッ

クにしまう子どもの姿も。NDWSの子どもたちにと

っては、日本のお兄さん・お姉さんと触れあえた

楽しい時間となった。 

 

きれいに飾り付けられた入口。最近は色紙やカラフルな

絵具も教材として購入し、子どもたちの感性を引きのば

している。 

 

みんなで一緒に踊ると楽しいね。 
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イベント・その他の活動（2012年4～9月） 

 

●委託販売 

 ラリグラス・ジャパンでは年に数回イベントに

出展し、ネパール雑貨を販売している。しかしな

がら、出展は東京・神奈川でのイベントのみとな

っており、遠方在住の方にはなかなかご参加いた

だけないのが現状である。このため、現在当会で

は委託販売に力を入れており、今回もご協力いた

だくことができた。 

 6 月 23 日(土)、9 月 29 日（土）、長坂実紀様が

愛知県内のイベントに出展され、マイティ・ネパ

ールの女性たちが作成したビーズアクセサリーを

中心としたネパール雑貨を販売して下さった。尚、

長坂様はその後も継続して販売にご協力いただい

ている。その様子は次回のレポートにて紹介させ

ていただきたい。 

 マイティ・ネパールのホスピスの女性たちにと

って、ビーズ雑貨製作の工賃は唯一の現金収入で

あり、ある女性は自分のおしゃれのために、ある

女性は年老いた親のために、そしてある女性は自

分の子どもの未来のために、日々こつこつと作成

している。また、『自分の作った商品が日本で販売

されている』ことが自信につながり、彼女たちの

プライドにもなっている。こうした理由により、

当会ではフェアトレードのプロジェクトに力を入

れてきた。そして、ビーズ雑貨以外にもフェルト

やシルク糸等を使った新たな商品を提案し、彼女

たちに手仕事を提供し続けている。 

 しかしながら、ラリグラスの出展するイベント

での販売だけではどうしても限界がある。学園祭

やイベントへの個人参加など、皆様のご協力が必

要である。ご協力いただける方は、次の【委託販

売ご協力のお願い】をご覧の上、お問い合わせ願

いたい。 

最後になったが、今回ご協力いただいた長坂様

はじめ、継続してご協力いただいている皆さまに

心より感謝申し上げたい。そして今後とも皆様の

ご協力をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

【委託販売ご協力のお願い】  

■委託販売の流れ 

委託販売のお問い合わせ 

↓ 

当会より、販売見込みに応じた 

商品の送付 

↓ 

販売 

↓ 

売上のご報告とご入金 

↓ 

不良品／売れ残り商品のご返送 

 

■価格や売上金について 

・販売価格は当会のイベント時の価格でお願い

しております（価格がお客様層と合わない場合

はご相談ください）。 

・送品、返品にかかる送料は当会が負担いたし

ますが、ご入金時にかかる手数料はご負担願い

ます。また、売上は全額当会にご入金をお願い

いたします。 

・ご希望の方には当会のパンフレット、パネル

を同梱させていただきます。 

 

この他にもご不明な点がございましたら、お気

軽にお問い合わせください。 

 皆さまのご協力、心よりお待ちしております。 
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●アースデイ 

 

 

2012 年 4 月 21 日・22 日（土・日）に代々木公園

にて開催された「アースデイ東京 2012」に参加し、

物販ブースにて、マイティ・ネパールのホスピス

に暮らす女性たちが作ったビーズ雑貨、レスキュ

ー・ファンデーションの女性たちが作った工芸品、

ネパール雑貨を販売した。 

 

RF の女性たちが作った工芸品 

 

 夏に向けてビーズブレスレットを購入される方

が多く、他にも、ホスピスの女性が作ったシュシ

ュが人気を集めていた。また、ブースの一角で 100

円均一コーナーを設けて商品の在庫セールを行っ

たこともあり、ブースに足を止めて下さる方が多

く、当会の活動にもたくさんの方が興味を示して

下さった。 

 

マイティの女性たちが作ったビーズ雑貨 

 

 両日とも気温が低く、最終日の商品搬出作業中

には雨に降られ、ボランティア参加者の中には風

邪をひいてしまった方もいらっしゃった。悪条件

の中でご協力下さったボランティアの皆さまに感

謝申し上げたい。 

 

  

 

●印刷作業 

 2011 年 6 月 23 日（土）に、『ラリグラス・ジャ

パン 2012 年春リポート』の印刷作業を、東京ボラ

ンティア・市民活動センターにて行いました。 
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助成金 

 

●（財）ひろしま・祈りの石国際教育交流財団か

らの助成金 

2012 年度も、「障がいに対する地域へのアウェア

ネスプログラム実施」プロジェクトに対して 48 万

円の助成金を受けることができた。2011 年度のプ

ロジェクトにおいて、NDWS に登録している子ども

が通っている地域の学校やデイケアセンター近隣

の学校において教員と生徒を対象にアウェアネス

プログラムを実施した。2012 年度はこのアウェア

ネスプログラム実施に重点を置き、より多くの学

校で実施することにより障がいに対する理解を深

めることを目的としている。 

 

 2012 年 6 月から 8 月にかけて、実施校の選定を

行った。まず、ラリトプール郡の教育事務所（日

本の市町村の教育委員会にあたる行政機関）の担

当者にプログラムの話をし、協力可能性のある学

校を紹介してもらった。その後、NDWS から各校に

依頼状を送るとともに、NDWS のスタッフが学校を

巡回、各校の校長と協議を行った。校内で実施協

力について検討後、NDWS に連絡をしてもらうよう

にお願いしたところ、今年度は 30 校でアウェアネ

スプログラムを開催することになった。 

 

 アウェアネスプログラムの内容を下記に示す。 

1. 障がいの種類 

2. 障がい児・者が受けることのできるサービス 

3. 障がいをもつということ 

4. 私たちにできること 

5. 写真・ビデオ観賞 

 

校長（左側）と NDWS スタッフ（右側）の協議 

10 月 2 日～4 日にかけて、5 校（Shree Mankhal
高等学校  Shree Baghbhirab高等学校、Shree Buddha 
Bagawan 中等学校、Shree Kali Devi 中等学校、Shree 
Saraswati Bidyashram 中等学校）においてアウェア
ネスプログラムを実施した。事前の聞き取りで、

地域の軽度の障がいを持つ子どもたちは通常の学

校に通っていることが判明した。プログラムには

全教員と全生徒が参加した。外部の NGO がこのよ

うなプログラムを学校で実施することは大変稀で

あったが、5 校とも大変協力的で、プログラムの

内容も好評だったという。この地域への交通の便

が悪く、頻繁に通うことは難しいが、NDWS は今後

もこの地域のフォローアップを続けていく予定で

ある。 

 

スライドやビデオなどを活用してわかりやすい説明を行

う NDWS スタッフ。 

 

 

参加者とのディスカッションも取り入れながら進める。 
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● 一般財団法人日本国際協力システム（JICS）NGO
支援事業 

