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はじめに

ラリグラス・ジャパンがマイティ・ネパールの支援を開始したのは 1997 年のこと。
アヌラダ・コイララさんが自宅を開放し、人身売買被害者の保護活動を始めて 3～4 年目のことでした。
当時のマイティ・ネパールは、とても小さな組織でした。スタッフの数も活動資金も十分ではない中、
アヌラダさんの妹・アルミナさん、現副代表・ビシュワ・カドカさん、ビシュワさんの弟・ハスタさん、
アヌラダさんの甥・サビンさんを中心に、被害者の保護、リハビリテーション、犯罪防止のための啓発
キャンペーン、犯人の捜索などの活動を精力的に担っていました。
当会は、マイティ・ネパールを支えるため、経済面でのサポートを中心に活動をスタートしました。
また、当時、毎年 3 月と 8 月に行っていたスタディツアーの際は、マイティ・ネパールに保護される女
性や子供たち、スタッフらとともに、ネパール各地の農村部を訪ね、人身売買防止のための啓発キャン
ペーンに回りました。雨の中、ドロドロになりながら山間部の道なき道を何時間も歩いた 8 月。3 月に
は、8 時間かけて山道を登り、人身売買犯罪の多発地帯・ヌワコットなども訪れました。
いずれもかなりハードなプログラムでしたが、当時のツアー参加者の皆さんが、本当によくがんばっ
てくれました。マイティ・ネパールの皆さんも、私たちとのジョイント・プログラムに大きな期待を寄
せてくれました。
マイティ・ネパールは、今年、設立 20 周年を迎えました。この 20 年のうちに、マイティ・ネパール
は大きく成長しました。アメリカ、イギリス、ドイツなど、各国に支援の輪が広がりました。おかげで、
活動規模も年々、拡がりを見せています。そんなマイティ・ネパールの 20 周年を祝うべく、4 月 6 日、
祝賀行事が行われ、当会はマイティ・ネパールを長年、支え続けた最古参の支援団体として招待されま
した。
祝賀行事には、代表・長谷川まり子が出席し、併せて現地調査およびマイティ・ネパール、NDWS とのミー
ティングを行いました。本レポートにて、最新情報をご報告いたします。
特定非営利活動法人
ラリグラス・ジャパン
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●毎年 4 月上旬、マイティ・ネパールの設立を記
念して祝賀行事が催される。この時期は、子供た
ちの進級試験も終了し、春休み期間中にあるため、
施設全体がリラックスムード。本部の中庭に巨大
テントをしつらえて、入所者やスタッフ、来賓ら
が集い、さまざまなプログラムを楽しむ 1 日とな
る。
今年は、マイティ・ネパール開設から 20 周年。
4 月 6 日に催された祝賀行事は、節目の年という
こともあり、ネパール各地で運営される施設のス
タッフやテレサ・アカデミーの卒業生はじめ、当
会を含む海外の支援者なども招かれ、例年以上の
盛り上がりを見せた。
表彰されたマイティ・ネパールの女性スタッフたち。ト

●祝賀行事は、表彰式から始まった。
マイティ・ネパールの関連施設は、カトマンズ
はじめ、カカルビッタ、イタハリ、マクワンプー
ル、イーラム、ビラトナガール、ビールガンジ、
バイラワ、ネパールガンジ、カイラリ、タンコッ
ト、マヘシュプール、マヘンドラナガール、サッ
チガッタなどで運営されている。人身売買犯罪に
巻き込まれることのないよう、メインターゲット
とされる貧困家庭の子女を対象に、識字教育や職
業訓練、啓発などを行うプリベンション・キャン
プ。国境での監視業務や行方不明者の捜索、イン
ドから帰還した被害者たちの一時保護などを行う
トランジット・ホーム。HIV/AIDS 患者のためのホ
スピスや、精神疾患を抱えた女性たちを保護する
施設など、この 20 年間で活動の幅は大きく広がっ
た。
これらの施設の運営を担うのは、100 名以上の
スタッフたちだ。中にはマイティ・ネパール設立
間もない頃から、力を尽くしてきた者も少なくな
い。そんな彼らの功績を讃え、代表のアヌラダ・
コイララさんからひとりひとりに記念の楯が贈ら
れた。

ランジット・ホームのカウンセラー、職業 訓練講師、弁
護士、テレサ・アカデミーの教員、事務スタッフなど、
それぞれのセクションで精一杯がんばった

アヌラダさんから労いの言葉をかけられ、思わず涙ぐむ
女性も。サッチガッタのメンタルケア施設のカウンセラ
ー、イシュワルさんも感極まった様子

●メインイベントは、スタッフやテレサ・アカデ
ミーの子供たちによる出し物。昨年に引き続き、
スタッフたちはこの日のために準備を重ねてきた
そうだ。それぞれの部署ごとにチームを作り、昼
休みや就業後の時間を利用して日々、レッスン。
舞台衣装にもこだわって、専門業者からレンタル
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するなどして準備したという。そんな努力の甲斐
あって、いずれのチームもなかなかの見ごたえ。
子供たちから盛大な拍手をもらっていた。
もっともウケていたのは、若い男性スタッフに
よる江南スタイル・ダンス。江南スタイルとは、
韓国の 歌手、ダンサー、作詞家、音楽プロデ

ューサーである PSY がリリースした 6 枚目の
正規アルバムの中のタイトル曲のひとつ。そ
の独特のダンスが話題を呼び、欧米や日本で
も人気を集めた楽曲である。
ネパールのケーブルテレビチャンネルでは、BBC
や CNN をはじめとする欧米の番組や、中東・中国・
韓国などの番組が放送されている。その影響から、
ネパールの若者の間でも人気を集める江南スタイ
ル。インド映画のダンスシーンにも盛り込まれる
など、南アジアでもっとも熱いナンバーとされて
いるのだ。子供たちの間でも、江南スタイルは大
人気。スタッフの動きにつられ、楽しそうに身体
を揺らすちびっ子たちだった。
そんな、趣向を凝らしたスタッフによる出し物
は大盛況。だが、やはり子供たちのダンスに比べ
れば見劣りする。プロダンサーの講師の下、伝統
舞踊から最新のダンスミュージックまで、日々、
レッスンを重ねているからだ。トリを飾った 6 名
の女の子によるマイケル・ジャクソン風ブレイク
ダンスなどはプロ級の足さばき。すばらしい舞台
を披露してくれた。

テレサ・アカデミーの高学年の子供たちは、オルガンや
タブラなどの民族楽器、ギターやバイオリン、ドラムな
どの楽器を習っている。この日は初のお披露目。チュー
ニングが甘く、技術的にもまだまだだったが、
「レッスン
はとても楽しい」とのこと

代表・アヌラダさんもインド映画のヒロインとなって、
ヒーロー役 の副代表・ビシュワさんとカップルダンス。
二十歳の乙女になりきり、可憐に踊 るアヌラダさんに観
衆から指笛が飛んだ

ガネーシャに捧げる歌に合わせて華麗に踊る選抜チーム
の女の子たち。すばらしいダンスだった
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ホスピスの女性や子供たちも招かれ、楽しい 1 日を過ご

パラック・パニール（ホウレンソウ とチーズのカレー）

した

やチキンカレーなど、たくさんのご馳走に下鼓。
デザートコーナーには長蛇の列ができていた

●祝賀行事は、代表アヌラダ・コイララさんの言
葉で結ばれた。
「一昨年、私は CNN ヒーローに選ばれました。
どうして私が……と驚いたものです。なぜなら私
はこの 20 年、ただ、やらなければならないことを
やってきただけなのです。でも、私たちの活動が
広く知られるきっかけになったことは、とても喜
ばしいことです。
今日までの道のりは、長く厳しいものでした。
私ひとりでは乗り越えられなかったことでしょう。
ともにがんばってくれたスタッフに感謝します。
そして、私たちの活動を支え続けてくれたドナー
のみなさんにも深い感謝を贈ります。とくに、い
ちばん古いドナーであるラリグラス・ジャパンに
心からお礼をいいます。あなたたちのサポートが
あったからこそ、私たちの活動は実を結んだので
す。本当にありがとう。
今日を迎えられたことは本当にうれしいことで
す。でも、マイティ・ネパールはいつまでも存在
してはならないのです。マイティ・ネパールが存
在するということは、人身売買が未だ行われてい
るということになるからです。
私たちは、さらなる努力を重ねなくてはなりま
せん。ネパールから人身売買犯罪がなくなり、私
たちの活動が不要なものとなる日まで、みなさん、
一緒にがんばりましょう」
アヌラダさんの言葉にあるように、当会はもっ
とも早くから支援を始めたドナーだ。スタートは
1997 年。今年で 16 年目を迎えた。

ランチを挟み、夕方まで続いた祝賀行事。食事は昼と夕
方の 2 回、ケータリングサービスによって供された。子
供たちは初めてのブッフェに大興奮！
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当会が活動を続けてこられたのは、一重に当会
を支えてくださる関係各位の支えによるものだ。
16 年間、私たちとともにずっと伴走してくださっ
ている会員さん。現地の子供たちを我が子の成長
を見守るように思ってくださる里親会員さん。本
当にたくさんの方々から温かなご支援を賜った
16 年間だった。
アヌラダさんからのメッセージをお伝えすると
ともに、重ねて深い感謝の意を捧げたい。
●訪問時の恒例となっているお菓子の詰め合わせ
プレゼント。今回もテレサ・アカデミーの年長の
女の子たちの手を借り、600 個のパッキング作業
を行った。
詰め合わせの内容は、チョコレートをコーティ
ングしたウエハース、ロリーポップキャンディー、
チャウチャウヌードル（ベビースターラーメン風）、
ビスケット、紙パックのジュース、チーズボール
の 6 点。アイテム的には変化はないが、ビスケッ
トの風味を変えるなどして、毎回、多少のアレン
ジを加えている。今回は、チョコレート風味の生
地に大粒のグラニュー糖をまぶして焼きあげたビ
スケットをチョイス。「とっても甘くておいしい」
と好評だった。
今回も『お菓子プレゼント寄付』を呼びかけさ
せていただいたところ、次の方々から計 27,000
円のカンパが集まった。お菓子の詰め合わせは、
子供たちだけでなく、女性たちにとっても楽しみ
のひとつとなっている。みんなを笑顔にしていた
だき、ありがとうございました。
【お菓子カンパにご協力くださった方々】
川口朋子さん、鈴木樹代子さん、高橋国和さん、
竹内淳子さん、堤田芳和さん、松永一夫さん、水
上直樹さん、三原一夫さん

