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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。
今年は、2014 年 8 月 8 日（金）～8 月 17 日（日）までの 10 日間で実施し、参加者 14 名、引率者
2 名、現地在住の会員 1 名、コーディネーター1 名の計 18 名の構成となりました。近年ではもっと
も大人数での訪問となったため、女性や子どもたちの喜びもより大きなものとなったように思いま
す。また、十分な参加者数があったおかげで、新たなプログラムを実施できたことも大きな収穫で
した。
ツアー終了後、代表・長谷川はインドに赴き、現在、仕事の関係でデリーに在住する理事・上原
とともに、レスキュー・ファンデーションのデリー事務所およびムンバイ本部を訪問しました。定
例となっているミーティングや調査等に加え、『ブライダル基金プロジェクト』のサポート によっ
て嫁ぐ 4 名の女性の結婚式に参列することも目的のひとつでした。
以上の詳細を、本書にてご報告します。

ラリグラス・ジャパン
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重要なお知らせ

寄付したお金の約半分が戻ってくる！
寄付金控除について

ご支援くださるみなさまにとって、少しでもご恩返しができれば・・・との思いから、約 1 年かけて準備
を続けてきた結果、ラリグラス・ジャパンは、2014 年 7 月 28 日より、東京都の認定を受け「認定 NPO 法
人」となりました。
「認定 NPO 法人」とは、NPO 法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、また、公益の増
進に資すること等、一定の要件を満たすものとして、各自治体から認定を受けた団体をいいます。
さて、ラリグラスが「認定 NPO 法人」となったことにより、当会に寄付をされた方は、確定申告によって
寄付金控除等、税の優遇措置（減税）を受けることができます。税額控除の割合は、寄付金から 2,000 円を
引いた額の最大 50%（所得税 40％＋住民税 10%）になります。お手数をおかけいたしますが、ぜひ、お手
続きいただければと思っております。
寄付者の方々が税の優遇措置を受けられることは大きなメリットです。が、寄付金控除のメリットはそれだ
けではありません。寄付金額の半額が控除されるということは、本来、税金として国に納められ、政治・行政
によってのみ決定されていた税金の使途を、自ら選んだ NPO などの組織に託すことで、主体的に決められる
ということだからです。
「認定 NPO 法人」となった今、ラリグラスは改めて、ご支援くださるみなさまとともに、人身売買問題を
解決すべく、精一杯、取り組んでまいります。
これからもご支援いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
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第34回ラリグラス夏のスタディツアー・スケジュール
日時

スケジュール

8／8(金)

◆ネパール・トリブヴァン空港着

8／9(土)

◆ホスピス訪問（挨拶／ビーズ検品／制作指導／レクリエーション）

8／10(日)

◆ホスピス交流プログラム：ショッピングと食事のため外出

8／11(月)

◆カカルビッタへ移動
◆トランジット・ホーム訪問、メンタルケア施設、国境見学

8／12(火)

◆トランジット・ホーム＆メンタルケア施設の入所者とピクニック

8／13(水)

◆トランジット・ホーム、メンタルケア施設訪問
◆カトマンズへ移動

8／14(木)

◆マイティ・ネパール訪問
女性と子どもの保護施設、職業訓練施設、テレサ・アカデミーなどを視察
◆フリータイム（病院見学、パシュパティナート、ボダナート観光、フリーマーケ
ット商品の仕入れ＆ シ ョ ッ ピ ン グ etc.）

8／15(金)

◆ NDWS ネ パ ー ル 障 が い 者 女 性 協 会 (NDWS)・デ イ ケ ア セ ン タ ー 訪問
◆CBR プ ロ グ ラ ム フ ィ ー ル ド 訪 問 （ 障 が い を 持 つ 子 ど も の 家 庭 訪 問 ）

8／16(土)

◆ ホ ス ピ ス 訪 問 ： 交 流 プ ロ グ ラ ム (ランチパーティー)

8／17(日)

◆ホスピス訪問後、出発までフリータイム／帰国の途へ

8／18(月)

日本帰着

○ 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
●マイティ・ネパール本部は、本部機能はじめ、
インドから帰還した女性たちを保護するシェルタ
ー、全寮制の学校テレサ・アカデミー、クリニッ
ク、内紛の際に戦争孤児となった女子を保護する
寮からなっている。今回のツアーは、暦の都合上、
日程がタイトになったため、駆け足ではあったが、
ツアーメンバーに施設内を見学してもらった。以
下、その様子を写真とともにご紹介する。

テレサ・アカデミーの授業風景。ツアーメンバーも一緒
に授業を受けてみた。レベル、高い！

「自分のことは自分でやる」が基本のテレサ ・アカデミ
ーの子どもたち。写真のスケジュールに沿って規律正し
い生活が営まれている

ナーサリー・クラスを見学。遊ぶだけでなく、読み書き
もしっかり学んでいました！

厨房を見学。数百人分の食事を用意するのは、人身売買
の被害者として保護され、リハビリを受けた後、マイテ
ィのスタッフとなった女性たち。この日の晩御飯は、週 1
回（毎週土曜日）の肉の日だった！
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現地報告：マイティ・ネパール本部
●マイティ本部には、
『ベイビー・ルーム』という
一室がある。生後数週間程度の新生児から 1 歳児
まで、常時 20 名ほどが保護される赤ちゃんの部屋
だ。
売春宿の客の子どもを身ごもった状態で保護さ
れ、マイティで誕生した赤ちゃん。レイプによる
妊娠だったため、誕生後、母親に置き去りにされ
た赤ちゃん。街中のゴミ捨て場に放置されていた
赤ちゃんなど、さまざまな身の上の赤ちゃんが保
護されている。
昨今、目に見えているのが、性犯罪による妊娠、
男性にだまされて妊娠してしまうケースだ。
少女たちは驚くほど無知であり、無力だ。お腹
が大きくなるまで妊娠した事実に気づかなかった
り、気づいていても相談する相手がいないなどの
事情で、臨月間近になってマイティに保護され、
施設で出産するのだ。だが、彼女たちにシングル
マザーとしてわが子を養育する力はない。結果、
マイティが赤ちゃん 1 人ひとりの人生を請け負う
ことになるのだ。
マイティは、こうした赤ちゃんと、海外国内問
わず、生涯里親を希望する夫婦との縁組を行って
いる。これまで多くの赤ちゃんが欧米やネパール
国内の良質な家庭に、里子として委ねられた。ち
なみに、里親が見つからない場合は、18 歳までマ
イティで養育されることになる。
赤ちゃんの世話をするのは、人身売買の被害者
として保護され、リハビリを受けた後、マイティ
のスタッフとなった女性たち。母親代わりとなっ
て、赤ちゃんたちに愛情を注いでくれている。

生後数日というような生まれたてで発見された捨て子の
赤ちゃんも。性犯罪の被害者は、女性だけでない。赤ち
ゃんも被害者の 1 人だ

ベイビー・ルームの子どもたちと遊ぶツアーメンバー。

手乗り赤ちゃん！

みんな元気いっぱいで、疲労の色がにじむメンバーも…
…
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現地報告：マイティ・ネパール本部
●嬉しい再会があった。2 年前、筆者がインドの
レスキュー・ファンデーションを訪問した際、保
護されていた女性だ。
彼女は、インドの売春宿で働かされていたとこ
ろをレスキュー・ファンデーションによって救出
された。その後、１年余り、ボイサルのシェルタ
ーで生活し、その中で美容技術の職業訓練を受け
た。半年ほど前にネパールに帰還し、現在はマイ
ティのシェルターで生活しながら、近くのビュー
ティーパーラーで、美容師として働いているとい
う。
「マミー（レスキュー・ファンデーション代表
トリベニさんのこと）がちゃんと勉強させてくれ
たので、ネパールに帰ってからすぐに仕事がみつ
かりました」とのこと。
彼女の言葉どおり、レスキュー・ファンデーシ
ョンが行っている職業訓練は実用的であり、新た
な人生を切り開くうえで、とても有効であるのだ。

女性たちが学ぶワークショップ（職業訓練所）を見学。
ビーズ刺繍のバッグはすばらしい出来だ

縫製技術は、パターンの取り方から学んでいる

自分の職場の場所を示す女性。給料もなかなからしい。
次回訪問時、見学に行く予定だ
作品には、海外のドナーや国内の商店から注文されたも
のも。即売所では、ツアーメンバー がたくさん購入して
くれた。自分の作品が目の前で売れるのは、女性たちの
大きな励みとなる
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現地報告：マイティ・ネパール本部

テレサ・アカデミーの女の子たちに手を借りて、みんな
でお菓子詰め作業。なかなかの手際だ！

マイティとレスキュー・ファンデーションの連携によっ
て、人生を救われた少女との再会に胸が熱くなる。この
後、インドに赴く筆者は、トリベニさんに送るビデオメ
ッセージを撮影。少女たちの笑顔が一番のお土産だ

●1998 年から続けているお菓子プレゼント。今回
も関係者の皆さまにご協力いただき、マイティと
NDWS の女性と子どもたちに、6 種のお菓子の詰め
合わせを贈らせていただいた。みんなの笑顔のた
めにご協力くださった皆さま、ありがとうござい
ました！

配布は年少の子どもたちから。まだかまだかと 、ワクワ
ク、ソワソワ！

【ご寄付くださった皆さま】
阿部真里子様、柿沼美沙子様、川口朋子様、
工藤節子様、杉山弘子様、松嵜三貴様、
水上直樹様、三原一夫様、宮田泰司様、
森本恵弥様

1 人ひとりに手渡しするツアーメンバー
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現地報告：マイティ・ネパール本部

「あんたのコレ入ってる？」「私のと同じ中身？」

「はい、どうぞ」「ありがとう！」

「これ、ボクの。チーズボールが好き！」

「えへへ、もらっちゃった！」
大きくなってもやっぱり楽しみなお菓子セット！
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現地報告：ホスピス

カトマンズ・ホスピス

●ツアー中、もっとも長い時間を過ごすのが、カ
トマンズ中心部から車で 30 分ほどのところに位
置するホスピスである。いつもラリグラスメンバ
ーの訪問を楽しみにしてくれているのだが、今回
はツアー参加者 14 名、引率者 2 名、通訳 1 名と、
総勢 17 名の訪問だったため、例年以上の盛り上が
りをみせた。
現地に赴く前、ツアー参加者が抱く不安は、
「コ
ミュニケーションはとれるのか？」といったもの
である。が、まったく案じることはない。後のツ
アーメンバーの感想文をご参照いただくとわかる
とおり、言葉が通じずとも、なぜか心が通い合っ
てしまうからだ。初日は自己紹介と日本からのお
土産の進呈から始まったのだが、すぐにお互い仲
良くなり、ゲームやレクリエーションを楽しんだ。

年長の子どもは学校に腕時計をしていってもよいとのこ
と。小さな子は、持っているだけで お兄さん、お姉さん
になった気分に

1 人ずつ自己紹介。女性も子どもたちもたくさんの訪問者

傘のたたみ方をレクチャー。なかなかマスターできないようだ

に大興奮！

●ツアー前、文具やお菓子詰め合わせプレゼント
など、さまざまな企画への支援を呼びかけさせて
いただいたところ、たくさんの方々にご協力いた
だいた。
例えば、野口みどり様からは、シルバニア・フ
ァミリーなどの玩具や絵本、浴衣やドレスなど娘
さんが幼いころに使われていた思い出の品の数々
をご提供いただいた。シルバニア・ファミリーの
ような玩具は初めて見るタイプのもの。かなり好
奇心をかきたてられたようで、みんなで相談しな
がら理想の家を作り上げていた。
平野善之様にも、長年、ご支援をいただいてい
る。高品質なのはもとより、デザイン的にも美し
い日本製の文具は、子どもたちに大好評である。

●今回の日本からのお土産は、子どもたちには腕
時計、女性たちには折り畳み傘を用意した。
世界的な異常気象により、近年、カトマンズの
夏もたいへん暑い。以前には見られなかった光景
だが、インドの人を真似て、雨傘で日差しを防ぐ
人も目立つようになってきた。よって、ネパール
にも携帯に便利な折り畳み傘が出回りつつあるよ
うだが、作りが雑ですぐに壊れてしまうとのこと。
デザインもかわいく使い勝手のよさそうな傘は、
とても喜んでもらえた。
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現地報告：ホスピス
大田多恵さん、前原旭さん、松嵜三貴さん、水
上直樹さんにも温かなご協力をいただいた。
阿部真里子さん、石原正行さん、上中美穂さんと
お嬢さん、森谷里美さんからお預かりした手紙や
折り紙、シール等は、みんなに一通一通、ご紹介
させていただいた。
『直接、会うことはできないけれど、日本に暮ら
すたくさんの人が、自分たちのことを気にかけて
くれている』
皆さまからの贈り物や手紙によって、女性や子
どもたちはそう信じることができる。多くの方々
の温かなご支援に心から感謝申し上げます。

