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はじめに

ラリグラス・ジャパンは、毎年夏にスタディツアーを企画・運営しています。
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、2013 年 8 月 18 日（日）～8 月 29 日（木）までの 12 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。

ラリグラス・ジャパン
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第33回ラリグラス夏のスタディツアー・スケジュール
■8／18(日) 朝 成田発、香港経由カトマンズへ
夜 カトマンズ着
■8／19(月) 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
■8／20(火)

午前 マイティ本部見学（乳児室、テレサ・アカデミー、ランチタイム風景など）
お菓子セットを手渡し
午後 ホスピス訪問（日本からのプレゼント、お菓子セットを手渡し）

■8／21(水)

午前 ホスピス訪問（ビーズ制作指導・検品、けん玉・カバディなどのゲーム大会）
午後 フリータイム（観光、ショッピング、フリーマーケット商品の仕入れ）

■8／22(木)

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

■8／23(金)

午前 NDWS デイケアセンター訪問（NDWS スタッフよりレクチャー、授業風景・
ランチタイム見学）
午後 フィールドワーク：NDWS・CBR プログラム対象家庭訪問

■8／24(土)

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、手品披露

■8／25(日)

■8／26(月)

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
（日本からのプレゼント、お菓子セットを手渡し）
夕刻 トランジット・ホームの子どもたち、メンタルケア施設の女性たちへのプレゼント
（子ども服や女性の衣類）の買い出し
終日 トランジット・ホーム＆メンタルケア施設の入所者・スタッフとともにピクニック

■8／27(火) 午前 国境見学、トランジット・ホーム、メンタルケア施設訪問
メンタルケア施設では手品を披露
午後 国内線にてカトマンズへ、帰着後、フリータイム
■8／28(水)

午前 フリータイム、フリーマーケット商品の仕入れ
午後 ホスピス訪問（会員の皆様からの手紙の紹介など）
夕刻 出発までフリータイム、フリーマーケット商品の仕入れ
夜 カトマンズ発、香港経由帰国の途へ

■8／29(木)

午後 成田空港着後解散

○ 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

現地報告
マイティ・ネパール本部
●今年、開設 20 年を迎えたマイティ・ネパールは、
これまでさまざまな活動に取り組んできた。近年、
とくに力を入れているのが女性たちの職業訓練だ。
大手ホテルやレストラン、大型病院、美容院など
と連携し、現在、25 人の女性が実際の現場でトレ
ーニングを受けている。
2～3 カ月のトレーニングの後、訓練先の企業に
就職する女性も少なく、こうした女性は“ハーフ・
ウエイ・ホーム”に生活の拠点を移すことになる。
マイティの保護のもとを離れ、完全に自立する手
前にある準備期間の場といったところだ。
“ハーフ・ウエイ・ホーム”は、マイティ本部
から徒歩 5 分の一軒家を借りきって運営されてい
る。1 階がキッチンとリビング、２階がワークシ
ョップ（国内外から発注を受けたビーズ製品、縫
製品などを制作）、3 階がベッドルーム。現在、24
名の女性が生活をともにし、各々がそれぞれの職
場に通うシステムとなっている。

カジャ（軽食）の時間。本日はチャアとパン。ちびっこ
はぐちゃぐちゃに浸して食べます

●9 月 6 日はアンティ・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毎年の恒例とな
っている。今年はそれに加えて、
『ヒューマン・チ
ェーン（人の鎖）』を計画。東のカカルビッタのト
ランジット・ホームから、西のマヘンドラナガル
のトランジット・ホームまで、すべての関連施設
で一斉に行われた。
マイティ本部の呼びかけに応じて集まったのは
15,000 人。警察官を中心に、学生、弁護士、ジャ
ーナリスト、市井の人らが手をつなぎ、長い長い
人の鎖を作って人身売買廃絶を訴えた。
●ネパール女性にとって、一年でもっとも華やか
な日。それは女性だけのお祭り“ティーズ”の日
であろう。真っ赤なサリー、真っ赤なビーズネッ
クレス、真っ赤なバングルと、全身、赤づくしの
衣装で着飾り、お寺を参る。その後はご馳走を囲
んで親戚や友人たちとおしゃべりに花を咲かせ、
歌って踊って大盛り上がりだ。
ちなみに、男性にとっては平日。女性たちの楽
しそうな姿を横目に、いつもどおり仕事に勤しま
ねばならない。ちょっとした優越感から、女性た
ちの気分はさらに盛り上がるのである。

テレサ・アカデミーの子どもたち。みんなとっても規律
正しい

3

現地報告：マイティ・ネパール本部
マイティ本部でも、毎年、
“ティーズ・フェティ
バル”と銘打って、女の子たちだけのお祝いが催
される。ホスピスの女性と女の子たちも招かれ、
男子禁制の楽しいひとときを過ごすのだが、今年
は少し趣向を変え、チャリティーを兼ねたフェテ
ィバルが開催された。
マイティ本部から徒歩 15 分ほどのところに、パ
シュパティナートという大きなヒンドゥー寺院が
ある。アヌラダさんも時々、参拝に訪れるのだが、
ある日、参道で歌をうたって金を乞う盲目の若者
（男子 4 名、女子 7 名）たちを見かけた。いわゆ
る物乞いをしていたわけだが、全員、大学の制服
を着ている。不思議に思ったアヌラダさんが彼ら
に事情を尋ねると、次のように答えたという。
「私たちは目の見えない子どもたちばかりが暮
らす NGO で生活しています。食べることには困っ
ていませんが、施設にはあまりお金がないので、
大学の授業料までは出してもらえません。だから
ここで歌って、年間 5,000 ルピーの授業料を稼い
でいるのです」
話を聞いて、アヌラダさんは彼らをティーズ・
フェティバルに招き、歌ってもらおうと考えた。
積極的に外部からゲストを招待し、1 人 200 ルピ
ーの入場料を徴収する。そこから、彼らの授業料
を捻出するというプランだ。
かくして、今年のティーズの目玉は、チャリテ
ィー・コンサートとあいなったのである。

●1998 年から続けているお菓子詰め合わせプレ
ゼント。子どもたちの間で完全に定着した企画と
なっている。
「先生、アンティたちはいつ来るの？」
「もうそろそろ？」
毎年、8 月を迎えると、テレサ・アカデミーの
ちびっ子たちからこうした声があがるらしい。も
はやなにがあろうと後に引けない状態だ。ゆえに
今年も 700 人分の詰め合わせを用意した。
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
53,000 円のご支援をいただいた。ご協力に感謝申
し上げます。
石原正行さん、大田多恵さん、鈴木樹代子さん、
竹林早苗さん、野口みどりさん、房賢孝さん、降
幡めぶきさん、松嵜三貴さん、松永一夫さん、松
葉道代さん、武藤禎さん、森本恵弥さん、山田都
子さん

700 セットのお菓子パッキング。詰めて詰めて詰めまくり
ます

毎夕、中庭で行われるダンスレッスン。ティーズに向け
て熱が入ります
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現地報告：マイティ・ネパール本部

わーい！お菓子、もらったよ～
1 人ひとりに手渡しします。約 700 回、「サンキュー！」、
「ウエルカム！」を繰り返すことになります

ちっちゃい子から順に配ります

へへへ。私ももらったわ
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現地報告：マイティ・ネパール本部
ジグミくんは、10 年生を終えた後、カレッジに
進学した。そして学業のかたわら、将来のために
少しでもお金を稼ぐため、路上で本を売り始めた
のだ。そんな折、マイティを訪ねてきたのがアメ
リカ在住のネパール人ビジネスマンである。テレ
サ・アカデミーのなかからひとり、優秀な青年を
雇い入れたいとのことだった。
そこでアヌラダさんが推薦したのが、いちばん
の正直者かつ努力家のジグミくんである。早速、
面接の場を設けたところ、ジグミくんは流暢な英
語で自己紹介。しかも日頃の本の販売で培ったセ
ールストークを披露したのだ。結果、その場で採
用が決まったのである。
現在、彼はこの会社で働きながら、学業を続け
ている。卒業は今年春だが、その後の進路につい
ては着々と準備中だ。警察官になるべく、採用試
験に向けて猛勉強しているのだ。
いわく「今の会社もとてもいいけど、民間はこ
の先、どうなるかわからない。その点、公務員な
ら安定しているから」とのこと。実に堅実である。
彼には両親も親戚もなく天涯孤独の身だ。もち
ろん、マイティという後ろ盾はあるものの、これ
からは自力で人生を切り開いていかねばならない。
公務員を生涯の仕事に選んだのは、一般的にい
われる単に安定を求めてのことではきっとない。
「ひとりでちゃんと生きていく」との覚悟が、ジ
グミくんに感じられるのである。

イエ～イ！

●2012 年秋レポートで、テレサ・アカデミーを卒
業した後、大きく羽ばたきつつあるジグミくんと、
医大に合格したプリヤさん、サムジャナさん、ク
リシュナくんの 4 人についてご報告した。これを
受け、わが子のことのように喜んでくださった
方々がいる。香川県まんのう町のボランティア・
グループ『ナマステ！まんのう』の皆さんだ。
『ナマステ！まんのう』は、これまでに 3 回、
マイティの子どもたちを日本に招き、まんのう町
民との交流事業を行った経験がある。そのメンバ
ーとして 1 回目にジグミくん、3 回目にプリヤさ
んが加わっていたのだ。遠く離れて暮らしながら
も、彼らの成長ぶりはずっと気にかかるところだ
ったに違いない。
そこでスタディツアー終了後、
『 ナマステ！まん
のう』を代表し、瀧口修薫さんがネパールに足を
運んでくださることになった。
「おめでとう！」の
言葉を直接、送るのがいちばんの目的である。
以下、ジグミくんと、医大に合格したプリヤさ
ん、サムジャナさん、クリシュナくんの近況につ
いてご報告したい。
●「700 人のマイティの子どもたちのなかで、い
ちばんの正直者はこの子です」
アヌラダさんがそう太鼓判を押すのは、ジグミ
くん（20 歳）である。確かに、彼の誠実さは折り
紙つきだ。
テレサ・アカデミーを卒業後、子どもたちの進
む道はさまざまだ。大学に進む子もいれば、マイ
ティのスタッフになる子もおり、出稼ぎに行く子
もいる。実家に帰る子もいれば、早々と結婚する
子もいる。

ジグミくんと瀧口さん。久しぶりの再会に目が潤む日本
の母でした

●お釈迦様の生誕地、ルンビニから 3 時間。古く
から文教都市として栄えたタンセンの少し手前。
山間の小さな集落にある「ルンビニ・メディカル・
カレッジ」を訪ねた。この医大で学ぶプリヤさん
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現地報告：マイティ・ネパール本部
とサムジャナさん、クリシュナくんの 3 人を激励
に訪れたのだ。
この学校の生徒は、全員、寄宿生活を義務付け
られる。校舎と医大病院と寄宿舎のまわりに広が
るのは田畑のみ。世俗から切り離し、がっちり勉
強に取り組ませようといった意図がくみとれる。
そうした学校側の企みどおり、3 人はかなり苛酷
な勉強漬けの毎日を送っていた。
「寝る時間もご飯を食べる暇もない。早朝から
授業があって、それを終えると外部講師の面接に
応じなくてはいけない。これまで習ったことにつ
いて質問されるんです。ひとつでも間違うと、
“ア
ウト！（出ていけ！）”って叱責される。ものすご
く怖いの。だから、朝から晩まで勉強して準備す
るんです。本当に忙しい」
ネパールの医大は、1 年ごとに試験がある。パ
スしなければ進級できないのは日本と同じだが、3
回落第したら、進級どころかそれ以上、大学に籍
を置くことができない。要するに、医師への道を
絶たれてしまうのだ。ゆえに、試験前はいつも以
上に猛勉強。訪問時はちょうど試験が終わったと
ころだったが、連日、2〜3 時間の睡眠で乗り切っ
たという。結果はうまくいったとのことだが、食
事も摂らずしてがんばるのは身体によくない。
「日本には医者の不養生という言葉がある。あ
なたたちも人の病気を治す前に病気になってはい
けない。時間がないのなら、ポケットにアーモン
ドやカシューナッツをいつも入れておきなさい。
小腹が空いたらそれを食べるのです」と、アドバ
イスしておいた。