600 袋×6 種類のお菓子の山！
に脱帽。ちょっと雑だけど……

お菓子配りはちびっこから。総勢 400 名が列を作る

「わーい！

お菓子だ！」「やっともらえた！」「アタチ

ももらった！」
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テレサ・アカデミーの男の子たち。大きくなってもお菓
子のプレゼントはやっぱりうれしい！

「さっきまで泣いてたボク。お菓子もらって泣きやみま
した」

お菓子カンパにご協力くださったみなさま。みんな、こ
んなにステキな笑顔を見せてくれました。ありがとうご
ざいました！
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カトマンズ・新ホスピス

●今回の訪問時は、ネパールの全学校で実施され
る進級テストと SLC 試験が終了した直後のこと。
ホスピスの子供たちも全員、無事に進級できるよ
う願っていたのだが、残念ながらアーシャちゃん
とランジットくんが落第してしまった。
寮母のガウリさんの話によれば、アーシャちゃ
んは体調を崩し、思うように試験勉強ができなか
ったという。ランジットくんは、やればできる賢
い子なのだが、環境の変化についていけなかった
ようだ。
前回のレポートでご報告したとおり、昨年の夏、
ホスピス内で運営されていたテレサアカデミーの
分校が閉鎖され、子供たちはマイティ本部の敷地
内にある本校に通学することになった。そんな学
習環境の変化に、ランジットくんは戸惑ってしま
ったようだ。ホスピスの分校と違い、本校のクラ
スは 40～50 名の多人数制。たくさんのクラスメイ
トに囲まれて緊張してしまったらしい。
そんなランジットくんも、今では教室の雰囲気
にもすっかり溶け込んだとのこと。本来の活発さ
を取り戻し、元気に通学している様子だった。

芽生えたのかは定かでないが、ターシーくん、真
面目に勉強するようになったのだ。今回の試験も
見事パス。60.5％と、なかなかの成績を修めたの
である。
ちなみに、ネパールの学校の成績は、テストの
正解率で出される。合格ラインは 40％。80％以上
が成績優秀とされる。60.5％はまあまあのレベル
ぐらいだが、過去の劣等生ぶりから考えれば大き
な進歩である。
ガウリさんはいう。
「他の子供たちもよくがんばりました。ネパー
ルでは今も頻繁にバンダ（ゼネラルストライキ）
が行われます。だから、学校に行けない日も多か
った。通学にも片道、車で 30 分はかかるのでたい
へんです。7 時半に朝食を摂って、8 時に出発。17
時前に帰宅して宿題。18 時夕食、20 時就寝です。
道路状況によって帰りが 17 時を過ぎることもあ
ります。そういう時は学校で宿題をすませるよう
にしています。がんばった甲斐あって、よくでき
た子もいるんですよ」
ガウリさんの言葉どおり、優秀な成績を収めた
のは、アシュミータちゃん（78％）、ニーラムちゃ
ん（75％）、アンジャリちゃん（68％）。マドゥち
ゃん（64％）やシータ・タパちゃん（61％）もが
んばった。

●子供というのは、同じ小言を繰り返されると慣
れてしまうものだ。スタッフに叱られてはじめは
首をすくめていた子も、そのうち右から左へと聞
き流すようになる。今日を楽しく生きるための子
供流処世術といったところか。
ホスピスの子供たちの中にも、いいつけをきち
んと守る子もいれば、いくら叱られても平っちゃ
らな子もいる。考えようによっては大者ともいえ
るが、いくら「勉強しなさい！」といっても聞く
耳を持たないのはやはり問題。ちゃんと勉強しな
ければ、留年しかねないからだ。
その筆頭はターシーくん。落第を重ね、5 回も
年少さんクラスに止まってしまったのだ。そこで
昨年春、
「私たちが叱っても、慣れっこになってしまって
言うことを聞いてくれない。アンティが叱って下
さい」
とスタッフに頼まれ、大きな雷を落としたのだが、
以来、それは筆者の担当業務になってしまった。
結構、つらい。
が、その甲斐あってか、あるいは本人に自覚が

●そんなホスピスの子供たちに、将来の夢を聞い
てみた。ドクターや学校の先生、パイロットや軍
人などは定番だが、近頃、女の子たちの間で人気
の職業はダンス講師だ。最近、ネパールの中産階
級以上の家庭では、おけいこごとのひとつとして、
娘を伝統舞踊やインドポップスのダンス教室に通
わせるのが流行っている。よって、ダンス講師は
ひっぱりだこ。月 50,000 ルピーも稼ぐ売れっ子講
師もいるという。ダンス講師、いいではないか。
好きなことで身を立てられればすばらしい。どう
かがんばって勉強して、みんなの夢を叶えてほし
い。
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【ホスピスの子供たちの笑顔と夢をお届けしま
す】

アシュミータちゃん（2年生）
将来の夢は学校の先生
パビットラちゃん（3 年生）
将来の夢は学校の先生

カリシュマちゃん（4年生）
将来の夢はダンスの先生
マンディルくん（３年生）
将来の夢はパイロット

シータ・B.K.ちゃん（6年生）
将来の夢はダンスの先生
アンジャナちゃん（3 年生）
将来の夢は歌手

ニーラムちゃん（１年生）
将来の夢は学校の先生
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サンディアちゃん（６年生）

アーシャちゃん（３年生）

将来の夢はお医者さん

将来の夢はお医者さん

アマンくん（４年生）

マニーシャちゃん（３年生）

将来の夢は科学者＆エンジニア

将来の夢は学校の先生

ジバンくん（３年生）

ランジットくん（３年生）

将来の夢は軍人

将来の夢は軍医

サラちゃん（２年生）

アスパちゃん（６年生）

将来の夢はダンサー

将来の夢はソーシャルワーカー
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シータ・タパちゃん（５年生）

アンジャリちゃん（４年生）

将来の夢はお医者さん

将来の夢は学校の先生

●女性も子供たちも、風邪をひいたりお腹をこわ
したりと、ちょっとした身体の不調にみまわれる
ことはあったものの、皆、健康状態は良好とのこ
と。毎年2回のCD-4（血液）検査が、この3月に行
われたそうだが、全員そろって数値がよくなって
いたそうだ。
だが、今年の冬の寒さには皆、泣いたという。
カトマンズの標高は1600メートル。盆地というこ
ともあって底冷えするのが常だが、今年の冬は一
段と冷え込んだらしい。畑に植えたグアバの木が
霜にやられ、枯れてしまったそうだ。
テレビを観るなどしてみんなで寛ぐ部屋にはス
トーブを入れたようだが、寝室に暖房設備はない。
皆、毛糸の帽子と靴下、手袋をつけ、毛布2枚に丸
まって眠ったそうだ。湯たんぽを勧めてみたのだ
が、ネパールにおける湯たんぽの扱いは、病気の
人が使うもの。
「冬は冷たい水じゃなく、さ湯を飲
むようにしているし、毛布を2枚かければ大丈
夫！」と、取り入れるつもりはないようだ。
ネパール庶民は本当に強い。気温1℃でも暖房に
頼ることなく、寒さは着込んでしのぐのが基本。
冷水シャワーだって平気で浴びてしまう。そんな
暮らしを当たり前として生きてきた女性や子供た
ちにとって、湯たんぽは暖をとるための道具では
なく、あくまで病気の人のためのもの。それを必
要としないのは、みんなの健康状態が安定してい
るということなのである。

ディパックくん（３年生）
将来の夢は建築家

ターシーくん（２年生）
将来の夢は軍人

●前回のレポートで、コンプレックスビルの清掃
の仕事に就いていたガンガー、ラクシュミ、タラ、
ギータ、マンカラの5名のうち、4名が解雇された
ことをご報告した。テナントの半数以上が経営不
振から閉店してしまい、清掃スタッフが減員され
ることになったからだ。みんなとても張り切って

マドゥちゃん（８年生）
将来の夢は看護師
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現地報告：新ホスピス
いたため、かなりがっかりした様子だったが、
今年 1 月、パビットラ、ラクシュミ、タラの 3 名
に、新たな就職口がみつかった。職場はホスピス
から徒歩 10 分のきのこ畑。水やりと収穫が仕事だ。
軽作業であるため身体への負担はなく、月給
4,500 ルピー（約 5,000 円）と、清掃スタッフと
同等の額である。なによりの利点は、容易に通勤
できること。いい仕事に恵まれたと喜んでいた。
その他の女性たちは、ビーズ製品づくりや畑仕
事に加え、当番制で日々の食事作りを担っている。
時々、本部から布製品やビーズ製品の注文も入る
とのこと。暇を持て余すような毎日ではなさそう
だった。
●試験勉強から解放され、春休み真っただ中にあ
る子供たちは、思いっきり羽を伸ばしていた。
「ダ
ンスしよう！」
「ゲームしよう！」と、休む間もな
く遊びに誘われる。もっとも盛り上がったのはカ
バディだ。
カバディは、インドで発祥した、南アジアで人
気のチームスポーツ。各チーム 7 名がコートに入
り、2 チームで争うものだ。この時は、男子と女
子に分かれ、寮母のガウリさんや女性たち、通訳
のラジャさんや筆者も加わって闘った。
女の子チーム強し。連戦連勝に唇を噛む男子チ
ームが、門番のおじさん 2 名を助っ人に呼び込む
が、なかなか勝てない。粘りに粘り、2 時間の激
闘の末、なんとか 1 勝をものにした男子チームな
のだった。
転んだり、衝突したりと、なかなか激しいスポ
ーツだが、かなり盛り上がる。
「アンティ、夏には日本のお友だちも来てくれる
んだよね？ その人たちに、カバディのルール、
教えておいてね」
とは、子供たちからのメッセージ。次回スタディ
ツアーに参加されるみなさん、子供たちが一緒に
カバディをやろうと楽しみにしています。サポー
ター持参の上、がんばりましょう。