『HIV/AIDS 検査・治療・ケアの拡充に向けて』 

標題のプロジェクトに関して、「一般財団法人

日本国際協力システム NGO 支援事業」より、70 万

円の助成金を配分していただき、レスキュー・フ

ァンデーションのリカバリー・ケアセンター（RCC）

にて 2012年 2月から 1年間のプロジェクトをスタ

ートした。このプロジェクトは、近年高まってい

る RCC 周辺の住民からの HIV 感染の検査や AIDS

治療の要望に応えるため、RCC の検査・治療・ケ

ア体制を充実させることを目的としている。 

2 月にさっそく新たにスタッフ（医師 1 名、臨

床心理士 2 名、看護師 2 名、ケアワーカー１名）

を雇用し、活動を開始した。新規雇用者が業務に

慣れてくるにつれ、それまで 1 日 2 名の外部の患

者しか実施できていなかった HIV/AIDSの検査が 1

日最大 5 名まで受け入れられるようになった。し

かし、予約してから検査を受けるまでの待ち時間

は依然として 1~2 ヶ月程度となっている。 

この背景には、プロジェクトを実施しているマ

ハラシュトラ州ボイサル市近郊が工場地帯として

急速に発展し、5000 にものぼる工場が開設され、

そこへインドでも最も貧しいといわれるウッタ

ル・プラデーシュ州やビハール州の農村部から膨

大な数の単身出稼ぎ労働者が流入していることが

挙げられる。単身の出稼ぎ労働者たちは、性産業

に頻繁に出入りし、彼らが検査を希望して受診す

るケースがこの半年で急増した。彼らは満足な教

育を受けておらず、HIV/AIDS や他の性感染症に対

する知識も乏しく、予防方法も知らないことも多

く、感染のリスクを抱えている。 

また、レスキュー・ファンデーションは、人身

売買されて強制的に売春を強いられている少女や

女性たちをムンバイやデリーの売春宿から救出す

る活動を行っている。 

このような少女や女性たちはインド国内ばか

りでなく、ネパールやバングラデシュなどの近隣

諸国から人身売買されるケースもあり、近年はバ

ングラデシュからの人身売買被害者が急増してい

る。この春、レスキュー・ファンデーションに保

護されているバングラデシュ人の少女と女性の数

は、これまでで最多の 50~60 名にものぼった。そ

のほとんどが RCC でケアを受けている。 

バングラデシュ政府はその貧しさから、少女や

女性たちの帰国を望まず、送還にかかわる手続き

も困難を極めることが多い。そのため、帰国が実

現するまで、RCC で身体的なケア（売春宿で暴力

をふるわれ、身体に障害を持つ女性たちのリハビ

リ、HIV/AIDS をはじめとする性感染症の治療・ケ

ア）、精神的なケア（売春宿での生活で精神障害や

うつ病などを発症する少女・女性たちも多い）を

行っている。HIV/AIDS 検査を行うスタッフもその

ケアに手をとられており、このために検査体制が

整わない現状がある。 

現時点での課題は、新たなニーズとなっている

工場労働者の HIV/AIDS 検査体制を整えていくこ

とにある。工場労働者は、日雇いであることが多

く、検査が即日ではないため 2 日間休んで検査を

受けなければならず、収入に影響するために検査

だけ受けて、結果を聞きに訪れないことも、問題

点となっている。 

この現状を打開するため、工場にスタッフが出

張して検査を行えないかを検討しており、現在、

工場長と交渉中である。工場で希望者を募り、健

康診断のように検査を実施し、結果についても工

場で個室を確保して伝える。HIV/AIDS の検査にお

いてはプライバシー保護が重要であるが、工場労

働者はボイサル市以外の地域からやってきた貧し

い単身者であるため、工場内での検査を受診する

抵抗はないと考えられる。また、個室を用意して

検査や検査結果の告知、その後のカウンセリング

を行い、誰が検査を受けたのかは RCC のスタッフ

はもちろんのこと、工場内でも情報が漏れないよ

うに配慮を徹底するため、問題はないと考えられ

る。 

さらに、近郊の農村の女性は農作業・家事・子

育てに追われて病院に来られないことも多いため、

農村に出張して健康診断と HIV/AIDS 検査を実施

できないかも、併せて検討している。 
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2011年度決算・20012年度予算 
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2012年度事業計画 

 

１．海外事業活動  

 （１）マイティ・ネパール 

  ・サッチガッタ・メンタルケア施設の運営支援 

  ・フェアトレード・ビーズ製品の購入と技術指導  

  ・エンパワーメント支援 

  ・ホスピス運営支援 

 （２）レスキュー・ファンデーション 

  ・リカバリー・ケアセンター運営支援  

  ・ブライダル支援  

 （３）NDWS 

  ・デイケアセンター運営支援  

 （４）スタディツアー実施  

 （５）商品仕入れ 

 

２．国内活動 

 （１）広報活動 

  ・ホームページ運営 

  ・報告書・パンフレット印刷 

・SNS サイト運営 

・書籍購入・販売 

（２）イベントの参加とフェアトレード商品の販売 

 ・アースデイ、グローバルフェスタ、よこはま国際フェスタ参加、ほか  

（３）委託販売 

（４）財政基盤の強化  

 ・会員・里親会員の継続会員のフォローと新規会員の拡大推進 

 ・寄付・募金活動の実施 

 ・助成金申請の積極推進 

（５）プロジェクト活動 

 ・ビーズ製品新デザインの検討 

 ・現地からの報告書などの文書翻訳（英文→和文）や（和文→英文）など 

（６）勉強会・講演会の開催 

・ラリグラス・ジャパンの活動や現地 NGO の現状、ネパール・インドの社会状況などについて理解しても

らうことを目的とし、勉強会・講演会を開催。 

（７）映画・DVD 製作 

（８）認定 NPO 法人化を検討 

 ・2013 年度申請を目標 
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会員・寄付者リスト 

（敬称略） 

 

【会員】 
2012 年 4 月から 2012 年 9 月の間に会員（継続も含む）になってくださった皆さまのお名前 

 

《正会員》 

秋山佳子 有田千枝 石川重美 上原翔子 岡佐保理 門垣裕子 亀尾麻彩子 須賀香奈 下窄あゆみ  

高柳ユミ 中嶋野香 中野陽子 新倉元彦 長谷川まり子 林亜紀子 三原一夫  

 

《里親会員》 

石川重美 岡佐保理 

 

《里親賛助会員》 

阿部真里子 石原正行 伊藤芳樹 今中正次 上中美穂 宇田川江美 宇田川純子 宇野ゆかり  

大黒やより 大田多恵 大西和江 岡田桂子 岡野孝博 奥井眞佐子 尾花好恵 小山田基香 川島由佳 

木村良枝 工藤節子 國森佳子 畔柳茂樹 櫻井るり香 佐藤由希 渋谷修 鈴木樹代子 宗祥子  

反町絵理 高橋国和 高橋多美子 高橋奈美江 瀧口修薫 田中易子 徳山明志 轟木元枝 西部徹  

西堀喜則 野口みどり 南風本いづみ 林泉 林省吾 林和夫 平井英津子 平野善之 藤本律子  

二神成尊（仏教子ども救援基金）細村嘉一 前澤洋子 丸山竹士郎 水上直樹 三ツ木知昭 宮崎宜典 

宮田泰司 武藤裕子 森谷里美 山田しづ子 吉田紫磨子 

 

《一般賛助会員》 

青山由香 秋山洋子 石川由紀 石渡裕康 稲垣すみ子 稲葉資郎 今村久美子 内田修弘 江戸利恵  

近江京子 近江靖史朗 大成勝代 大野国貢 大西朋子 岡部陵佳 越久幸子 桶谷有紀 鏡島元昭  

柿木喜久男 笠原礼子 金田敦子 菊田茉莉 木藤陽子 木村和人 後藤奈緒子 駒井咲久良  

坂本淳子 佐々木ひろみ 渋谷優子 松竹麻沙美 鈴木信明 鈴木祐子 空美加 竹内淳子  

千葉幸子 塚野多木子 筒井知佐 土居裕見子 富成玉江 長江さをり 長坂実紀 永野ふじ子  

名田文子 西野章男 野口恵里花 河朱美 長谷川隆三 半場真紀子 平櫛知行 藤田美奈子  

藤音浄明 降幡めぶき 俣野美代子 松岡勝彦 松岡静枝 松葉道代 松永一夫 松本聡子 南和泉  

宮本崇見 武藤禎 村上隆男 森本恵弥 矢野弘明 結柴依子 湯浅昌義 吉田久美子 米山知得子 

 

《学生会員》 

榎本忠宣 大橋由希 大庭まり子 大森恵実 岡本啓典 金子洋平 狩野拓也 藤本成美 矢野正高 

 

《団体会員》 

特定非営利活動法人ネットワーク『地球村』 
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【寄付をしてくださった皆さま】 
（2012 年 4 月～2012 年 9 月） 