女子用の宿舎。幽霊が出るとの噂にみんなが震 えている

プリヤさん（右）、サムジャナさん（中央）の部屋で仲良
しのお友だちと。3 人はいつも一緒だ

大学周辺はなーんにもない。幽閉されて求められるのは
勉学のみ
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現地報告：マイティ・ネパール本部
クリシュナくんなどは、もっとひどいイジメを
受けている。ずらりと並んだ先輩の前に立たされ、
「パンツを下げろ！パンツをあげろ！」と命じら
れたというのだ。男子のイジメはより激しく、す
でに数名が逃げ出し、退学してしまったそうだ。
クリシュナくんは、何をいわれようと我慢を重
ねてきた。だが、さすがにこの時は大学を辞めた
くなってアヌラダさんに泣きながら電話したとい
う。
それでも思いとどまって、3 人はがんばってい
る。アヌラダさんだけでなく、マイティの後輩た
ちの期待がかかっているからだ。
カトマンズに戻り、マイティの子どもたちに医
大を訪ねたことを伝えると、口をそろえてこうい
った。
「プリヤ姉ちゃん、元気だった？お医者さんにな
るんだよ。すごいよね！」
「クリシュナ兄ちゃん、カッコイイから大好き！」
彼らはみんなの希望の星なのだ。
学業も厳しい上下関係もきっとつらいだろう。だ
が、芯の強い彼らなら、きっと最後までやりとげ
てくれることと信じている。
制服の白衣でポーズ。彼女が目指すのは心臓外科医だ

●寄宿学校のスタイルは、もともとインドのもの
だが、ご当地でもイジメを苦に自殺者が出るほど
大きな問題となっている。そんな負の事情まで導
入することもないと思うが、この大学の寄宿舎で
もイジメが横行しているらしく、3 人とも洗礼を
受けたそうだ。
「通りすがりに、ハロー！マイティ・ネパール！
って声をかけられたり、こちらから挨拶すると無
視されたり。マイティで育った私たちがどういう
境遇にあるか、みんな知ってるからバカにするん
です。たいていみんなお金持ちの子たちだから、
なんであんたたちみたいな貧乏人がここにいるの
よ、とでも思っているんでしょう」
こう話すのはサムジャナさんだ。プリヤさんも、
「大学が建つ前は、ここに火葬場があったらしい。
だから幽霊が出るって噂があって、みんな怖がっ
ているんです。もちろん私たちも怖いから、夜は
一緒に勉強するし、一緒に寝る。その夜も一緒に
勉強していたら、電気がパッと消えたんです。廊
下に出ても真っ暗。先輩がもとからスイッチを切
ってしまったんです」

学食で一緒にランチ。学生たちは月ごとに食券を支給さ
れ、それで朝昼晩の食事を賄う。入学して 1 年経った今
は、いい友だちもできた。左端の男子がクリシュナくん。
普段はおとなしいが、聴衆を前にするとすばらしいスピ
ーチを披露するのだそうだ
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現地報告：ホスピス

カトマンズ・ホスピス

●今回、2 回目の参加となった藤本成美さん、3
回目の参加となった大野国貢さん。女性や子ども
たちにとっての“再会”は、私たちが想像するよ
りずっとハッピーなことだ。
親のいない子どもたちや家族に見放された女性
たちにとって、自分を訪ねてくれる人はほとんど
いない。「自分たちを忘れないでいてくれた」と、
本当にうれしく感じるのである。
今回、初の参加となった三島さんも大歓迎だっ
た。たくさんのけん玉を持参し、レクチャーして
くださったのだ。なにより喜ばれたのは写真であ
る。その日の撮った画像をホテルの自室でプリン
トし、翌日、みんなに配ってくださったのだ。女
性も子どもたちも、自分が映った写真を手にする
機会はそれほどない。みんな本当にうれしそうだ
った。ありがとうございました！

ほぼマスターしたところで、けん玉ゲーム大会を開催。
二組に別れ、ちゃんと乗せられたら次の人へ。どちらが
早く最後の人にたどりつくかで勝負。大盛り上がりでし
た

●スタディツアーの主要プログラムのひとつ、外
出プラン。今回も 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合流し、3 台のワゴ
ンに分乗して映画とランチに繰り出した。
子どもたちからインド映画のリクエストがあっ
たが、バイオレンス＆お色気たっぷりは教育上よ
ろしくない。今回はネパール作品にしたのだが、
やはり、ところどころにバイオレンスシーンが。
ストーリーは、いまだかつてないほどトンチンカ
ンだったが、みんなはたいへん楽しんでくれたよ
うである。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。
三島さんのレクチャーを受け、けん玉に挑戦。みんな大
熱中！

今回、観た映画の看板。定番のロマンス＆バイオレンス
の勧善懲悪ものだ
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現地報告：ホスピス

上映開始を待つ間、みんなでおしゃべり

藤本さん、すっかりみんなのお姉さんです

映画の幕間でドッキリを仕込む。詳細はミツコさんの感

デザートはアイスクリーム！

想文を参照ください

キッズコーナーで大暴れ！
ご馳走に舌鼓。おいしい！
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現地報告：ホスピス
練習を重ね、本当にがんばっていただいた。出来
は上々、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。

三島さん、ヤバいです。でも子どもたち、ちゃんと「ア
ンティ（おばちゃん）」と呼んでました。すばらしい心遣
いです

●ランチ・パーティーも、長年続く交流プログラ
ムだ。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。サブのメニューはフライド
チキンだ。その他、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
ーを、みんなで調理。本当はお行儀が悪いのだが、
途中のつまみ食いもすっかり恒例となった。
今回のツアーは、かなりラッキーだった。とい
うのも、期間中、3 日間も祝日があったのだ。ラ
ンチ・パーティーも祝日に重なり、朝から子ども
たちと遊びながらの準備となった。

みんなでご馳走「いただきます！」

●ツアー参加者による手品ショー＆仮装も、欠く
ことのできない出しものだ。今年も高橋国和さん
にお土産購入費をカンパしていただいたのだが、
その一部を新しいかつら購入費にあてさせていた
だいた。アフロ、ハゲ、角刈り、おかっぱなど、
新種 4 点を取りそろえ、いざ仮装。すばらしい仕
上がりとなり、みんな大いに喜んでくれた。
しかも、今回はホスピスの門番 2 名も女装に参
入。いかめしい顔をして玄関口に立ち、闖入者が
あればコテンパンにやっつけるのが彼らの責務。
そんな彼らの大変身に、みんなお腹をかかえて大
笑い。
「わはははは、もうやめて、頼むからやめて～、
お腹が痛い～」
などと、悶絶する女性が続出。今回も大いに楽し
んでもらえたようだ。本望である。
ツアーメンバーのみなさんには、初日から手品の

藤本さんの仮装は秀逸！女性たちの多くが知るカカルビ
ッタの責任者・ゴビンダさんになりました。手品ととも
に大ウケ！
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現地報告：ホスピス
【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、女性たちにはボ
ディコロン。女の子には、ヘアアクセサリー5点セ
ット。男の子にはソックスを用意した。また、ホ
スピスの子どもと女性たち全員に水筒を、男の子
にサポーターを現地で購入し、追加の贈り物とし
た。
貧困層の人々にとって、日常的に口にする飲み
ものは、基本的に水とチャア（ミルクティー）の
みだ。お酒やジュースは、お祭りなどのハレの日
の特別な飲みものである。
マイティにおいてでも同様だ。普段は水とチャ
ア。ジュースが飲めるのは、ラリグラスの訪問時
に差し入れたり、ランチや映画に出かけたときぐ
らいに限られているのだ。
さて、ジュースを差し入れた際、いつも見られ
る光景があった。たいてい2リットルサイズのペッ
トボトルを数本、持参するのだが、シェアして飲
み終わると女性たちが空ボトルを欲しがるのだ。
飲み水を入れるためである。
滅多に手に入らない空ボトルは大人気だった。
もちろん、十分に用は足せるが、こんなに大ぶり
だと持ち運びに不便である。そもそもちっともか
わいくない。そこで、全員にひとり1本、水筒をプ
レゼントしようじゃないかということになった次
第だが、予想どおり、たいへん好評。映画とラン
チに出かける際、早速、使ってくれた。
（ツアー出発前に“新品子ども服プレゼント”へ
のご協力を呼びかけさせていただいたところ、
150,000 円に達した。子ども服を購入後、余剰金
が出たため、一部をこれらの購入費に充てさせて
いただいた。詳細はサッチガッタの項を参照）

高柳さんは角刈りのおじさんに。ステキすぎます

ガールズです。左から門番さん、ラジャさん、門番さん、
ミツコさん

ヅラは子どもたちにも大人気。が、ハゲヅラだけは拒絶
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現地報告：ホスピス
※いつもありがとうございます。みんな美しい絵
柄のレターセットやカラフルな鉛筆、かわいいシ
ールに大興奮していました！
【文具購入費】
竹内淳子さん、水上直樹さん、房賢孝さん、武藤
禎さん、大田多恵さん、松葉道代さん
※レターセットを購入させていただき、皆さん
へのお手紙を書いてもらいました。
【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。
フェアトレード商品は、長年、アクセサリー類
にかぎられていたのだが、フリーマーケットなど
で雑貨類への要望の声があったため、最近はコー
スター制作にも取り組んでもらっている。2010年
からは、フェルトを素材としたグッズ制作をはじ
め、アイテム数もずいぶん増えてきた。
ビーズ素材の値上がりや製造中止、粒の形状の
歪みや色ムラといった不良品の混入など、仕事を
進めるうえで、さまざまな問題が生じる。かつて
は、こういったトラブルに直面すると、なんの対
策もとらずにお手上げ状態だった女性たち。だが、
ここ数年は、リーダーのサンティさんが臨機応変
に対応し、滞ることなく作業を進めてくれている。
頼もしい責任者に成長してくれたため、今回の訪
問時に、月額1,000ルピー（約1,000円）の給料を、
1,500ルピー（約1,500円）にアップした。
他の女性たちの技術も確実に上がっている。各
自の成果は次のとおりである。

現地で購入した男の子用のヘアバンドとサポーター。映
画のヒーロー気分！

「これは便利！」、「デザインもステキ！」と大好評の水
筒

●ツアー出発前、文具購入費へのカンパ、文具の
寄付、子どもたちへの手紙などについて、声かけ
させていただき、次の方々から温かなご協力を頂
戴した。いずれも、ツアー期間中、ホスピスの子
どもたちの学習道具に還元させていただいた。こ
の場をお借りして、重ねてお礼申し上げます。

ソンマヤ 2,980ルピー（約2,980円）
サンティ 2,360ルピー（約2,360円）
タラ 580ルピー（約580円）
ギータ・カルキ 1,560ルピー（約1,560円）
ギータ・タマン 2,970ルピー（約2,970円）
パビットラ 560ルピー（約560円）
プシュパ 720 ルピー（約 720 円）
ミンマヤ 570 ルピー（約 570 円）
サリタ 1,020 ルピー（約 1,020 円）
ディプ 1,400 ルピー（約 1,400 円）
パールバーティー 940 ルピー（約 940 円）
シータ・タマン 780 ルピー（約 780 円）

【子どもたちへの手紙】
阿部真里子さん、石原正行さん、上中美穂さん、
森谷里美さん
※子どもたちからお返事が届いています！
【文具の寄付】
上中美穂さん（鉛筆・お絵かき帳・折り紙など）、
中野陽子さん（レターセット）、森谷里美さん（シ
ール）
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現地報告：ホスピス
※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、お年玉を贈った。楽
しいお祭りのひとときを過ごしてほしい。
●ツアー終了後、ホスピス最年長の女の子・マド
ゥちゃんを中心に、お料理教室を行った。子ども
たちはピザが大好物だ。が、外食の機会といえば、
ラリグラスのツアーメンバーとの交流プログラム
で、映画に出かけた時ぐらいのこと。自分たちで
作ろうにも、オーブンもなく、頻繁に停電にみま
われる環境にあってはとても無理であるため、年
に 1 回ぐらいしか食べるチャンスがない。
そこで思いついたのが、フライパンピザである。
小麦粉、ベーキングパウダー、野菜やハム、ピザ
ソース、チーズなどの食材は、すべて現地で購入
できるため、作り方さえ教えれば、自分たちで作
れるだろうと考えたのだ。
調理法はいたって簡単。みんなに手順を教える
と、すぐにマスターしてくれた。
が、問題は、チーズやハムといったものがかな
り高値であるという点。とてもホスピスの食費で
は手が出ない。
そこでご協力くださったのが、
『 ナマステ！まん
のう』の平井英津子さんである。現地で必要なも
のに充ててほしいと、ご寄付をあつらえてくださ
ったのだ。
ありがたいお志を受け、チーズやハム、最近、
不足しがちな果物を購入するための費用として、
直接、寄付させていただくことにした。
また、現地に赴いてくださった瀧口修薫さんか
らは、フライパンをプレゼントしていただいた。
ありがとうございました！