子供たちはダンスが大好き！マドゥちゃんとアーシャが
先生となり、みんなにステップを教えている

男女のチームに分かれていざ勝負！

オトナも童心に返

って楽しんだ

●マイティ本部での打ち合わせを終え、ホスピス
に向かおうとしたところで、自転車にまたがるテ
レサアカデミーの高学年クラスの生徒たちが目に
とまった。これからサイクリングに出発するとこ
ろだという。
マイティ・ネパールは、安全上の理由から、こ
れまで子供たちの外出を厳しく制限してきた。外
に出られるのは、遠足や社会科見学といった学校
主催の行事や、他校とのスポーツの試合など特別
な機会に限られ、子供たちの行動範囲は、敷地内
にある学校と寮の往復のみ。実に閉鎖的な環境の
中にあった。
マイティ・ネパールが運営する寮には、約350
名の子供が保護されている。これほどの大所帯と
なると、ひとりひとりに目を行き届かせるのは難
しく、どうしても管理的にならざるを得ないのだ
ろう。
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現地報告：新ホスピス
だが、そんなマイティ・ネパールの運営方針に、
最近、変化がみられはじめた。平たくいうと、ほ
んの少しではあるものの、しばりが緩くなったの
である。確かに、自由を与えることによって生じ
るリスクは考えられる。だが、安全を第一に考え
るあまり、がんじがらめにしていては社会性を育
めない。時々、外の世界に学ぶ機会を与えようと
いうことになったようである。
サイクリングはその一例だ。男の子たちの話に
よれば、17時までに帰着することを条件に遠出の
許可をもらったとのこと。いくつかのグループに
分かれ、これから出かけるところだというのだっ
た。

● お兄さんたちの突然の来訪に、ホスピスの子供

たちは大喜び。
「ビピン・ダ～イ！」
「クリシュナ・
ダ～イ！」と、いっせいに飛びついていく。みん
な、面倒見のいいお兄さんたちが大好きなのだ。
抱っこをせがむ子、
「自転車の乗り方を教えて」と
せがむ子、
「 カバディやろう」と誘う子など大騒ぎ。
そんな子供たちの輪から、クリシュナの妹・マド
ゥがすっと離れ、建物の奥へと消えていった。そ
してしばらくすると、お盆にチャアを乗せて運ん
できたのだ。最近、料理に興味を持ちはじめたと
いうマドゥ。お姉さんたちに習って調理を手伝う
こともあるという。そんな彼女が、兄やビピンた
ちのためにお茶を入れ、心尽くしのおもてなしを
したのだった。
ホスピスの子供たちの大半はエイズ孤児だ。帰
る家も家族もない。だが、彼らには、兄や姉と慕
い、弟や妹とかわいがってやれる存在がある。血
のつながる家族ではないが、彼らにとってお互い
は、確かにかけがえのない家族なのだと思うのだ
った。

●ビピン、クリシュナ、リティック、ローシャン
も、サイクリングに出かけるという。皆、幼い頃
をホスピスで過ごし、5学年への進級を機にテレサ
アカデミーの寮に移転した男の子たちだ。
彼らにどこへ行くのか尋ねてみると、ゴウカル
ナという。ゴウカルナはホスピスのある場所だ。
つまり、ホスピスを訪ねるつもりのようなのだ。
半日かければ、カトマンズ郊外の自然公園や、
隣接するパタン市の無料動物園にだって足を延ば
せる。若者に人気のカトマンズ中心部を訪ね、流
行に触れることだって可能だ。一般家庭の子供で
あれば、きっとこういったエリアを目的地に選ぶ
だろう。しかし、彼らが目指したのはホスピス。
彼らにとってそこは、自分たちを世話してくれた
女性たちや、幼い弟と妹が暮らす実家なのである。

ビピンに自転車の乗り方を教わるちびっ子たち

ホスピスを目指すビピンとクリシュナ 。後にリティック
＆ローシャン兄弟が続く
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現地報告：新ホスピス
「クリシュナ兄ちゃん、鉛筆削って！」
「花の絵描いて！」
みんなここぞとばかりに甘えっぱなしだ

みんなで記念撮影！

春休みの楽しい1日となった

【女性と子供たちへの贈りもの】
子供たちにはウサギの歯ブラシとフェイスタオル

●訪問時、ホスピス、カカルビッタ、サッチガッ
タ、NDWSの女性と子供、スタッフたちにお土産を
持参するのが恒例となっているのだが、今回は、
女性たちに美しい模様のハンカチとマニキュアを、
子供たちにはキャラクター歯ブラシとフェイスタ
オルのセットを用意した。歯磨き嫌いの子供がい
ると聞いたため、
「コレでちゃんと磨きなさい」と
いうわけである。ささやかな品ではあるが、みん
なとても喜んでくれた。

フェイスタオルの柄はさまざま。ジャンケンで勝った人
から好みの1枚を選びました

女性たちには和柄のガーゼハンカチ＆マニキュア
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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にあるトラ
ンジット・ホームは、マイティ・ネパールが運営
する合計 8 カ所のトランジット・ホームの中で最
も早く開設されたものだ。活動の中心は、インド
の売春宿から救出された被害者を一時的に保護し、
カウンセリングや識字教育、職業訓練の機会を提
供し、故郷へ帰還させたり、自立の道を切り拓か
せること。そして、人身売買犯罪を水際で防ぐた
め、国境に配備したスタッフによる見張り業務で
ある。
インドとネパールの国境は 1500km に及び、その
国境線上には、カカルビッタはじめ、23 か所の通
過ポイントがある。近年、ネパール警察は、武器
をはじめとする違法物資の密輸摘発などを目的に、
アームド・ポリス（武装警察）を配備して警備を
担うようになった。彼らは人身売買犯罪の予防に
も協力的であり、人身売買犯罪の抑制にも貢献し
てくれている。

●2012 年 1 月～12 月までの活動データは下記のと
おりである。
【水際での阻止】344 名
【売春宿からの救出】37 名
【DV 被害者保護】23 名
【行方不明者の届け出】88 件（内 20 名を発見）
【レイプ被害者保護】4 名

国境で見張り業務を担うトランジット・ホームの女性ス
タッフ。被害者を生まないための最後の砦だ。

ネパール・インド間の国境は、オープンボーダー（柵の
ない国境）。両国の人間であれば、パスポートもビザも
なく行き来できるため、人身売買犯罪を見逃しやすい

●警察との連携によるマイティ・ネパールの見張
り業務により、今年 1 月からの 3 カ月間で、イン
ドへと連れ去られそうになった 46 名の少女を水
際で食い止めることができた。その他、インドの
売春宿から救出された少女 2 名、DV 被害者 2 名を
保護。17 名あった行方不明者の届け出に関しては、
捜索の結果、3 名を発見するに至った。すばらし
い成果である。
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●筆者の訪問中、4 月 11 日に 3 名、12 日に 2 名が
国境で保護された。そのうちの 1 名は、わずか 15
歳の少女である。しかも、彼女を連れ去ろうした
のが、この少女の弟の学校の教師（インド国籍）
だというではないか。なんでも、この男に“イン
ドに遊びに連れて行ってやる”と誘われ、家族に
内緒でカトマンズ近郊の街から深夜バスに乗って
きたという。
少女は、ちゃんと学校に通っており、貧しい家
庭の出身でもない。
「 弟の先生だから大丈夫だと思
った」とのことだが、
「先生に家族には内緒にする
ようにといわれたので、母親には親戚の家に遊び
に行くと伝えて家を出てきた」と話す。家族の許
可なくインドに連れて行こうとする教師の行為に、
不審感を覚えないナイーブさに呆れるばかりだ。
が、このように、十分な教育を受けている子女
であっても、犯罪に巻き込まれるケースは少なく
ないのだ。こういった被害者に共通するのは、世
間知らずであるがゆえの軽率さである。

現地報告：トランジット・ホーム
マイティ・ネパールは、教育者たちに働きかけ、
人身売買犯罪に関する啓発活動を学校でも行って
もらっている。この少女も、
“人身売買”という犯
罪の存在については知っているようだが、自身が
巻き込まれるなどとは思ってもみなかったようで
ある。
少女は、母親に迎えに来てもらうため、トラン
ジット・ホームの事務所から母親に電話をかけて
いた。ひどく叱られたようで、涙をポロポロこぼ
していた。責任者のゴビンダさんも彼女を強くい
さめ、「自分の娘だったら叩いてやるところです」
と怒っていた。
大人たちにしっかり叱られて、二度と、軽はず
みな行動を起こさないことを願う。
ちなみに、彼女を連れ去ろうとした教師は、マ
イティ・ネパールのスタッフによって警察に突き
出され、逮捕された。