有浦紀美子 石原正行 伊藤明美 今村久美子 大田多恵 大谷享 岡部陵佳 小野寺一彦 加茂桂子  

川上洋子 川畑洋子 川口朋子 黒柳節子 古賀盟子 古賀ミチ 小手川弘子 後藤秀夫 小林幸子  

小林のぶ江 コンドウシンジ 齋藤三男 佐藤光男 須賀香奈 スギタヤスコ 鈴木樹代子 鈴木重男  

鈴木美貴 高橋国和 竹内淳子 竹林早苗 田邊暢子 谷川日康 玉橋紳一郎 千葉きく代 筒井知佐  

堤田芳和 名田文子 西山菜絵恵 花見和子 平櫛知行 平野善之 藤本朋子 別府浩一郎 増田澄恵  

松崎ミキ 松岡勝彦 松澤大輔 松永育子 松永一夫 水上直樹 三原一夫 武藤禎 元田智子  

森本恵弥 森谷里美 安里ゆんの 山岸和恵 山口泰正 横田眞二郎 

東京工業大学ワンダーフォーゲルＯＢ一同 匿名希望 アースデイ 

 

【書籍購入にご協力いただいた皆さま】 
（2012 年 4 月～2012 年 9 月） 

平田恵子 平野利彦 松田さおり 

 

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】 
（2012 年 4 月～2012 年 9 月） 

 

秋山佳子 石川重美 上原翔子 宇田川江美 宇田川純子 岡佐保理 大橋由希 亀尾麻彩子 下窄あゆみ 

須賀香奈 高柳ユミ 徳山明志 長坂実紀 中嶋野香 根本りか 長谷川まり子 林亜紀子 武藤禎  

矢野弘明 

 

 

 

【活動にご協力くださった団体・皆さま】 
（2012 年 4 月～20012 年 9 月） 

 

青木亮 インド・ネパール＆アジアンダイニング『カナピナ』 株式会社風の旅行社 佐藤圭司  

株式会社光文社 佐伯義文（ジャムシステム株式会社） 手島綾  
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【理事・役員】 
 

理事 

長谷川まり子    代表 

秋山佳子        渉外（info メール）担当 

石川重美        会計・会員名簿・ホームページ担当 

上原翔子        NDWS・各種補助金申請担当 

岡佐保理        商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当 

亀尾麻彩子      商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当 

下窄あゆみ      商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当 

須賀香奈        NDWS 担当・里親会員・年間スケジュール管理担当 

高柳ユミ        翻訳チーム・渉外（info メール）・各種補助金申請担当 

中嶋野香        会計・渉外（info メール）・各種補助金申請担当 

林亜紀子        里親会員・翻訳チーム・各種補助金申請・NDWS 担当 

 

監事            有田千枝      三原一夫 

 

会計監査        門垣裕子 

 

評議委員      高橋国和      新倉元彦 
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 ◆参加者◆ 岡本啓典        高知      学生 

 大庭まり子       高知      学生 

 大野国貢         東京      社会人 

 金子洋平         高知      学生 

 狩野拓也         高知      学生 

              藤本成美     高知          学生 

 

 

 

  

 ◆同行スタッフ◆ 長谷川まり子 ラリグラス・ジャパン  代表 
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スタディツアー感想文 

大庭 まり子 

 

 

 

 今回は約 12 年ぶり、2 回目のネパールでした。

1 回目は 20 歳のとき、初めての「途上国」でのボ

ランティアで、日本との違いに驚きの連続で夢見

心地で過ごしたことを覚えています。（実はそれは

100 ルピーそこそこの宿に泊まり、移動はバスや

テンプー、トイレットペーパーは使用禁止という

かなりストイックな旅だったと今回気がついたの

ですが……。） 

 そのときの報告書を懐かしく読み返してみると、

私の感想文には「世界で最も貧しいといわれる国

に立って、“豊かな”国から自分は何をしに来たの

か、なんだか悲しく思われて仕方なかった」とあ

り、「豊かさとは何か、貨幣経済とは何か、国際援

助とは何か、悩ましく思うようになった」と書い

てありました。それから 12 年。今回のネパールは

印象が違うなと感じていました。それは悩ましさ

より喜びだったように思います。「ないこと」や「で

きていないこと」よりもこれからへの希望と期待、

ネパールの貧しさよりもネパールから学ぶこと、

そして違いよりも共通点をより多く発見しながら

過ごしていました。これは、自分が少しは大人？

になったせいもあったでしょうが、何よりラリグ

ラスのツアーが、長年継続している交流の蓄積と

未来志向の支援があり、その輪の中に参加させて

いただくプログラムであったからではないかと感

じています。 

 思えば、出発前は少女売買、障がい者差別、貧

富の格差、医療や教育、対中・対印関係等々、い

ろいろ難しいことをいっぱい考えて眉間に皺を寄

せ、肩に力が入っていたように思います。しかし、

ツアーが始まると、目の前のその子の笑顔が見ら

れたときの喜びと、ならば笑顔を引き出したい、

ということで頭がいっぱいになりました。ラリグ

ラス・マジックでしょうか。去年の徳山さんのリ

ポートにあった「！Σ（‾口‾； わ、わらっ、

笑ったあああああ）」――あの感激の連続です（勝

手に引用してすいません！ でもツアー参加前に

読ませていただいて“どういうことだろう？”と

思っていましたが、ツアー参加中は“こういうこ

とか！”ととても共感していました）。 

 今でも思い出すとニヤニヤしてしまいます。 

トランジット・ホームでのゴビンダ“ダイ”の

あのピクニック準備へのすさまじい手際のよさ。

保護されたばかりで硬い表情を見せていたアヌー

が、翌日のピクニックではおしゃれにして照れ笑

いをしていたこと。ピクニックで初披露した手品

は、当日朝にお腹を壊すくらい緊張していました

が、本番になってみれば全員の目を釘づけにでき

ちゃいました。カカルビッタやサッチガッタの子

たちやスタッフたちとは踊りまくりました（いや、

あのときは少々疲れもあって、正直、踊り足らな

かった！）。 
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 サッチガッタのメンタルケア施設でも、些細な

やりとりに心奪われました。ラダが「お腹が痛い」

と訴えるので、お腹をさすってあげると、心の中

の深いところを覗いているような瞳で見つめられ、

吸い込まれそうでした。そして時々見せる笑顔に

は心が躍りました。 

 また、ホスピスではビーズ製品の検品での皆さ

んの真剣な表情が今思い出してもプレッシャーで

す。ホスピスに子どもたちが帰ってきたときには

ちょうどプシュパに部屋を案内してもらっていた

のですが、子どもたちが帰ってきて部屋に入るな

り、すぐに私服に着替えて、制服を手早くたたん

で各自の棚にしまっていく姿、きれいに片付いた

棚も印象的でした。 

 翌日は恒例の女装・男装と手品披露。子どもた

ちもジョークや踊りを披露してくれて、さながら

みんなで隠し芸大会。こちらも楽しいですし、子

どもたちが作り笑いでなく楽しんでくれている様

子には、私たち大学生も踊りか歌かを練習してい

けばよかったと後悔しました。変装顔のままタメ

ルで握手を求めているころには、すでにツアーの

参加目的がみつこディディと同じになってきてし

まったなと感じました。 

 NDWS でもやはり踊る、踊る。民族衣装を着た子

どもたちも保護者もそしてスタッフも皆さん誇ら

しげで素敵でした。帰国の数日前に長谷川さんと

ラジャさんと 3 人で行ったマイティの赤ちゃん部

屋では、子どもたちが突進してきてまとわりつく

ので、遊んで抱きついて頬ずりし放題。かわいか

ったー。 

 ……ということで、難しいことは抜き、の感想

となりましたが、これも私にとっては新しい視点

の発見でした。というのも、今までネパールや「途

上国」のことを考えるとき、客観的に傍観者とし

て勝手に悩んでいたのかな、と。今回ツアーに参

加して、困難の中にあるとても大変な人々だと日

本で想像していたその渦中の子どもたち・女性た

ちが、その困難を乗り越えようとする大きな力を

秘め、笑顔の中にはよりよい将来への希望を持っ

ていることを知りました。また、誤解を恐れずに

言えば、「足るを知る」ことで幸せを見出している

姿も教えてもらいました。 

 再度ネパールに行くことがあれば、またさらに

違った感じ方をすることができるのかもしれない

と思います。そして、今後、もし国際協力と言わ

れる分野に関わる機会があれば、私たちから見て

「ない」「できない」部分ではなく、本人たちが困

っている部分について、このツアーで得た、友だ

ちや家族になるような感覚で、もう一歩踏み込ん

で、そこから考えるようにしてみようと思ってい

ます。いや国際協力の分野でなくても、日々のこ

ととして、ラリグラスのツアーで学んだ姿勢を忘

れないようにしたいと思います。 

長谷川さん、ラジャさん、みつこさん、お世話

になりましてありがとうございました！ そして

高知大のみんな、一緒に参加できてよかったです、

ありがとう！ 
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スタディツアーに参加して 

大野国 貢 

 