女の子たちを対象にお料理教室。みんな真剣！

しっかりメモもとります

焼く前はこんな感じ
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現地報告：ホスピス

焼き上がるのを待つ間は、おしゃべりしたり、歌ったり

めったに食べられない生クリーム。たまりません！

はい、出来上り。とってもおいしいと大好評でした

均等に切り分けて、みんなでおいしくいただきました

ちょうど 3 人の子どもが誕生日だったので、ケーキを差
し入れ。みんなでお祝い！
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現地報告：トランジット・ホーム

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。短期日程で参加
していたため、帰国の途についた三島さんと藤本
さんに代わって、この日から現地在住の日本人看
護師・A さんが（本人のご都合により A さんとす
る）が 2 泊 3 日の予定でメンバーに加わった（本
人のご都合により以下、A さんとさせていただく）。
トランジット・ホームのスタッフ構成は、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 10 名。少人数
ながら、さまざまな取り組みを行っている。今回
の訪問時には、新たに『セーフ・マイグレーショ
ン』というプロジェクトを始動させていた。

トランジット・ホームの外観。二階が保護した女性たち
の一時滞在施設になっている

●これまでにも報告してきたが、アラブ諸国への
出稼ぎは増加の一途をたどっている。ネパール政
府の発表によれば、1 日あたり約 700 名が出国し
ているとのこと。特に女性の出稼ぎが急増してお
り、経由地・インドで人身売買されたり、渡航先
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で性犯罪に巻き込まれるなどの問題が多発してい
る。
男性の出稼ぎ労働者のトラブルも相次いでいる。
もっとも多いのは、借金して渡航費用を工面し、
アラブに渡ったものの仕事を得られなかったとい
った類だ。事前に聞いていた話とまったく違った
重労働を課せられるなど、雇用条件にまつわるト
ラブルも多く見られる。ほか、交通法規が分から
ず車に轢かれて死亡した、イスラムの慣習を知ら
ずに問題行動を起こしたとして逮捕された、現地
の既婚女性と関係をもったとして相手の親族に殺
害されたなど、深刻な事件に発展することもある。
出稼ぎ労働者の多くは、貧困家庭の出身者だ。
十分な教育を受けておらず、首都・カトマンズさ
え一度も訪ねたこともない世間知らずの人も少な
くない。こういった人たちが、宗教も慣習も言葉
も違う異国の地に赴けば、事件やトラブルに巻き
込まれる確率が高くなるのは当然のことといえる
のである。
こうした事態を受けて始められたプログラムが、
『セーフ・マイグレーション』だ。出稼ぎ労働者
が危険にさらされることのないよう、出稼ぎを希
望する人々を対象にアラブ諸国の生活習慣や人々
の性質、宗教上のタブーなど、さまざまな現地事
情をレクチャーするというものである。
ネパールの場合、
「 レクチャーしますので来てく
ださい」と呼びかけたところで、なかなか人は集
まらない。そのプログラムがどういったものかさ
え想像できないからだ。ゆえに、畑仕事を中断し、
交通費を使ってまでわざわざ足を運ぶような人は、
非常に少ないのである。
そこでトランジット・ホームは、お祭りを有効
活用することにしている。信仰心の厚いネパール
では、毎週のようになんらかのお祭りが催される。
人々はお寺に参り、公民館に集まって歌い踊って
楽しむ。そういった場に足を運んで、レクチャー
を行うのだ。こうした地道な努力の結果、1 月～7
月までの 7 カ月間で、13,615 名を対象にプログラ
ムを実施したとのことである。

現地報告：トランジット・ホーム
インドに行って働きたい」と話していた。父親と
継母の間には子どもも生まれたというから、家庭
に居場所がないのかもしれない。
連れ去られる少女たちの多くが、家庭に問題を
抱えている。家庭の温かみを知らずに育った彼女
たちは、いつも「家にいたっておもしろくない」、
「家にいたっていじめられるだけ」と思っている。
こうした心の隙につけこまれ、簡単に騙されてし
まうのである。

責任者のゴビンダさんから活動報告を受けるツアーメン
バー

●国境での監視業務をはじめとするその他の活動
も滞ることなく継続され、着実に成果をあげてい
た。以下は、1 月～７月までの 7 カ月間で、トラ
ンジット・ホームが扱った事案である。
国境で食い止めた少女と女性の数……179 人
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……7 人
行方不明者の届け出……52 件（その内、発見に至
った人数 15 人）
家庭内暴力……13 件
人身売買されたケース……2 件
レイプ被害……3 件
訴訟……3 件

バサントちゃん（中央）。貧しい身なりに、家庭環境の悪
さがうかがえる

●サンジュさん（18 歳）もまた、ひとりで国境を
越えようとしたところで保護された。
「 友だちと一
緒にインドに行く」と話すものの、友だちの姿は
なく、連絡先もわからないという。よくよく話を
聞くと男性の影が感じとられたため、怪しいとい
うことで保護したとのことだった。彼女はこの春、
高校を卒業したばかりという。十分な教育を受け
ているはずだが、あまりに無防備だ。こういった
目先の楽しさに惑わされ、犯罪に巻き込まれてし
まう少女が、最近とみに増えてきているとのこと
である。

●マイティ・ネパールは総力をあげて、人身売買
問題に立ち向かっている。トランジット・ホーム
も、国境に見張りを立てるなどして日夜、努力を
重ねているが、甘言に騙され、連れ去られてしま
う少女は後を絶たない。今回訪問時も、国境を超
える寸前のところで保護された 4 名が、シェルタ
ーに一時滞在していた。
バサントちゃん（12 歳）は、ひとりで国境付近
を歩いていたところを保護された。彼女の話によ
れば、小学 4 年生まで勉強したが、現在は家事や
農作業を手伝っているそうだ。母親は数年前から
マレーシアに出稼ぎにいっており、父親は他の女
性を家に入れて、夫婦同然の生活をしているとい
う。
バサントちゃんは、
「 仕事を紹介してやると言わ
れて、男の人についてきた。家には帰りたくない。
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現地報告：トランジット・ホーム

ちょっと派手目なサンジュさん。スタッフいわく、
「悪い

サニタさん（右）。いまだ相手の男への未練がうかがえた

男に騙される女の子の典型的なタイプ」なのだそうだ

ため、
「あなたを置き去りにするような男が、ちゃんとし
た人間であるはずはない！」と説得。彼女を保護したの

●サニタさん（20 歳）も無防備極まりない。タマ
ン族の若者と駆け落ちし、インドに向かう途中だ
ったというのだ。だが、国境で保護された際、サ
ニタさんに連れはいなかった。
「 彼は一足先に国境
を越えた。向こう側で待ってくれている」という
ため、その場で相手の携帯に連絡させた。本当に
恋人同士なら、彼女を迎えにきてもらったうえで、
今後の対応を決めるつもりだったのだ。だが、こ
の電話を最後に、男は電源をオフにしてしまい、1
週間以上経っても連絡がとれないとのことである。
こうした状況から、男の目的は、サニタさんを
売春宿に売り飛ばすことにあったのではないかと
いうのが、スタッフの推察である。
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は、国境警備にあたるボーダーガード（左）。「最近の若
い子は、簡単に人を好きになってしまう。恋愛ドラマの
見過ぎ」と眉を寄せる

●9 月 6 日はアンティ・トラフィッキング・デー
（人身売買廃絶の日）。この日、マイティは、全国
的にキャンペーンを展開するのだが、今年は『ヒ
ューマン・チェーン（人の鎖）』を計画していた。
トランジット・ホームのあるカカルビッタでも、
地域の学校や弁護士、警察らを中心に、町の人々
にも参加をあおぎ、国境で人の鎖を作るらしい。
数百人の参加を見込んでいるとのことで、地域の
ジャーナリストを対象とした会見も行う計画との
ことだった。

現地報告：サッチガッタ

サッチガッタ・メンタルケア施設
●トランジット・ホームの子どもたち 3 人と、サ
ッチガッタのメンタルケア施設に保護される女性
18 人に、年 1 回、新品の衣類をプレゼントしてい
る。今回は、トランジット・ホームの女の子 2 人
にワンピースを、男の子にはデイバッグを贈った。
サッチガッタの女性たちには、いつものように
クルタ用の生地だ。ツアーが終わってしばらくす
ると、ティーズ（女性だけが祝うお祭り）、ダサイ
ン（年最大のお祭り。日本のお正月に相当）と続
く。これらのお祭りに間に合うよう、スタッフが
街の仕立屋に注文してくれるとのことだ。
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、下記の方々からたくさんの
ご支援をいただいた。ここに改めて感謝申し上げ
ます。みんな、本当に喜んでくれました！

みんなの要望によるものです。どうぞ、ご理解い
ただけますよう、お願い申し上げます。

【新品子ども服のプレゼントにご協力いただい
た皆さま】
石原正行さん、伊藤芳樹さん、大田多恵さん、國
森佳子さん、後藤秀夫さん、小林幸子さん、
櫻井るり香さん、鈴木樹代子さん、竹内淳子さん、
千葉きく代さん、堤田芳和さん、
土居裕美子さん、轟木元枝さん、西部徹さん、野
口みどりさん、房賢孝さん、降幡めぶきさん、松
嵜三貴さん、松葉道代さん、水上直樹さん、三原
一夫さん、武藤禎さん、元田智子さん、
森本恵弥さん、森谷里美さん、山田都子さん

女性たちのクルタ。ピクニックに持参し、ひとりひとり
に選んでもらった（詳細は後述）

【クルタのプレゼントにご協力いただいた皆さ
ま】
石原正行さん、鈴木樹代子さん、西部徹さん、房
賢孝さん、降幡めぶきさん、松永一夫さん、
水上直樹さん、武藤禎さん、森本恵弥さん
【注記】
多くのご支援をいただき、子ども服への寄付合
計額が 150,000 円、クルタへの寄付合計額が
32,000 円となりました。クルタへの寄付は全額、
生地の購入に充てさせていただきましたが、子ど
も服への寄付金に余剰が出たため、一部をクルタ
購入費に充てさせていただき、残りはホスピスの
子どもと女性たちの水筒、男の子のサポーターな
どの購入費に充てさせていただきました。使途が
変更されることになりましたが、いずれも現地の

男の子にはデイバックをプレゼント。通学に使うそうだ
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●日本からのお土産も毎年の恒例だ。今回は、女
性たちのたっての希望で、ボディコロンを用意し
た。ネパールの女性はとっても香水好きだ。だが、
贅沢品とされるため、経済的に余裕がなければ手
が出ない。貧困層の女性になるとまったく縁のな
いものとされている。
ちなみに、筆者はネパールが内戦状態にあった
時、反政府組織マオイストの拠点とされていた西
ネパールの奥地、ロルパ郡タバンを取材で訪ねた
ことがある。そこで出会った現地の女性は、冬の
乾燥を防ぐため、食用油を顔に塗っていた！
このように、貧しい女性の多くは、化粧品とい
うものに触れる機会さえもないのである。もちろ
んサッチガッタの女性たちは、衣食住に事欠くこ
とはない。が、贅沢品とされる化粧品までは支給
されない。そのため、私たちが訪問するたびに、
口紅やファンデーションなどのコスメをリクエス
トされるのだ。もっとも多い要望は、パフューム
（香水）である。そこで今回のお土産に、ボディ
コロンをチョイスした次第である。しかもひとり
1 本ずつ！
ローズの香り、オレンジの香り、メロンの香り、
いちごの香りなど、計 7 種類を用意し、各自に好
みのものを選んでもらった。

手品を披露するツアーメンバー。こちらは変身前のミツ
コさん

手品に興味津々の女性たち

●2010 年夏のスタディ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。4 回目と
なる今回は、カンニャムを目的地に選んだ。
カンニャムとは、インドのダージリンと国境を
またいで西隣に位置する紅茶の産地イラムの一地
域。標高約 1,000 メートルの風向明媚な茶畑が広
がる高原の地だ。
カンニャムへのピクニックは、女性たちのかね
てからの要望だった。8 月はまだ雨期である。天
候に恵まれなければ、茶畑の真ん中で立ち往生し
かねず、なかなか決断できなかったのである。
が、責任者のゴビンダさんによれば、天気予報
が当日の天候を曇りと予想しているとのこと。な