●前述の“売春宿からの救出”について補足した
い。ここでいう売春宿とは、カカルビッタの国境
を越えてすぐ、インド領シリグリという町にある
売春宿のことだ。また、
“救出”とあるが、トラン
ジット・ホームのスタッフが直接、レスキュー活
動を行うわけではなく、インド警察によって救い
出された被害者を受け入れたということである。
さて、シリグリには、古くから“カルパラ”と
いう売春宿街があった。それは唯一の風俗エリア
であるため、人身売買被害者を救出する場合、こ
のカルパラを目指せばよかった。
だが、昨今、インドにおける風俗産業のスタイ
ルの変化に伴い、救出活動が困難になってきてい
るという。
インドやネパールでは、ここ数年の間に携帯電話
が著しく普及した。とくにインドでは、携帯電話
会社が雨後のタケノコのように増え、結果、顧客
獲得のために激しい値下げ競争を行ったため、低
所得者層も手が届くほどに低価格化した。
そんな携帯電話は、売買春の場でも活用される
ようになった。顧客が店側にショートメッセージ
や通話で女性をリクエストし、それに応えて店側
が、ホテルや民家といった所定の場所に、女性を
デリバリーするようになったのだ。要するに、携
帯電話の普及が、売買春の場を拡散させ、被害者
がどこに隠されているか、見えにくくなってしま
ったのである。
シリグリも同様、多くの売春宿が、営業の場をカ
ルパラから郊外の民家などに移しているという。
そのため、以前より救出活動が難しくなってきて
いるそうだ。
当会が支援するインドのレスキュー・ファンデ
ーションも、このような世の流れによって、レス
キューのミッションがますます困難になってきて
いると話している。
●これまでのレポートでも何度か報告したが、近
年、アラブ諸国への出稼ぎ者が急増している。ネ
パール政府の発表によれば、出稼ぎ目的で出国す
る数は、男女合わせて 1 日 700 名にものぼるとの
ことだ。
ここで 1 点、訂正してお詫びしたい。2012 年春
のレポートで、
“ 法律では女性がアラブ方面に出稼
ぎに行くことを認めておらず、渡航は違法行為に
あたる”と記述したが、
“法律”ではなく、正しく

国境で保護した女性や少女に関するレポートを作成し、
警察に提出するのもトランジット・ホームの仕事のひと
つ。写真は、弟の先生に連れ去られそうになった少女に
関する実物のレポート。
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は“規則”であった。
ネパールは、Constitution（憲法）、Law（法律）、
Act（条例）、Rule（規則）、Sub-Rule(規範)など、
５段階の法律や規則によって秩序づけられている。
ネパール女性のアラブ諸国への出稼ぎに関して定
められているのは、3 段階目となる Rule（規則）
であるのが正解だ。
その内容は、『30 歳未満の女性がアラブ諸国に
渡る場合、指定の書類を提出の上、出入国管理局
より正式な許可を得られない限り出国できない』
というものだ。指定の書類とは、国民表（戸籍謄
本のようなもの。ネパールでは国民表を持たない
者が少なくない）、パスポートはじめ、就業先を斡
旋するエージェントの書類などさまざまあり、簡
単には用意できないものばかりだ。もちろん、悪
徳エージェントや人身売買のブローカーによる書
類の偽造が行われているため、規則によってリス
クのすべてを抑止できるというわけではないが、
少なくともノー・ルールよりはましであろう。見
張り業務にあたるマイティ・ネパールのスタッフ
から、よくこんな話が聞こえてきた。
「国境で足止めすると、
“ どうして止めるのだ！”
と怒る人もいる。私たちに彼らの行動を制限する
権利はないので、怒る人をなだめ、理解を得るの
に苦労することもある」と。
しかし、この規則が多少なりとも活動を後押し
してくれているという。アラブへの出稼ぎ目的で
国境を越えようとする女性たちに、
「 出入国管理局
の許可は得ているのか？」と尋ねられるからだ。
だが、未だ十分とはいえない。Rule（規則）に
は強制力も罰則もないからだ。つまり、出入国管
理局の許可なくアラブ諸国へ渡ろうとする女性を
発見しても、成人女性である場合、本人の意思に
関わらず、無理に引き止めるだけの強制力がない
ということだ。そのため、アラブへの経由地のイ
ンドで人身売買されるケースや、アラブ諸国で犯
罪に巻き込まれるという事件が今も尚、後を絶た
ないのである。

ある。人が集まりやすいよう、お祭りの時に行わ
れるイベント会場に窓口を置き、呼びかけるなど
の工夫をしているそうだ。
トランジット・ホームの責任者・ゴビンダさん
はいう。
「出稼ぎを斡旋するエージェントはちゃんとし
ているか、渡航先の職場はきちんとしたものか、
働く場所の気候風土を理解しているか、ドライバ
ーの職に就く者なら免許はちゃんとあるか、工場
で働く者なら事前トレーニングを受けたかどうか
などを聞き取った上で、出稼ぎ先で気をつけるべ
きポイントをレクチャーします。そして、マイテ
ィ・ネパールのパンフレットを渡し、何か困った
ことがあったらすぐに連絡するように伝えます。
対象は男女ともですが、女性に対してはより積極
的にアプローチしています」
こういった活動は、数年前から行っていたとい
うが、昨年からはさらに力を入れ、レクチャーし
た人数データも記録することにしたという。ちな
みに、2012 年には 22,740 名、今年 1 月からの 3
カ月間では、1,700 名に対して指導を行ったとの
ことだ。

右の 2 人と、左から 2 人目と 3 人目（後方）は、訪問の
数日前に保護された女性たち。いずれもアラブに出稼ぎ

●アラブ諸国に少女や女性たちが流出し、危険に
さらされることのないよう、トランジット・ホー
ム で は 、 2012 年 よ り 新 た な 取 り 組 み を 始 め た 。
『Safe-Migration』というもので、出稼ぎを希望
する男女を集め、危険な手段での出稼ぎがいかに
リスキーであるかをレクチャーするというもので

に行くため、国境を越えようとした。が、誰ひとりとし
てパスポートを所持せず。
「先にインドへ行ったエージェ
ントの男性が持っている」との答えが明らかに怪しい。
スタッフが親族に連絡し、引き取りを要請した
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現地報告：サッチガッタ
サッチガッタ・メンタルケア施設

●前回のレポートで、2012 年 1 月、新たに看護師
が採用され、計 2 名が常駐するようになったもの
の、その半年後の 6 月に、先輩格の看護師が退職
してしまったことをご報告した。 責任者・ゴビ
ンダ氏によれば、9 月 1 日付けで後任者が着任す
るとのことだったが、これまで看護師の雇用問題
に関し、計画どおり事が運んだことはほとんどな
かった。そのため、ちゃんと欠員補充がなされて
いるか否か、不安を拭いきれないまま今回の訪問
に至ったわけだが、予定どおり、サルーさん（20
歳）という看護師が勤務を始めてくれていた。
彼女の先輩にあたるもうひとりの看護師・アン
ジャナさん（23 歳）は、まだ着任１年 3 カ月。働
き始めたとたんに先輩が退職し、ひとりとり残さ
れる形となって不安でたまらない様子だったが、
「サルーさんが来てくれて心強い」とのこと。ふ
たりでさまざま工夫して、女性たちのケアやクリ
ニックの運営に尽力してくれている様子だった。
これまでにも何度か報告してきたが、ネパール
の精神保健分野は立ち遅れている。精神科を専門
とする医師も少なく、中には医学部の授業で基礎
的なことを少し学んだだけという医師もいる。ふ
たりもサッチガッタに赴任するまで、精神病の患
者に接したことがないとのこと。当初は戸惑うこ
とも多々あったようだが、開設当初から施設運営
を担ってきた 2 名の女性カウンセラーに助けられ、
入所者たちともすっかり打ち解けた様子だった。
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先輩看護師のアンジャナさん（左）と 、新任のサルーさ
ん（右）。実務経験は浅いふたりだが、力を合わせてがん
ばっている様子。今度こそ、最低でも数年間は定着して
ほしいものだ。

●入所者の女性たちは、月 1 回、隣町の病院で精
神科医の診察を受け、薬の服用を継続している。
そんな治療が功を奏し、総じてコンディションは
良好とのことだ。施設に保護されたばかりの頃は、
いずれの女性も人とコミュニケーションをとるこ
とさえままならないような状態だったが、今では
畑仕事や家畜の世話を担えるまでになった者もい
る。
もっとも症状が重いラダさん（17 歳・重度の自
閉症と統合失調症）も、少しずつではあるものの、
確実に快方へと向かっている。目を見張ったのは、
昨年夏の訪問時に比べ、言葉数がずいぶん増えて
いたのである。
カウンセラーのイシュワルさんがいう。
「ふたりの看護師が大好きで、
“シスター”と呼
んで近寄って行きます。一緒に暮らす女性たち全
員の名前も覚えて、
“この人は誰？”と尋ねるとち
ゃんと答えます。先日など、
“服を盗まれた”と訴
えてきました。単語しか話せなかった半年前と比
べると、かなり進歩したと思います」
入所した頃は、ひとことも言葉を発することが
できず、ストレスを感じると自分の身体の至ると
ころを傷つけ、目が離せない状態だった。気に入
らないことがあると、スタッフに噛みつくことも
あったという。現在も、怪我の傷口をいじってし

現地報告：サッチガッタ
まう癖はあるようだが、以前のようなひどい自傷
行為は収まったとのことだ。
●訪問中、ラダさんが快方に向かっていると確信
する出来事があった。当会は、訪問するたびに、
各施設の女性と子供たち全員に、お菓子の詰め合
わせをプレゼントしている。普段、なかなか口に
することのできないスナック菓子やチョコレート
をみんな心待ちにしてくれている。サッチガッタ
でも大好評なのだが、大半の女性が食欲をコント
ロールすることができず、受け取ったとたんに封
を切り、一気に食べきってしまうのだった。
お菓子が大好きなラダさんも、食べ始めたら全
部、食べきるまで止まらない。カウンセラーや看
護師が言葉をかけても見向きもせず、ひたすらお
菓子に集中するのだった。ところが今回、そんな
彼女に変化があったのである。
ラダさんは、早速、スナック菓子の袋をスタッ
フに開封してもらって食べていた。すると突然、
筆者の隣にやってきて座ったかと思うと、袋から
スナックひとつを取り出し、筆者の口元にもって
きてくれたのである。
「ありがとう。ああ、おいしい！」
お礼の言葉をかけるが、彼女は無反応である。
イシュワルさんによれば、ラダさんはいたってマ
イペース。彼女から話しかけることはあっても、
こちらからの声かけには応じないことが多いらし
い。それでも、たいへんな進歩である。しかも、
ラダさんの行動に促されたのか、マイリーさんと
ラトナマヤさんもお菓子を分けてくれたのだ。
自分の世界に閉じこもり、ほとんどコミュニケ
ーションがとれなかった女性たち。そんな彼女た
ちの、人と分かち合う姿に触れるのは初めてのこ
となのだった。