現地へのギフトには懐かしのリリアンも！

女の子の大好きなお人形も。ハギレを活用して着せ替え
すっかり浴衣が気に入った最年少のユナちゃん。ショッ

遊び！

ピングとレストラン・ランチの際にも着てでかけたとこ
ろ、街の人の注目を集め、写メを撮られていた！

贈り物のパズルに没頭する男子。ラジャさんも取り上げ
んばかりにハマってました
シルバニア・ファミリーには、ツアーメンバーもハマっ
てしまった
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現地報告：ホスピス
れ好きなものを買うというイベントだ。
ホスピスの生活は閉鎖的であり、単調だ。とく
に、訓練や仕事などで外出の機会がある女性たち
に比べ、家庭生活も学校生活もすべてマイティ内
で営む子どもたちが、一般社会に触れる機会はほ
とんどない。
ART治療を開始して以降、子どもたちの健康状態
はとても良好だ。今後、医療はさらに進歩するは
ずであり、HIV/AIDSの根本的治療の確立も期待で
きる。ゆえに私たちは、子どもたちが成人し、社
会に羽ばたく日を信じているのだが、ホスピスと
いう特殊な成育環境の中で、一般の社会生活に疎
いまま大人になれば、なんらかの支障が生じると
思われる。
そこで当会は、子どもたちにひとつでも多くの
普通の社会に触れる機会を提供したいと考え、映
画観賞やレストランでの食事、ランチパーティー
などのプログラムを実施してきた。前述の“はじ
めてのお買い物”もその一環として計画したのだ
が、子どもたちに貴重な経験の機会を提供するこ
とができた（詳細は2012年春のレポート参照）。

参加者の三島さんがご寄付くださったバドミントンセッ
トやビーチボールで大いに遊んだ！

●はじめてのお買い物が予想以上に盛り上がった
ため、いずれスタディツアーのプログラムのひと
つとしたいと考えていた。
近年、カトマンズの街には、ショッピング・コ
ンプレックスと呼ばれる商業施設が次々、オープ
ンしている。日本でいえば、百貨店に相当するが、
売られているのは高級品ばかりではない。町中の
店の販売価格と変わらない値段で売られている上
に、品数が豊富であるため、中産階級の新たなシ
ョッピング・スポットとして、人気を集めている。
だが、ホスピスのみんなにとっては、未知の世界
の存在だ。この春の訪問時、尋ねてみたところ、
「建物の外から見かけたことはある」と女性たち。
子どもたちになると、「テレビで見たことがある」
程度なのだった。

ボタンを押すと英語の歌が流れる知育玩具。すぐに使い
方をマスターし、繰り返し楽しんでいた。

●外出企画を始めた当初、映画鑑賞は特別なこと
であったため、ずっと映画館とレストランを外出
先の定番としてきた。ところが、近年、ホスピス
のテレビでもインドの映画専門チャンネルが見ら
れるようになり、特別なものではなくなりつつあ
った。女性たちからも、「映画館はもういいから、
他の場所に行ってみたい」との声があがっていた

女性たちが作ってくれたスープヌードルとチャアでラン
チタイム

●約2年半前となる2012年春、ホスピスの子どもた
ちとともに近くのお菓子屋さんに買い物に出かけ
た。1人あたり20ルピーのお小遣いを配り、それぞ
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現地報告：ホスピス
のである。
こうした状況から、今回は“ショッピング・コ
ンプレックスで買い物を楽しんだ後、レストラ
ン・ランチ”という企画を実施することにしたの
である。
だが、この企画には多少のリスクが伴った。こ
れまでのレポートでご報告したとおり、以前に何
度か脱走事件があった。衣食住と医療を保障され
るホスピスの生活は安全ではあるが、同時に退屈
でもある。自由や刺激を求め、後先考えることな
く脱走をはかったというものである。
映画館やレストランは、出入口が一か所しかな
く、全員揃って行動するため、目を配りやすかっ
た。しかし、大きなショッピング・コンプレック
スの中で自由に買い物を楽しんでもらうとなると、
総勢50名の動きを把握するのは容易ではない。
それでも実施を決めたのは、女性や子どもたち
に、新たな体験の機会を提供すべきと考えたから
だ。今回のツアーの参加者が14名と定員を上回る
ほどの人数だったことも理由のひとつである。女
性と子どもたちをグループ分けし、それぞれをツ
アーメンバーにアテンドしてもらうことにした。
また、メインの出入口には、通訳のラジャさんに
待機してもらった。
神経質過ぎると思われるかもしれないが、気を
配っても配りすぎといったことはない。これまで
も、脱走事件を機に外出禁止のペナルティが課さ
れるなど、トラブルが発生すれば女性や子どもた
ちに直接、影響が及ぶ。また、女性も子どもたち
も世間知らずであるから、よからぬ人に声をかけ
られ、連れ去られてしまう危険も考えられるのだ。
こうした背景をツアーメンバーに伝え、グルー
プに分けて引率にあたっていただくことにした。
●女性には500ルピー、子どもたちには100ルピー
のお小遣いを提供し、自由に買い物を楽しんでも
らった。
子どもたちの行動は、それぞれの性格をよく表
していた。男子3人組は、戦闘ヒーローのおもちゃ
が欲しかったようだが、手持ちのお小遣いではと
ても手が出ない。そこで3人で出資し、共有のおも
ちゃとして共同購入することにしたのだ。
またある子は、少額の品ばかりを選び、ひとつ
でも多くの数を購入することに苦心していた。
何を買えばいいのか迷いに迷い、挙句、制限時
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間間近となって「どうしてそれを？」というよう
な品を選んだ子もいる。ちなみに、その品とはス
ティックのり。そうした文具はホスピスに備えが
あるはずだが、焦ってしまったようである。
最終的になにも買わなかった子もいる。妥協し
てとりあえずの品を買うより、貯金にして次回に
まわし、本当に欲しいものを買いたいとのことだ
った。
女性たちも思い思いの品を購入していた。一番
人気は、リップとネイル。ヘア・アクセサリーに
も関心が集まっていた。
自分の目で吟味し、好きなものを買うという行
為は、誰にとっても楽しいものだ。ホスピスのみ
んなも、心から楽しんでくれている様子だったが、
そうした中に時折、切なくなるようなシーンがあ
った。
近代的な施設の雰囲気に気後れしたのか、商品
を手に取っていいものかどうかさえわからず、気
に入ったものがあっても、視線だけで指し示そう
とする女性がいた。
また、女性や子どもたちのほとんどが、商品に
つけてある値札の見方がわからなかった。そのた
め、気になる品をみつけるたびに、ツアーメンバ
ーに「これはいくらですか？」と尋ねていた。
おつりの計算ができない女性や子どもたちも少
なくなかった。いかに一般社会とかけ離れたとこ
ろで生活しているかを目の当たりにし、ツアーメ
ンバーも少なからずショックを受けていたようだ
った。
グループ分けをしたものの、ネパールにはそも
そも“グループでなにかをする”という概念がな
く、瞬く間にてんでバラバラとなってしまったの
だが、必死に追いかけ、目を配り続けてくださっ
たおかげで、無事に計画を遂行することができた。
ここに改めて感謝いたします。

現地報告：ホスピス

家具売り場で記念撮影。おしゃれなインテリアに「プリ
ンセスみたい～」とはしゃぐ女の子たち

みんなエスカレーター初体験 ！

乗るタイミングがわか

らずドキドキ。警備のおじさんも見守ってくれています

ヘア・アクセサリー売り場は女子で大混雑

転倒を防ぐため、女性を支えるツアーメンバー

もちろん、おもちゃ売り場も大人気！
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現地報告：ホスピス

「これ、いくらかな？」「高いんじゃない？」

戦利品を手に車に乗り込む男子たち。

ファンシー小物に関心を寄せる女子たち

いざ、レストランに移動だ！

いつものレストランでランチ！
品数の豊富さにびっくり！

目移りしてしまいます

盛りだくさんのご馳走

に舌鼓！

最 新 モ ー ド の フ ァ ッ シ ン にた め 息 。 素 敵 だ け ど 、 100

フライドチキン＆ポテト、モモ、ピザ、焼きそば、チャ

ルピーでは手が出ません

ーハンetc.
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とても食べきれません！

現地報告：ホスピス

ケチャップ大好き！

だから舐める！

だって、ホスピ

ツアーメンバーも一緒になって遊ぶ！

スでは食べられないから！

ちょうどこの日が誕生日のディパックくん （中央のオレ
ンジのパーカーを着た男子）。みんなでハッピー バース
デー トゥー

ユーを歌いました！

シメはアイスクリーム！

ワン・スクープに2種の味をブ

レンドするのが人気でした!

●もうひとつの交流プログラムであるランチパー
ティーも、大いに盛り上がった。
この日のために手品の練習に励み、身体を張っ
てみんなを楽しませてくださったツアーメンバー
にお礼を申し上げます。
以下、当日の模様を画像とキャプションでご報
告します。
食後はプレイ・コーナーで激しく遊ぶ！
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現地報告：ホスピス

当日は、早朝の買い出しから始まる

女性たちに教わりながら調理するツアーメンバー

魚はじめ、普段、ホスピスでは供されることのないみん
なの好物を中心に仕入れ
作りたてのパニプリでスナックタイム。パニプリについ
ては、前号レポートを参照ください

全員でランチの準備。大量の野菜をカットします

みんなで作ったご馳走を囲みます！
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おいしい！

現地報告：ホスピス

食後はツアーメンバーによる仮装＆手品ショーの 準備。
今回も素敵に仕上がりました！
ここまでくると、もはや反則です

みんなが笑顔になってくれるなら……と、
身体を張るメンバーたち。意外に本人も
楽しんでます

イメージはVシネ男優。イケてますか？
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現地報告：ホスピス

特訓の成果を披露するメンバーたち

通訳のラジャさんもおなじみのラジャ子に変身 。10年以
上前の初挑戦の際は、かなり渋っていた彼だが、現在は
すっかり堂に入った仮装ぶり

摩訶不思議な手品に みんなの視線がくぎ付け。大成功で
した！

こちらもお馴染みのミツコ＆新人のフサコ。
フサコの衣装は会員の野口みどりさんがご提
供くださった。感謝！！！
子どもたちもズラが大好き。女装希望の申し出があった
ため、次回は挑戦してもらう予定だ。
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現地報告：ホスピス
【エンパワーメント】
●女性たちの暮らしにハリと実益をもたらすこと
を目的にスタートしたビーズ商品制作プロジェク
ト。年々、成果があがり、たいへん順調に運んで
いる。
今回もツアーメンバーの皆さまに検品作業を担
っていただいたのだが、以前に比べてはねられる
作品数も激減。これまでのツアー参加者が、リレ
ー式に指導を続けてくださったおかげである。

※女性たちの仕事の成果

氏

名

ルピー

円

ソンマヤ

3,200

3,840

サンティ

3,010
（給料）9,000

3,612
10,800

タラ

2,850

3,420

ラクシュミ

2,060

2,472

ギータ・タマン

3,080

3,696

パビットラ

1,690

2,028

ギータ・カルキ

1,100

1,320

ディプ

850

1,020

シータ

280

336

プシュパ

270

324

ミンマヤ

130

156

サリタ

790

948

28,310

33,972

合

計

（1ルピー＝1.2円で計算）
●マッシュルームの栽培は、今年春から新たに始
まった収入向上プロジェクト。近隣でマッシュル
ームが売られていないため、手堅いマーケットが
見込める。また、マッシュルームは高価であるた
め利益率もいい。訪問時は地質を改善するなど、
成功に向けて準備中だった。

ツアーメンバーによる検品作業風景

細かな作業だが、ひとつひとつ丁寧にチェック。直接、
収入につながるため、女性たちの表情も真剣だ

現在、マッシュルーム栽培の準備中
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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。前回 4 月訪問時
は、責任者のゴビンダさんの妻が手術を要する病
気を患い、カトマンズの病院に入院することにな
ったため、ゴビンダさん本人との面談はかなわな
かった。
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、ワーデン（寮母）1 名、ガ
ードマン１名、ドライバー１名らが一丸となって、
ゴビンダさんの不在をカバーしてくれていたが、
やはり、警察や役所、メディア関係者などの調整
業務は、ゴビンダさん以外に担える者はいない。1
日も早い復帰が望まれていたが、1 カ月ほどで戻
ってきてくれた。ひと安心である。
ゴビンダさんの奥さまについて。一時、がんも
疑われたのだが、大事に至ることなく、現在はず
いぶん回復されたとのことだ。

●トランジット・ホームの活動の中で、もっとも
重要とされているひとつが国境での監視業務。ボ
ーダーガードと呼ばれるスタッフ 2 名が、朝 6 時
から夕方 6 時まで二交代制で見張りに立ち、警察
と連携して人身売買犯罪を水際で食い止める活動
だ。
ボーダーガードの大半は、かつて人身売買の被
害に遭った女性たちである。彼女たちの中から希
望者を募り、適性が認められたら、トレーニング
を受けた上で任務に就くのだ。
夏の炎天下であっても、雨期の真っただ中であ
っても、ボーダーガードは休むことなく監視を続
けている。そんな彼女たちの働きによって、今回
訪問時も 2 名の少女が保護されていた。
プリヤ・タマンさん（16 歳）は、アッサムの出
身。本人曰く、山間部に住む祖父母の家に行く途
中、持ち物を紛失してしまったとのことだ。
オシン・ライさん（19 歳）は、ダマックの出身。
保護時、インド領のシッキムの親戚の家に行くと
ころだと答えたという。
親や叔父など、確かな身元引受人が迎えに来な
い限り、少女たちを解放しないのがトランジッ
ト・ホームの方針である。保護者もないまま退所
させれば、ふたたび犯罪に巻き込まれてしまう危
険があるからだ。
が、彼女たちから聞いた家族のもとに何度もコ
ンタクトしたものの、まったく連絡がとれない。
プリヤさんにいたっては、こうした状態が 2 カ月
続いているという。
こうした場合、ふたりの申告内容が虚偽である
可能性が極めて高い。
少女たちを連れ去る周旋人は、例えば次のよう
に言いくるめる。
「国境で止められて何か聞かれても、決して本当
のことは言ってはいけない。本当のことを言えば
警察に連れていかれる。インドに行っていい仕事
に就きたいのなら、何か聞かれても適当に答える
ように」と。
ふたりも、同様の指示を受けたに違いないと考
えるカウンセラーは、今後も時間をかけて、カウ
ンセリングを続けていくとのことだ。