ボディコロンを選ぶ女性たち。恒例のお菓子詰め合わせ
も相変わらずの人気
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んとか行けそうかもと判断し、カンニャム行きを
決めた次第である。
ところが、夜半から大豪雨。ドンドンガラガラ
雷まで鳴りだし、どうしたものかと案じていたの
だが、朝を迎えると小雨に。空にかかった雲もと
ころどころ切れ目が見え始めたため、一路、カン
ニャムへと出発したのだった。
ちなみに、責任者のゴビンダさんから、早朝 5
時に電話があった。心配のあまり、夜中に目が覚
めてしまったらしい。カンニャムと聞いて大喜び
していた女性たち。期待を裏切るわけにはいかな
いと、天に念じて朝を迎えたそうだ。
美しい茶畑が一面に広がるカンニャム 。念願の地を訪れ

●ゴビンダさんの祈りが通じたのか、道中、雨も
次第にあがり、カンニャムに到着する頃には、薄
曇りとなっていた。清らかな空気と、茶畑にたゆ
たう霧がイラム地方の名物。実に美しい。茶畑の
一角のちょっとした広場にシートを広げ、温かな
お茶で休息。平地のカカルビッタは連日 30 度を超
える暑さ。涼しい高原で避暑のひとときといった
ところだ。
休憩を終えた後は、ダンス大会。今回は、カカ
ルビッタの隣町、ビラトナガールのお店から、音
響設備をレンタルした。結婚式やお祭り、各種集
会で使われるような巨大スピーカーと再生機だ。
重くてデカくて運搬にかなりの労を要したが、年
1 回のラリグラス主催のフェスティバルである。
力を入れずにおられようか。
スタッフは早速、ランチの準備に取りかかる。
プラオ（炊き込みご飯）、チキンカレー、野菜カレ
ー、アチャール（漬物）などなど、かなりのご馳
走だ。ツアーメンバーも、お手伝いしたり、女性
たちとダンスしたりと場を盛り上げてくれた。

て満足そうです

まずはお茶とスナックで休憩

鍋釜・食材持参がネパールのピクニックのスタイル。こ
れからご馳走を作ります
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でくれたことと思う。カンニャムの村人に白い目
を向けられながらも、女装に徹し、禿げヅラをか
ぶり、笑顔を引き出してくれた皆さんに感謝であ
る。

みんなでダンスで盛り上がる！いえーい！

着々と準備が整っていきます。こちらはプラオ

●もっとも盛り上がったのは、巻末の参加者感想
文にあるとおり、ミツコさんが女装を披露してく
れた瞬間である。実は、兼ねてからサッチガッタ
の女性たちにも、仮装を楽しんでほしいと考えて
いたのだが、何分、精神面が不安定である。面白
がってくれるどころか、その夜、悪夢にうなされ
るようなことにでもなったらたいへんである。
が、ここのところ、女性たちの調子はどんどんよ
くなってきている。笑ってくれるかどうかは定か
ではないが、少なくとも恐怖におびえる心配はな
いだろう。ということで、ミツコさんに再登場を
願った次第である。
結果は予想以上の盛況ぶり。男性スタッフにも
女装してもらい、ゴビンダさんにも半ば強制的に
おかっぱのかつらをかぶらせたところこれが大ウ
ケ。女性たちがおなかを抱えて笑っているではな
いか。そのうち、自分たちもかつらをかぶりはじ
める。
女性たちの単調な日常に、大きな笑いはほと
んどない。鬱々と過ごす彼女たちの日々を思うと、
「もう、なんでもやります！」といった気持ちに
させられる。ツアーメンバーも同じ気持ちで臨ん

重度の自閉症のラダちゃんも笑顔で踊る。ゆっくりとで
はあるものの、みんな確実に状態がよくなっていってい
る
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ミツコさん、今年も身体をはってくれてありがとうござ
いました

そして、通訳のラジャさんも高原の少女に

●こうしてランチの時間を迎える。その時だった
……。
山の天気は移ろいやすい。はじめは雲の合間か
ら、ポツリポツリとくるぐらいだった。が、つい
に本降りとなってしまったのだ。しかも、これか
ら食事という時に。天気予報のウソつき。
もはや、避暑どころではない。寒い。ひたすら
寒い。ともあれ、バスの中に避難させたのだが、
女性たちは気分がどんどん沈んでいっている。こ
のままではマズいと判断し、スタッフとともに村
の茶店に交渉に赴く。結果、雨宿りとランチの持
ち込みを快諾していただいた。
食後は、クルタのプレゼントタイム。人数の 3
倍ほどの数を準備し、1 人ひとりに好みの 1 品を
選んでもらう趣向だ。日頃、女性たちがショッピ
ングに出かける機会はない。気分だけでも、買い
物の楽しさを味わってもらいたいとプランしたも
のだ。
やはり、女性のショッピング好きは万国共通。
つい先ほどまで寒さに震え、どんよりしていた女
性たちだったが、色とりどりのクルタを前に目を
輝かせている。
かくして、波乱の数々もありながら、ピクニック
は成功裏のうちに幕を閉じたのだった。

責任者・ゴビンダさんのおかっぱ姿にみんな大爆笑

ミツコに触発され、男性スタッフも女子に
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茶店でランチ。美味！だけど寒い！

みんなとっても喜んでくれました。やはり赤系が人気

●『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』
ラリグラスは、こうした気持ちでサッチガッタ
の施設を支援している。そんな私たちの思いに賛
同してくださり、さまざまなかたちでご支援くだ
さる皆さまに、改めて感謝申し上げたい。
雨には降られることになったが、みんな、心か
ら楽しんでくれた。ありがとうございました。

スタッフは 子ども連れで参加。ラリグラス提供の慰安旅
行でもあります

茶店の一角をお借りして、即席のクルタ屋さんに。ミツ
コさん、今度は店員さんに
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レスキュー・ファンデーション
●ムンバイ市ボイサルに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
制労働を強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・ネパールをはじめとする各国の
NGO が犯罪予防のための活動に取り組んでいるも
のの、年々、巧妙化する手口により、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。
また、デリー事務所を開設し、北インド地域の
売春宿からの被害者救出に精力的に取り組んでい
る。
こういった精力的なレスキュー・ファンデーショ
ンの取り組みが高く評価され、この度、 代表のト

今回の賞は、トリベニさんはじめ、レスキュー・
ファンデーションのスタッフすべてに、そしていつ
もご支援くださるラリグラス関係者の皆さまに贈ら
れたものだと思っている。

改めてここにお礼を申し上げたい。

さまざまな職業訓練を行うレスキュー・ファンデーショ

リベニ・アチャルヤさんが World of Children Award

ン。こちらはグリーティング・カード制作のトレーニン

2013 を受賞しました！

グ。しっかりスキルを習得すれば、業者が商品として買

World of Children Award は、政治、宗教、地理

いとってくれるため、女の子たちの収入につながる

的な壁を越えて、アメリカまたは全世界で子どもた
ちのために献身的に活動する人物を称え、彼ら が取
り組むプログラムを支援するアメリカの賞である。

この賞において、トリベニさんは“ヒューマニタ
リアン賞（ 人道・博愛主義賞 ）を受賞した。今回の
受賞に際し、トリベニさんは次のようなメッセージ
を発信している。
「このような賞をいただき、たいへん光栄です。今
回の受賞は、私たちの使命の遂行を励まし、勇気づ
けてくれたうえに、私たちの活動がさらに広く認識
されるだろうと期待しています」

今回の 受賞に際し、トリベニさんは賞金を受け取
った。それを用いて、レスキュー・ファンデーショ
ンが、今後保護する 1,350 人の子どもたちのレスキ
ューと、彼女たちのリハビリ、自立などを行う予定

もっとも人気の高い美容技術の訓練。木綿糸を器用に操

とのことだ。

り、眉毛をトリミングする

ラリグラスはレスキュー・ファンデーションの後
方支援部隊として、2007 年よりできる限りの支援を
続けてきた。そして、その支援を後押ししてくださ
ったのは、ラリグラス関係者の皆さまである。
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縫製技術の職業訓練。インドの女の子はとっても飲みこ
みが早い

私たちもとても誇らしい！

ボイサルの施設。たいへんのどかな環境にあり、みんな
リラックスムード。ラリグラスが建設支援したケアセン
ターもこの地にある

受賞スピーチをするトリベニさん

ニューヨークの受賞式会場。さすがアメリカ、盛大だ
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【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：トクヒ）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（銀行口座を変更しました。）
三菱東京 UFJ 銀行 麻布支店
口座番号：普通預金 0158054
口座名義：トクテイヒエイリカツドウホウジン
ラリグラスジャパン

※ 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。
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。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。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 VDC 1である。

事務所から目的の VDC まで 3 日ほどかけて行くこ
ともあるという。このような場所に行く場合は
NDWS のスタッフたちも泊まりがけで出かけ、VDC
の行政やヘルス・ワーカーと協力して、VDC 内の
障がい児・者の情報をあらかじめ収集してもらい、
家庭訪問などの調査を行った後、障がい者手帳を
発行するようにしている。
6 月に実施した調査・発行業務では、地域住民
向けのアウェアネスプログラムも同時に開始した。
地域の政治リーダーや行政職員などにも参加して
もらい、障がい児・者への支援の必要性をアピー
ルした結果、郡開発事務所から追加で予算がおり、
松葉づえなどの補助具を購入することができた。
また、同じく郡開発事務所の予算で湯たんぽ・車
いす・ポータブルトイレを購入し、障がい児・者
約 250 人に配布した。

●CBR プログラム関連の活動
2011 年から開始したゴダワリ地方の障がい者
手帳発行手続きを、引き続き今年も実施している。
ラリトプール郡開発事務所（郡レベルの地方自治
体）からの受託事業で、毎回新しい VDC を追加し
ている。アクセスが困難な山間部が多く、NDWS の

●デイケアセンターの活動
デイケアセンターは 2000 年に開設した障がい
児のための療育センターである。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。2013 年 8 月現在の登録児童数は 24

障がい者手帳発行の様子。本人の拇印が必要となる

2013 年 4 月から、公益信託今井記念海外協力基
金から助成を受けて、
「障がい者・障がい児支援サ
ービスボランティア育成事業」を開始した。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。

1

自治体単位のひとつである村落開発委員会のこ
と。
28

現地報告：ネパール障がい者女性協会（NDWS）
人。昨年 2 月に、韓国製のリハビリテーション医
療機器を備えたリハビリセンターがカトマンズに
開設され、そこに通う子どもが出てきたため、定
期的に通っているのは 14 人、その内 12 人は毎日
通っている。
デイケアセンターは設立当初から女性教員を雇
っていたが、ここ最近は、スクールバスの燃料費
や物価の高騰などが運営費を圧迫し、資金繰りが
厳しくなっていた。そこで、親の会であるペアレ
ンツ・アソシエーションと会合を持ち、女性教員
を解雇してペアレンツ・アソシエーションのメン
バーが交代でデイケアセンターでの学習ケアを担
当することにした。また、不定期ではあるが欧米
を中心とした海外からの短期ボランティアも受け
入れており、こういったボランティア制度も活用
しながらスタッフ不足を解消している。

際 NGO などにアプローチしているが、継続的な支
援を行ってくれる有力なドナーはいまだ見つかっ
ていない。
このような財政難に対応するため、ペアレン
ツ・アソシエーションは NDWS のサービスへの対価
として月 2,000 ルピー（約 2,000 円）をデイケア
センターに通う子どもの家庭から集金することを
決めた。ゴダワリ地域は山間部に位置するため、
貧困家庭も多く、NDWS によると地域の平均収入は
100US ドル程度とのこと。その中から毎月 2,000
ルピーを支払うことは、家計の負担になる家庭も
あるそうだが、現在のところ全員が賛同しており、
しばらくはこのシステムを継続するようにしてい
る。
NDWS の活動は、地域での知名度も向上し、郡政
府や同分野の他 NGO からも活動を評価されている。
名が知れたことで、これまでサービスの行き届い
ていなかったより山間部の地域からも支援の要請
が上がっており、郡政府からも同様の要請がある
ため、NDWS はデイケアセンターの運営をペアレン
ツ・アソシエーションに任せ、アクセスの悪い地
域の障がい児・者に支援の対象を広げていく考え
である。
また、会合では保護者の経済力向上を目指した
マイクロクレジット活動も計画中であり、ヤギの
飼育や竹かご作りなどが候補としてあがっている。

ラリグラス訪問時の様子。子どもの 後ろに立っているオ
レンジの洋服女性は保護者ボランティア

◆ペアレンツ・アソシエーションの協力
NDWS の親の会、ペアレンツ・アソシエーション
は、前述した保護者ボランティアをはじめ、NDWS
の運営に積極的に携わっており、会合も定期的に
開いている。ただ、現在 NDWS の継続ドナーはラリ
グラスのみとなっており、運営資金が限られてい
る一方で、事業支出は増えるばかりであり、NDWS
の財政難が続いている。他の NGO がスタッフの給
与を値上げしているのに対し、NDWS は据え置きで
働いてもらっていたが、それでも厳しい状況にな
り、今回家族ボランティアの協力を得て教員数を
1 人減らした。ラリグラスも NDWS への支援を継続
するためにも支援額を増やすことは困難であり、
他のドナー探しをするように数年にわたってお願
いしており、NDWS も国内のロータリークラブや国