お菓子を分けてくれたラダさん。たいへん ゆっくりでは
あるが、病状は確実に快方へと向かっている

●薬物療法の効果ももちろんあるだろう。と同時
に、女性たちの状態が、少しずつ快方に向かって
いるのは、イシュワルさんをはじめとするスタッ
フの手厚いケアによるものだと思う。彼女たちに、
専門知識や高度な技術があるわけではない。以前、
2 週間程度のカウンセリング講座を受講している
が、実践に役立つほどのレベルのものではない。
彼女たちにあるのは、経験の積み重ねと女性たち
への情だ。
「 みんなが心地よく暮らすにはどうした
らいいのか？」と模索し、問題が起こるたびに、
ひとつひとつ解決してきた。いわば、女性たちと
の関わりの中で、手探りで見出したケア方法なの
である。
そんなスタッフが作成したスケジュールにそっ
て、施設の暮らしは営まれている。
6：00 起床
9：00 食事
10：00～ 授業（識字、ビーズ製品制作、ビニー
ル製のカゴ作り、ゲームなど。停電でなければ音
楽に合わせてダンス）
13：00 軽食
14：00 牛の世話、洗濯、シャワー。日差しが強
すぎなければ草刈り。
18：00 食事
18：30 停電でなければテレビ視聴
20：00 就寝
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授業のプログラムのひとつ、スピーチ・テラピー。好き
な話題をみんなの前で発表し、スピーチするというもの
である。自分の考えていることを順序立てて話すこと 、
他の女性たちから反応が返ってくること 、拍手をもらう
ことなどが、女性たちの自信となる。

●以上が施設の 1 日なのだが、いちばん困ってい
るのは停電が多いことだ。
ネパールは慢性的な電力不足であり、年中、計
画停電が実施されている。それもかなりの長時間
だ。例えば、5 月現在、カトマンズでは 1 日 10 時
間、停電する。水力発電しかないため、乾季とも
なると 1 日 18 時間も電気の供給が絶たれてしまう。
首都から 600km も離れた、地図にも載らないよう
な小さな集落サッチガッタともなると、カトマン
ズ以上にひどい状況だ。イシュワルさんいわく、
「女性たちはダンスが大好きです。テレビもと
ても楽しみにしているのですが、電気がこなけれ
ば、諦めるしかありません」
ダンスには、運動不足解消の目的もあるという。
また、不眠傾向にある女性も、日中、身体を動か
した日の夜は、比較的よく眠れるらしい。
乾電池があればカセットデッキを作動させるこ
ともできる。だが、乾電池も安価とはいえない品
であり、限られた予算から捻出するには無理があ
るとのこと。そこで、半年分の乾電池購入代とし
て、10,000 ルピーを緊急支援することにした。
●女性たちにとって、日々の食事も楽しみのひと
つだ。普段、どのようなメニューを食しているの
か尋ねてみたところ、マイリーさんが不満げな表
情でこんなことを言う。
「昨日もジャガイモ。今日もジャガイモ。明日
もジャガイモ。毎日ジャガイモだよ！」

施設の朝夕の献立は、白飯とダール（豆スープ）、
季節の野菜といったものだ。野菜は敷地内の畑で
栽培したものが中心となるが、訪問した際はまだ
収穫期になく、保存の効くジャガイモ料理ばかり
が食卓に並ぶという。かなり飽きてしまっている
ようだ。
どのようなものが食べたいのかと尋ねてみると、
「肉が食べたい！」との声が多かった。マイリー
さんも、肉料理が食べたくてたまらないという。
ネパールの庶民は、毎日、肉料理を食べるわけ
ではない。豆やミルクをたっぷり摂ってタンパク
源とし、動物性タンパクは週に数回程度。もっと
回数が少ない家庭もたくさんある。だが、話を聞
くと、施設では、月に 1～2 回程度しか肉料理が供
されないとのことなのだ。理由は、高いからであ
る。また、生鮮食品を扱う市場までは車で 20 分程
度。施設には車がないため、仕入れるのもひと苦
労なのだ。
こういった事情から、サッチガッタを訪問する
際はいつも、スクティという水牛の干し肉をお土
産にする。施設周辺では手に入らないため、カト
マンズで仕入れて持参するのだ。保存が効くため、
何回かは楽しんでもらえるが、日々の食卓を豊か
にするほどの分量ではない。塩分や辛みが強く、
食べ過ぎてはならないとされているからだ。
が、やはりもう少し、肉料理を供する機会を設け
るべきと考え、20,000 ルピーを支援することにし
た。

「ジャガイモばかり」と愚痴るマイリーさん。そういい
ながらも、調理を手伝えるまでに元気になった

●肉料理が楽しめるのは、お祭りの日だ。もっと
も大きなお祭り、10 月のダサインは施設で育てた
19
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ヤギをつぶし、マトンカレーで祝う。みんな年 1
回のご馳走を心待ちにしているようだ。そして、
もうひとつの楽しみは 3 月のホーリー祭。春の訪
れを祝うヒンドゥー教の春祭りである。
ホーリー祭の最大の楽しみは、顔や身体に色粉を
塗りつけたり、色水（色粉水に混ぜたもの）を掛
け合ったりすること。友人や知人、果ては通りが
かった見知らぬ人との間でもやりあって大騒ぎと
なる。今年のホーリーは、施設でも大いに騒いだ
そうだ。
看護師のサルーさんが自分のデジカメで、その
時の様子を記録してくれている。お祭りにわいた
みんなの姿をご覧いただきたい。
施設最年長のティカさんも大はしゃぎ！

「ハッピー・ホーリー！」といいながら、色粉を掛け合
った女性たち

看護師のサルーさん（右）も大ハッスル！
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レスキュー・ファンデーション

●デリーやその周辺地域には、G.B.ロードはじめ、
名だたる売春街がある。しかし、人身売買被害者
の救出活動を行うNGOは存在しなかった。そのため、
ムンバイからレスキュー・ファンデーションのス
タッフが出張し、売春宿の摘発を行ってきたのだ
が、難しいケースとなると、2カ月以上の長丁場に
なることもあった。
救出活動にもっとも必要とされるのは情報だ。
情報源は、売春宿に出入りする客や出入り業者。
彼らとのつながりを巧みに築き、売春宿内部の作
りや未成年者の有無、捜索ターゲットの居処など
を探るのである。
こういった人脈は、一朝一夕に育めるものでは
ない。地域に拠点を置き、日々、彼らと接触を持
つことが必要なのだ。
そこで、レスキュー・ファンデーションは、2011
年6月、首都デリー事務所を開設し、内偵員として
10年の経験を持つサントッシュ・セダイさんを派
遣して、人身売買被害者の救出活動を始めたのだ
った。
デリーのマフィアは、ムンバイ以上に凶悪とも
いわれる。汚職警察官もかなりの数にのぼるそう
だ。そのような現場にあって、当初は苦労の連続
だったようだが、ムンバイやプーネなどの現場で
培ったノウハウを生かし、この2年間で50名近くの
被害者救出に成功した。
土地勘もなく、スタッフ数も十分ではない中で、
本当によくがんばってくれている。そんな彼らの
活動を、精一杯、サポートしたいと考えているの
だが、もっとも現地が求める『保護施設の開設』
については、未だ見通しが立たない状況にある。

デリーから車で３時間。歴史的建造物が美しいこの街
にも売春エリアがある。
2011年8月、筆者は内偵員のサントッシュさんとともに
偵察を行った。
警察も手つかずだったが、一昨年秋、デリー事務所が
初のレスキューに成功した

売春宿の窓辺には、10代とおぼしき少女の姿が目立つ
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規模な作りであっても、最低 1000 万円は要する建
物の工費までは負担できないとのこと。他の団体
からもサポートの申し出はない状況だった。
現時点では、当会にも 1000 万円を捻出する力は
ない。そこで、平成 24 年度国際ボランティア貯金
寄附金の配分申請を行ったのだが、残念ながら配
分を受けることはかなわなかった。
現在、デリーにはオランダの支援金によって購
入した手つかずの土地がある。なんとかそこに被
害者たちの安住の地を設けたい。今後も補助金申
請等、精一杯の努力を重ねていく所存だが、なに
か有益な情報などあれば、ぜひともお寄せいただ
きたい。

窓から眺める以外、外の世界を知る術はない

【ジャスト・ギビングへのご協力、ありがとうご
ざいました！】
●2012 年 12 月中旬。レスキュー・ファンデーシ
ョンが Just Giving における寄付金調達コンテス
ト（主催は FREE A GIRL というオランダの団体）
に参加することになり、当会に応援の要請があっ
た。
このコンテストは、人身売買問題に取り組む複
数国の NGO が参加し、寄付額を競うというものだ。
それぞれの団体が、それぞれの関係者に支援を呼
びかけ、各々が Just Giving が設けた口座に、ク
レジットカードで寄付するという仕組みである。
より多くの寄付金を集めた団体には、10 万ユーロ
（約 1,077 万円）の賞金が支払われるとのことだ
った。
Just Giving はイギリス発祥の組織だが、日本に
も支部があり、こういったファンドレイジングの
スタイルは、時折、聞き及んでいた。インターネ
ットの強みは無限大ともいえる情報の拡散力。問
題解決のための資金調達とともに、人身売買に関
する情報をより多くの人々に広報することにも役
立つという点で注目を集めつつあるのだ。
「寄付額の合計が上位の団体には賞金が支払わ
れる！」
そう聞いて、動かぬわけにはいかない。目指せ
1 位。期限はクリスマスイブ。残された時間は 1
週間！
まずはラリグラス名義で 50 万円を送金し、ラリ
グラス関係者のみなさまにもお願いのメールをお
送りさせていただいた。結果、多くの方々にご協
力いただき、募金総額 17,000 ポンド（約 270 万円）、