カカルビッタはカトマンズ以上に電力が不足しているた
め、天井ファンもほとんど使えない。みんな汗だくにな
りながら、ゴビンダさんのレクチャーを受けた
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現地報告：トランジット・ホーム
●マイティ本部の寮に『ベイビー・ルーム』とい
う一室がある。生後数週間程度の新生児から 1 歳
児まで、常時 20 名ほどが保護される赤ちゃんの部
屋だ。
その身の上は、人身売買被害者が売春宿で授か
った子どもや捨て子などさまざまだが、最近、増
加の一途をたどっているのが、レイプなどの性犯
罪による妊娠や、男性に騙されて妊娠してしまう
ケースだ。無知で無力な少女たちは、どうするこ
ともできず、臨月間近になってマイティに保護さ
れ、施設で出産するというパターンである。
今回訪問時、トランジット・ホームにも生後間
もない赤ちゃんを抱く 17 歳の母が保護されてい
た。
少女はまだ多くを語ってはいないようだが、こ
れまでの聞き取りによってわかった事情は次のと
おりである。
貧しい家庭に生まれた少女は、インド領の中産
階級の家庭に奉公に出た。家事の手伝いや、その
家の子どもたちの世話が彼女の仕事だった。しば
らく後、少女はその家の主人から乱暴を受けるよ
うになり、やがて妊娠が発覚した。すると男は少
女を国境まで連れてくると、そのまま置き去りに
した。
行き場もなくさまよっていたところを警察に保
護された少女は、トランジット・ホームに送り届
けられた。そして、私たちが訪問する 2 週間前、
男の子を出産した。
赤ちゃんを抱く際のぎこちない仕草や、そのあ
どけない表情に母の自覚はまだないように感じた。
40 度近い気温の中、化学繊維の毛布で赤ちゃんを
包んでいるところを見ても、赤ちゃんをどのよう
に扱えばいいのかさえわからず、戸惑うばかりの
様子だ。
妊娠に関する知識もないまま、気づかぬうちに
お腹が大きくなっていき、覚悟も決意も何もない
まま母になってしまったのだ。出産に至るまで、
どれほど不安だったことだろう。
貧しい 17 歳の未婚の少女が、ひとりで子どもを
育てていくことは不可能であると判断したマイテ
ィは、赤ちゃんをマイティ本部の『ベイビー・ル
ーム』で養育する予定とのことだ。17 歳の母の今
後についても、本人の意思を尊重しつつ、ゆっく
り決めていくとのことである。
人身売買犯罪だけでなく、性犯罪もネパールの
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大きな社会問題となっている。マイティは、こう
した問題も含め、女性の人権を守るために活動を
続けている。

生後 2 週間の男の子。元気にすくすく育ってほしい

●以前のレポートでも報告したとおり、近年、ネ
パールの女性の多くがアラブに仕事を求め、故郷
をあとにしている。出稼ぎ労働者に仕事を斡旋す
るエージェントが村々を回り、希望者を募るのだ
が、中には怪しいエージェントも少なくない。渡
航費や手数料を支払ったものの現地で仕事にあり
つけず路頭に迷ったという話や、仕事の斡旋を口
実とした人身売買に巻き込まれたといった話はよ
く聞かれるところだ。
そこでトランジット・ホームは、カカルビッタ
の属するジャパ郡において、新たな取り組みを始
めた。出稼ぎを希望する場合、トランジット・ホ
ームでカウンセリングを受けない限り、パスポー
トの申請自体できないというシステムを、役所と
ともに作ったのだ。こうした対策により、出稼ぎ
先でのトラブルはずいぶん回避できると期待され
る。

現地報告：トランジット・ホーム
●その他の活動についても、着実に成果をあげて
いた。以下は、2014 年 1～6 月までの半年間で、
トランジット・ホームが扱った事案である。
ちなみに、（9）のバス内チェックは、今期から
新たに設けられた項目である。
カカルビッタには、カトマンズをはじめ、ネパ
ール各地から 1 日約 80 本のバスが到着するのだが、
周旋人はこれらのバスを、少女を連れ去る際の足
として活用する。そのため、乗客の中に怪しい者
がいないかどうかチェックするのも、ボーダーガ
ードの仕事の 1 つとされていた。これも重要な業
務であるが、これまでチェックした件数を記録し
ていなかったため、今期から数の把握に努めるこ
とにしたそうだ。
【2014 年 1～6 月までの 6 カ月間】
（1）国境で食い止めた少女と女性の数……100 名
（2）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……24 名
（3）行方不明者の届け出……82 件（内、発見に
至ったケース 14 件）
（4）家庭内暴力……3 件
（5）人身売買されたケース……1 件
（6）レイプ被害……4 件
（7）訴訟……3 件
（8）セイフマイグレーション……5,962 名
（9）バス内チェック……7,105 名
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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
●サッチガッタの施設を訪問する目的は、第一に、
皆さまからお預かりした支援金が適切かつ有効に
活用されているかをチェックすること。第二に、
最善の方法で支援を行うべく、現地のニーズをし
っかり汲み取るためのリサーチを行うこと。そし
て、これらと同程度、あるいはそれ以上に大切で
あると考えるのが、女性たちに楽しいひとときを
提供することにある。これまでにご報告してきた
とおり、サッチガッタに足を運ぶ支援者はほとん
どなく、女性たちは常に人恋しい思いを抱えてい
るからだ。
年 2 回の訪問は、女性たちにとってお祭りのよ
うなものだ。ツアーメンバーと一緒の 8 月は、興
奮のあまり発熱者が出るほどである。こと今回は、
総勢 15 名という大人数での訪問。例年以上の盛り
上がりとなった。

ないが、自分専用の時計を身に着けるだけで気分
がアップするようだ。ネパールの女性にとって、
腕時計は実用品であるとともに、おしゃれ＆ステ
イタス・アイテムのひとつとされているからであ
る。ツアーメンバーに時刻合わせをしてもらいな
がら、みんなとても嬉しそうだった。
加えて、今回も欲しいものを聞き取ったところ、
シャンプーと香水のリクエストがあったため、カ
カルビッタの市場で調達して配布した。また、間
近に控えた女性だけのお祭り用にチュラ（腕輪）
の要望があり、その購入費として 8,000 ルピーを
支援した。
●トランジット・ホームの子どもたちと、サッチ
ガッタのメンタルケア施設に保護される女性たち
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 名にク
ルタの生地を、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。
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。
【新品子ども服のプレゼントにご協力いただいた
皆さま】
大田多恵様、川口朋子様、工藤節子様、後藤秀夫様、
櫻井るり香様、杉山弘子様、高橋奈美江様、
竹内淳子様、竹林早苗様、千葉幸子様、
土居裕見子様、永尾渉様、名田文子様、房賢孝様、

まずは自己紹介から。覚えたてのネパール語を駆使して

藤本律子様、松嵜三貴様、松永一夫様、水上直樹様、

挨拶するメンバーに、興味津々の女性たち。全員の自己

宮田泰司様、持田季未子様、森谷里美様、

紹介が終わると、女性たちもひとりずつ立ち上がり、ウ

森本恵弥様、山田都子様

エルカムの挨拶をしてくれた。

【クルタのプレゼントにご協力いただいた皆 さま】

●今回の日本からのお土産は、前回訪問時にリク
エストのあった腕時計とした。以前に一度、プレ
ゼントしたことがあったのだが、防水加工が施さ
れていない安価な品だったため、すでに壊れてし
まったのである。
外出の機会がほとんどない女性たち。中庭の壁
に掛けられた時計があれば、事足りるのかもしれ

川口朋子様、工藤節子様、房賢孝様、松嵜三貴様、
松永一夫様、水上直樹様、宮田泰司様、森本恵弥様
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挨拶＆お土産の贈呈が終わったら、早速、ダンス！

●前回のレポートでご報告したとおり、女性たち
に手仕事を提供すべくスタートさせた、ラッピン
グペーパーや草を素材としたカゴ作りのプロジェ
クト。現金収入につながるということで、みんな
張り切っているらしく、10 個以上が仕上がってい
た。
女性たちの作品は、カカルビッタの市場に 1 個
250 ルピーで卸される。これまでの作品はほとん
ど売り切ったようだ。決して上質とはいえないが、
造花を飾る際の花瓶にしたり、小物や果物を盛る
皿としてなど、ネパールの家庭ではよく使われて
いるものだからだ。
そんな説明をしつつ、ツアーメンバーに作品を
紹介すると、ひとりふたりと買い手がつく。目の
前で自分の作品が買い上げられる様子に、女性た
ちはとても嬉しそうな表情を見せていた。
マイティ本部のワークショップでもそうだった
が、今回のメンバーは、そのとき、自分にできる
ことを、その場で実践してくれる人が多かった。
たいへんありがたく思っている。
カゴ作りプロジェクトは、順調に進められてい
る。今回も、素材購入費や商品開発費など、プロ
ジェクトにかかる費用として、15,000 ルピーを支
援した。

ツアーメンバーそれぞれにすぐお友達が。言葉は通じな
くとも手を取り合えば友情が芽生える。

●2010 年 8 月に行ったツアーからスタートした一
大イベント。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、大型バス
を貸し切って出かけるピクニックだ。5 回目とな
る今回も、初回に訪れたリゾートを目的地に選ん
だ。3 回目のピクニックの際にも訪れているため、
3 度目となる。そのため、有名な寺院があるドム
カや、風光明媚な高原の避暑地アッチャムなども
候補にあがったのだが、雨期のこのシーズン、雨
にみまわれたら楽しさも半減だ。
その点、こうしたリゾートなら安心である。最
近、ネパールでは、数組の家族同士や友だちグル
ープで、ピクニック、要するにお弁当やお酒を囲
んで、自然の中で宴会を楽しむのが流行っている
らしい。日本でいえば、お花見の季節に見かける
光景だ。
こうした世情を背景に、地元の人たち向けピク
ニック用地として整備されたのがこのリゾート。
草地には日よけの木々もあり、その下ではお弁当
を広げられる。ところどころに東屋も設けられて
いるため、雨宿りも可能だ。公園の中ほどにある
池では足漕ぎボートがレンタルでき、ミニ動物園
も併設されているため、1 日たっぷり楽しめるリ
ゾートなのである。
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●ピクニック当日を迎えるにあたり、もっとも心
配なのが空模様である。果たして今年の天気はと
いえば、近年ではもっとも恵まれたといえるだろ
う。朝のうちはポツポツときて怪しい時間帯もあ
ったが、リゾートに到着するころになると回復。
日差しの中でのピクニック、スタートとなった。
草地にシートを広げ、チャアとゆで卵、食パン＆
ジャムでティータイム。その後、スタッフはラン
チの準備に取り掛かり、女性たちはダンス大会だ。
今回も巨大スピーカーと再生機をレンタル。大音
響に乗って、ツアーメンバーと女性たちみんなで
踊りに踊る。いつの間にか、バスの運転手や近隣
の子どもたちも参加する一大ダンスパーティーと
なった。

調理を始めるカカルビッタとサッチガッタのスタッフ

目的地に到着すると、男性ツアーメンバー2 名（大
野国さん、房さん）は、まずは車中で女装の準備。
そして、女性たちと記念の 1 枚をパチリ。村人の
熱い視線も集めていた！

トランジット・ホームの男性スタッフが調理リーダー。
炎天下の中、ずっと火のそばを離れず、数々のご馳走を
準備してくれた。彼の存在なくしてはピクニックの実施
は不可能。 本当にがんばってくれたので、ラリグラスか
ら特別ボーナスを支給した
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食事ができるまではダンス、ダンス、ダンス！！！

仮装用のヅラがすっかり気に入ったソニちゃん。ツアー
メンバーと一緒にハイ・チーズ！

●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）と、盛りだくさんのご
馳走でおなかを満たした後は、一同、池のほとり
へと移動。ペダルボートで水面の散歩を楽しみ、
ミニ動物園を見学した。そして、この日最後のお
楽しみとして、ツアーメンバーによる手品ショー
が催された。
天気にも恵まれ、本当にいいピクニックとなっ
た。ツアーメンバーの皆さまは、調理の手伝いや
女性たちのお世話はもとより、
「 女性たちに楽しん
でもらいたい！」と、精一杯、盛り上げてくださ
った。改めてここに感謝の意を表したい。ありが
とうございました！
●『ほとんど誰も訪ねることのない施設だから、
私たちが訪ねよう。ほとんど誰も関心を寄せるこ
とのない存在だから、私たちが見守ろう』
当会がサッチガッタを支援する理由は、ここに
ある。そして、こうした思いを直接、そして最大
限、表せるのがツアーメンバーとともに訪れる 8
月だ。
だが、そんなカカルビッタ訪問も、今回で最後
となるかもしれない。

バスのドライバーとのペアダンスを披露するミツコ（大
野国さん）。「みんなが喜んでくれるのなら！ 」と、捨て
身で挑む姿に感涙
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11 月上旬、マイティ・ネパールから、次のよう
な相談が持ちかけられた。
「サッチガッタの施設で保護する女性たちを、
ゴウカルナ（カトマンズ近郊のホスピスの所在地）
に移転させてはどうかと考えている。サッチガッ
タの施設の運営費をサポートしてくれているラリ
グラスの意向を聞きたい」
移転の理由は、以下のとおりである。