 

 

8 月 18 日（土） 

 前日の深夜にカトマンズの空港に到着。ツアー

としてはこの日が実質的な初日となる。ツアー参

加者のうち、高知大学から参加の 5 人はこの日の

夕方、カトマンズの空港で落ち合う予定。したが

って、この日にホスピスを訪問したのは私とまり

子アンティ、通訳のラジャさんの 3 人のみとなる。

この日は土曜日であるためネパールでは休日。し

たがってホスピスでは休日特有のまったりとした

時間が流れている。多くがテレビのある部屋に集

まり、適当にチャンネルをザッピングしながら過

ごしている。現時点ではツアー参加者が私だけで

あるため、ビーズ関連の検品作業等は後日にまわ

し、とりあえず挨拶をして話をするくらいで訪問

を終えた。 

 その後、マイティ本部へ移動。昨年同様、女の

子たちに手伝ってもらいながらお菓子の袋詰め作

業を行った。例によって、まり子アンティが「何

分でできるか計るよ」と檄を飛ばして流れ作業ス

タート！ 残念ながら昨年より若干時間がかかっ

てしまったが 16 分 40 秒で作業終了。昨年、私が

ネパール語を話すことにウケていた女の子の姿は

この日は見ることができなかった。 

 この日なすべきもう 1 つの課題として、23 日に

予定されているランチ・パーティー向け資材の買

い出しがある。具体的には、女装する男性向け衣

装の購入のこと。これまでの衣装はサイズが小さ

く、男性が着るにはちときついという問題がある

（そもそもが女性物なので当たり前ではあるが…

…）。どのような衣装がよいか、まり子アンティと

相談した結果「色っぽいナイティ」を購入するこ

とに決定。品数豊富なカトマンズ中心部のニュー

ロードをめざす。入ったお店は地元の人が普通に

買い物をする店であり、外国人観光客向けの店で

はない。そこに入った日本人男女＋ネパール人男

性という奇妙な組合せ。しばし品定めをした後、

店の人に「試着して良いか？」と聞くや、ピンク

のナイティを試着しはじめたのは日本人男性！ 

唖然とするお店の人たち。ゆったり目のナイティ

は男性が着ても締め付け感はなく、その上、色気

も充分（？）。最終的に赤系とピンク系の 2 着を購

入して店を出た。帰り際、店の女の子に「良い夢

を」と言って出てきた私であるが、果たしてその

夜、彼女が見た夢は楽しい夢か、はたまた悪夢か？ 

 夕方、カトマンズ空港国内線のターミナルへ高

知大学からのツアー参加者を迎えに行く。金子さ

ん（カネやん）、岡本さん（もっち）、狩野さん（カ

ノちゃん）、藤本さん（ナルちゃん）、大庭さん（ま

り子ディディ）と初顔合わせ。 

 

8 月 19 日（日） 

 この日早速、カカルビッタへ移動。まずはトラ

ンジット・ホームへ。この日保護されていた女の

子は 1 人だけ。人身売買にあいそうになった子で

はなく、実母に死なれ再婚した父と継母とが姿を

消したため独りぼっちになってしまった少女アヌ

ー。日本で言えば中学 2 年生の年齢に当たる女の

子が、いきなり家族を失い放り出されてしまった

のだ。背景にどのような事情があれ、「子どもを捨

てる」という行為は理解しがたい。アヌーは緊張

した感じで保護されたいきさつを語ってくれたが、

何とも痛々しい。 

 トランジット・ホームの次はサッチガッタのメ

ンタルケア施設に。挨拶をしてツアーメンバーと、

保護されている女性たちがそれぞれ自己紹介をす

る。ツアーメンバーはネパール語習得済みの私だ

けでなく、みんなネパール語での自己紹介に挑戦。

その心意気や良し！ 

 施設の女性たちはスピーチ・テラピー（2012 年

春リポート参照）の効果か、昨年よりよく話すよ

うになったとの印象を得た。ラクシュミは去年よ

り明らかに語彙が増えており、色々と話しかけて

くる。そして、ラダもまた格段の進歩を遂げてい

たのだ。昨年のラダは人の目を見ることもなく、

常に無表情で感情を見て取ることはできなかった。

しかし今年は、時々ではあるものの、ちゃんと声
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をかけた相手と視線を合わせるシーンが何度もあ

った。そして何より、時折ではあるものの「笑顔」

を見せるようになったことはたいへん大きな変化

と言えるだろう。 

 

 

 

8 月 20 日（月） 

 サッチガッタ施設入所者の最大のお楽しみであ

るピクニックの日。この時期のネパールは雨期に

当たり天候がたいへん気になるところ。夜中はか

なりの雨、朝方も少しの雨が降っていたものの、

出かける頃にはすっかり雨は上がっていた。もっ

とも夜中の雨で道がぬかるんでいたせいで、バス

が施設まで乗り付けることができず女性たちの移

動に時間が取られ、出発は予定時刻よりだいぶ遅

れてしまった。 

 今年の目的地は、一昨年も訪れたという湖畔の

リゾート。足こぎボートやミニ動物園もある所で、

ネパールの地方にしてはそれなりの施設と言える。

天気のほうは薄曇りで、直射日光がないので暑く

もなく、日焼けも気にせずにすむ絶好のピクニッ

ク日和となった。（きっと私の）日頃の行いの良さ

の賜だろう。 

 一昨年はおっかなびっくりボートに乗っていた

みんなも、今年は 2 回目と言うことで楽しんで乗

っていた様子だった。お楽しみはボートの他に、

ツアーメンバーの出し物の手品と、例によってダ

ンス・ダンス･ダンス！ 前日は緊張していたアヌ

ーもリラックスして楽しんでいたようだった。 

 

 

 

8 月 21 日（火） 

 朝に国境を見学。朝早くから人通りは多い。こ

の人通りの中で人身売買が疑われる怪しい人物を

見つけ出すというのは、根気のいる厳しい仕事で

ある。チェックポスト担当者には頭の下がる思い

である。 

 国境見学の後はトランジット・ホームとメンタ

ルケア施設とを再度訪問。それぞれで挨拶をした

後、カトマンズへ移動。 

 

8 月 22 日（水） 

 ツアーメンバー全員がそろったので、改めてマ

イティ本部を訪問。アヌラダさんは韓国出張中で

不在。昨年にアヌラダさんが韓国の『Manhae Prize』

を受賞して以降、最近は韓国でマイティへの支援

が盛り上がっているらしく、その関係で韓国に行

っているとの話である。一通り見学の後、子ども

たちお待ちかねのお菓子配りの時間。ツアーメン

バーから子どもたち 1 人ひとりにお菓子が手渡さ

れ、みんな笑顔。 

 マイティ本部から少し離れた所に建っている中

間保護施設（インドから救出された直後の女性を

保護）に立ち寄ると、何となく見覚えのある女の

子がスタッフの仕事を手伝っていた。よくよく見

ると、昨年、私のネパール語をおもしろがってい

た女の子ではないか！ その上さらにうれしいニ

ュース。何と彼女は、めでたく医学のカレッジに

合格し、医者をめざすという素晴らしい成果を上

げていたのだ。マイティに保護されていた幼い少

女が医師としてのキャリア獲得に向けて一歩踏み

出すことになったのだ。何という朗報！ さらに

もう 1 人の少女も同じく合格しているとのこと。

保護された少女たちの優れたロールモデルとして、



スタディツアー感想文 

42 

 