売られてからしばらくは泣きどおしだった少女たちも、
次第に環境に順応していく。生き抜くために順応するの
だ。そんな被害者たちのマインドコントロールを解き、
「ここから出たい」と思わせるのが内偵員のミッション
だ

●先のレポートでもご報告したとおり、デリー事
務所はアパートの一室を借りて運営されている。
ムンバイやボリバリ、プーネのような保護施設は
ない。そのため、救出した少女たちは、インド政
府が運営する保護施設に送りこむほか術がない。
政府の施設は劣悪だ。十分な食事も与えられず、
社会復帰に必要なリハビリテーションもほとんど
なされていないという。施設のスタッフによるイ
ジメも横行しているとのことだ。
人身売買被害者の救出活動は、売春宿から外の世
界へ救い出せば終わるというものではない。むし
ろ、救出後のケアがより大切なミッションだ。そ
のため、レスキュー・ファンデーションは、デリ
ーにおける保護施設の開設を、各国の支援者に呼
びかけたのだった。
最初に手を挙げたのは、オランダの NGO だ。施
設の建設用地購入費として、2,000 万ルピー（約
4400 万円）を支援してくれたのである。だが、小
22
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募金件数 71 件と、額面では断とつトップ！ めで
たく 20,000 ポンド（約 300 万円）の賞金を獲得し
たのだった。
使用カードが VISA と Master に限られ、期限も
迫る中、ご友人やご家族総出でご協力くださった
方や、ひとりで複数回ご寄付くださった方もおい
でだった。心からお礼申し上げる。併せて、下記
にトリベニ・アチャルヤさんからの感謝のメッセ
ージをお届けする。

【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「ブライダル基金」
とご記載ください。

ラリグラス・ジャパンのみなさまへ
ナマステ！
私たちの呼びかけに賛同し、たくさんの募金を
寄せてくださってありがとうございました。
ラリグラス・ジャパンのみなさんの結束力とスピ
ーディーな対応に、スタッフ一同、驚きと喜びで
いっぱいです。ラリグラス・ジャパンは、私たち
を支援してくださる他のどの団体よりも、すばら
しい力をお持ちであると改めて感じました。
今のこの瞬間も、インドの売春宿で軟禁され、
拷問を受けている少女たちが救いを求めています。
私たちレスキュー・ファンデーションの使命は、
そんな彼女たちを救出し、安全な住まいと医療、
収入を得るためのスキルを提供し、新たな人生を
歩ませることです。みなさまからの温かいご支援
は、そのための資金として大切に使わせていただ
きます。
心からの感謝を込めて
レスキュー・ファンデーション
代表 トリベニ・アチャルヤ
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○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 ヨシダクミコ
※銀行振替の場合は、メール等で「ブライダル基
金」への寄付とご連絡ください。

現地報告：ネパール障がい者女性協会（NDWS）

記録映画と DVD 制作

●2012 年春のレポートで、ネパールとインドの
人身売買をテーマとした記録映画と DVD 制作つ
いてご報告した。そこに、「映画公開と DVD 発
売は今春予定」と記したのだが、諸事情により
計画に遅れが生じている。
第一の理由は、制作会社が保管してくれてい
たはずの映像テープ 1 番組分が紛失してしまっ
たことにある。それらを捜索する間、待ちの状
態が続いたのだ（ちなみにテープは結局、見つ
からず……）。
筆者の担当業務の遅れも理由である。「映画
の公開はまだですか？ 楽しみにしているので
すが……」「DVD の発売はいつ頃でしょうか？」
などのお問い合わせをいただくたびに、申し訳
なく思うばかりだった。しかし、この度、ドキ
ュメンタリー映画監督・佐藤圭司氏の手による
シナリオがついに完成しました！
これから編集作業や翻訳作業、字幕入れや音
入れなどを経て、今年の秋には公開の運びとな
る予定です。どうぞご期待ください！

そしてインド

物語の舞台はネパール
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現地報告：ネパール障がい者女性協会（NDWS）

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供たち
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
VDC 1である。
●CBR プログラム関連の活動
これまでのレポートでも述べた通り、2011 年以
降、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。これまで 6 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、ビシャンク ナラヤン、ゴティケル）
で障がい児・者の調査と障がい者手帳発行手続き
を行ってきた。昨年 11 月以降、ピュタールという
VDC で障がい者手帳発行手続きを行い、約 30 人に
対して障がい者手帳が発行された。ラリトプール
郡開発事務所からは約 20 万円の調査費用が支給
されるようになっている。NDWS は障がい者手帳の
発行手続きだけでなく、家族や関係者向けのアウ
ェアネスプログラムも同時に実施しており、住民
からは好評を得ている。ラリトプール郡は広域で
あり、アクセスが困難な山間部も多い。郡開発事
務所は全域を対象とした手帳発行を計画しており、
今後も NDWS が委託を受けて実施していく予定だ。
また、この一連の障がい者手帳発行活動に合わ
せて、VDC の障がい者データも作成し、発行手続
きに来た人の障がいの種類、個人データ、家族構
成などの情報を収集している。ネパールでは昨年、
「2011 年国勢調査」の報告書が発行されたが、障
がいに関する情報は少なく、国勢調査の調査方法
も十分ではないため、信憑性の高いデータがない
のが現状だ。NDWS の情報収集活動は、ラリトプー
ル郡全域の障がい者の状況把握に大きく貢献する
こととなる。

障がい者手帳発行の様子

1

自治体単位のひとつである村落開発委員会のこ
と。
25

●病院での健診
上述した VDC での障がい者手帳発行手続きの際、
NDWS スタッフが個々の障がいの状態を確認する
ようにしている。その中で、特に病院での検査が
必要であると判断された場合は NDWS が支援をし
てグループで病院に連れていくようにしている。
山間地域では医師のいる医療施設はないに等しく、
保健師が巡回できるヘルスチェックポストが設置
されている程度である。また、交通アクセスも不
便であるため、家族が病院に連れていくことも難
しい。デイケアセンターの子供たちの中で数名を
毎年病院に連れて行っているため、今回はそのス
ケジュールに合わせて 5 名の新しい子供たちを病
院に連れて行った。家族にも同行してもらい、医
師から今後のフォローアップについて説明をして
もらった。

NDWS スタッフによるチェックアップ

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。また、
2013 年 4 月からは公益信託今井記念海外協力基金
から助成を受けて、
「障害者・障害児支援サービス
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。

●ヘルスキャンプ
2 月 17 日にデイケアセンターにてヘルスキャン
プを行った。これは、病院から医師を招いて、デ
イケアセンターに通っている子供たちと周辺地域
の障がい者を対象として毎年実施している健康診
断と障がいの状態チェックのためのプログラムで
ある。今回は 31 名の成人を含む合計 55 人がこの
キャンプに参加した。

医師から説明を受ける家族。障がい専門の病院が NDWS か
ら車で 1 時間半程度のところにある

●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。現在登録して
いる子供は 21 名である。2 月より、韓国製のリハ
ビリテーション医療機器を備えたセンターがネパ
ール国内の数カ所で開設され、これまでデイケア
センターに通っていた子供たち数名がここに通う
ようになった。そのため、現在デイケアセンター
に通っている子どもは 17 名となっている。

ヘルスキャンプの様子
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◆スクールバスの問題
（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が昨年 6 月に
故障したことを前回のレポートで報告した。修理
を終えて走らせているが、道も悪いために小さな
故障は頻繁に起きているという。現在はデイケア
センターの送迎用にレンタカー（マイクロバス）
を走らせている状況である。このレンタカー代（月
約 45,000 円）が NDWS の財政状況を圧迫している
ことから、NDWS は日本財団に車輌寄付の申請書を
提出した。2013 年 4 月時点で日本財団からの返事
はなく、ラリグラス･ジャパンも本件についてフォ
ローしていく予定である。
みんなでモモづくり

パンクやエンストなどの問題が頻繁に起こる

◆その他の活動
デイケアセンターの学習活動は概ね順調である。
玩具や学習教材などの寄付も来るようになり、子
どもたちに対する刺激も増えた。また、新たに家
族ボランティアを募集し、学習活動を小グループ
で行えるようにした。
3月22日には、NDWS代表であるリタ・サッキャ氏
とその家族主催でモモ（チベット餃子）パーティ
ーが開催された。モモの皮も粉から作るため、全
員でテーブルを囲んでモモを作った。デイケアセ
ンターの子どもたちは全員お肉が好物だ。ジュー
シーなモモをお腹いっぱい食べ、満足げに帰って
行ったそうだ。
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イベント・その他の活動（2012年10月～2013年3月）
【イベント】

しづらい環境であった。しかし、
『カナピナ』の皆
さまが販売・調理・食材の補充まで懸命にご対応
くださり、ボランティアに来てくださった皆さま
の呼び込みの声にも力が入った。今年も登場した
タンドール窯で、ナンはふわふわに焼きあがり、
チキンティッカは香ばしく焼きあがった。その匂
いと、汗をかきながら熱い窯に挑む『カナピナ』
スタッフの姿が来場者の注目を集め、昼を待たず
して長蛇の列ができた。周囲の通行を妨げてしま
うほどの列に、ボランティアの皆さんがお客様に
声を掛けて並び方やメニューの説明をしてくださ
った。途中何度も食材の補充が行われ、食販ブー
スは大いに賑わった。

●グローバルフェスタ JAPAN2012
2012 年 10 月 6 日（土）・7 日（日）に、東京都
の日比谷公園で行われたグローバルフェスタ
JAPAN 2012 に参加し、食販・物販ブースの出展、
及びワークショップに参加した。