抑えられるからだ。また、サッチガッタの建
物と敷地では、今後、人を雇ってヤギの育成
を行うなど、なんらかの形で収益をあげてい
く予定である。

①スタッフ（門番）の不足
サッチガッタには 2 名の門番が常駐してい
る。その 2 人が先日、酒に酔い、殴り合いの
喧嘩になったとのこと。すぐにでも解雇すべ
きところであるが、代わりの門番がみつから
ず、困った状況にある。
国境の街・カカルビッタでは、マフィアが
地域住民を使って、インドからの物資の密輸
を行っている。こうした犯罪に手を染めるの
は、低所得者層の若者たちだ。同じ低所得者
層であっても、高校卒業レベルの教育を受け
ていれば、日常会話レベルの英語が話せるた
め、海外に出稼ぎに行くこともできる。が、
十分な教育を受けていない者にそのチャンス
はなく、就職の口もほとんどない。マフィア
は、こうした貧しい若者にそこそこの賃金を
支払い、密輸の手助けをさせるのである。サ
ッチガッタの門番は、24 時間駐在しなくては
ならない。だが、拘束時間が長い割に給料が
安いため、こうした仕事を希望する若者は、
ほとんどいないのが実情である。
教育を受けた若者は出稼ぎに行ってしまう。
地元に残った若者は、賃金のよい密輸の仕事
に就いてしまう。今後、体力のある若者で、
信頼のおける人物を雇用するチャンスは、極
めて低いと考えざるを得ない。
②運営費の節減
マイティに対する海外からの経済支援は、
年々、減少してきているという。しかし、そ
れに反して、保護する女性と子どもの数は、
増加の一途をたどるばかりであり、運営費を
見直し、経費節減をはからなくてはならなく
なった。
サッチガッタの入所者をホスピスに移転さ
せる計画は、経費節減策の一環である。2 つの
施設を 1 つにまとめることで、施設運営費を
27

●ラリグラスは、この提案に賛同することとした。
上記理由はたいへん理解できるところであり、ま
た、女性たちにとってもプラス効果が見込めると
考えたからである。
現在、女性たちは 1～3 カ月に 1 回、カトマンズ
から来る精神科医の診察を受けている。結果、そ
れなりの治療効果はあがってはいるのだが、やは
り、十分とはいいがたい。その点、医師が集中す
るカトマンズであれば、より高度な医療サービス
が受けられるようになるのだ。
ホスピスのメンバーと合流し、大勢で生活する
こともよい効果が期待できる。ホスピスの女性た
ちも、子どもたちの成長を見守ることで、活力や
癒しを得ている様子だ。サッチガッタの女性たち
も、日々、子どもたちと関わりあえばきっと笑顔
が増えるはずだ。
マイティ本部主催の各種プログラムに参加でき
ることも大きなメリットだ。ティーズやダサイン、
創立記念日などのお祝いごとは、入所者にとって
大きな楽しみの 1 つなのだが、本部主催のものが
もっとも盛り上がる。サッチガッタの女性たちに
とっても、よい刺激になるに違いない。
●だが、多少、不安な点もある。女性たちの仕事
をどの程度、確保できるかについてだ。近年、多
くの女性たちから、「仕事がしたい」「仕事が楽し
い」といった声が聞かれるようになった。彼女た
ちのいう“仕事”とは、掃除、食器洗い、洗濯は
じめ、牛の世話や畑仕事などだ。それに 1 年弱前
から、かご作りの手仕事も加わったのだが、こう
した仕事が、女性たちのコンディションをよい方
向へと導いてくれている。いわば、作業療法の効
果が如実に表れているといえるのだが、ホスピス
に移転した後、どの程度の仕事を継続できるか不
透明なのである。
ホスピスの敷地にも畑はある。牛やヤギも飼育
している。が、もともと庭として整備された場所
で野菜を育てている程度であり、サッチガッタの
耕地面積には到底、及ばない。つまり、十分な仕
事量を担保できるかどうか、現段階でははっきり
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みえないのである。
女性たちは、たいへん意欲的であり、自分に割
り振られた仕事を生き生きとこなしている。ホス
ピスに移転したのちも、そうした日々が続けられ
るよう、仕事をアレンジしていかなくてはならな
いと考えている。

ミニ動物園の見学も。暑さにぐったりの動物たちに、
「お
い、起きろ！」などと声をかけていた

みんなでランチ！

豊かな自然の中でいただく食事はま

た格別だ

最後は手品ショー！
手喝采！

食後はペダルボートで水遊び。が、女性たち、まったく
漕ぐ気なし。ツアーメンバーが必死にペダルを踏んでみ
んなを楽しませてくれた
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ツアーメンバーの華麗な手技に拍

現地報告：レスキュー・ファンデーション

レスキュー・ファンデーション
【ブライダル基金プロジェクト】
●花嫁を望む男性と、レスキュー・ファンデーシ
ョンが保護する女性の縁組を行う『ブライダル・
プロジェクト』。このプロジェクトを支援するた
め、ラリグラスでは『ブライダル基金』を設け、
嫁入り支度と挙式費用のカンパを呼びかけてきた。
これまでに多くの方々にご協力いただき、プロ
ジェクト開始から 6 年間で約 80 組のカップルが誕
生した。その大半が幸せな家庭を築いているとい
う。
もちろん、時には夫婦喧嘩をすることもあるら
しい。が、トリベニさんが仲裁に入ればすぐ解決。
要するに、犬も喰わないレベルのケンカのようだ。
ちなみに、女性たちは結婚後、かなり強くなる
そうだ。嫁いでしばらくすると、被っていた猫を
脱ぎ、地でいくようになるわけである。
売春宿という厳しい環境の中を生き抜いてきた
女性たちである。また、救出後はレスキュー・フ
ァンデーションで、女性の権利や自身を守るため
のノウハウについて学ぶ。彼女たちが強いのは、
当たり前のことといえるのだ。
が、大人しい妻をもらったつもりの夫としては、
妻の変わりように戸惑ってしまうらしい。そんな
ときに夫婦喧嘩が起こるようだが、高い確率で夫
側が折れるという。
いずれの夫婦も、男性側が女性を見初め、嫁い
で来てもらっているパターン。つまり、惚れた弱
みから頭が上がらないというわけである。

呼びかけさせていただいたところ、122,000 円の
ご寄付が集まった。そこに当会のプール金を加え、
計 100 万円を支援し、4 組のカップルの門出を祝
うことができた。ご協力くださった皆さま、あり
がとうございました！

ところがそんな中、夫婦の間に入ったヒビを修
復できず、離婚に至ったケースが 1 組だけあると
いう。残念なことではあるが、それ以外のカップ
ルは順風満帆であるのだから、本プロジェクトは
とてもよい成果をあげているといえよう。

結婚式前夜のお祝いに出席。トリベニさんの故郷グジャ

【ブライダル基金への寄付をくださった皆さま】
笠原礼子様 工藤節子様 後藤秀夫様
小林のぶ江様 佐藤光男様 土居裕見子様
永尾渉様 名田文子様 西部徹様 野口恵里花様
平井英津子様 房賢孝様 藤本律子様
プシュパギリ明子様 松永一夫様 三島正志様
元田智子様 山田都子様 吉田久美子様

ラートの民族衣装を着せられ、メイクを施されるなどし
て宴の場へ。なされるがまま……

●結婚式は、毎年、気候のよい 1 月上旬に行われ
ている。その都度、ラリグラスに招待状が届いて
いたのだが、なかなか予定が立たなかった。が、
今回こそは主賓として出席してほしいとのこと。
日取りをツアーが終了した直後の 8 月 31 日に設定
してくれたため、ラリグラスから長谷川と上原が
結婚式に参列させていただいた。
それに伴い、『ブライダル基金』へのご協力を

女の子たちは、職業訓練のひとつである美容技術を試せ
るとあって大はりきり！
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夜遅くまでみんなで踊りまくる！！！

スチール製の頑丈な箪笥、金のアクセサリー、家庭雑貨、
台所用品、衣類、嫁ぎ先の家族への贈り物など 、たくさ
んの品々を持参する

そして迎えた結婚式当日。母親代わりのトリベニさんと 4
人の花嫁たち

上原と長谷川は、花嫁の介添人として参列。僧侶に教わ
りながら、難解な儀式を何とかこなす

ブライダル基金によって準備された花嫁道具。皆さまの
おかげで、立派に支度ができました！

花婿を迎える女の子たち。幸せな先輩の姿を見てうらや
ましそう。「次は私も！」と願っています
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花婿の到着をダンスしながら待ちわびる女性たち。左端
の赤いサリーの女性は、昨年、結婚した女性。後輩の結

花婿＆花嫁、いよいよご対面。楽隊の生演奏が盛り上げ

婚式に参列するのは大きな楽しみ

ます！

花婿到着！

参列者もダンスで盛り上げます

かなり緊張しています！

迎えに出た花嫁たちもドキドキ！

これまでに何度も顔

花婿の家族からの贈り物を受け取るのも介添人の役目。

合わせを重ね、電話デートもしているのだが、今日から

金のアクセサリーや腕時計といった高価な品にニンマリ。

はずっと一緒にいられるんだもの！

だって、うちの女の子たちにお金の苦労をかけたくない
ですもの
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延々と続く儀式を見よう見まねで担う介添人

ラリグラスに感謝状をいただいた！

儀式を見守る花婿の家族。感激のあまり涙する人も。会
場中が大きな喜びに包まれた

儀式も終わり、いよいよ花嫁出発の段に。涙、涙のお別
れとなる

結婚式のスポンサーであるラリグラスに感謝の意を込め
て、大きな横断幕を用意してくれた！

花嫁もトリベニさんも寮母さんも号泣！

この後、花婿

側が用意した車に乗り込み、それぞれの新居へと出発す
る
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●結婚式は盛大に執り行われ、感動的なものとな
った。とくに胸を打たれたのは、次の写真のカッ
プルである。
花嫁のレカさんは、売春宿から救出されたとき、
妊娠していた。父親が誰かわからないうえに、中
絶を考えるには危険な時期に入っていたため、レ
スキュー・ファンデーションで娘を出産した。花
婿は、そんなレカさんの過去を理解した上で、3
歳になる彼女の娘とともに受け入れると言ってく
れたという。そしてこの日、子連れ結婚式となっ
たのだ。「自分の娘として育てる」と言ってくれ
た花婿とその家族に、ラリグラスからも感謝の言
葉と一家の幸せを祈る旨、謹んでお伝えさせてい
ただいた。

娘とともに嫁ぐレカさん。お世話になった寮母さんと涙
のお別れです

●レカさんのように、妊娠中にレスキューされ、
施設で出産する女性は少なくない。多くが中絶の
機会を逸し、出産に至るケースである。あるいは、
売春宿で出産し、母子でレスキューされるケース
もよく見られる。
次の写真の 17 歳の少女も、レスキューされた後
に男児を出産した。自分が母親になったという事
実さえ、夢の中の出来事のように感じている様子
だ。そんな彼女にシングルマザーの道を歩ませる
のはあまりに酷だ。よって男児は、里子を希望す
るしかるべき家庭に養子に出される予定である。
もう 1 枚の写真も、妊娠中にレスキューされた
女性が、施設で出産した男の子である。まったく
物怖じしない、いつも笑顔のとてもかわいい子だ。
実はこの男の子の母親の縁談も決まりかけている
とのこと。しかも、レカさん同様、子連れで嫁ぐ
ことになりそうだというのだ。実にすばらしいで
はないか！
『ブライダル基金プロジェクト』の対象は年に
数組程度であり、決して大規模なプロジェクトと
はいえない。もっと大きな課題に取り組むべきで
はないかとの意見もあるかもしれないが、レスキ
ュー・ファンデーションおよびラリグラスは、本
プロジェクトを極めて実践的かつ重要なものとし
て位置付けている。被害者は新たな家族を持つこ
とで、新たな人生を構築できる。そうした先輩の
姿を見ることで、後輩の女性たちも“人生はやり
直しがきくのだ”と信じることができるのだ。
『ブライダル基金プロジェクト』は、今後も継
続していく予定である。1 人でも多くの方にご協
力を賜れますよう改めてお願い申し上げます。

レカさんの過去を丸ごと受け入れてくれた花婿

写真右がレカさんの娘。生まれたときから一緒で、年の
離れた妹のようにかわいがっていたカルパナさん（左）
は淋しくてたまらない様子。「たまには遊びに来てね」
と繰り返していた
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しかし、デリー事務所は、ムンバイやプーネの
ような、被害者を保護するシェルターを持たない。
そのため、救出した少女たちは、インド政府が運
営するシェルターに送ることになるのだが、その
環境は極めて劣悪だ。十分な食事やカウンセリン
グの機会も与えられず、社会復帰に向けてのリハ
ビリテーションもほとんど行われていないという。
さらには、施設のスタッフによるイジメも横行し
ているというのだ。
●人身売買被害者の救出活動は、売春宿からレス
キューすれば終わりというものではない。むしろ、
後のケアがより大切といえる。その第一段階とな
るシェルターでのケアは極めて重要だ。
被害者がシェルターから出所するにあたり、身
元引受人が必要となる。その筆頭は親族であり、
NGOはその後位にある。ゆえに、レスキュー・ファ
ンデーションの目を盗み、売春宿のマネージャー
が、被害者の姉を装って身元引受人となり、被害
者を売春宿に連れ帰ってしまうケースも少なくな
い。言葉巧みに被害者を懐柔し、劣悪なシェルタ
ーに閉じ込められているより、売春宿に戻ったほ
うがマシだと思わせるのである。