これからの彼女らの活躍に期待したい。 

 午後からはホスピスでビーズ製品の検品作業。

私が見た中では、特定の色のビーズを使った作品

に不具合が多く見られる結果となった。どうも、

その色のビーズ材料だけが他の色のビーズより品

質が劣っており、ばらつきが大きいことが原因の

ようである。製品の仕上がり具合を見て、彼女ら

自身がそうしたことに気付いて、質の悪いビーズ

は材料から外すという選択までできるようになれ

ばよいのだが……。 

 日程の都合により、この日の夜でカネやんは帰

国。翌日のパーティーでみんなの注目を浴びる快

感を味わうことなく帰ってしまうのは、たいへん

残念だと思う。 

 

 

 

8 月 23 日（木） 

 朝、ホスピスでのパーティー向けに市場で食材

の買い出し。昨年はホスピスでの調理に間に合わ

なかったが、今年は食材とともにホスピスへ移動

したので調理もみんなで一緒に楽しむ。 

 昨年と異なる点はもう 1.つ、日中は子どもたち

がホスピスにいないことが挙げられる。子どもた

ちは皆、ホスピス敷地内の教室ではなく、テレサ・

アカデミー本校に通学するようになっていたのだ。

先日の子どもたちの脱走事件（2012 年春リポート

参照）を受けての措置らしい。子どもたちにとっ

ては毎日ホスピス内で限られた人のみの間で暮ら

すより、多くの子どもが集まるテレサ・アカデミ

ーで学ぶほうが刺激もあってよい効果をもたらす

ことだろう。 

 子どもたちがいないので我々の「変身」は子ど

もたちが帰ってくるまでに済ませておけばよく、

余裕をもって思う存分「変身」できることになる。

ランチの後はいよいよ変身タイム。まり子ディデ

ィはパンチパーマのオヤジ、ナルちゃんは小さな

おじさん（？）という感じ。男性陣はというと、

通訳のラジャさんはいつもの「ラジャ子」に変身。

私のほうは、改めて髭を剃り顔の脂を落として化

粧の乗りをよくした上で「美人過ぎるミツコ

Ver.2 in ニュー･ナイティ」へと変身したのであ

った。今年の新顔カノちゃんは 19 才という若さ

を生かしてお下げ髪の少女、もっちはほっそりと

した「眼鏡っ娘」となったのであった。着ている

物は何故か皆ナイティ。私たち「ナイティ・ネパ

ール」？ 

 子どもたちが帰ってきていよいよショウタイム。

まり子アンティが美しいディディたちを指して子

どもたちに質問。「この中で誰が一番きれい？」 子

どもたちの一番人気は、何故か美人過ぎるミツコ

ではなく、19 才カノちゃん。2 位はもっちとなっ

たのだった。 

 

 以下ミツコ独白： 「ちっ！ 子どもごときに女

の魅力の何が分かるって言うのよ。『鬼も十八、番

茶も出花』と言うけれど、18～19 の年齢なら、み

んな輝いて見えるのよ。それで『勝った』なんて

思ったら大間違いよ。何年かしたらもう一度勝負

おしっ！」 

 手品ショーの後は子どもたちの出し物。ネパー

リィジョークやダンス等、これまで練習してきた

成果を披露。みんなお見事でした。 人に見てもら

うために台詞を覚えたりダンスの練習をしたりす

るのは、勉強とは違った楽しみや張り合いになる

ので、子どもたちの出し物も恒例行事になればよ

いと思う。 

 

8 月 24 日（金） 

 NDWS デイケアセンター訪問。センターにおける

金曜日のカリキュラムはもともとエンターテイン

メントということもあり、子どもたちはダンスを

披露してくれたり、口にくわえて物を運ぶゲーム

をしたりして盛り上がる。もちろん、ただの遊び

というだけでなく、リハビリも兼ねての内容であ

る。 

 センターの後はフィールドへということで、今

年もハシーナの家を訪問。ハシーナは去年より笑

顔を多く見せてくれる。それだけ安定した状態で

暮らしているということなのだろう。問題は本人

をちゃんと医者に診せていないということ。薬を
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飲ませるだけでなく、きちんと定期的に診てもら

うことは健康管理には欠かせないことなので、お

父さんにはしっかりしてもらわないと。 

 

 

旅の終わりに 

 日程の都合により、今年も NDWS 訪問をもって私

はネパールを離れることに。本当はホスピスの外

出プログラムにも参加したいのだけれど、飛行機

のダイヤの関係で便の設定がなく日程の都合がつ

けられないことが残念である。ツアーに続けて参

加すると、施設の女性の症状の改善や子どもたち

の成長を見ることができ、支援の効果を実感する

ことができる。次回いつ訪問できるか分からない

が、再びネパールのみんなに会える日が来ること

を心待ちにしている。 

 高知大学のカネやん、もっち、カノちゃん、ナ

ルちゃん、まり子ディディ。みんなと一緒に旅を

できて楽しかったよ。ありがとう！ 
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ラリグラス・レポート 2012 夏 

 

狩野拓也 

 

 

 

 

ただいま 9 月 23 日。牛のいない道路に物足りな

さを覚え、お湯のでるシャワーにありがたみを感

じた帰国直後の感覚も次第に薄れ、いつもの日常

へと戻っていっています。光陰矢のごとしとはよ

く言ったもので、ネパールから帰ってきてもう一

か月になるのかと日の経つ早さには驚かされます。

帰国してから、もう一度長谷川さんの「少女売買」

を拝読させていただきました。カカルビッタ、サ

ッチガッタ、トランジット・ホーム……。出発前

は、どこに何があったのかなど、本を読み終わっ

ても整理できていない部分が多々ありましたが、

改めて読むと、今度は文字を映像で捉えることが

でき、より実りある読書ができました。これから

ラリグラスのスタディツアーに参加される方々に

は、出発前と後に読むことをお勧めします！ 

帰国後の読書で気付いたことは、本の出版時期

と今ではまた状況が大きく変わっているな、とい

うことです。エイズ治療を政府が行ってくれるよ

うになったことは、本当に喜ばしい事だと思いま

した。またマイティ・ネパール本部、またその施

設の大きさは私の想像のはるか上をいっていまし

た 

さてさてその他出発前の想像と現実のギャップ

は後で述べるとして、ミツコさんを模倣し、わた

しも日ごとの出来事を述べることにします。以下、

駄文拙文、ご容赦ください。 

 

１８日  

午後、バイラワからカトマンズに戻り、空港の

荷物受取所で初めて長谷川さんとミツコさんにお

会いしました。夕食はタメル地区の中華レストラ

ンで頂きました。偶然向かいのビルにあったナイ

トなクラブの様子が二階の窓から少し見え、純粋

な 19 歳の若き二人は湧き出る好奇心を抑えるこ

とができない、といった様子でした。長谷川さん

がその気持ちをくみ取ってくださり、後日連れて

いっていただけることになりました。危険が伴う

場所へ行くことは、安全の確保の面などにおいて

少なからず心労の種であったと思います。ご尽力

いただき、ありがとうございました。 

夕食後は、ネパールに出没するというおかまち

ゃんを見るべく夜のタメル地区を歩きました。す

ると手をつないで歩いている男二人組を発見！

(゜o゜)「これかーー」っと思っていたら、どうや

らネパールでは普通のことのようです。その夜は

警察が多かったせいか、なかなかおかまちゃんに

会えず、ホテルに戻ることにしました。しかし諦

められない有志三人で再度タメルの出没スポット

に向かいました。すると後ろから私たちを追い抜

き、全力で疾走する彼（彼女？）達を発見！どう

やら武装警察から全力で逃走している最中だった

ようです。逆境に負けないたくましい生命力をあ

の後ろ姿から感じました。その夜、下痢をしまし

た。僕も彼らのように異国の食べ物にも負けない

たくましい胃腸をもちたいものです。 

１９日  

ネパールの洗礼・下痢に悩まされつつ、ホテル

で朝食をとった後、カカルビッタへ。最初に行っ

たのはトランジット・ホーム。使えないと評判の

ゴビンダさん（すいません）にご挨拶しました。

しばらくして、保護されたばかりの 13 歳の女の子、

アヌーちゃんがスタッフの方と一緒に入室してき

ました。長椅子にちょこんと座った彼女の面持ち

からは、戸惑いと緊張がうかがえました。もし彼

女が連れ去られ売春宿に売られていたら、とその

末路を想像すると、そもそも親御さんに見放され

たことで保護されたと考えると手放しでよかった

ねとは言えませんが、売られる前に保護されて本

当によかったなと思います。と同時に、彼女が保

護された裏で年間 7000 人の誰かが今まさに連れ

去られ、私の想像した末路を現実のものとして体
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感している、と思うと、まだまだ活動の強化が必