ご協力いただいたカナピナの皆さん

今回のグローバルフェスタの食販のメニューは、
「ナン」、「バターチキンのカレー」、「チキンティ
ッカ」で、前年に引き続き、本格インド・ネパー
ル＆アジアンダイニング『カナピナ』様より全面
的なご協力をいただいた。ネパール人のオーナー、
ダカル・ヤムラル氏が当会の活動にご賛同くださ
り、本格的なインド料理を提供することができた。
今年からメニューに加わった「バターチキン」は、
『カナピナ』のファンでもあるラリグラスのスタ
ッフからのリクエストだ。

タンドールで焼いたチキンティッカの味は格別

物販のブースでは毎年、商品の販売のほか、パ
ネルを展示したりチラシを配ったり、関心のある
方に説明をしたりと、人身売買などのネパールの
実情やラリグラスの活動について紹介している。
今回も熱心に質問してくださる方が多く、このイ
ベントに出向く来場者の意識の高さがうかがえた。
今回人気が高かった商品は、マイティ・ネパー
ルのホスピスの女性たちにオーダーしているフェ
アトレード商品のビーズのコースターやフェルト

バターチキンと大きなナン！

食販のブースは他団体に両側を挟まれており動
線が悪く、2 日目は雨に降られたため非常に作業
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のマグネットだ。制作技術が回を増すごとに上が
っていることも、人気に繋がっていると考えられ
る。スタディツアーの際仕入れてくるネパール雑
貨の中では、フェルトのポーチと革のポーチが例
年同様人気だった。

ホスピスの女性たちが作ったコースターが人気

ワークショップには予想よりも多くの方に受講
していただき、実りあるものとなった。
１日目は快晴で暑さを感じるほどであったが、
２日目は半日雨となってしまった。店舗の下はア
スファルトではなく土だった為に足場が悪く、材
料運搬や片付け作業は泥との戦いとなったが、
『カ
ナピナ』の皆さまやボランティアの皆さまのおか
げで、１年間で１番大きなイベントを無事に終え
ることができた。

ネパール風カレーはいかがですか？

プロの出展も多く、食べ歩きのできるから揚げや、
おいしそうな匂いを漂わせた肉やソーセージなど
の商品を販売しているブースに、長蛇の列ができ
ていた。はじめのうちは他ブースに押され気味で
あったラリグラス・ジャパンの食販ブースだが、
ボランティアの皆さまの勢いある呼び込みによっ
てみるみる行列ができていった。特にターメリッ
クライスのカレーをご希望されるお客様が多く、
炊飯が間に合わないということが何度かあるほど
の大人気ぶりであった。一度ご購入されて「おい
しかった」と再び買いに来てくださる方や、
「毎年
買っているんだよ」というリピーターの方もいら
っしゃった。
物販ブースは会場の一番端にあった為人の流れ
が悪い場所ではあったが、カレーをご購入された
お客様が場所を聞いて物販ブースにも来てくださ
ったり、午後にはお散歩中のご家族連れやカップ
ルなども立ち寄ってくださったりした。人身売買
問題について知りたいと、熱心に質問される方も
多くいらした。
このイベントでもホスピスの女性たちが作った
ビーズ商品やフェルトのマグネットが人気であっ
た。

●よこはま国際フェスタ 2012
2012 年 10 月 20 日（土）、21 日（日）に象の鼻
パークで開催されたよこはま国際フェスタに参加
した。両日とも秋らしい晴天に恵まれ、多くの来
場者で会場はにぎわった。
食販ブースでは「カレー＆ナン」、「カレー＆ター
メリックライス」、「ネパール風ミルクティ・チャ
ー」を、物販ブースにおいては、ビーズアクセサ
リーやフェルトグッズなどのフェアトレード商品
及びネパール雑貨を販売した。
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力いただきやすい委託販売に力をいれている。こ
の半年の間にも多くの方々にご協力いただいた。
福岡の岡本芽衣子様には昨年に引き続き文化祭
での委託販売にご協力いただいた。彼女は 2008
年のツアー参加者であり、ラリグラスの活動やネ
パールの現状を知ってもらう機会をつくるために
文化祭前には勉強会も行ったそうだ。このように
遠いところからでも委託販売という形で協力いた
だけることはうれしい限りである。
福岡西新公民館 古賀盟子様には今年も子ども
会の皆さんとの販売にご協力いただいた。これま
で販売された中でフェルトのマスコットがよく売
れるとのご報告をいただいており、今年は新製品
のゾウときのこのマグネットを多めにお送りした
が、それでも少なかったというほど人気であった
ようだ。ホスピスで製作できるフェルトマスコッ
トのバリエーションを今後増やしていきたいとこ
ろだ。
野田禮子様には自宅でバザー＆チャリティーコ
ンサートを開かれた際、委託販売にご協力いただ
いた。野田様からは定期的にホスピスの女性たち
の作品を販売する機会をご提供いただいている。
愛知の長坂実紀様には 6 月及び 9 月に委託販売
のご協力をいただいたが、11 月にもご協力くださ
った。男性が購入できるような商品もご希望され
ていたが、現在ラリグラス・ジャパンでは男性向
けの商品の取り扱いが非常に少ない。このご意見
を今後の商品開発や買い付け時の参考にさせてい
ただきたい。
大田多恵様にはテニススクールのバザーでの委
託販売にご協力いただいた。バザーに出品されて
いるものは、質の良いリサイクル品や不要品が数
百円程度という世界で、ラリグラスの商品の販売
には苦戦したとのことだが、活動を知っていただ
くためにご尽力いただいた。

晴れ渡る青空！イベント日和です

各イベントにご参加くださった皆さま、遊びに
来てくださった皆さまに感謝申し上げる。
また、グローバルフェスタにて全面的にご協力い
ただいた『カナピナ』の皆さまには重ねて感謝申
し上げたい。
今後の参加イベントの詳細は HP、メールにてご
連絡させていただく予定である。今後ともご協力
のほどお願い申し上げる。
● よこはま国際フォーラム 2013
2013 年 2 月 10 日（日）、JICA 横浜で行われた「よ
こはま国際フォーラム 2013」に参加した。
三連休の中日ということもあり、人は集まって
いるものの、学生の参加がさほど多くなかった。
セミナーでは音響の不具合で最初５分ほどが削
られてしまったのが残念だったが、終わってから
も質問がきたり書籍を購入される方もいて、関心
の高さがうかがえた。
【その他】
●印刷作業
2012 年 11 月 28 日（日）に、『ラリグラス・ジ
ャパン 2012 年秋リポート』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った。
ご協力くださったボランティアの皆さまありが
とうございました。
●委託販売
ラリグラス・ジャパンでは、当会が所有する商
品（ホスピスの女性が製作したビーズ・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。
しかしイベントの出展は東京・神奈川のみとなっ
ているため、近年は遠方にお住まいの方にもご協

大田さんがご参加されたバザーの様子
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ビーズ製作は、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、生活にハリをもた
らす上でも重要な意味をもつものである。このた
め一定量の発注を保つことが重要であるが、当会
が出展する首都圏でのイベントだけでは販売量に
限りがあるのが現状だ。そこで委託販売の拡販に
努めてきたという経緯がある。商品に関してもビ
ーズ製品だけでは限界があるため、今年はゾウや
きのこのマグネットなど、フェルト小物をホスピ
スの女性たちに製作依頼している。
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。
そして引き続き皆さまのご協力をお願いしたい。

●（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 に登録している子供が
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 10 月から 2013 年 3 月にかけて、選定し
た 30 校にて順次アウェアネスプログラムを実施
した。交通アクセスが困難な地域や NDWS の事務所
から遠い地域については、郡開発事務所から委託
を受けている障がい者手帳発行手続きの時期に合
わせて近隣校をスタッフが巡回する形でプログラ
ムを実施した。
学校からの反応はとてもよく、ぜひ継続して協
力していきたいという声が多くあった。教員は延
べ 124 名、生徒は延べ 256 名がこのプログラムに
参加した。NDWS は予算が確保できれば今後も学校
におけるアウェアネス活動を続けていく予定であ
る。

【委託販売ご協力のお願い】
○委託販売の流れ
委託販売のお問合せ
↓
販売見込みに応じたビーズ製品と
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
○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。
また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
問合せください。
皆さまのご協力、心よりお待ちしております。

低学年にも理解しやすいように説明する
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4 月に研修計画の策定を行い、現在研修教材の
策定を進めている。研修教材はアウェアネスプロ
グラムで使用した教材なども活用する予定である。

●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。

プログラム終了後、教員と振り返りを行う

●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」を実施すること
になった。特にここ数年は新しい地域で障がい者
の情報収集を行ってきた NDWS だが、知名度が高ま
るにつれ、限られたスタッフで十分なサービスを
提供することが難しくなった。家庭訪問の際は、
理学療法や障がい児教育の知識が必要となってく
るため、専門的なスタッフが限られているのが現
状である。NDWS の事務所からバイクで 5 時間以上
かかる場所に位置する VDC もあり、時間的にも全
ての家庭を訪問し、サービスを提供することが難
しい状況である。このような課題に対応するため、
NDWS は各 VDC のヘルスチェックポスト（診療所の
ような施設）のスタッフや青年会と協力し、障が
いに関する理解を促進するワークショップなどを
開催してきた。各地域における人材を体系化され
た研修プログラムのもとで育成し、より多くの障
がい者・児にサービスを提供することを目的とし
て、本事業の実施に至った。
対象地域の地名とそれぞれの VDC における障が
い者数は下記に示す通りである。
１．Asrang（アスラン）102 名
２．Kaleshwor（カレショール）42 名
３．Gotikhel（ゴティケル）28 名
４．Bukhel（ブケル）51 名
５．Manikhel（マニケル）39 名
６．Dukuchhap（ドゥクチャップ）49 名
７．Ghusel（グセル）38 名
８．Pyutar（ピュタール）39 名
９．Choughare（チョウガレ）49 名