出産したばかりの 17 歳の母

●今回、デリー事務所の責任者・サントシュさん
の案内のもと、アグラの売春街とその近くの政府
運営のシェルターを訪ねた。実情把握が目的であ
る。
シェルターの寮母に話を聞いたところ、彼女と
しても十分なケアが提供できていないと感じてい
るとのこと。が、公務員の立場にあっては上層部
の方針に従うしかなく、改善しようにもその手段
がないという。そのため、この寮母や警察の間か
ら、レスキュー・ファンデーションに独自のシェ
ルターを設けてほしいとの声が寄せられていたの
だった。

お母さんと一緒に新しい家族のもとへ！

【デリー・ホーム】
●ムンバイに拠点を置くレスキュー・ファンデー
ションだが、その周辺エリアだけを活動の場とし
ているわけではない。車で 3 時間に位置するプー
ネやスラットなどの売春街はもとより、1,170km
離れた首都デリーにも出張し、大がかりな救出ミ
ッションを何度も成功させてきた。
そんなレスキュー・ファンデーションに対し、
デリー政府から“首都圏における人身売買被害者
の救出活動をさらに活発に行ってほしい”と要請
された。それを受けて、2011 年 6 月、デリー事務
所を開設。以降、デリー市内の売春街だけでなく、
名所タージマハルを擁するアグラやメラットなど
にも範囲を広げ、ますます積極的に救出活動を展
開するようになった。

●レスキュー・ファンデーションと、その支援団
体であるドイツ、スイス、オランダなどのNGO、そ
して私たちラリグラスは旧知の間柄だ。いずれの
団体も、もともとはマイティ・ネパールの支援か
らスタートしており、長い付き合いの中で南アジ
アの人身売買問題に取り組む同志として協力関係
を築いていった。
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今回の課題であるデリー・ホーム開設について
も、それぞれに可能な役割を担うことになった。
ドイツ、スイス、オランダは、土地購入費として
すでに6,000万円を調達している。ラリグラスは、
草の根無償資金協力の申請に向けて、 レスキュ
ー・ファンデーションをサポートする ことになっ
た。
草の根無償資金協力は、開発途上国において
活動している現地NGOなどが実施する比較的小
規模なプロジェクトに対し、その国の在外公館
が中心となって資金協力を行うものである。
“原
則1,000万円以下の案件であること”とされてい
るため、大規模なものは望めないが、シェルタ
ー建設費として申請を行う予定だ。

アグラの売春街。これまでインド各地の赤線 地帯を取材
したが、五指に入るほどの劣悪さ

●実はかつて一度、同様のプロジェクトを試みて
いる。オランダの NGO が施設の建設用地購入費と
して、2,000 万ルピー（約 4,400 万円）を支援し、
ラリグラスは、建物の建築費として平成 24 年度国
際ボランティア貯金寄付金の配分申請を行ったの
だが、配分を受けることはかなわなかったという
ものだ。詳細は 2013 年秋レポートをご参照いただ
きたいが、そのなかで“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”と記した。しかし後にこの土地の購入は、と
ん挫することになってしまったのである。
インドにおける土地売買は実に難しい。表向き
の売買価格と裏の売買価格の二種あり、実際の取
引は裏の売買価格で行われる。売り手が節税を図
るためだが、どのあたりで折り合いをつけるかで
かなり揉めるとのことで、先の土地購入がとん挫
した背景にも、そうした事情があったのである。
現在、レスキュー・ファンデーションは土地購
入に向けて売り手と交渉中だ。草の根無償資金協
力に関する申請書については、ほぼ準備を終え、
土地問題に決着がつき次第、手続きを進める予
定である。

建物が密集し、袋小路の状態

ブルーシートが掛かった窓が売春宿。必ず２階以上に構
えられ、客は狭い階段を上って訪ねるシステム。女性が
通りに降りてくることは決してない
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時々、女性たちが顔を覗かせるが、様子が異なる筆者
を見るとサッと隠れる

「同席してくれると警察の士気があがる」との理由から、
レスキュー担当責任者の表敬訪問や ミーティングに加わ
るのも、ラリグラスに求められるアクションのひとつ。
ムンバイ、デリー、プーネに続き、今回 アグラの警察署
も訪問。こちらの警部はレスキューにかなり協力的との
ことなので、日本からのお土産とともに感謝の言葉を送
った
狭い敷地に建つアグラのシェルター。常に定員オーバー
の状態にある

サントシュ さんが懇意にしているデリー警察の警察官の
口利きで、デリーのシェルターも訪問したが内部には入
れず。いくつもの管轄省庁に書類申請し、許可を受けな
アグラのシェルターの寮母とレスキュー・ファンデーシ

ければならないらしい。レスキュー・ファンデーショ ン

ョンのサントシュさんとカウンセラー。被害者のもとを

のカウンセラーが被害者に面会する際も、毎回、この手

訪ねてカウンセリングを行っているが、条件的に限界が

順を踏まねばならず、十分なカウンセリングが施せない

あるため、独自の施設のようには運ばない

という
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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「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「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
2000 年にデイケアセンターを開設して以来、施
設拡充や活動プログラムの充実などに重点を置い
てきたが、2012 年ごろから以下の理由により CBR
プログラムの実施により重点を置くようになった。
1 点目の理由は、政府がやっと障がい者支援に乗
り出したことで、政府からの委託による CBR プロ
グラムが増加したことだ。詳細は後述の「CBR プ
ログラム」を参照されたい。2 点目の理由は、デ
イケアセンターの運営費が増し、これまで原則無
料で通うことができていたが、昨年より保護者か
らスクールバス代や月謝を徴収するようになった
ことだ。これについても「デイケアセンターの活
動」の項目で詳述する。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
NDWS は、設立当初から CBR プログラムを実施し
ている。CBR ワーカーが各家庭や地域を訪問して
必要なサービスを提供するため、山間部の多いゴ
ダワリ地域の地理性にも合致しており、センター
型よりも効率性が高い。
ネパール政府は、各 VDC に村落障がいリハビリ
テ ー シ ョ ン 委 員 会 （ Village Disability
Rehabilitation Committee：VDRC）を組織し、障
がい者と HIV 感染者を対象としたサービスを提供
するようガイドラインを作成している。この委員
会は、VDC（村役場）の上級管理職、関連セクター
で活動する NGO、当事者の保護者、当事者を最低 1
名ずつメンバーとするように規定されている。
VDRC には活動のための年間予算が充当されてお
り、NDWS はこの予算を活用して各村におけるセミ
ナーや補助器具の購入などを行ってきた。近年で
は、VDRC の自立性を重要視して、対象者へのマイ
クロクレジット（①教育、②保健、③エンパワー
メント、④社会還元、⑤収入の補填を目的として
おり、子ヤギやミシンの購入など、職を得るため
の資金を少額貸付するシステム）を実施している
ところもある。以前は NDWS がこれらの業務を代行
してきたが、昨今では村役場から予算が VDRC に直
接配布されるようになったため、VDRC が独自に活
動する傾向にあるという。また、NDWS が支援を実
施した VDRC は自分たちで障がい者の調査や家庭
訪問、簡単なテラピーなどを実施できるようにな
ってきているが、引き続きフォローアップは必要
である。
村レベルの委員会とは別に、郡レベルの委員会
も設置されており、郡委員会からの要請により、
2014 年は 6 つの VDC にて障がい者の実態調査およ
び障がい者手帳発行業務を実施してほしいとの要
請を受けている。南部ラリトプールにあるドゥク
チャール、マルタ、ダルチョーキ、イクドル、サ
ンクー、チャパガオンである。現在までに約 400
人の障がい児・者が確認されており、今後障がい
者手帳発行を VDRC と協力して実施することにな
っている。

●デイケアセンターの活動
1

自治体単位のひとつである村落開発委員会のこと。

38

現地報告：ネパール障がい者女性協会（NDWS）
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、2000 年
に障がい児のための療育センターであるデイケア
センターを開設した。現在の運営時間は午前 9 時
半から午後 4 時までとなっている。2014 年 10 月
現在の登録児童数は 23 人であるが、毎日通ってい
るのは 12 人程度である。
子どもたちの送迎車両を助成金で購入したが、
悪路を走り続けた結果、故障が頻繁に起きてしま
うため、レンタカーを借りて送迎を続けている。
また、野菜やガソリンなどの物価が高騰し、ラリ
グラスからの支援だけではデイケアセンターを無
料で運営することが難しくなっている。そのため、
利用者からは 2,000 ルピーの月謝を徴収するよう
になった。この結果、2,000 ルピーを支払うこと
が難しく通うことを断念した家庭があり、登校児
童数の減少を招いている。
前回のレポートで、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に来て
子どもたちの学習活動を支援していることを報告
した。現在毎日ボランティアとしてきている母親
は 1 名。不定期で 1～2 名が来ているという。また、
女性教員を解雇する前から謝金ベースで 1 名の母
親の協力を得ていたため、現在は 2 名の常勤ボラ
ンティアでデイケアセンターを運営している。常
勤スタッフ 3 名のうち、2 名はデイケアセンター
で学習指導に当たるようにしているが、上述の
CBR プログラムがある日はそちらに行く必要があ
り、デイケアセンターの質の確保が課題となって
いる。
また、人手不足解消のため、欧米からのボラン
ティアを継続的に受け入れるようにしている。ボ
ランティア・サービス・ネパールという組織を通
じて 1～2 カ月の短期ボランティアを依頼してい
る。NDWS としては、関連施設での活動経験や職務
経験のあるボランティアに年単位で来てもらいた
いが、ボランティア・サービス・ネパール自体が
ホームステイと観光をメインとして欧米からの参
加者を募っているため難しいという。日本の青年
海外協力隊などを活用することができないか、ラ
リグラスでも情報収集を行いたい。

欧米からのボランティアも積極的に受け入れるようにし
ている

●スタディツアーメンバーの訪問
8 月 15 日、スタディツアーメンバーが NDWS を
訪問した。デイケアセンターにて NDWS のスタッフ
から活動概要について報告を受けた後、3 名の子
どもたちの家庭訪問をした。

NDWS からの報告を聞き、質問したりメモを取るツアーメ
ンバーたち

アナンタ君
NDWS が小学生のころから支援してきており、今
では日本でいう高校 3 年生に在籍している。ネパ
ールでは 10 年生で SLC という全国統一試験を受け
る。この試験の結果で進路が決まるほど重要な試
験であるが、アナンタ君は 10 年生のときに優秀な
成績をおさめ、その後カレッジの経営学コースに
進学。2 年制のコースを今年卒業する予定で、大
学進学のため勉強中であった。
午前中のクラスに通っているので、毎朝 5 時に
起きてミニバスでカレッジに通っているそうだ。
39

現地報告：ネパール障がい者女性協会（NDWS）
車いすでの生活であるが兄弟や友人の助けを借り
ながら充実した学生生活を送っているという。

学校のカレンダーに載るアナンタ君
母親と外に出てツアーメンバーが乗っていた車を指差し、

プルソッタム君
新しく NDWS に登録されたが、デイケアセンター
には通っていない。麻痺のために肥満が進行し、
手足の硬直が進行している。特に関節周りの筋肉
が硬直してしまうと、テラピーには痛みを伴う場
合もあるので、日ごろから動かしてあげるように
助言をした。また、デイケアセンターに歩行器が
あるため、歩行器を使って運動ができる環境を作
ることも助言した。

このあと座席に一人で乗ってご機嫌！

ハシーナちゃん
最近はデイケアにはあまり行かなくなったそう
だが、家の中でも母親の簡単な手伝いをするなど
して過ごしているようだ。ただ、2 週間に 1 回の
てんかん発作は依然として続いており、発作後は
ぐったりとして本人の負担にもなっているようだ。
病院で処方されている薬を変更してみたそうだが、
改善はみられなかったという。NDWS では違う病院
で診てもらうことも検討中である。

●車両購入の検討
かねてから検討してきた車両購入であるが、今
回のスタディツアー参加者のご協力を得て、クラ
ウド・ファンディング（インターネットによる寄
付の呼びかけ制度）を活用して車両購入のための
費用を集めることとなった。10 月 2 日にラリグラ
スと NDWS とで車両購入に関する協議を行い、税関
から免税もしくは関税引き下げの確認を得ること、
および候補車両についていくつか検討し、予算を
提出することを NDWS にリクエストしてきた。本件
については、クラウド・ファンディングの目途が
立った時点で改めて報告させていただく。

故障した車
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イベント・その他の活動（2014年4～9月）
●アースデイ
2014 年 4 月 19 日（土）～20 日（日）に東京

レスキュー・ファンデーションの女性たちの絵

都の代々木公園で行われた、アースデイ東京 2014

や刺繍、陶芸作品なども人気だ。レスキュー・フ

に参加した。

ァンデーションでは社会復帰プログラムの一環と

昨年は天候に恵まれず、両日土砂降りで気温が

して職業訓練を行っており、作品のレベルが非常

低く、来場者は例年に比べて少ない中での出展で

に高い。今後、当会で取り扱うアイテムを増やし

あった（来場者数：90,000 人）。今年も天気予報

ていきたいと考えている。

では雨が心配されていたが、1 日目・2 日目ともに
晴れのち曇りで、来場者数も 120,000 人と、昨年
よりも好条件での出展であった。

レスキュー・ファンデーションの女性たちの
刺繍は、とても細かくて丁寧

また、パネルを展示し、活動紹介を行った。パ
ネルを熱心に読んで質問をされる方、当会代表・

初日の朝は気持ちの良い晴天！

長谷川まり子の著書『少女売買』
（光文社）をご購
ラリグラス・ジャパンの出展ブースでは、ネパ

入くださった方、パンフレットを数枚持ち帰って

ール・インドの雑貨の販売を行った。中でも、マ

知人に紹介したいとおっしゃる方など、当会の活

イティ・ネパールのホスピスの女性たちが作った

動に興味を持ってくださった方にたくさんお立ち

ビーズアクセサリーやビーズ・フェルト小物は毎

寄りいただいた。

年とても人気だ。皆さま、一点一点真剣に選んで
ご購入くださっていた。

「これかわいい！」 「こっちも素敵！」

活動について真剣に耳を傾けてくださる方が多かった
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今回もボランティアの皆さんには、朝の準備、