ペアレンツ・アソシエーションの会合
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◆その他の活動
2013年8月、ラリグラスのスタディツアー一行が
デイケアセンターを訪問した。デイケアセンター
でNDWSの概要について話を聞いた後、フィールド
ワークへと出かけた。

医者さんになりたい」と言っていたが、現在はカ
レッジでマネジメントを専攻しているそうで、会
計士を目指しているとのこと。
冬になると下半身が冷えてしまうため、硬直を
防ぐためのエクササイズも毎日行っているという。

ツアーメンバーと NDWS スタッフ・保護者

フィールドワークでは、久々にアナンタ君の家
を訪問できた。アナンタ君は、骨形成不全症とい
う病気で、下半身の骨形成が正常に行われず、自
力歩行が困難なために車いすを使用している。
NDWSの設立初期の頃から支援している子どもの一
人である。知的障がいなどはないため、NDWSが地
域の学校と交渉し、通常の学校で勉強を続けてき
た。アナンタ君は小さいころから成績優秀で、以
前通っていた学校はNDWSの事務所から近かったた
め、スタディツアーの度に訪問していたが、ここ
数年は上級学校に進学したため会うことができて
いなかった。
現在パタン（ゴダワリから車で30分程度）にあ
るカレッジに通っているそうで、バスで一人通学
をしているとのこと。授業は朝午前6時半から10
時45分のクラスを受けているため、毎日5時半にゴ
ダワリを出発するバスに乗って通学しているそう
だ。ネパールのバスは車いすのまま乗車できる仕
様になっていないため、バスの乗降は家族とカレ
ッジのスタッフの手助けを借りている。ネパール
の高校卒業資格にあたるSLC（School Leaving
Certificate）を好成績で卒業したため、NDWSから
賞状を発行したそうだ。アナンタ君の家ではこの
賞状を額に入れて飾っている。ネパールでは、カ
レッジや大学進学の際、このSLCの成績が重要にな
る。アナンタ君は小さい頃将来の夢を聞くと、
「お

すっかり大人になったアナンタ君。現在 19 歳

◆訃報
2013 年 10 月 28 日、NDWS のデイケアセンターに
通っており、里子でもあったラリタ・タマンちゃ
んが急逝しました。原因は結核だったそうです。
ダンスと歌が大好きで、いつも笑顔の絶えない明
るい女の子でした。最後は病院の ICU に入ってい
たのですが、結核の診断が遅くなったため、処置
が後手になったと想像されます。享年 11 歳でした。
2 年前に撮影した写真を掲載します。ご冥福をお
祈りいたします。
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イベント・その他の活動（2013年4～9月）
【イベント】
●アースデイ
2013 年 4 月 20 日（土）～21 日（日）に、東京
都の代々木公園で行われたアースデイ東京 2013
に参加し、マイティ・ネパールのホスピスの女性
たちが作ったビーズアクセサリーやフェルト雑貨、
およびネパール雑貨などの販売とパネル、パンフ
レット、口頭での活動紹介を行った。
天気予報の通り、両日とも雨に見舞われてしま
った。土曜日は午後から、日曜日は朝からの土砂
降りだった。そのため、残念ながら客足も少なか
った。気温も下がり、足元が悪い中で、ボランテ
ィアの皆さまには商品が雨に当たらないよう、そ
して入口にできてしまった水たまりを避けるよう
にレイアウトを変更してもらったり、濡れてしま
った商品を拭いてもらったりと、大変お世話にな
った。お手伝いいただき、心より感謝申し上げる。
4 月にネパールの現地視察を行ったため、新た
に買い取ったビーズ商品が入荷していた。回を増
すごとに品質レベルが上がっている。ホスピスの
女性たちの努力と成長が形となって表れ、それが
売上にも反映しているように感じる。特に人気が
あるビーズのコースターは、ビーズの並びがとて
もきれいに仕上がっており、東京のおしゃれな雑
貨店に並んでいてもおかしくないほど、素晴らし
いできだ。このように制作技術が向上し、人気も
ある商品は、色やデザインのバリエーションを増
やして、定番商品に成長させたい。
また、あいにくの天気にもかかわらず、当会の
活動に興味をもって、ブーズを訪ねてくださった
方もいた。少しずつかもしれないが、悲惨な人身
売買の問題をまず知ってもらう機会となるよう、
このようなイベントでも活動紹介に励んでいく次
第である。

1 日目、土曜日 AM。まだ雨は降っておらず、商品ものび
のびと陳列されています！

2 日目、日曜日 AM。雨をよけながらの陳列。商品整理を
してくださるボランティアさん

人気のフェアトレード商品、ビーズのコースター。時々
レイアウトを変化させるなど、常に見せ方の工夫をして
います！
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【その他】
●印刷作業（2013 年 6 月 16 日）
『ラリグラス・ジャパン 2013 春リポート』の
印刷・発送作業を、東京ボランティア・市民活動
センターにて行った。
機械が不調で思うように作業が進まなかったが、
ボランティアの皆さまのお陰で無事に発送を終え
ることができた。ご協力くださった皆さまに感謝
申し上げる。

青年海外協力隊ネパール会の上坂とよ子様、大
野国貢様はじめ会の皆さまには、2013 年 4 月 20
日（土）〜21 日（日）の両日にわたり、青年海外
協力隊 OB 会のイベントにて、委託販売にご協力い
ただいた。前述の当会が出展したイベント「アー
スデイ東京 2013」と同じ日程で、悪天候の中での
開催であった。それにも関わらずご尽力いただい
たことに感謝申し上げる。
東京都世田谷区・三軒茶屋にあるカフェ「Cafe
ゆうじ屋」様では、店主の実方裕二様の多大なご
協力の下、店舗及び移動販売、イベント参加など
でビーズ商品の委託販売をしてくださっている。
今年 6 月より現在に至るまで精力的に活動してい
ただき、売上累計は 98,000 円にも上る。今後も続
けてくださる予定だ。店舗がない当会にとって、
いつでもお客様の目に入り、手にとってもらえる
環境であることは非常にありがたいことだ。心よ
り感謝申し上げたい。

● 委託販売
ラリグラス・ジャパンでは、当会が所有する商
品（マイティ・ネパールのホスピスで暮らす女性
が制作したビーズ・フェルト商品やネパール雑貨）
をイベントで販売している。しかし現状では、イ
ベントの出展は東京（アースデイ東京・グローバ
ルフェスタ JAPAN）
・神奈川（よこはま国際フェス
タ）のみとなっているため、近年は遠方にお住ま
いの方にも商品を手にとっていただきやすい委託
販売に力を入れている。この半年の間にも多くの
方々にご協力いただいた。
三島正志様には、昨年 12 月より委託販売にご協
力いただいている。広島市内で月１～２回程度フ
リーマーケットに出店され、南三陸町観光協会さ
んと連携して同町仮設住宅におられる主婦皆さん
方の手作り品の支援販売や、当会のビーズ商品と
ネパール雑貨の委託販売にもご協力いただいてい
る。関東地区以外の方々にもラリグラスの商品、
ホスピスの女性たちの思いのこもった商品を手に
とっていただける貴重な機会である。追加注文も
されており、今後も継続して下さるとのことだ。
ご協力に感謝申し上げる。

カフェのケーキと一緒にラリグラスのビーズ商品を車いすで移
動販売してくださる、店主の実方さん。 写真は、夏のイベント
にて

このようにボランティアの皆さまのご協力で販
売を行っているフェアトレード商品の制作は、ホ
スピスの女性たちの唯一の現金収入の手段である
とともに、単調になりがちな生活に心のハリをも
たらす、重要な意味をもつものである。たまに近
くへ出かける際のショッピング、お祭り、家族の
ための貯蓄など、人それぞれに収入の使い道があ
り、喜びがある。そして、日本で自分が作った商
品が売られていることへの誇りや自信が生まれ、
生活にメリハリができるのである。
このため、プロジェクトを継続し、一定量の発

ある日 の三 島 さんのフリーマーケットの様 子 。当 会の活 動 紹
介パネルとともに、手作りのＰＯＰも用意していただいた。
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注を保つことがとても重要になる。しかし、前述
したように現在当会が出展しているのは首都圏で
のイベントのみで、年間に 3 件と回数も多いとは
いえず、販売量に限りがあるのが現状だ。そこで、
販路を確保し、さらに拡大するために、委託販売
へのご協力のお願いを強く呼びかけている。
ビーズ商品の新デザインや新たにフェルト商品
を発注するなど、商品開発にも力を入れている。
通常、発注は夏のスタディツアーの際に行い、翌
年のツアーで訪問した際に検品・買い取りを行う。
いずれもスタディツアーの参加者の皆さまにお願
いすることで成り立っている。この場を借りてお
礼申し上げる。発注・納品が頻繁に行えないため
苦労もあるが、今後もラリグラスの活動の大きな
柱になるプロジェクトである。
このように大変意義のある委託販売にご協力い
ただいた皆さまには心よりお礼を申し上げたい。
そして引き続き全国の皆さまのご協力をお願いし
たい。

○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
ています（価格がお客様層と合わない場合等はご
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、ご入金の際にかかる手数料はご負担願いま
す。また、売上金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。
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。

［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
↓
販売見込みに応じたビーズ商品と
ネパール雑貨の送付（当会より）
↓
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
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●公益信託今井海外協力基金からの助成金
2013 年 4 月より、公益信託今井記念海外協力基
金から助成金を受けて、
「障がい者・障がい児支援
サービスボランティア育成事業」を実施している。
この事業は、主にアクセスの悪い地域、NDWS のス
タッフが頻繁に巡回することが難しい地域を対象
に、障がい児・者へのサービス提供の担い手を体
系化された研修プログラムのもとで育成すること
を目的としている。対象 VDC は 9 カ所となってい
る。
2013 年 4 月には研修計画の策定を行い、2013
年 6 月から研修の教材の作成にとりかかった。研
修教材は、PPT スライドが中心である。障がいに
ついてわかりやすく説明することを心がけ、写真
や事例を多用したスライドとなった。教材作成の
際には、特別支援教育に関わっているラリグラス
のスタッフが適宜助言を行うようにした。
2013 年 7 月には、各 VDC の参加者の選定を行っ
た。対象となる参加者は、ヘルス・ワーカー、助
産師、看護師、青年会に所属するボランティアの
学生である。これらの選定にあたっては、VDC の
担当職員と連携をとりながら行った。参加者の選
定後、いよいよ研修がスタートした。研修は 1VDC
につき 3 日間となっており、障がいの種類や程度、
障がい者手帳に関する知識、必要なサービス、簡
単なテラピーの手法などテーマは多岐にわたる。
テラピーの手法の講義では、実際に身体障がいを
もつ子どもに協力してもらい、NDWS のスタッフが
テラピーを行うところを見てもらった後、参加者
が実践をしていった。また、研修ではできるだけ
参加型の手法をとるようにラリグラスから提案し、
参加者のこれまでの経験で困ったことなどを発表
してもらい、その対応法などについて全員で検討
するようにした。
研修は現在も実施中であり、来年の 2 月を目途
にすべての VDC での研修を終える予定である。
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実際のテラピーを見せながらの研修

参加者たちは熱心にメモを取っている

決算・予算・事業計画

2012年度決算・20013年度予算
2012年度予算・決算・2013年度予算
科目
１．会費収入

2012年度予算
2,482,000

正会員
団体賛助会員
学生・一般賛助会員
里親賛助会員

2013 年度予算

2,198,000

340,000
30,000
564,000
1,548,000

320,000
0
426,000
1,116,000

380,000
0
594,000
1,224,000

2,060,500
2,020,000

2,066,555
2,038,795

1,812,300
1,780,000

フリーマーケットなど
スタディツアー

1,420,000
600,000

1,288,635
750,160

1,130,000
650,000

（2）情報収集・情報提供活動

40,500

27,760

32,300

２．事業収入
（1）普及・啓発事業

収
入

（単位：円）

2012年度決算
1,862,000

書籍代、ＤＶＤ代など

３．補助金・助成金収入
４．寄付金収入

40,500
0

4,830,000

一般寄付
ブライダル基金
子ども服
その他

4,200,000
500,000
80,000
50,000

５．その他収入

5,000

旧事業から繰り入れ
その他、受取利息など

６.前期繰越金より

経常収入合計
１．事業費
（1）マイティ・ネパール支援事業
サッチガッタ運営費
エンパワメント支援費
ﾎｽﾋﾟｽ事業費
その他
（2）ＮＤＷＳ支援事業
ＮＤＷＳ運営費
その他
（3）レスキュー・ファンデーション支援事業
レスキュー・ファンデーション運営費
ブライダル基金
その他
支 （4）普及・啓発事業
フリーマーケットなど
出
スタディツアー
講演会
映画・ＤＶＤ製作
その他
（5）情報収集・情報提供事業
ホームページ運営・印刷など
現地調査費