要だと強く感じました。 

甘党ゴビンダさんチョイスのクッキーとチャー

イをいただいた後、車に乗り込みメンタルケア施

設に移動。道中、ミツコさんにいろいろガイドを

していただきました。「あれはお茶畑」「家の屋根

にアンテナがある。こんな田舎にもテレビがある

ってこと」等々。この名ガイドの中で１つ、密か

に衝撃を受けたことがありました。それはお茶畑

をぬけ、どこまでも広がる大草原が見える道を走

っていた時のこと。ミツコさんが大草原を指し、

一言「等間隔で並んでいるあの白い石柱が見える

かい？あれは国境を示す標だよ」と。 

 

 

こんなに国境がオープンだとは知らず、愕然と

しました。話は変わりますが、新聞によると日本

で詐欺の被害が 2012 年、過去最高を記録したそう

です。あんなに注意喚起がなされているにも関わ

らず、です。偏にはいえませんが、詐欺師側の手

口が日々巧妙化していることも一因だと思われま

す。彼らはあの手この手で悪事を働いてきます。

それはネパールでも同じことが言えるでしょう。

今はボーダーガードで捕まえられていても、いず

れはボーダーガードに人がいない午後 6 時以降を

狙って国境を渡るものが大半を占めるようになる

と予想されます。また白昼でも、親子連れにみえ

るように男女二人で誘拐するシフトがセオリーに

なるかもしれません。すでになっている可能性も

あります。システム、施設面で悪事の変化への対

応が今後の課題だな……などと思っていた矢先に

このオープンな国境。抜け道は星の数ほどあるこ

とを明示され、人身売買阻止の困難さ、不可能さ

を改めて認知させられました。 

そんなことを考えているうちにメンタルケア施

設に到着。私は精神疾患を持った方と接するのは

今回が初めてで、「初めての人は、最初は面食らう

かもねー」と長谷川さんにうかがっていた通り、

施設の門をくぐった瞬間は少し面食らいました。 

各自自己紹介を終え、お待ちかね（？）のお土

産タイム。茶色の真鍮ハート型ネックレスと真珠

ネックレスの二択でしたが、圧倒的に真珠が人気

でした。どうやら女性のヒカリモノ好きは万国共

通なようです。「その選択が、その性質が、古今東

西男性の悩みの種となっているのだよ……」と心

の中で嘆きながらも、僕の中で、「精神疾患をもっ

た女性たち」から「おしゃれを嗜む女性たち」に

シフトし、肩の力が抜けました。満足していただ

けたようでなにより！！ 

お土産タイムの後はみんな座っておしゃべりタ

イム。女性たちは笑顔を見せる方が半分、無表情

かそれに近い方が半分といったところでしょうか。

みんな自分より年上と思いきや、実は年下も多か

ったりと、年齢の予測はまったくつきませんでし

た。ただ彼女たちの身体に刻まれた痛々しい傷跡

からは、それまでの人生がどんなものであったか

が少しだけ推測できました。さてさておしゃべり

タイムといっても、ネパール語分かりません。当

然彼女たちが何をおっしゃっているのかわかりま

せん。しかし人間目さえ合わせれば、なんとなく

気持ちは伝わるだろう。若輩者の考えであると自

負しながらも、そのモットーを胸に、ネパール語

の会話集プリントを手に、拙い言葉で必死に会話。

「ネパールに牛はいますか？」「ヤギはいますか？」

と、目の前の牛小屋にいるじゃねーかとツッコみ

たくなる質問にも彼女達は根気よく、なおかつ優

しく答えてくださいました。彼女たちの優しさに

逆にこちらが救われました。本当に感謝していま

す。 

おしゃべりタイムの後はダンスタイム。やはり

ダンスというものは苦手である。終始、あみんの

「待つわ」程度の動きでなんとか乗り切る。「フェ

リベトゥラ（また会いましょう）」の声と共にホテ

ルへ戻り、服作ったりだのなんだのした後、就寝

しました。 
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20 日 

（このペースで書くと、どえらい文章量になる

んじゃないかと冷や冷やしております。） 

この日はメンタルケア施設の関係者一同でピク

ニックへ！ 早朝の土砂降りで出発時間が遅れる

ハプニングがあったものの、“晴れ女”大庭まり子

様の御尽力により、この上ない天候でピクニック

を迎えました。まぁ、みんな 2 時間の遅延もなん

のその。出発から超ハイテンションでバスを走ら

す。中で踊る！ 歌う！ 窓の外ではなぜか男性

が走行中のバスをよじ登っている！ こんな調子

で出発から帰りの「フェリベトゥラ」の挨拶まで

そのテンションは落ちることはなく、非常に楽し

い一日でした。 

しかしこの日は狩野にとって反省すべき日とな

りました。ことの始まりはキャンプ中、キャンプ

場の外で草刈りの仕事をしている女の子の様子を

目撃したことです。彼女は仕事も手つかずといっ

た様子で金網の外に立って羨ましそうに私たちを

見ていました。見た目から察するに５歳くらい。

そら遊びたいよなーと思いつつ、「こんにちは。踊

るのは好きかい？」と金網を挟んで話しかけまし

た。どうやら照れくさいらしく、もじもじ。その

後離れたり戻ったりとざっと３時間細かいやりと

りがありましたがいろいろ省くと、最終的にその

子のお母さんが「いっておいで」と女の子に促し、

私に「この子照れて自分で行けないから連れて行

ってあげて」的なことをおっしゃってくれたので、

キャンプのプログラムの１つ、ダンスパーティー

の輪の中に連れて行くべく、その子を抱っこして

連れていこうとしました。すると慌てたのが今ま

でのやり取りを知らないその女の子のおじいちゃ

ん。必死に追いかけてきました。確かに外国人に

孫が連れ去られるのをやすやす見逃す訳にはいき

ませんね。結果的に、安全を確保しなければなら

ないマイティの方々にも、その子のご家族の方に

もご迷惑をお掛けすることになり、軽率な行動だ

ったと深く反省しております。今している行動が

誰に、どんな影響を及ぼすのかを多角的に考える

習慣を身に着けよう、と誓った 19 歳の夏でありま

した。 

21 日  

午前中はメンタルケア施設へ。今、ネパールで

大流行だというチャウチャウ(インスタントラー

メン)をいただきました。栄養のかけらもなく、ネ

パール人の栄養状態が心配になりました。 

 

 

 

残念ながらこの日でカカルビッタの滞在は最後。

彼女たちの耳に三回目の「フェリベトゥラ」が届

けられることはなく、マイクロバスで一行は去り

ました。また 1 年、彼女たちにはなんら変哲のな

い日がやってきます。スタッフも忙しさでつぶれ

てしまわないかと心配です。後日訪れるカトマン

ズの本部施設と比べると差が明らかで、今一度あ

らゆる面でマイティからの資源配分を見直すべき

ではと思いました。 

マイクロバスは空港につき、やたら折り畳み傘

で引っ掛かった荷物チェックを経て、飛行機に乗

り込みました。離陸する瞬間も携帯で通話するマ

ナーの悪いおっちゃんのせいで飛行機が落ちるん

じゃないかと戦々恐々としながらも、無事カトマ

ンズへ到着。 

この日の夜は、脳外科医のビクラムさん（31）

と AMDA（NGO）の小林さんと一緒に和食レストラ
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ンへ。英語力の大切さを痛感しました。食事後は、