2012 年 2 月、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、半年後の 2012 年 8 月になっても、予約して
から実際に検査を受けるまで 1〜2 ヶ月程度をよ
うしていた。
この背景には、RCC のあ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、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、
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
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害者が急増している。この春、レスキュー・ファ

うなら、農村部への出張も検討してはどうか」と

ンデーションに保護されているバングラデシュ人

いう提案があった。RCC 近郊の農村部の女性たち

の少女と女性の数は、これまでで最多の 50〜60

は、農作業・家事・子育てに追われて RCC に来ら

名にものぼった。そのほとんどが RCC でケアを受

れないことも多いため、健康診断と HIV/AIDS 検査

けている。

を実施したいとの内容だった。農村部は貧困に苦

バングラデシュ政府はその貧しさから、少女や

しんでいる地域でもあり、売春宿などで夫が

女性たちの帰国を望まず、送還にかかわる手続き

HIV/AIDS に感染し、さらに妻が感染してしまうケ

も困難を極めることが多い。そのため、帰国が実

ースが多数報告されているため、その必要性が感

現するまで、RCC で身体的なケア（売春宿で暴力

じられた。

をふるわれ、身体に障がいを持つ女性たちのリハ

レスキュー・ファンデーションのスタッフが農

ビリテーション、HIV/AIDS をはじめとする性感染

村部に出向き、村長や村の有力者たちと交渉を行

症の治療・ケア）、精神的なケア（売春宿での生活

ったところ、保守的な村では健康診断の必要性は

で精神障がいやうつ病などを発症する少女・女性

理解してもらえたものの、HIV/AIDS 検査の実施は

たちも多い）を行っている。HIV/AIDS 検査を行う

難しいだろうとの返答だった。そこで、まずは医

スタッフもそのケアに手をとられており、このた

師と看護師が農村部に出向いて健康診断と診察を

めに検査体制が整わない現状がある。

実施することとなった。その際に、村人を集めて

この状況を改善するために「工場地帯への出張

「健康講座」を実施し、HIV/AIDS の話題も話して

HIV/AIDS 検査」を実施した。工場で希望者を募り、

啓発活動から取り組むこととなった。2012 年 10

健康診断のように検査を実施し、工場で個室を確

月より医療スタッフ（医師 1 名・看護師 1 名）等

保してもらい、結果を伝える。医療スタッフたち

が農村部へ出向き、2 カ月に 1 回、無料で健康診

も検査に集中でき、 1 日でまとまった数の検査を

断を行った。多くの希望者が集まり、学校の教室

行えるため、効率もよい。レスキュー・ファンデ

を借りて行った「健康講座」にも多数の村人が参

ーションのスタッフが近隣の 5 カ所の工場に出向

加した。村長からは、定期的に実施してほしいと

き、検査実施の可能性について工場長に打診した

の要望があり、2 カ月に 1 回村を訪れることとな

ところ、1 カ所の工場（従業員数：286 名）から快

った。

諾を得た。工場長自身がレスキュー・ファンデー

その後、RCC の検査体制は、売春宿からのレス

ションの実施する HIV/AIDS の予防についての講

キューがあり、ケアの必要な少女／女性たちが入

演会を受講しており、理解があったことが幸いし

所するタイミングで受け入れ可能人数が減ること

た。

が繰り返されたが、毎日 2～4 名の受け入れ人数を

2012 年 9 月から医療スタッフ（医師・看護師・

推移。年間で 862 名の検査を実施することができ

臨床心理士等）が工場に出向き、毎月 1 回検査を

た。現在、プロジェクトを継続するための資金確

実施した。2013 年 1 月までに 5 回、23 名の検査を

保に向けて、レスキュー・ファンデーションと調

実施、2 名の感染が判明し、現在 RCC で治療と経

整を重ねている。

過観察を行っている。
また、同工場長の呼びかけで、2012 年 12 月に
近隣の工場管理者向けに健康講座を実施すること
ができた。これをきっかけに他の工場（3 カ所）
からも出張検査の要望が出てきており、レスキュ
ー・ファンデーションは検査体制のさらなる拡充
を検討している。
工場への出張 HIV/AIDS 検査を検討した際に、レ
スキュー・ファンデーションから「出張検査を行
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●ネパール人相互扶助グループ「Rudrawati」か
らの寄付

Yam Lal Dhakal
Chhabi Kala Dhakal
Muna Dhakal
Pawan Dhakal
Sagar Dhakal
Eshori Prasad Dhakal
Ishwori Prasad Dhakal
Dikchha Dhakal
Laxman Prasad Dhakal
Durba Raj Dhakal
Rom Kanta Bhandari
Kamala Bhandari
Megh Raj Bhandari
Bishnu Nyuapane
Santu Nyuapane
Krishna Prasad Nyuapane
Shovakhar Nyuapane
Baburam Bhusal
Jamuna Bhusal
Ananta Ram Dhakal
Tej Prasad Bhusal
Dilli Raj Bhandari
Ramesh Maharjan
Bhim Lal Kharel
Harikala Kharel
Sabita Bhandari

「国内活動報告」の項でも紹介しているように、
ラリグラスは 2011 年のグローバルフェスタ参加
時より、ナン＆チキンティッカ、ネパールビール
の販売を行っている。ラリグラスの活動に賛同し
てくださった、インド・ネパール＆アジアンダイ
ニング『カナピナ』のオーナー、ダカル・ヤムラ
ル氏のご協力によるものだ。
12 月 15 日、そんなダカル氏が所属するネパー
ル人の有志グループ「Rudrawati」主催の忘年会に、
ラリグラスのメンバーも参加させていただいた。
「Rudrawati」は、ダカル氏の職場スタッフや、
同様のレストランを経営しているネパール人など
からなる相互扶助グループだ。さまざまな活動を
行っているが、そのひとつが日本の「無尽講」の
ような取り組みである。メンバーが毎月一定額を
特定の口座に担保し、誰かが必要になった場合は
話し合いの結果に応じてその口座から援助を受け
られるというものだ。
忘年会のこの日、これまで担保してきた金額が
一定額に達したため、メンバーに還付を行うとの
ことだった。また、グループには担保額の中から
5 万円を祖国ネパールのために使用するという取
り決めがあり、その使途を決定する日でもあった。
方法はくじ引き。当たりを引いたメンバーが、
ネパールへの貢献を条件に自由に決められるとい
う仕組みだ。これまでの例としては、村の井戸修
理や現地 NGO への寄付などを行ったとのことであ
る。
「自分が当たりくじを引いた時は、ラリグラス
に寄付したい」というダカル氏の申し出により、
ラリグラスのメンバーをこの会に招いてくださっ
たのだった。
残念ながら、ダカル氏が引いたのはハズレくじ。
当たりは別の人にもたらされたのだが、ダカル氏
とラリグラスのメンバーが、当会の活動について
説明したところ、
「 日本人がネパールのために貢献
してくれているのだから」と、ラリグラスに寄付
してくださることになった。
以下は、「Rudrawati」のみなさんである。ここ
に改めて感謝の意を記したい。
ご寄付いただいた 5 万円は、当会が支援するサ
ッチガッタの年間運営費の一部に充てさせていた
だきます。ありがとうございました！

ネパールのみなさんの心がこもった 5 万円を受け取るラ
リグラス・メンバー
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会員・寄付者リスト
（敬称略）

【会員】
2012 年 9 月から 2013 年 3 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、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、長坂実紀、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、小山田基香
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
鈴木樹代子、宗祥子、反町絵理、高橋多美子、瀧口修薫、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、林泉、林和夫、林省吾、平井英津子
平野善之、藤本律子、二神成尊、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、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、大西朋子、大野国貢、近江京子、大成勝代、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
坂本淳子、佐々木ひろみ、渋谷優子、鈴木信明、鈴木祐子、竹内淳子、千葉幸子、塚野多木子
富成玉江、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、大庭まり子、大橋由希、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】
（2012 年 10 月～2013 年 3 月）
阿久津光子、有浦紀美子、イシカワユミ、伊藤明美、稲垣すみ子、稲葉資郎、井上比左子
今村久美子、宇田川江美、宇田川純子、近江京子、大久保彰典、大谷享、大野国貢、岡部陵佳
岡野孝博、岡本智晶、小野寺一彦、オヤマダマリコ、カミシマアキラ、川口朋子、北九州看護
小手川弘子、後藤秀夫、小林幸子、小林のぶ江、小森忠良、コンドウシンジ、櫻井るり香、佐藤光男
グローバルフェスタ寄付、篠原マリ、シロフクロウ、スギタヤスコ、杉本由美子、鈴木樹代子、鈴木重男
高橋国和、ダカル・ヤムラル、竹内淳子、堤田芳和、手塚たみ子、轟木元枝、俣野美代子、松永一夫
三橋久子、三原一夫、三島正志、元田智子、ナカイドタカシ、長坂実紀、中野陽子、西部徹
西堀喜則、野田禮子、河朱美、花見和子、堀之内弘江、山口泰正、横浜商業高校グローカリー部
吉田久美子、ヨシダマサナオ、Rudrawati、

【書籍購入にご協力いただいた皆さま】
（2012 年 10 月～2013 年 3 月）
新井有紀、上野恵美子、三島正志

【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 10 月〜2013 年 3 月）
秋山佳子、新井有紀、石川重美、上原翔子、宇田川江美、宇田川純子、大田多恵、岡佐保理、亀尾麻彩子
下窄あゆみ、須賀香奈、高柳ユミ、竹内淳子、徳山明志、中嶋野香、根本りか、長谷川まり子、林亜紀子
氷室さと、宮森栄実、武藤禎
インド・ネパール＆アジアンダイニング『カナピナ』東日本橋店・シーフォートスクエア店、

【活動にご協力くださった皆さま】
（2012 年 10 月～2013 年 3 月）
株式会社光文社 佐伯義文（ジャムシステム株式会社）
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 担当・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）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

有田千枝

会計監査

門垣裕子

評議委員

高橋国和

三原一夫

新倉元彦
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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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