その他
２．管理費
３．予備費

経常支出合計
４．その他収入（為替差益）
５．その他支出（為替差損）
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

0
5,000

27,760
0

6,700,497
6,405,497
175,000
25,500
94,500

765
0
765

32,300
0

4,660,000
4,200,000
300,000
50,000
110,000

0
0
0

721,100
10,098,600

0
10,629,817

1,433,700
10,104,000

8,872,600
1,620,000

8,364,652
1,714,746

8,900,000
1,620,000

1,500,000
40,000
70,000
10,000

1,500,000
132,838
68,104
13,804

1,500,000
40,000
70,000
10,000

1,020,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000
20,000

1,000,000
0

1,000,000
0

2,300,000

2,329,576

2,300,000

2,000,000
200,000
100,000

1,701,680
509,742
118,154

2,000,000
200,000
100,000

3,290,000

2,539,876

3,360,000

690,000
1,050,000
0
1,500,000
50,000

443,791
1,008,366
0
950,506
137,213

585,000
1,050,000

642,600

780,454

620,000

132,600
500,000
10,000

55,458
681,299
43,697

75,000
500,000
45,000

226,000
1,000,000
10,098,600
0
0

173,602
0
8,538,254
41,173
20,206

204,000
1,000,000
10,104,000
0
0

0
6,702,289
6,702,289

2,112,530
6,702,289
8,814,819

0
8,814,819
8,814,819
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1,600,000
125,000

決算・予算・事業計画

2013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
・ホスピス運営支援
・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
・アースデイ東京、グローバルフェスタ JAPAN、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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特定非営利活動法人

ラリグラス・ジャパン

定款

新旧対照表
新

旧

（事業の種類）

（事業の種類）

第 5 条（現行のとおり）

第 5 条（略）

(1)海外支援事業

(1)マイティ・ネパール支援事業

ネパールとインドで人身売買・強制売春の被害

(2)ネパール障害者女性協会（NDWS）支援事業

女性、障害を持つ子どもたちを支援する

(3)レスキュー・ファンデーション（RF）支援事業

(2)国内事業

(4) 普及・啓発事業

本法人の目的を達成するために必要な普及・啓

(5) 情報収集・情報提供事業

発・情報収集・情報提供など

(6) その他本法人の目的を達成するために必要な事業
２

この法人は、次のその他の事業を行う。

(1) フェアトレード商品・書籍およびイベントでの食
品販売事業
(2) 報告書作成・広告・ホームページによる広報事
３

前項に掲げる事業は、第１項に掲げる事業に支障
がない限り行うものとし、その収益は、第１項に
掲げる事業に充てるものとする。

【変更理由】
1．事業の種類をまとめた。
2．その他の事業を削除
（種 別）

（種 別）

第６条（現行のとおり）

第６条（略）

(1) 正会員

(1) 正会員

この法人の目的に賛同して入会した個人及び団

この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

体で総会における議決権を有す。

で、積極的にこの法人の運営に責任を有する者。総
会における議決権を有する。正会員は、一般正会員
と里親（教育＆生活）正会員、団体正会員の３種が
ある。

(2)、(3)（現行のとおり）

(2)、(3)（略）

【変更理由】
正会員を 1 種類にした。
（区 分）

（区 分）

第４３条

第４３条

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業

この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に

に関する資産とする。

係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産
の２種とする。

（会計区分）

（会計区分）

第４６条

第４６条

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業

この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動

会計とする。

に係る事業会計、その他の事業会計の２種とする。

【変更理由】
その他の事業を削除
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会員・寄付者リスト
（敬称略）

【会員】
2013 年 4 月から 2013 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 石川重美
上原翔子 岡佐保理 小山田万里子 門垣裕子 亀尾麻彩子 下窄あゆみ
須賀香奈 高橋国和
高橋奈美江 高柳ユミ 竹田鈴江 中嶋野香 新倉元彦 長谷川まり子
畑中郁香 林亜紀子 三原一夫
《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 岡野孝博 奥井眞佐子 尾花好恵 小俣富美香 金子三郎
川島由佳 木村良枝 喜友名尚美 工藤節子 國森佳子 畔柳茂樹 櫻井るり香 渋谷修 白石衣香
鈴木樹代子 宗祥子 反町絵理 高橋多美子 瀧口修薫 竹田鈴江 田中易子 土居裕見子 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 萩原民也 畑中郁香 林泉 林和夫
林省吾 平井英津子 平野善之 房賢孝 藤本律子 細村嘉一 前澤洋子 丸山竹士郎 水上直樹
三ツ木知昭 宮田泰司 宮崎宜典 武藤裕子 持田季未子 森谷里美 山田しづ子 山田千恵 吉田紫磨子
《一般賛助会員》
青山由香 秋山洋子 生田卍 石渡裕康 稲垣すみ子 稲葉資郎 今村久美子 岩原日有子 内田修弘
江戸利恵 大成勝代 大西朋子 大野国貢 近江京子 岡田桂子 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 木藤陽子 木村和人 駒井咲久良 齊藤英恵 坂本淳子
佐々木ひろみ 渋谷優子 鈴木祐子 竹内淳子 玉橋紳一郎 千葉幸子 塚野多木子 富成玉江 長坂実紀
中野陽子 名田文子 西野章男 野口恵里花 河朱美 長谷川隆三 平櫛知行 藤音浄明 降幡めぶき
松岡勝彦 松岡静枝 松永一夫 松葉道代 松本聡子 武藤禎 村上隆男 森本恵弥 矢野弘明
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 永松若葉 藤本成美
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【寄付をしてくださった皆さま】
（2013 年 4 月～2013 年 9 月）
青沼優 池田勝義 石原正行 伊藤芳樹 井上比左子 上坂とよ子 上中美穂 上山英徳 宇田川江美
大田多恵 大成勝代 大成勝代 小俣富美香 小野寺一彦 笠井育子
（株）シャンティ・アジア・プロモーション 渋谷優子 河合徹 川辺美希 國森佳子 栗原由佳 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 坂本淳子 櫻井るり香 佐藤光男
白石衣香 篠原マリ 杉田泰子 杉山弘子 鈴木樹代子 高橋国和 瀧口修薫 竹内淳子 竹田鈴江
竹林早苗 田邊暢子 谷川日康 千葉きく代 堤田芳和 手塚たみ子 土居裕見子 轟木元枝 中野陽子
中山鈴枝 新倉元彦 西部徹 西山菜絵美 丹羽千尋 野口みどり 花見和子 平井英津子 平野善之
房賢孝 二神成尊 降幡めぶき 別府浩一郎 前澤洋子 増田澄恵 俣野美代子 松嵜三貴 松澤大輔
松澤大輔 松永一夫 松葉道代 丸山竹士郎 三島正志 水上直樹 三橋久子 三原一夫 武藤禎
元田智子 森谷里美 森本恵弥 山田都子 ヨシダマサナオ 横田眞二郎 アースデイ寄付 匿名

【書籍購入にご協力いただいた皆さま】
（2013 年 4 月～2013 年 9 月）
上野恵美子 金井ユミ 白石衣香 杉山弘子 住友康人 中山鈴枝 野尻泰史

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】
（2013 年 4 月〜2013 年 9 月）
愛澤香 秋山佳子 石川重美 上坂とよ子 上原翔子 宇田川江美 宇田川純子 大田多恵 大野国貢
小俣富美香 岡佐保理 Cafe ゆうじ屋 亀尾麻彩子 古賀盟子 佐々木美幸 下窄あゆみ 須賀香奈
青年海外協力隊ネパール会 高柳ユミ 竹内淳子 中嶋野香 新倉元彦 長谷川まり子 林亜紀子
丸山志野 三島正志 三原一夫 武藤禎 森谷里美

【活動にご協力くださった団体・皆さま】
（2013 年 4 月～2013 年 9 月）
青木亮 株式会社風の旅行社 株式会社光文社
佐伯義文（ジャムシステム株式会社） 佐藤圭司
ダカル・ヤムラル（DHAKAL INTERPRISES 株式会社） 手島綾
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【理事・役員】
理事
長谷川まり子
秋山佳子
石川重美
上原翔子
岡佐保理
亀尾麻彩子
下窄あゆみ
須賀香奈
高柳ユミ
中嶋野香
林亜紀子

代表
渉外（info メール）担当
会計・会員名簿・ホームページ担当
NDWS・各種補助金申請担当
商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当
商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当
商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当
NDWS 担当・里親会員・年間スケジュール管理担当
翻訳チーム・渉外（info メール）
・各種補助金申請担当
会計・渉外（info メール）
・各種補助金申請担当
里親会員・翻訳チーム・各種補助金申請・NDWS 担当

監事

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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スタディツアー感想文

スタディツアー感想文

◆参加者◆

大野国貢
Ａさん
藤本成美
三島正志

◆同行スタッフ◆

長谷川まり子
高柳 ユミ

東京
現地在住
高知
広島

社会人
社会人
学生
社会人

ラリグラス・ジャパン 代表
ラリグラス・ジャパン 理事
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スタディツアー感想文
スタディツアーリポート

その 2 人はあらら、何と公衆の面前でナイティに
着替えることまでやってしまったのでありました。
ナイティネパール（昨年のツアーリポート参照）
が白昼堂々衆人環境への登場！ 2 人の名は「マ
サコ」さま(三島さん)、そして去年からさらにバ
ージョンアップして豊満ボディとなった「ミツコ
デラックス」！ （風船を 2 つふくらませて、100
円ショップで買った腹巻きでくるんで身につける
ことで豊満ボディを実現）
さて、映画の方はヒロインが死んでしまい、ヒ
ーローはその後の人生を独り身で貫くという涙の
ラストを迎え、観客も涙を流している。しかし、
館内が明るくなった途端、その涙は館内に現れた
2 人の美女(?)を見たことが原因で、笑いすぎによ
る涙に変わってしまったのであった。
映画が終わった後、そのままの格好でレストラ
ンへ移動。いつもと違う空間で多くの人たちと食
べる食事はまた格別のようで、みんなモリモリ食
べてくれました。食事の後、子どもたちはレスト
ラン内の遊具コーナーへ。マサコさまもミツコデ
ラックスも子どもたちとボールを投げたりして遊
ぶ。身体を動かしたら、汗をかいてきて化粧がち
ょっと崩れちゃったみたい。

大野国 貢

8 月 21 日（水）
深夜にカトマンズの空港に到着。ホテルに着く
と、ツアー参加者の三島さんと、昨年に続いての
藤本さん（ナルちゃん）、理事の高柳さん（ユミち
ゃん）、まり子アンティが、遅い時刻にもかかわら
ず起きて待っていてくれた。昼間にホスピスの子
どもたちとゲームをしてお疲れのところ、起きて
いて下さりありがとう！ とりあえず自己紹介だ
け済ませ、皆さんお休みなさい！
8 月 22 日（木）
ホスピス交流プログラムで映画鑑賞とランチに
お出かけの日。これまで私は日程の都合でこの企
画に参加したことはなかった。ツアー参加 3 回目
にしてようやくのチャンス。しかしこの外出企画
に関し、何やら不穏な(?)動きが感じられる。何と
まり子アンティが、翌日帰国するためホスピスで
のランチパーティ＆仮装手品ショウに参加できな
い三島さんに仮装の快感(?)を味わって貰おうと
ヒミツの計画。それは、みんなが映画に夢中にな
っている間に女装した男性陣を客席に紛れ込ませ
てびっくりさせるプラン。当然その女装メンバー
の中には、初体験となる三島さんだけでなく私も
含まれている。
映画のストーリーがクライマックスに向かう頃、
私と三島さん、そしてまり子アンティとユミちゃ
んがこっそりと客席を離れる。そして映画館の通
路にある椅子に座りお化粧させられる男性 2 名!
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8 月 23 日（金）
NDWS デイケアセンター訪問。昨年は特別企画で
学芸会兼運動会的な催しだったが（昨年のリポー
ト参照）、今年は日常のケア風景。ハシーナがセン
ターに来ており、去年と変わらぬ笑顔を見せてく
れる。
フィールド訪問ではセンターから近くにある家
を訪れた。今回訪問した子どもは、ちょっと太り
気味。このまま成長していくと、体重が重くなり
すぎて家族が身体ケアをするのに苦労しそう。身
体の機能回復も大切だけれど、日常の栄養管理も
気をつけないとリハビリにも支障を来すし、別の
障がい（例えば糖尿病になったりすると怖い）の
恐れもあるので、しっかりその辺りも含めてのケ
アが必要だろう。