前述のダンスバーへ連れて行っていただきました。

ギラギラの照明に照らされた舞台の上でセクシー

な衣装を身にまとい、踊る女性（男性ダンサーも

いました）。客のテーブルについてドリンクをせが

む女性。そして薄暗いテーブルで行われている客

と店のオーナーの交渉……。今まで想像の世界で

しかなかったものが現実となり、すべてが未知で

衝撃でした！ 

この店では、舞台で踊っている女性で気に入っ

た人がいれば、3000 ルピー前後でホテルに連れ出

すことができるそうです。その話を聞いている最

中、隣の席の人がオーナーと長々話した末に 4000

ルピーほど支払って出ていったので、「まさかな…

…」と思いつつコーラを嗜みました。百聞は一見

に如かずといいますが、実際にその現場を見るこ

とができ、大変有意義でした。 

22 日  

この日金子さんが帰国しました。いつもはひょ

うひょうとしていた金子さんも、この日ばかりは

少し心残りな表情を浮かべていらっしゃいました。 

さてこの日はマイティ本部を訪問。想像をはる

かに上回る大施設でした。ドイツの支援で建った

と聞いて納得の、立派なヨーロッパ風の煉瓦の建

物が何棟もそびえていました。外だけでなく中も

またすごかったです。高い教育も施しており、授

業で使われる教材はすべて英語。ここの教育水準

は、日本より進んでいるように思えました。逆に

言えば、海外に行かねば就職口がない、母国語で

は勉強できないほど弱い国だということですが。

生徒は幼稚園児から中学生までみな立派な制服を

もらっていました。幼稚園児までもが革靴を履い

ているのを見た時は、「さすがにそこまでしなくて

もいいんじゃないか？」と苦笑しました。かと思

えば、鉛筆は高級品なので回収すると。おそらく

鉛筆は日本のように簡単には手に入らないのでし

ょう。国柄の違いがみてとれました。服から靴ま

できっちり揃えるというのも、規律を重視するア

ヌラダさんのご意向なのかもしれません。課題と

感じたのは生徒の外出が禁じられているといるこ

と。私自身、朝から晩まで大学で過ごす生活には

息苦しさを感じています。24 時間ずっといる彼ら

のマンネリ感、閉塞感からくるストレスは並みの

ものではないでしょう。もうひとつ疑問に思った

ことは、幼稚園児クラスの子でさえもおとなしく

椅子に座ってお勉強していたということです。普

通外国人が突然教室に入ってきたらそわそわした

り騒いだりするものですが……。子どもらしさは

失ってほしくないものです。 

さて、ミツコさんを模倣して日ごとに分けてこ

こまで書いてみたのですが、4 日分書いた時点で

Ａ4 用紙 5 枚に到達してしまったので自主規制し

ます。（笑）本当にすべてが大切で、何枚書いても

収まらないほど濃いツアーでした。 

今回学んだことを改めて挙げていきます。1 点

目は支援方法。ただ支援すればいいってものじゃ

ないことを今回学びました。ミツコさんがカンボ

ジア学校建設プロジェクトを例に分かりやすく説

明してくださったのでご紹介します。私たちはこ

ういったプロジェクトに対して賛同して支援する

場合、ただ金を寄付し、建ったということだけに

満足しがちです。実際は、そもそもどのくらいの

お金で学校が建つのか、先生の質はどうか、子ど

もたちが学校に行ける環境は整っているのか……

等々支援は限りなく続きます。余剰分が NGO 幹部

の袖の下に入るということも、少なくはないよう

です。 

物乞いも、支援の拙さの産物だとおっしゃって

いました。不用意な支援、明確な意図をもたず情

にほだされた支援はかえって事態の悪化を招くと

教えていただきました。 

今回のツアーでも、「車を買いたいから金が欲し

い」という現地 NGO の要求がありました。長谷川

さんは、いくらで車が買えるのか、出せる金額の

限界はいくらか、もっと安く買える方法はないの

か、レンタカーではダメなのかなど、自助努力を

促す対応をされていたのが印象に残りました。 

2 点目は「無知であること」の怖さです。少女

たちが連れ去られるのも親や子どもたち自身の無

知に一因があり、障害児出生も遺伝子的要因によ

るものと知らないことから、障害児が不当な扱い

を受けると長谷川さんは何度も主張されていまし

た。昨年よりネパールにも、障害児をもつ家庭が

わずかながら手当てが受けられるという喜ばしい

制度ができたらしいのですが、情報から隔絶され

ているためその制度を知らなかったり、知ってい

ても識字ができないため手続きができなかったり

するため、利用できていないのが現状だそうです。

結果、さらに生活は厳しくなり、教育を受ける余

裕がなくなるなど、教育水準の低さが負のスパイ

ラルを招いています。かといって、学校を建てれ
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ばいいか、文字を教えるべくまわればいいかとい

うと、それだけでは解決しません。宗教・風土・

諸問題が密接に絡み合った結果、後発発展途上国

という集合体になっており、支援は包括的にアプ

ローチしないと効果がないことをこの旅で学びま

した。今後国際支援を考えるとき、これを念頭に

置いておこうと思います。 

情報社会となった日本とて、「無知」と無関係で

はないことも学びました。いかに日本国民が上辺

だけの情報に踊らされているか、知ろうとしてい

ないか。また表には流れず、メディア関係者だけ

が知っている裏話など、連日興味深い話をしてい

ただきました。感動、驚きとともに、いかに今ま

で自分が無知であったかを思い知らされました。 

3 点目は、行動には責任が伴うということです。

例え善意と思ってやったことでも、違う面からみ

れば重大な問題行動に発展しかねない事もあるし、

中途半端な善意は逆に害にさえなり得るというこ

とを今回実感しました。今はまだ学生なので「す

いません」で許されるかもしれませんが、社会人

になるとそうはいかなくなります。今の段階から、

「この行動はどういう結果を招くか？ 各方面に

どう影響を及ぼすか？」と多角的に考える習慣を

身に着けようと思いました。 

私は今回が初海外でしたが、この二週間は私の

今後の人生に大きな影響を及ぼす旅であったと思

います。私は絶対にまた海外に行きます。その資

金を稼ぐため新しいアルバイトを始めたり、国際

関係で活動している学生団体を探したり、世界情

勢、一般常識についての本を購入して勉強したり

と、少しずつではありますが行動を起こしていま

す。 

私がラリグラスに関わるのは今回が最後かもし

れません。しかし何十年後かに人生を振り返った

とき、「あの時のラリグラスとの関わりが後の人生

を大きく変えた」と言えるぐらい意義のあるツア

ーでした。今は微力ですが、必ず将来何らかの形

で還元します。それがネパールなのか違う国なの

か、支援方法も金銭支援なのか現地支援なのか、

はたまた日本国内の問題解決に向かうのか……ま

だベクトルは定まっていませんが、どの方向に向

いてもいいよう幅広く勉強し、スカラーを大きく

していこうと思います。 

最後になりましたが、この旅を企画してくださ

ったラリグラスの皆さま、ともに喜びや悲しみを

分かち合ったツアーの皆さま、訪問を快く受け入

れてくださったマイティはじめ現地 NGO の皆さま、

本当にありがとうございました！！！ そして今、

私たちのレポートを読みながらツアーに参加しよ

うかどうか迷っておられる画面の前のあなた！！ 

是非是非参加されることをお勧めします！ あな

たの感性でしか感じられない経験ができますし、

なによりあなたの訪問を楽しみに待ち続けている

人たちがいます！ 
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スタディツアー感想文 

藤本 成美 

 

 
 

 