たが、
今年の 3 月に高知県の石原正行さんから 150

販売や活動紹介、そして夕方の片づけまで大変お

個のビーズコースターをご注文いただいた。たく

世話になった。残念ながら年々イベントでのボラ

さんのお買い上げに感謝している。

ンティア参加者が減っており、一部のボランティ

ビーズ・フェルト商品の製作は、マイティ・ネ

アの方たちに負担をかけてしまっていることが大

パールのホスピスの女性たちにとって唯一の現金

変心苦しい。忙しい中ご参加いただいた皆さんに

収入の手段であり、張りのある生活を送るために

心より感謝申し上げる。

も非常に重要なものとなっている。このため毎年
一定量の発注を保つことが必要であるが、当会が

●委託販売

出展する首都圏でのイベントだけでは販売しきれ

ラリグラス・ジャパンでは、アースデイ東京や

ないのが現状だ。商品の内容も、従来のビーズア

グローバルフェスタ JAPAN などのイベントにて、

クセサリーだけでは販売量に限界があるため、現

マイティ・ネパールのホスピスの女性たちが制作

在はビーズやシルクを使ったコースター、フェル

したビーズ・フェルト商品を中心としたネパー

ト小物などの制作にも力をいれている。特にビー

ル・インド雑貨を販売している。しかし、イベン

ズのコースターの品質は年々向上しており、大変

トの出展は東京近郊のみとなっており、遠方にお

人気のある商品となっている。

住まいの方にはなかなかご参加いただける機会が

ホスピスの女性たちにとって、日本のマーケッ

ないのが現状である。そこで、近年力をいれてい

トで自分たちの商品が売られていることは誇りで

るのが委託販売だ。2014 年 4～9 月の半年の間に

あり、これからも彼女たちに継続して仕事を依頼

ご協力くださった方をご紹介させていただきたい。

し続けていくことは重要なミッションであると考

愛知県の長坂実紀様には 2012 年 6 月より委託販

えている。このように非常に意義のある委託販売

売にご協力いただいている。2014 年 5 月には 2 度

にご協力くださった皆さまには、心よりお礼を申

出店されたとのこと。継続してご協力いただき、

し上げたい。そして、引き続きご協力をお願いし

大変感謝している。

たい。

東京都世田谷区・三軒茶屋にあるカフェ「Cafe
ゆうじ屋」様にも継続して委託販売にご協力いた
だいている。店主の実方裕二様はじめ、スタッフ
の皆さま方にこの場を借りてお礼申し上げたい。
有限会社マーレンカの丸子安子様は、ファッシ
ョンプロジェクト「TUNAGU&TUMUGU」で福祉施設・
被災地・途上国で作られたモチーフを使ったバッ
グやストールなどデザインして商品化し、販売さ
れている。そのプロジェクトに、マイティ・ネパ
ールのホスピスで作った商品などを使っていただ

ビーズ商品の一例

いている。これまでにたくさんの素材をご購入い
ただき、今年の夏にもたくさん発注いただいた。
ご協力に感謝申し上げたい。
また、前回のレポートではご報告ができなかっ
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【委託販売のご協力のお願い】
○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・フェルト商品
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
○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、ミニパネ
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。
●印刷作業
2014 年 6 月 22 日（日）、『ラリグラス・ジャパ
ン 2014 春リポート』の印刷・発送作業を、飯田
橋の東京ボランティア・市民活動センターにて行
った。ご協力くださった皆さまにお礼申し上げま
す。
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2013年度決算・2014年度予算

2013年度 収支計算書（予算対比）・2014年度予算
2013年 04月 01日 ～ 2014年 03月 31日 (決 算 )
特定非営利活動法人 ラリグラス・ジャパン 特定非営利活動に係る事業の会計
科目
(資金収支の部)
Ⅰ経常収入の部
会費収入

科目

正会員会費収入
賛助会員会費収入

会費収入計
事業収入
普及・啓発事業収入
情報収集・情報提供事業収入

事業収入計
補助金等収入
民間助成金収入

補助金等収入計
寄付金収入
寄付金収入
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ基金事業収入
子供服事業収入
イベント寄付金収入
お菓子事業収入
職業訓練事業収入
クルタ寄付金収入
文房具プレゼント

寄付金収入計
雑収入
受取利息
雑収入

雑収入計
経常収入合計
Ⅱ経常支出の部
事業費
マイティ・ネパール支援事業費
ネパール障害者女性協会支援事業費
レスキューファンデーション支援事業費
普及・啓発活動事業費
情報収集・情報提供事業費

事業費計
管理費
管理費計
経常支出合計
経常収支差額
Ⅲその他資金収入の部
為替差益

その他資金収入の部合計
Ⅳその他資金支出の部
為替差損
予備費

その他資金支出の部合計
その他収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

(円 )
2 0 1 4 年度予算

執行率(% )

380,000
1,818,000
2,198,000

376,000
1,894,300
2,270,300

98.9
104.2
103.3

340,000
1,974,000
2,314,000

1,780,000
32,300
1,812,300

1,035,308
11,980
1,047,288

58.2
37.1
57.8

887,580

0
0

990,000
990,000

0
0

0
0

4,200,000
300,000
50,000
10,000
50,000
20,000
30,000
0
4,660,000

3,681,107
215,000
185,000
0
123,041
48,000
34,000
19,000
4,305,148

87.6
71.7
370
0
246.1
240
113.3
0
92.4

4,200,000
220,000
200,000
10,000
130,000
50,000
35,000
20,000
4,865,000

0
0
0
8,670,300

338
12,167
12,505
8,625,241

0
0
0
99.5

0
0
0
8,076,580

1,620,000
1,000,000
2,300,000
2,940,000
620,000
8,480,000

1,608,914
1,700,900
2,000,244
1,664,416
588,272
7,562,746

99.3
170.1
87.0
56.6
94.9
89.2

1,500,000
1,500,000
2,200,000
2,443,640
649,500
8,293,140

204,000
8,684,000
-13,700

130,020
7,692,766
932,475

63.7
88.6
-6806.4

8,456,140

0
0

32,932
32,932

0
0

0
0

0
1,000,000
1,000,000
-1,000,000
-1,013,700
44
8,129,819
7,116,119

-12,040
0
-12,040
44,972
977,447
8,129,819
9,107,266

0
0
-1.2
-4.5
-96.4
100
128

0
1,000,000
1,000,000
-1,000,000
-1,379,560
9,107,266
7,727,706

10,000
897,580

163,000
-379,560
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2013 年度

貸借対照表

(2014 年 3 月 31 日現在)

特定非営利活動法人 ラリグラス・ジャパン
(円)
資産の部
流動資産
現金
現金（外貨）
普通預金
立替金
流動資産合計

1,724,290

負債の部
流動負債
未払金

2,872,559
5,190,017
6,400
9,793,266

流動負債合計
固定負債
固定負債合計
負債合計

固定資産
固定資産合計

0

資産合計

特定非営利活動に係る事業の会計

9,793,266

1,000
1,000
0
1,000

正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減
正味財産合計
負債及び正味財産合計

8,814,819
977,447
9,792,266
9,793,266

2013 年度

特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
2014 年 3 月 31 日現在
特定非営利活動法人 ラリグラス・ジャパン

(円)
科
目
資産の部
流動資産
現金
現金（外貨）
普通預金
立替金
流動資産合計
固定資産
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
流動負債合計
固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産合計

摘

要

金

額

1,724,290
2,872,559
5,190,017
6,400
9,793,266
0
9,793,266

1,000
1,000
0
1,000
9,792,266
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2014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、グローバルフェスタ、よこはま国際フェスタ講演会、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
以上
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会員・寄付者リスト
（敬称略）

【会員】
2014 年 4 月から 2014 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 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》
我妻美和 阿部真里子 生悦住順子 石原正行 伊藤芳樹 稲垣すみ子 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 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 櫻井るり香
渋谷修 白石衣香 鈴木樹代子 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 根本元春 野口みどり 南風本いづみ 萩原民也 林泉 林和夫 林省吾
平井英津子 平野善之 福田彩加 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 武藤裕子 持田季未子 森谷里美 山田しづ子 山田千恵
《一般賛助会員》
秋山洋子 有田千枝 飯塚愛理 生田卍 石渡裕康 稲葉資郎 井上比佐子 今村久美子 岩原日有子
江戸利恵 近江京子 大成勝代 大西朋子 大野国貢 岡田桂子 岡部陵佳 小山田万里子 鏡島元昭
柿木喜久男 笠原礼子 金田敦子 木谷招子 木藤陽子 木村和人 齊藤英恵 渋谷優子 竹内淳子
玉橋紳一郎 千葉幸子 塚野多木子 長坂実紀 中野陽子 名田文子 野口恵里花 河朱美
長谷川隆三 林京子 藤城裕子 藤田海庭 松井江利子 松岡勝彦 松岡静枝 松永一夫 松葉道代
松本聡子 三島正志 武藤禎 村上隆男 矢野弘明 山田都子 吉田久美子 米山知得子 和田季依

《学生会員》
荒川久美 大庭まり子 大森恵実 岡本啓典 金子洋平 狩野拓也 小林明日香 永田萌奈 永松若葉
藤本成美 降幡知真 本橋鮎花 山田有美香
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【寄付をしてくださった皆さま】
（2014 年 4 月～2014 年 9 月）
阿部真里子 有浦幸夫 飯野幸生 石原正行 伊藤恵子 岩村昭司 上原亜美 上山英徳 大田多恵
大西朋子 大野国貢 オオタニケイコ 小野寺一彦 小山田基香 ONG VOON YE 柿沼美沙子 笠井育子
笠原礼子 神谷学 河合徹 川口朋子 川畑洋子 木藤陽子 工藤節子 栗原由佳 黒柳節子 古賀ミチ
小手川弘子 後藤秀夫 小林のぶ江 小森忠良 坂谷内勝明 櫻井るり香 佐藤光男 杉山弘子
鈴木樹代子 鈴木重男 鈴木祐子 下田伸子 新谷龍二 新谷暁子 高橋国和 高橋奈美江 竹内淳子
竹林早苗 千葉幸子 手塚たみ子 堤田芳和 土居裕見子 永尾渉 長坂実紀 中野陽子 ナギラセイイチ
名田文子 ニガキサトシ 西部徹 西山菜絵美 根本元春 野口恵里花 平井英津子 平野善之
フキコシマイコ 房賢孝 藤本成美 藤本律子 プシュパギリ明子 別府浩一郎 堀之内弘江 前原旭
政田敏伸 俣野美代子 （有）保険プロデュース 松嵜三貴 松永一夫 丸山竹士郎 三島正志 水上直樹
三原一夫 三橋久子 宮田泰司 持田季未子 元田智子 森谷里美 森本恵弥 ヤマザキシンジ 山田千恵
山田都子 山本ナミエ 結柴依子 吉田久美子 ヨシダマサナオ 吉田れい子 横田眞二郎

【委託販売にご協力いただいた皆さま】
（2014 年 4 月～2014 年 9 月）
実方裕二 長坂実紀 林和代

【書籍・DVD 購入にご協力いただいた皆さま】
（2014 年 4 月～2014 年 9 月）
千正康裕 NPO ブッダ基金 永田萌奈 松永一夫 俣野美代子

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】
（2014 年 4 月〜2014 年 9 月）
秋山佳子 石川重美 亀尾麻彩子 下窄あゆみ 住友康人 高柳ユミ 竹内淳子 中嶋野香 長谷川まり子

【活動にご協力くださった団体・皆さま】
（2014 年 4 月～2014 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 丸子安子
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参加者リスト

【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

顧問
評議委員

間部俊明（弁護士） 佐伯義文（ジャムシステ株式会社長） 朏博一（税理士）
高橋国和

新倉元彦
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◆参加者◆

荒川久美
飯塚愛理
大野国貢
小山田万里子
小林明日香
渋谷優子
永田萌奈
房賢孝
藤城裕子
藤田海庭
松井江利子
三島正志
本橋鮎花
山田有美香
和田季依

◆同行スタッフ◆ 長谷川まり子
秋山佳子

東京
東京
東京
東京
静岡
ネパール
東京
大阪
東京
東京
東京
広島
東京
静岡
東京

学生
社会人
社会人
社会人
学生
社会人
社会人
社会人
社会人
社会人
社会人
社会人
学生
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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スタディツアーを終えて
荒川 久美