スタディツアー感想文

8 月 24 日（土）
三島さんは短期コースのため前日で帰ってしま
ったけれど、この日はスタディツアーメインイベ
ントの交流プログラム。まずはみんなでわいわい
がやがやと食事の準備。例年通りお魚料理は外せ
ない。みんなで食事をした後はショウタイム！
今年は男性陣が少ないため、初の企画としてホ
スピスの男性スタッフ 2 名も女装することに！
突然のお願いにもかかわらず 2 人とも快諾してく
れて、早速お化粧。カツラをかぶりナイティを着
て、いざ、みんなの前に出ると、それはもう大ウ
ケ！ 日本人の仮装は見慣れていても、身近なス
タッフ男性が女装したことに皆大喜び。喜ばれる
とサービスしたくなるもので、2 人とも甲高い声
を出してみたり、子どもたちとじゃれ合ったりと、
仕事モードとは異なる一面を見せてくれる。もち
ろん日本人メンバーも負けるわけには行かず、新
ネタ手品を披露したりと楽しく過ごしたのであり
ました。

8 月 25 日（日）
この日はカカルビッタに移動。トランジット・
ホームに行くと、今年もまた保護されたばかりの
女性達が！ 残念ながら、啓発活動を続けていて
も、だまされてしまう例は後を絶たないのが現実。
みんなもっと気をつけて！
サッチガッタのメンタルケア施設の方は、緩や
かな時が流れている感じがする。その緩やかな暮
らしの中で、ラダもまた緩やかに成長を遂げてい
た。春のリポートにまり子さんが書いていたよう
に、ラダの中には分かち合いの心が芽生えて成長
を続けている。配られたお菓子を自分だけで食べ
るのではなく、我々にも分けてくれたのだ。しか
も、時々ではあるものの視線をちゃんと合わせて
くれる。たとえ緩やかであっても確実な進歩。来
年はまたきっと、さらに進歩した姿を見せてくれ
るであろう。
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8 月 26 日（月）
サッチガッタメンバーお待ちかね、年に一度の
ピクニック。今年の行き先はイラムに行く道の途
中にある、茶畑広がる高原の地カンニャム。茶畑
の中にあるちょっとした林がピクニックスポット
になっており、そこでまずはティータイム。お茶
の準備が進む間に、何故かツアーメンバーはバス
の中に入り、何やらコソコソし始めた。バスの中
では何が繰り広げられたかというと…… 今年の
ピクニックでは何と、初の企画としてまり子さん
の画策によりミツコ降臨と相成ったのである！
美人過ぎる豊満ボディのミツコデラックスの出現
に、施設の女性陣がどのような反応をするか危惧
されたものの、結果は大ウケ！ みんな、はじめ
て見るミツコの美しさに大喜びしてくれました。
ユミちゃんも「いなせな兄ちゃん」として登場。
そうこうするうちにスタッフも含めてみんなで順
番にカツラをかぶり大喜び。ピクニックの楽しみ
に新たなプラスアルファが生まれることとなった。
残念なことに、今年はピクニックの後半には雨
が降ってきてしまい、ランチは近くにあった茶店
のスペースを借りることとなった。山の天気は変
わりやすいと言うことか、それとも美人過ぎるミ
ツコデラックスに山の神が嫉妬して雨を降らせた
のか……。
8 月 27 日（火）
朝、国境を見学に行くと、まさに今朝保護され
た女性がいるとのこと。マイティによる国境の監
視は６時から始まるのだが、それより早い時間に
通勤途中のスタッフの 1 人が怪しげなカップルを
見つけたと言う。そこで声をかけてみたところ、
まさに国境を越えて売られていくところだったと
いうことらしい。本当に危ないところで、よく気
がついて保護してくれたものである。Good Job！
もし、わずかに時間がずれていたらそのまま国境
を越えてしまっていたかもしれないのだ。未然に
防げて本当によかった。
国境見学の後は再びサッチガッタへ。前日は雨
でお披露目できなかった手品を施設の中庭で披露。
手品の後はいつものように音楽をかけてみんなで
ダンス、ダンス、ダンス。踊り疲れたところで今
年の訪問は終わり。みんなに別れを告げてカトマ
ンズへ移動。
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8 月 28 日（水）
ツアー日程の最後に、再びホスピスを訪問。お
互いに感想とお礼を述べあったり、子どもたちは
将来の夢を語ったりして、最後はお別れの挨拶。
淋しいけれど、ハレの日は本日まで。
来年、再び訪問できることを祈りつつ、フェリ・
ベタウラ！
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ディディとして受け入れるスタッフたちの優しさ
や強さを見て、次は彼女たちが強くなって欲しい
と思った。最終日トランジット・ホームに向かう
ときに、初日にホームにいた少女が制服を着て嬉
しそうに学校へ登校する姿を見ることができた。
思わず声をあげて呼んでしまっていた。私はそれ
くらい嬉しかった。
サッチガッタのメンタルケア施設は人気のない
場所にあり訪問者が少ないという。外部と接する
機会も少ないため私たちの訪問時に一張羅のクル
タを着て迎えてくれた。精神障がい者というと日
本でも認知度は低く、
「一般的な人」とは見られな
い。見て見ぬふりをする。日本でそうであるのだ
からネパールとなるとさらに色濃くなる。私もネ
パールにいてもネパールの精神障がい者について
何も知らなかった。今回、無知であることの恐ろ
しさも学ぶことができた。
まり子さんや大野国さんは年々彼女たちの表情
がよくなっていると話されていた。何度も継続し
て施設に通い、彼女らと交流をしてきたからこそ
感じられる変化なのだ。彼女たちもお２人には安
心して甘えていたように思う。顔を合わし、一緒
に過ごすだけでも大きな力になっていると感じた。
彼女たちと過ごした時間は本当に楽しかった。超
短期滞在の私ができることは一緒に楽しく過ごす
こと。一緒に食事をし、踊り、笑い、楽しく過ご
す……それだけだが彼女たちにとっては本当に年
１度の大イベントであった。前日からのワクワク
感、当日の嬉しさ、次の日の寂しさ。それをまり
子さんから聞き、彼女たちを思うとすごく心が痛
くなり、精一杯できることをして過ごしたいと思
った。ピクニック当日、ミツ子に変身する大野国
さんの身体と心を張った変身と演出には、
「 彼女た
ちを去年よりもっと楽しませたい」という意気込
みも感じられ、さすがでした。まり子さん、高柳
さん、ミツ子さんの楽しませたいという気持ちに
一生懸命に体で嬉しさを表現してくれる彼女たち。
すごく素敵な空間を一緒に作るお手伝いができ、
私も嬉しかった。３日目最終日に施設にお別れを
した時の寂しそうな表情が印象的だった。
「 残して
帰るのかー」１年後にこのスタディツアーが来る
まで待つしかないのかと思うと辛かった。私がネ
パールにいる間、できればもう一度会いに行きた
い。また施設のスタッフは 24 時間体制で看護をし
ている。彼女たちへの負担は大きい。NGO 活動を
行う上での資金力、施設力など様々な問題もあり、

Ａさん

HIV/AIDS、人身売買。世界中から興味関心のあ
る社会問題のひとつ。参加のきっかけは私が
HIV/AIDS に関わる職業であることと、私の住む地
域が人身売買の多発地域であったこと。でも最初
は「人身売買」という興味をひくキーワードの世
界を見てみたいという好奇心が少なからずあった
と思う。しかし実際見た世界は「かわいそう」だ
けでは済まされない現実問題があった。そして「人
身売買」
「HIV/AIDS」という言葉ではなく、生活し
ている人がいた。NGO の熱心な活動や、活動をす
る上での問題も見ることができ、カカルビッタの
2 泊 3 日は私にとって大変貴重な時間になった。
「１週間では何も変えられない」―これはまり
子さんがツアー中に何度か言われていた言葉であ
る。マイティ・ネパールのスタッフたちは暑い日
も寒い日も、国境沿いでの監視活動やホームでの
ケアを毎日している。交代制であってもその活動
を継続するには忍耐が必要である。彼女たちの自
分の使命感の高さに頭が下がる思いだった。また
彼女たちの働きだけでなく、地域住民やリキシャ
夫、警察をも巻き込み、問題を共有して国境沿い
で協力して食い止めようとする姿勢は素晴らしい
と思った。その活動のおかげでトランジット・ホ
ームを見学したときには国境で食い止めた子たち
が 4 人いた。私が滞在した 2 泊 3 日だけでホーム
に少女たちが 5 人もいたのである。私が想像して
いるよりもインドへ売られそうになる子は実に多
く、容易に連れていかれそうになることに非常に
驚いた。少女たちと話をすると家庭環境から抜け
出すため、都会への憧れ、恋人の誘いなど様々で
ある。普通に考えれば違和感を感じることである
が、彼女たちにはそれが希望であり甘い誘惑であ
った。しかし、一歩間違えれば、スタッフが止め
なければ、彼女たちの人生が大きく変わっていた。
本当によかった。彼女たちの現状から抜け出そう
とする必死な気持ちも伝わり、バックグラウンド
にあるネパールの貧困や女性の無教育などの問題
も大きく関係していると思った。彼女たちは派手
な都会的な服を着ていても表情は幼く硬い。
「 自分
が売られる」という状況とその背景を理解する前
に不安でいっぱいだったと思う。そんな子たちを
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「ボランティア」というきれいごとでは済まされ
ない現実だった。
「国際協力って、ボランティアって何？私がネ
パールにいる意味って？」今現在、ネパールで活
動しながらもそんなことを考えていた最中の 2 泊
3 日は非常に刺激的だった。自分にできること、
継続する大切さ、対象者にどうなってほしいのか、
必要とされることとは。自分の考えの無さ、知識
の無さ、力無さ、行動の無さ、甘さ。様々なこと
を痛感した。この気づきはとても大きく、今後の
自分につなげていきたい。
最後に。自分が忘れかけてた「あ、やっぱり人
っていいなー」と思い直した時間でした。やっぱ
り私は人が好き。
私が参加できるようにとアレンジしていただい
たラリグラス・ジャパン事務局の皆様、まり子さ
ん、高柳さん、大野国ミツ子先輩、ラジャさん。
マイティスタッフ。そして今回出会ったトランジ
ット・ホーム、サッチガッタの女の子達。私にと
って大きな経験をさせていただきました。ありが
とうございました。
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子たちは目の前のお菓子を詰めることに意識を集
中しています。後の人のことは一切考えない！
(笑) 女の子たちの迫力に圧倒された一面でした。
次は NDWS について、今回はプレゼンの聴講と授
業を見させていただきました。プレゼンで感じた
ことは、関係者の方の努力で障がい者に対しての
意識が確実に変化していること、支援に頼りきる
のではなく、自らの力で状況を良くしていこうと
いう姿を見せていただきました。支援する側とさ
れる側、両方の努力があってこそ、成長し、発展
し、自立に繋がっていくのだと改めて感じました。
障がいを持つ子たちの両親や家族、それを支える
人達の努力と成果を今回の訪問で見せていただき
ました。そのような中でもやはり問題となるのは
私は今回のツアーでネパール 2 回目なのですが、 お金でした。低賃金で子どもたちのお世話をした
ツアーを通してのネパールの印象はとにかく中国
り、車がないために支援の必要な子どもが施設に
人が多い！ということです。えっ去年こんなに中
来ることができなかったりと、せっかくよいサポ
国人いたっけ？いや、だからニーハオじゃないよ、
ートを受けることが可能なのにそれを活用できな
コンニチハだよー。と思わずにはいられませんで
い状況でした。
した。ツアーには直接関係のないことを書いてし
最後にホスピスについて、今年もビーズの検品
まいました。しかし書かずにはいられないほどの
作業を手伝わせていただきました。女性たちの目
衝撃だったのです。中国ではネパールへの移民政
が光る中での検品は昨年と同様に怖かったです。
策をとっていると聞きました。これからのネパー
それだけ彼女たちも真剣なのだなと感じました。
ルはどうなって行くのか、そしてネパールに住む
来月、日比谷公園＊で彼女たちの商品が売られる
人々、特にマイティに関わる全ての人に良くない
様子を実際に見ることができるので楽しみです。
影響が及ぶのではないかと気がかりです。
みんな覚えてくれてるかなぁという不安も持ち
本題からそれてしまいました。今回、ラリグラ
つつだったのですが、女性や子どもたちは私のこ
スのツアーには 2 回目の参加をさせていただきま
とを覚えてくれていたみたいで、安心しました。
した。
今思えば、私のことを覚えているのかなんてどう
まずはマイティ本部を見学させていただきまし
でもいいことで、逆に私が 1 人ひとりの名前を覚
た。幼児クラスでは歌を披露してくれたり、上級
えていなくて申し訳ない気持ちになりました。そ
生のクラスでは、1 人ひとりの夢を聞かせてくれ
んな私にでさえ「アンティ！アンティ！」と言っ
ました。やはりドクターになりたい子が多く、な
て一緒に遊んでくれる子どもたち。ネパールへ行
かにはジャーナリストになりたいと言う子もいま
く前は、来年は国家試験もあるし、卒論やら実習
した。特にジャーナリストになりたいと言う子の、
やらで忙しいから３回目はまたいつになるかわか
自分の考えを持ってしっかり意見を言っている姿
らないなあと思っていましたが、あんなに可愛ら
には、正直負けたなと感じました。自分の意見を
しい子どもたちの成長を見逃す訳にはいきません。
相手に伝えることは私の苦手な分野なので、私も
成長といえば、さすが成長期の子どもたち。た
日本で自分の意見をきちんと相手に伝えることが
った 1 年でみんな大きくなっていました。特に驚
できるようになって、もう一度リベンジしたいも
いたのがマドゥです。みんなのお姉さんとして子
のです。
ども達の面倒をしっかりみていました。彼女の夢
そして今回は初めてポカ作りのお手伝いをしま
は看護師。もし夢が変わらず看護師になったら、
した。去年も、まり子さんから女の子のポカ作り
素敵な看護師になるのだろうと感じました。
のスピードがやばいと聞いていました。ですから
また、昨年約束をしたシータ・B.K.ちゃん。昨
負けないようにと気合いを入れて作業に取り掛か
年はほとんど接することはなかったのですが、今
ったのですが、想像以上のスピードでした！女の
年は自然と沢山会話をすることができました。彼
藤本成美
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女のように年を重ねるごとにみんなと仲良くなっ
ていけたらいいなぁと思います。
そしてメインイベント！今年もやってきまし
た！！そう仮装です。今回は門番のおじさんや牛
の世話をしているおじさんを巻き込み、前回より
確実にパワーアップしていました！楽しみにして
いたミツコさんは今年もとても綺麗で、子どもも
私も常に興奮状態だったと思います(笑)特に街で
宝石を見るミツコさん……最高でした！私のゴー
ビンダーじぃは……。来年はマジックでミツコさ
んを圧倒したいと思います！
今年もひとつの機会に便乗するだけで終わった
ような 10 日間でしたが、来年こそは、何かひとつ
でも自分がみんなのための思い出となるようなこ
とを準備してツアーに臨みたいです。
ラリグラスに携わる皆様に感謝を込めて。
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スタディツアーを終えて