 今回のスタディツアーは、カトマンズの空港で

長谷川さんと大野国さんに迎えられて始まりまし

た。遠くから長谷川さんが大きく手を振り、笑顔

で迎えていただいた光景が今でも目に浮かびとて

も懐かしく思います。慣れない土地と暑さと新し

いプログラムに参加する緊張から、自分でも気づ

かないうちに疲れがたまっていたらしく、長谷川

さんの笑顔にはとても癒されたのを覚えています。 

早速次の日に飛行機でカカルﾋビッタへ行き、サ

ッチガッタのメンタルケア施設へ行きました。施

設に入るとすぐに女の子たちがお花を持って出迎

えてくれました。施設の女の子たちは私たちを受

け入れてくれるのだろうか、逆に私は受け入れる

ことができるのだろうか、どのように接したらい

いのだろうか……など不安と緊張でいっぱいでし

たが、彼女たちの笑顔と歓迎のお花は私の不安を

一気になくしてくれました。お菓子やアクセサリ

ーを配り、突然始まったダンスで彼女たちと交流

するうちに、どんどん彼女たちとの距離が狭くな

るような気がしました。貰ったアクセサリーを嬉

しそうに身につけている姿、「とても可愛いよ」と

声をかけると照れくさそうに、しかし嬉しそうに

微笑む姿は、私の心を和ませました。 

次の日は彼女たちとピクニックへ。前日彼女た

ちとあれほどダンスを踊ったのに、まだ私は「彼

女たちは私のことを受け入れてくれたのだろうか」

「どのように関わったらいいのだろうか」などと

考えながらサッチガッタからのバスを待っていま

した（自分がものすごく臆病なことにドン引きし

ました）。バスが来て緊張しながら乗り込むと、言

うまでもなくみんな「ナマステ！」と笑顔で迎え

てくれました。バスの中でも突然ダンスが始まり、

着いてもダンスをして、帰りのバスでもみんな踊

っていました。ご飯を食べたり、マジックショー

をしたりボートに乗ったり、みんな笑顔で楽しそ

うでした。自分はなんて単純なのだろうと思いま

したが、そんな様子を見ていて幸せな気持ちにな

りました。すごく安心した気持ちになりました。 

楽しい 2 日間も終わり、サッチガッタの子たち

と別れの挨拶をしました。ラクシュミは「また来

てくれる？ また来てくれる？」と私の手を握っ

て言ってくれていたそうです。私は一瞬何と声を

かけてよいか分かりませんでした。後にも先にも

私の悪い癖ですが、必要とされていると感じると

どうにも断れない性分の私は、「また来るね」と言

っていました。 
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カトマンズへ戻り、ホスピスを訪問しました。

検品作業は非常に心苦しかったですが、心を鬼に

して微妙なものがあれば「まりこさんがダメと言

ったから……（焦り）」と、まり子さんを楯にして

乗り切りました。しかし彼女たちの作った商品は

想像していた以上にクオリティーの高いもので驚

きました。まり子さんの話によると本部には作り

方を教えないなど、彼女たちの商品に対するプラ

イドがあるようでした。彼女たちにとって日本で

ちゃんと売れる商品を作り、それがお金として戻

ってくることは、誇らしいことなのだろうと思い

ました。一方的に支援するのではなく、決して高

くはないけど彼らができることに対して公正な取

引をすることも、1 つの支援方法だと学びました。

検品後は下校したこどもたちへプレゼントを渡し

ました。互いにシールを見せあっている姿は日本

の子どもと変わらず微笑ましかったです。そして

いよいよ手品ショーです。みつこさんには本当の

大人の色気を教えていただきました。仮装も手品

も子どもたちにも大ウケで、可愛いダンスなども

見られたし、おかしな夕方を過ごせました。帰宅

途中のみつこさんの街の人への挨拶まわりの様子

を見ても、19 の私はまだまだ青いなと思い知らさ

れた夜でした。 

次の日は NDWS を訪問しました。NDWS では保護

者の方々が協力的に活動を行なっていることに驚

きました。障害者と認められるための活動や、学

校訪問をして生徒から親に NDWS を知ってもらう

活動など、かなり具体的だったので、実際に私も

一度参加してみたいと思いました。どのように行

なっているのか、対象者の反応なども気になりま

す。なによりお金のない学生は体を使えばいい！ 

と学んだので。 

一方で、障害者と認められても手当が支給され

ていないという現状もあるということで、やっぱ

りなと思うと同時に、どれだけ国がよい制度を作

ったとしても、それが全ての人に行き渡っていな

いのかと憤りを感じました。 

 

 

 

NDWS を後にし、ハッシーナの家を訪問しました。

沢山の人が来たせいか、若い男の子が来たせいか、

彼女は終始ご機嫌な様子でした。お母さんが偉い、

と聞いていましたが実際会ってハッシーナを献身

的に世話する様子は確かにすごいと思いました。

お父さんは、ハッシーナが可愛くてしょうがない

のかなという印象を受けましたが、とりあえず彼

女を早く病院へ連れて行ってあげてほしいです。 

そして待ちにまった映画鑑賞の日です。みんな

すごくおめかしをしていて、今日のこの日が彼ら

にとってどれだけ特別な日なのか伝わりました。

どこを歩く時も手をつないでくる子どもたちは、

可愛いくてこのまま日本に連れて帰りたいと思っ

てしまうほどでした。映画の後、昼を食べて子ど

もたちと遊びましたが、子どもたちのパワーには

圧倒されるばかりでした。私のカメラで、ポーズ

を決め互いにとりあっていたので、後でデータを

見ると、そこに写る姿はわたしより大人びて見え

ました。みんな久しぶりの外出は楽しそうで嬉し

かったのですが、普段外出禁止と言うのは少々や

りすぎではないかと思います。確かに危険だから

監視したいというのもわかりますが、一方でそれ

に反抗というか、与えられて当然の自由を求める

気持ちも分かって欲しいとも思いまいした。 
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ホスピスでのプログラムも終わり、ホスピスの

みんなとお別れを言う時その中のひとりの女の子

が私を呼びました。その子の隣に座ると、「忘れな

いで、私の名前はシタだよ」と何度も繰り返しま

した。私も忘れないよと約束しました。シタとは

よく目があったので手を振ったり、ふざけて互い

に投げキッスをしたりしていたのですが、そんな

些細な関わりしかしていなかったので正直驚きま

した。同時にこの２日間は彼女にとってすごく特

別で、これからもそうなのだと初めて気がつきま

した。 

恥ずかしながら、私は結局ラリグラスから送ら

れてきた資料を読む程度にしか今回のことを勉強

しておらず、人身売買の現状をほとんど知らない

ままツアーに参加してしまいました。今思えば、

そのような状況でよくツアーに参加したものだと

思いますが、様々な出会いや発見や次への課題な

どが見つかり、行動せずには得られなかった経験

をたくさんすることができたので、このツアーに

参加するきっかけとなった方々には本当に感謝し

ています。また、毎晩のようにツアーメンバーが

政治や国の動向などさまざまなことを話していま

した。私はそれに加わり意見を言うどころか、メ

ンバーの話を理解することで精一杯でした。途上

国を援助するには政治が大きな存在であるのに、

そんな無知な私が途上国を支援したいなんて恥ず

かしく思いました。日本に帰った今、時間がある

時は新聞を読んだりしていますが、政治のことに

なるとわからない言葉が沢山あり毎回混乱してい

ます（焦） 

 今回ツアーに参加させていただいて、サッチガ

ッタの女の子たちやホスピスの子どもたちはみん

な笑顔で私達を迎えてくれて、彼女たちのおかげ

で本当に楽しい時間を過ごすことができました。

そんな彼らがこれからどうなっていくのか、ツア

ーは終わってしまったけれど、みんながこれから

先ネパールで幸せに生きてゆくために私にできる

ことは何なのか……。そのようなことを考えてい

ると……（えっ？ みんなの幸せってなに？ 1

人ひとりの幸せってなに？ その前に 1 人ひとり

のこと全然分からんし……）と疑問が疑問を呼び、

結局答えは出ず。みんなのことをもっと知るため

に、ラクシュミやホスピスのみんな、シタとの約

束を守るためにも、来年再び長谷川さん含めラリ

グラスの方やラジャさんにお世話になれるようバ

イトと勉強を励もうと思います。 

 最後に、ネパールでの出来事をつらつらと述べ

るだけの感想文になってしまい申し訳ありません。

そして、今回のツアーに関わったすべての皆様に

感謝致します。このように未熟な 19 歳に貴重な経

験をさせいただき本当にありがとうございました。 
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※本誌記事および画像の無断転用を禁じます。 

 

 

 