帰国して少し経ち、徐々に日本の現実に戻って
いくと、ネパールでの日々は夢であったのではな
いかと思う時があります。それはツアーがとても
楽しかったということもありますが、日本にいる
ときには考えられないような非日常な問題が現実
にそこにあったからということが大きな理由です。
私 は 大 学 に 入 っ て か ら HIV/AIDS に 関 す る 学
習・活動を行っており、今回のスタディツアーも
ネパールの HIV/AIDS、そしてその温床となる人身
売買の問題を学びたいという思いから参加させて
いただきました。しかし、ネパールの問題は私が
思っていた以上にとても根が深く、この問題を考
えるためにはネパールという国を様々な視点から
捉えなえればならないことを感じました。当たり
前のように起こっている人身売買はもちろんのこ
と、その背景にある貧困、制度・政策、医療、教
育、警察、そして人々の国民性、知識と理解。そ
れらをきちんと捉えることができなければ
HIV/AIDS がどこから現れるのかを本当の意味で
理解できているとは言えないと思いました。今回
のツアーはそれらを垣間見ることができ、問題を
考える視点を得ることができたと思っています。
HIV/AIDS や人身売買については、そのように思
うことや考えることがあったのですが、ツアーの
活動中は、そのような暗い気持ちになるようなこ
とはほとんど考えませんでした。なぜならば、HIV
に感染し、他にも何か病気を患っていたとしても、
51

出会った人たちはみんな、笑顔で私たちを受け入
れてくれたからです。彼女たちが笑っているのに、
私たちが悲しむ必要は無いと思っていました。HIV
に感染しているからこの先には悲しい運命しかな
いと私は思っていません。自分が適切な行動をと
ることができれば、この先いくらでも生きていけ
ると思っています。もちろん、それは薬や予防法
が行き渡っている先進国からの視点だからこそ言
えることなのかもしれませんが、それでもやっぱ
りネパールの HIV 感染者、AIDS 患者さんたちにも
希望をもって生きてほしいと願わずにはいられま
せん。
何だか HIV/AIDS の話ばかりになってしまいま
したが、実際に今ツアーのことを思い起こすと、
楽しい思い出しか出てきません。ホスピスの子ど
もたちと一緒に遊んだり、ショッピングに行った
り、ご飯を食べたり、手品を見せたりといったこ
とや、カカルビッタでピクニックに行ったり、み
んなと一緒にダンスをしたこと。大変なこともあ
ったし、自分が何かをなしえたとも変えられたと
も思えないけれど、それでも出会った人たちにと
ってかけがえのない思い出になっていたらいいな
と思います。いつかまた会える時が来たら、今度
は素敵な看護師になって会いたいと思います。
ツアー参加者の皆さんと一緒にツアーをやりき
ったこともすごく良い思い出です。様々なバック
グラウンドを持った社会人の皆さんの意見を聞け
たことも良かったし、自分と歳が近いみんなは、
きちんと人身売買や国際協力に向き合っていたこ
とが良い刺激になりました。私は実は国際協力を
仕事にするつもりがほとんど無く、将来やりたい
ことが別にあったのですが、ちょっとしたことが
きっかけで国際協力の活動を始めてから抜け出せ
ずに今に至ります。そんな感じであったので、今
後どこまで活動を続けていくか迷っていたのです
が、皆さんから刺激を受けて自分が納得できると
ころまで頑張ってみようと今は思っています。
本当にこのツアーはとても楽しく、充実した
日々でした。ラリグラス・ジャパンの皆さん、ツ
アー参加者の皆さん、マイティ・ネパール・NDWS、
ラジャさん、他にもネパールで出会った素敵な皆
さん、出会った皆さんにほんとにほんとに感謝し
ています。ありがとうございました。ナマステ！

スタディツアー感想文
第 34 回

2014 年夏のスタディツアー

感想
飯塚愛理

しい物を買いなさい」と言っても聞かないので、
お揃いの物を探して買うことにしました。次に、
驚かされたのは、彼女たちの部屋へ案内され、少
ない所持品の中身を見せてもらったときです。
「こ
れ、とてもかわいいね」と、ある物を見ながら言
うと、
「じゃあ、これアンティにあげる！」と、何
の躊躇いもなく、私にプレゼントしてくれました。
お金や物に溢れている私たちは、なんと物に執着
し、心の狭い生活に慣れてしまったのだろう、反
省するとともに、子どもたちの心の素直さに常に
感激していました。
ツアーを通し、2 つ目に感じたのは「支援のあ
るべき姿」です。私はスタディツアーへ参加する
前は「かわいそうな子どもたちのために何かして
あげたい」といった、大変傲慢な気持ちを少なか
らず持っていたと思います。しかし、
「かわいそう
な子どもたち」や、
「かわいそうな被害者」という
視点は初日にして覆りました。私たちを満面の笑
みと、純粋な心で歓迎してくれた子どもたちは、
私たちの身の回りにいる子どもたちと何一つ変わ
らない、ということに気づかされました。子ども
たちと遊んでいると、彼らの境遇をすっかり忘れ
てしまうほどでした。ツアー前に、
「彼ら一度も可
哀そうだと思ったことはない。よく、頑張った、
とそう思う」とまり子さんがおっしゃっていたの
を覚えています。また、
「支援に上も下も、先進国
も、途上国もない」という言葉も大変強く印象に
残っています。施設の子どもたちと触れ合う前の
私の考え方を改めて恥じたとともに、今回のツア
ーで得られたこの感覚はとても大切なものだと感
じました。
3 点目に問題を感じたのは人身売買という問題
の根深さです。初日、カトマンズ空港から出た瞬
間の感想は「臭い、汚い、道路が凸凹！」でした。
野良犬とストリートチルドレン、機能しない日本
製の信号、衛生的でない水、慢性的な電気不足、
不安定な国内政治、半分以上が支援で成り立って
いる国家予算、資源不足、地理的要因、国民性、
教育問題、医療問題、歴史に宗教……。さまざま
な問題が複合的に絡み合って、人身売買という問
題が発生しており何か 1 つに注力すれば解決する
問題ではない、ということを肌で感じました。し
かし、今この瞬間、瞬間で、無垢な女性や子ども
たちが被害に遭っているという事実に、行き場の

まず初めに、スタディツアーを引率していただ
きましたラリグラス・ジャパン代表の長谷川まり
子さん、秋山佳子さん、及び影ながらツアーをサ
ポートしていただいたスタッフの皆さまに厚く御
礼申し上げます。
10 日間滞在したネパールでのスタディツアー
はとても楽しいひとときかつ、学び多き時間でし
た。中学 2 年生のころから関心のあった人身売買
というテーマに対して、ネパールの政治、経済、
国民性、子どもたちを取り巻く環境など、複合的
に絡み合う問題に対して、正面から向き合うこと
ができたのは、大変貴重な経験になったと感じて
おります。特に下記 3 点に関して、このツアーを
通して感じましたので、ご報告申し上げます。
まず初めに感じたのは、子どもたちの純粋さで
す。初日、ホスピスへ訪れた私たちを迎えてくれ
たときの元気はつらつとした子どもたちの笑顔に
驚かされたと同時に、ツアーを通して子どもたち
と接する時間が増えるたびに、彼女たちの純真さ
に私まで癒されました。まず、初めに強くそのこ
とを感じたのは、プログラムの 1 つであるショッ
ピングのときです。初めてお小遣いを与えられ、
初めてデパートへ買い物に行く彼女たちの目は輝
いていました。私なら大はしゃぎで自分の好きな
ものを真っ先に探しに行くと思いますが、私と一
緒にいた女の子は、
「アンティ、何がほしい？何か
買ってあげたいからほしい物を言って！」と、ず
っと「私が、何がほしいのか」を聞いてきたので
す。とても胸を打たれました。
「まず、あなたがほ
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ない憤りを感じずにはいられませんでした。

ように、願って止みませんでした。

最後になりますが、今回のツアーで最も忘れら
れなかったトランジット・ホームでの出会いを共
有したいと思います。私たちをトランジット・ホ
ームで迎えてくれたのは、インド国境で保護され
たばかりの 2 人の少女と 17 歳のお母さんでした。
2 人の少女は名前や出身や、インドへ渡ろうとし
た理由など、まだ本当のことを話してくれている
かわからない状況でした。人のことを信じられな
いような、何かにおびえているような瞳と、固く
強張った表情が印象的でした。17 歳のお母さんは、
自分の赤ちゃんを見る眼差しに母親としての自覚
や、わが子に対する愛情を見て取ることができま
せんでした。彼女が赤ちゃんを出産した背景から、
それは当たり前のことかもしれませんが、その悲
しく、困惑した表情に胸が痛みました。そんな 3
人の少女との出会いでしたが、翌日のピクニック
には、国境で保護されたばかりの女の子 2 人が参
加しました。私はピクニック中多くの時間を彼女
たちと過ごしていました。言葉はほとんど通じな
いのですが、本当に不思議なことに、意思疎通に
不自由はほとんど感じませんでした。彼女たちの
言葉と、私たちの言葉と、少しの英語で、何ら不
自由なく意思疎通ができ、とても楽しい時間を共
有できたことに驚きます。おしゃべりをしたり、
ダンスをしたり、おいしいご飯を食べたり、ボー
トに乗ったり、公園で遊んだりと、それは本当に、
本当に楽しいひとときでした。そして、最初に出
会ったときとは驚くほど彼女たちの表情がみるみ
ると変わってきました。強張っていた表情は本来
の笑顔に戻りつつあり、心の底から笑っている、
ということが伝わってきました。一緒に楽しいと
きを過ごしたせいか、別れの瞬間はとてもつらか
ったです。最後別れの瞬間に 1 人の女の子が涙を
浮かべて別れを惜しんでくれたのが今でも忘れら
れません。本当のことを話してほしい、自分の身
体を大切にしてほしい、しっかりと勉強して、知
識をつけて、絶対に売られちゃいけない、そんな
願いを込めて強く抱きしめていました。もしかす
ると家族や身近な人に売られてしまったかもしれ
ませんし、言葉巧みにだまされてしまったのかも
しれません。本当のことは何一つわかりませんが、
彼女の不安や心細さを感じました。そしてこれか
ら彼女が歩む人生が、少しでも幸福なものである

支援は決して華やかなものではなく、同情で成
り立つものでもなく、上下関係が存在するもので
はありません。地道で継続的でなくてはいけない
し、国ごとのさまざまな事情や国民性、国際関係
の微妙なバランスなどを考慮した上で、その国が
本当に必要としている支援を見極めなくてはいけ
ません。そのことが将来的に、今回のツアーで出
会った子どもや女性を一人でも減らすことにつな
がると学びました。
今回のツアーは大変学び多く、自分の将来的な
支援の在り方やキャリアを考え直すきっかけにも
なりました。同時に、素晴らしい人々との出会い、
おいしい食事、豊かな自然、宗教、すべてがとて
も新鮮で、大変充実したときを過ごせたことに、
あらためて感謝いたします。今回感じたことを忘
れず、今後とも子どもたちと接点を持ち続けたい
と思います。
以上
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スタディツアーリポート

い！
最上階の家具売り場から始まって 1 フロアずつ
下がりながらお買い物。さすがに家具は誰も買わ
ない（当たり前か）。家電フロアも見るだけ。やは
りお目当てはアクセサリーとおもちゃ！ 値札を
睨んで悩むことしばし、そのうちに集合時間が迫
ってくる。最終的にみんな、何かしらを購入し、1
階入口に無事集合。迷子が出なくてよかった！
買い物の後は毎年行っているおなじみのカフェ
レストランへ。食事の後は併設の遊具で大はしゃ
ぎ。アイスクリームも食べてみんな満足！
8 月 11 日（月）カカルビッタへ移動。トランジ
ット・ホームで保護されていた 2 人の女の子は、
人身売買に遭うところではなく、何となく怪しい
状況で保護された模様。本人たちの話もどこまで
本当のことを言っているのか疑わしい状況。その
うちの 1 人はスマホを所持しているというのも近
年ならではか。
サッチガッタの施設ではみんなで自己紹介。ラ
ダの笑顔が増え、人の目をちゃんと見てコミュニ
ケーションをとるようになってきている。毎年嬉
しい進歩。
お土産やお菓子を配って打ち解けてきたら、い
つものように音楽が始まりダンス・ダンス！
8 月 12 日（火）お楽しみピクニックの日！ 今
年の行き先は一昨年訪れた湖畔のリゾート。今年
はツアーメンバーの人数が多かったこともあり、
バスは 2 台に分乗。施設の女性の目の届かないツ
アーメンバー側のバスの車内では、何やら怪しい
動きが……。そう、ミツコ（過去レポート参照）
の登場である。今年は新人「ふさ子」も参入。果
たしてリゾートパークに入場させてもらえるの
か？
入場ゲートは無事突破。ほかの来場者の視線を
感じつつ、ランチができるように場所とり。スピ
ーカーを設置し、音楽がかかれば早速ダンス。み
んな元気元気。
しばらくしたら、ほてった身体を冷やすべく水
上へ！ お約束の足こぎボートで湖にこぎ出す。
施設の女性は自転車経験もないのでペダルをうま
くはこげない。ということで、動力源は私の脚力
のみ。さすがに暑い！ 汗をかいて、ミツコ、お化
粧崩れちゃう！
ボートから上がった後は動物園コーナーへ。一
通り見て歩いた後、お待ちかねランチタイム。そ