ール青年にしてもらったら、なんとさっきまでの
腰痛が一気に楽になるではありませんか。摩訶不
思議！おかげでその後のツアーは腰痛を感じるこ
となく精力的に活動ができた。感謝！感謝！

三島正志

スタディツアーに参加は初めてでありましたが、
充実感あふれる 1 週間を過ごすことができました。
代表のまり子さん、ユミさん、成美さん、大野国
さん、現地通訳のラジャさんとご家族、石川さん
をはじめスタッフの皆さんにお礼申し上げます。
色々な出来事がありましたので、書き足りない部
分もありますが長すぎると終わりまで読んでもら
えないので、印象に残っていることを中心に報告
させていただきます。
【旅立ってもないのに……アクシデント発生】
成田で前泊の私は 8 月 17 日昼過ぎの新幹線で広
島駅を出発。年齢も 50 代後半に突入もあり、1 カ
月くらい前から会社の付き合いなど極力キャンセ
ルして体調管理に努めてきたつもりであった。し
かし、異変は成田空港近くのホテルに着いたとき
に始まる。腰に鈍痛がきて前かがみすると自分の
腹筋で支えるのがきつい状態で手で支えて座らな
いとならない状態になった。ぎっくり腰の一歩手
前のような状態。その夜は鈍痛で睡眠不足が追い
打ちをかけた。翌朝、成田空港内のドラッグスト
アーで湿布を買い、腰全体に貼りまくり、騙し騙
ししながらの不安の出発となった。
【ピンチを救ってくれた日本式指圧マッサージ】
8 月 19 日、ツアー初日行事を迎えることになり、
腰痛の不安を抱えた状態であったが、まり子さん、
ラジャさんのご配慮により、皆でマッサージに行
くことになり、日本人がネパールで指導したとい
う「友愛」という指圧マッサージ店で、若いネパ
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【マイティ・ネパール訪問】
マイティ・ネパールには、約 250 人の子どもた
ち、被害女性たちの生活の場および学校教育・職
業訓練等を受けることで自立支援をしている。ま
た、常勤弁護士が 2 名おられて、人身売買、DV 等
様々な女性救済の訴訟対応をしていると説明を受
ける。まり子さんは、子どもたちから「ポカアン
ティ」と呼ばれていてお菓子を持ってきてくれる
オバちゃんなのだとか。それで毎年この時期にな
るとポカアンティはいつ来るのかと子どもたちの
間でささやかれるとか。事前に知らされていない
ようで、ポカアンティの姿を見るなり、子どもた
ちのウキウキ・ソワソワ状態が見て取れた。数種
類のお菓子の袋詰め作業を私達のほかマイティの
女性たち 10 名くらいが手伝ってくれて時間を競
って流れ作業するのであっという間に 250 個の袋
詰めお菓子が完了。昼食後に 1 人ひとりに手渡し
した。ナマステと言って渡し、子どもたちはサン
キューとかナマステとか中にはありがとうと笑顔
で応えてくれた。澄んだ瞳で見つめてくれるので
私の心も清らかな気持ちになった。救出間もない
少女たちの姿もあった。一見してわかるほど表情
が乏しい感じで落ち着かない様子であり、非道な
扱いを受けてきたことを想うと、長谷川まり子氏
著書『少女売買』の内容とダブり、私の目前に現
実の姿が存在していることに衝撃を受けた。
【ホスピス訪問】
このホスピスは、ラリグラス・ジャパンが支援
しているホスピスで、35 名の大人女性から男子を
含む子どもたちが生活している。全員 HIV に発症
していることから、免疫値が下がらないように朝
7 時と夕 7 時に看護師さんが口元に薬を入れるよ
うにして、厳密に管理している。何故ならば、薬
を飲まなかったりすると悪い抗体ができてしまう
恐れがあるとか。1 カ月 6,000 円かかるこの飲み
薬が彼女たちの命をつなぐ大事なものゆえ、ラリ
グラス・ジャパンは、専属の事務所を置かず活動
資金を現地支援に回すというポリシーとのこと。
まり子さんをはじめとするスタッフの皆さんの約
20 年という長期間の活動を継続されていること
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に敬意を表するとともに、命をつなぐ NGO 活動だ
けに継続責任の重さを感じた。

でいたと聞き、無事役目を果たすことができ
てほっとしました。

【NDWS 訪問】
この施設では、保護者同士がボランティアで施
設運営の取り組みを行うなど、自分たちでできる
アイデアを出し合って一歩ずつ改善していこうと
いう取り組みの紹介があった。とはいっても、資
金援助が足りていない状況があるのも事実で、最
後は、いつも資金の話になるとか。専任スタッフ
の月給は日本円で約 1 万円でやってもらっている
とか（ネパールの平均年収が約 6 万円とか）。

【人生初の女装、しかも映画館～レストラン～ホ
テルまで】
大野国さんと合流する前日の移動の車中で、
ミツコアンティの話となり、まり子アンティ
に笑いの神様がおりたのか、思い出し笑いが
絶え間なく続いた後、当初予定のない私とミ
ツコアンティ共演の企画が……。その驚愕の
ストーリーとは、子どもたちと映画鑑賞のと
き、前半が終った後の休憩後、ミツコ・マサ
コアンティに変身し、再び劇場（上映中の暗
闇なのでわからない）に進入し、そのままで
レストラン～ホテルまでいくというもの。映
画が終わり、場内が明るくなり、退場する人
たちの列に並んでいると私たちを 2 度見・3 度
見状態の人が……（劇笑）。その後、昼食レス
トランでは、子どもたちはアンティ・アンテ
ィと気をつかってくれたりで……。 自分の
顔をカメラで見たときは絶句「オバケ～」。子
どもたちにはどんなふうに映ったのかはわか
りませんが、写真に写ったナイスな笑顔から
は楽しんでくれたのかなと思うしかありませ
んが……（笑）。

【私企画 喜んでもらえたかな～】
子どもたちが喜びそうなことは何かとスタッフ
の皆さんから情報を仕入れたりして、以下の 2 つ
のことを私個人の任務にしようと考えて事前準備
をしました。結果はどうだったのでしょうか。
① このツアーを含め年 2 回のときにしか子ども
たちは外出できないとのことを聞いて、狭い
場所でも遊びながら体力をつけられる「けん
玉」を指導しようと思いつき日本けん玉協会
認定のけん玉 13 個と説明書を持参。
⇒ 子どもたちはけん玉は初めてだったよう
で、興味津々で練習してくれました。翌日は
ゲーム大会の予定があり、けん玉リレーとか
をすると言ったので、その夜は子どもたちは
遅くまで練習したとのことで、全員大皿に入
れるのが上手になっていてビックリ。私のこ
とも「けん玉アンクル」として覚えてもらえ
たようです。
② 携帯用カメラプリンターと変圧器とプリンタ
ー用紙 300 枚を持参。
⇒ 子どもたちはプリントした自分の写真を
ほとんど持っていないと聞き、思いついたの
ですが、総重量が約 8kg あり、トランクケー
スに入れるのは壊れるリスクもあるので、リ
ュックに入れて持参しました。昼間撮影した
写真を夜ホテルでプリントして翌日に渡せる
ようにしました。外出の日の撮影写真は約 300
枚あったので、プリント用紙残数 200 枚に絞
る作業と 30 枚ごとにカートリッジ交換がある
ため、この日は、睡眠時間がほとんどありま
せんでした。スケジュールの都合上、子ども
たちに直接渡す時間がありませんでしたが、
通訳のラジャさんから子どもたちは大変喜ん

【そもそもツアーの参加動機は？】
前後するが、帰国後、このツアーになぜ参
加したのか振り返ってみると、2011/3.11 の東
日本大震災発生後のボランティア活動に参加
したことにいきつく。3.11 発生後の 4 月下旬、
塩竈市において民家のヘドロだし作業、その
後 7 月に島での清掃活動、12 月に南三陸町で
の漁業支援、その後 NPO 立ち上げ支援と続き、
昨年 11 月から始めたのが仮設住宅の主婦の皆
さんが作っている小物を広島のフリーマーケ
ットで販売。ラリグラス・ジャパンのビーズ
代行販売企画とここでつながる。何がきっか
けでラリグラス・ジャパンの HP を見たのか忘
れたのだが、その後、月１～2 回の割合で南三
陸町の小物販売と一緒にしたフリマ販売を行
って今に至る。ビーズ商品の質問等を受けた
りすることから、現地状況を知ってみたいと
いうことで参加に至った。
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スタディツアー感想文
【このツアーで気付いたこと、これから何が
できるか】
東日本大震災で現地に出向き自分の目で見
る・感じるというのは、自分の生き方・考え
方を変えるほどのインパクトがあった。今回
のスタディツアーで、
「純真無垢な少女たちの
自由に生きる権利を奪い、非人間的な扱いを
している許されない行為」の現実を知ったこ
と、知った限りには、人として、日本人とし
てほっておくことはできないとの考えに至る。
ホスピスの子どもたちから、
「来年また来て
ください」という言葉をもらったとき、来ま
すということは言わなかったが、来年のサプ
ライズは、ネパール語で日常会話ができて、
彼女たちに「けん玉アンクルはネパール語が
上手になったね」と言ってもらえることでし
ょうか。また、フリマで彼女たちが作ってい
るビーズ商品をたくさん売ることも頑張らね
ば。ナマステ（笑）
以上
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※本誌記事および画像の無断転用を禁じます。
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