大野国貢

8 月 8 日（金）今年は初の「現地集合」。参加者
はそれぞれのルートでカトマンズへ集合。途中ハ
ラハラする目に遭った方もいたようですが、全員
無事にカトマンズに着きました！
8 月 9 日（土）土曜日はネパールでは休日（他
の国の日曜に相当。その代わりネパールでは日曜
が平日初日）ということで、前日のカトマンズ集
合が深夜だったこともあり、ゆっくり目のスター
トでまずはホスピスへ。休日なので子どもたちも
学校へは行かず、ホスピスのテレビルームでまっ
たりしている。ツアーメンバーと顔合わせをした
後、日本からのお土産品各種を広げて遊んだり、
外に出てバドミントンやボール遊びを始めたり。
ホスピスでひとしきり遊んだ後、ツアーメンバ
ーはマイティ本部へ移動。恒例のお菓子詰め合わ
せを子どもたち何人かに手伝ってもらって作業開
始。あっという間に作業は終わって、お楽しみお
配り会へ。手分けして子どもたち 1 人ひとりへお
菓子を手渡していく。みんなニコニコ。
8 月 10 日（日）これまでの映画鑑賞に替わって、
今年からの初企画！ ホスピスメンバーとツアー
メンバーとでショッピングセンターへ行き、楽し
いお買い物。各自、もらったお小遣いの範囲内で
好きな物をゲット！
最近はカトマンズ市内にも大きなショッピング
モールが何カ所もできており、そのうちの 1 軒
へ。ショッピングモールにつきものなのは、館内
移動のエスカレーター！ 日本では日常の移動手
段だけど、みんなちゃんと乗れるかな？ と思って
いたら案の定、女性陣はちょっぴり怖い様子。 私
の付き添ったプシュパは 1 階移動するごとに「怖
い！ 怖い！」。一方で子どもたちは元気いっぱ
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して食事の後は、恒例のマジックショウ。今年は
外部ギャラリーも巻き込んで大いにウケをとった
のでありました。
8 月 13 日（水）この日ツアーメンバーは一時的
に二手に分かれることに。短縮日程の 3 人は、万
一カトマンズへの到着が遅れて帰国に支障を来す
と困るので、午前の飛行機でカトマンズへ移動す
ることに。3 人だけでネパールの地方空港を利用
するのも不安なので、ネパール語を話せる私が通
訳ガイドとして同行。4 人で一足早くカトマンズ
へ移動。幸い何のトラブルもなくカトマンズに着
いたので、 わずかな時間とはいえカトマンズ観光
へ。パシュパティナートとボーダナートを見学。
観光の後、ホテルで他のメンバーと合流し夕食。3
人は無事に帰国の途へ。
8 月 14 日（木）マイティ本部を訪問。テレサ・
アカデミーの授業も見学。科学の授業では中学生
相当の学年で「力とエネルギー」の講義。日本だ
ったらバネばかりを使って力の大きさについて勉
強したりするところだが、残念ながらこちらでは
言葉と式とを暗記するだけ。これはテレサ・アカ
デミーの問題ではなく、ネパール全体の教育制度
の問題なので根が深い。
マイティ見学の後はラリグラスの商品仕入れと
各自のお土産購入とを兼ねてタメル地区でショッ
ピング。ワイワイ・チャウチャウ（ネパール製イ
ンスタントラーメン：約 15 円）がなぜかみんなの
人気商品に。
8 月 15 日（金）NDWS 訪問。昨年来の課題であ
る子どもたちの送迎用自動車の問題が継続中。新
しい車を購入するため、何とか支援の目処が立た
ないかを相談。自前の車がなく、レンタカーの経
費と燃料費がかかることで、通所をやめてしまう
子どもが出てしまうのは大きな問題である。
フィールドでは昨年訪問した家庭やハッシーナ
の家を訪問。昨年訪ねた家の子は、大きな変化は
ないものの、そこが問題。ある程度身体を動かす
リハビリをして体重も落とさないと、この先が大
いに心配。
NDWS 訪問後、デイケア施設の卒業生の男の子に
対する新たな支援話が持ち上がった。肢体不自由
で下半身は動かないものの、職業訓練を受ければ
仕事に就ける可能性があるという話。仕事のほう
はネパールでも急速に普及している携帯電話の修
理である。携帯電話のカトマンズでの普及率は驚

くばかりであり、当然ながら修理の需要も大きい
はず。携帯電話の修理であれば、下半身が不自由
でも手を動かせれば就業可能！ 訓練期間は 3 カ
月ほどで、学費もわずか数万円！ たったそれだ
けの時間とお金で彼の人生を一変させることがで
きるのだ！ こんな安い話はない！ というわけ
で、私が彼の支援者になることが、即座に決定し
たのでありました。
8 月 16 日（土）先に書いたとおり土曜日は休日。
ホスピスの子どもたちも学校に行かなくてよいと
いうことで、 恒例のホスピスランチパーティーが
この日に。まずはツアーメンバーで市場へ食材の
買い出しに行く。買い込んだ多量の食材と共に、
いざホスピスへ。
ホスピスでは調理の傍ら、ビーズ製品の検品も
行う。
「 売り物」なので厳しい目でチェック。一部、
不合格品はあったものの無事検品は終了。
さて、ランチを済ませた後は、お楽しみ仮装＆
マジック！ おなじみのラジャ子、ミツコに加え、
今年は新人のふさ子が登場！ 何？ ふさ子が一
番きれいだって？ それはきっと新品のドレスの
せいよ！ 一番美しいのは「ミ・ツ・コ」。
「ミツコのことをキレイと言ってくれないと、
来年はミツコは来なくなっちゃうかもよ」なんて
セリフは誰が言った？ とにかく、もう一度聞いて
みたら「一番のスンダリ（ネパール語で「美人」
の意）はミツコ」との答えがちゃんと返ってきた
のよ！ そんなわけで昨年の「ミツコ・デラックス」
から、さらにバージョンアップした「スンダリ・
ミツコ」の誕生ね。
8 月 17 日（日）本来なら日曜は平日のはずだ
が、この日は祭日のためお休み。そんなわけで今
回最後のホスピス訪問で子どもたちともう一度会
うことができた。1 年後、また会えるとよいね。
ホスピスを後にして、ネパール最終日は観光へ。
行き先はパシュパティナートとボーダナート。何
となく最近訪れたような気がするのはたぶん気の
せい……。
観光とお土産購入を終え、ツアーメンバーの大
部分は 23 時の便で帰国の途へ。
8 月 18 日（月）無事に成田に到着し、ネパール
で仕入れた品々をラリグラスの事務局へ発送。発
送作業の後、それぞれの家路へ。皆さんお疲れさ
までした！
ラリグラス・ジャパン スタディツアー2014
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小山田万里子

りました。
下記は、簡単ですが、印象に残った場所の感想
です。
■ホスピス交流プログラム
とにかくホスピスの皆さんが歓迎してくれ、驚
きました。ツアー中何度も交流する機会があった
ため、数人ではありますが名前を覚えることもで
き、とても楽しく過ごすことができました。
ショッピングセンターに買い物に行ったことが
特に印象に残っています。皆、楽しそうにはしゃ
いでいましたが、そんな中、誰かと逃げてしまわ
ないか目を配る必要があったり、日ごろホスピス
から自由に外出することのない少年たちが買い物
の仕方をよく知らなかったり（おつりの計算がで
きず、お菓子を 1 つとっては毎回会計をしていま
した）、普通の買い物とは少し違うところがありま
した。HIV/AIDS 感染者ということで普通の生活が
送れないことは理解しているのですが、子どもた
ちが自立の道を歩んでいくには、いろいろとやら
なければならないことがあるのだと感じました。

■今回ツアーに参加したきっかけ
2003 年、大学生時代にネパールのワークキャ
ンプに参加したことをきっかけに、ネパールを中
心とした世界のジェンダーギャップや子どもの権
利というテーマに関心を持っています。
ネパールで参加したワークキャンプは、学校を
建築するという土木作業がメインだったため、キ
ャンプ中にネパールにおける人身売買のことを見
たり聞いたりすることはありませんでした。ただ、
帰国してネパールについて詳しく調べた際に、ネ
パールで人身売買が起きていること、売られた少
女や女性が売春を強いられていることを初めて知
り、それまで何も知らなかった自分を恥ずかしい
と思いました。
それ以降ずっと、頭の片隅には「ネパール」
「人
身売買」という言葉は残りつつも、なかなか具体
的な活動をするまでには至らず、10 年も月日がた
ってしまいました。そして昨年、行動しようと思
い立ち、ネパールの人身売買について活動してい
る団体を調べたところ、見つけたのがラリグラ
ス・ジャパンでした。昨年はどうしても日程の都
合がつかずスタディツアーに参加できなかったの
ですが、今回やっと、10 年ぶりにネパールに行く
ことができました。

■トランジット・ホーム
今回のツアーで一番印象に残った場所かもしれ
ません。実際にインドとの国境付近を歩いてみて、
国境とはいえその境が非常に曖昧で、パスポート
もいらずに国境を越えられる状況を見て、簡単に
ネパールからインドへ連れ出せてしまうというこ
とがよくわかりました。
また、自身も被害者であるにも関わらず、人身
売買の被害を事前に防ごうと警備をしている女性
たちと会い、すごい勇気だなとも感じました。そ
して、そういった直接的な活動だけでなく、地道
に地元とコミュニケーションを取ることで、人身
売買を防げるようなコミュニティづくりをされて

スタディツアーでは、実際に現地を見ていろい
ろな方とお話できたこと、まり子さんからのたく
さんのインプットをいただいたこと、多彩な参加
者との楽しい交流ができたことなど、想像以上に
濃厚な日々を過ごすことができました。本当に内
容の濃いスタディツアーで、たくさんの学びがあ
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いることがとても素晴らしいと思いました。
■メンタルケア施設の入所者
ピクニックはとても楽しかったです！
人身売買の被害だけでなくさまざまな経験をし
て心を病んでしまった方たちがいて、置き去りに
されたようにひっそりと暮らしている様子や、帰
り際、まり子さんに「帰らないで」と言っている
様子を見て、心が痛みました。

以上

■マイティ・ネパール
まり子さんの本から、活動の概要は知っていま
したが、その規模の大きさに驚きました。また、
日本ではネパールの人身売買に関する活動をして
いる団体が少ない中で、欧米の団体がこの問題に
多額の資金を支援していることにも驚きました。
また、人身売買の被害者以外に捨て子が増えて
いるということは、今回初めて知りました。その
背景には貧困があったり、妊娠してしまって男性
に逃げられてしまいそのまま子どもを産む女性が
いたり、捨てられた子が放置され性被害にあった
りということがあるとお聞きし、ネパールの人身
売買に関連する問題の根深さを知ることができま
した。
■NDWS ネパール障害者女性協会、CBR プログラ
ムフィールド訪問
メンタルケア施設と同様、人身売買とは少し違
った視点でネパールを見ることができました。一
口にネパールと言っても宗教や民族、地域、経済
力の違いなどさまざまな場所でそれぞれの暮らし
があり、海外の NGO の支援だけではどうにもなら
ないことを、国や政府がどのように取り組んでい
くのかという点が気になりました。
■全体を振り返って
今回ツアーに参加したことで、人身売買に関す
る問題にはさまざまな要素が絡み合っていること
と、その一面を実際に感じることができました。
いろいろな課題を知るたびに、何から解決すべ
きなのか、自分は何ができるのか、何をすべきな
のか悩んできてしまっています。とはいえ何もし
ないのも嫌なので、引き続きラリグラスのサポー
トや、こういった問題について周りの人にシェア
していくことをしていきたいと思います。
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見ると荷物は少なく、子どもたちは HIV に感染し
ていて親がいない子たちなんだと気づきました。
ツアーでは日中は子どもたちと遊んで楽しく過ご
し、夜にホテルでは子どもたちの状況を考えると
いうサイクルでした。
手品発表では多くの人に笑ってもらえてよかっ
たです。

小林明日香

次に、カカルビッタでのピクニックですが、こ
のときが私には一番印象深いです。なぜかという
と、ビマラさんという女性と私は一緒にいたので
すが、名前がもう一つあると本人に言われて春の
リポートを読み返して彼女の過去を知りました。
話しかけるといつも笑顔で、三つ編みのかつらを
かぶって自分の写真を見てすごくうれしそうにし
ていたビマラさんにそんなつらい過去があると知
ったとき、自分にはどうしようもできない感情と
彼女たちは本当に強い女性だなという気持ちでい
っぱいでした。またカトマンズに戻るときトラン
ジット・ホームの女性たちや笑顔でいながらも最
後には泣き出してしまうビマラさんの姿を見て自
分も泣きそうになりました。ピクニックでご飯を
食べているとき、ネパール語で「暑い！」とか「辛
い！」と話していると、名前は残念ながら覚えて
いないのですが、私とあまり年の変わらない女の
子に「いつ帰るの？」と聞かれて「明日」と答え
ると、
「じゃあいつ来るの？」と聞かれて「来年だ
よ」と答えたときの彼女の表情も忘れられません。
このときが私が来年も来たい、来なければいけな
いと思うきっかけでした。

とても充実した 10 日間でした。
ラリグラス・ジャパンが支援している団体を直
接見ることができ、お金がどのように使われてい
るかということ、支援している団体の子どもたち、
女性たちがどれだけツアー参加者が来てくれるこ
とを待っていてくれたかということを知ることが
できたのが今回のツアーの最大の収穫です。私が
ツアーに参加したきっかけは毎年大学のサークル
の関係でまり子さんとお話をする機会があり、そ
のときに参加したら勧められたからです。私の所
属する大学のサークルはカンボジアで支援をする
団体で今後のサークル活動の参考にするためにと
ツアーに参加したのですが、実際参加してみると
今後のサークル活動に役立つものだけでなく自分
の将来のことを考える上でも、とても貴重な経験
になりました。
多くの方がいろいろな感想を述べていておそら
く同じ内容があるかもしれませんが、私がいくつ
か印象深かったものを書きます。
1 つ目はホスピスの子どもたち、女性たちの明
るさ・元気さです。ホスピスを訪問すると私たち
を歓迎してくれて彼らに元気をもらい、笑顔にさ
せてもらっていました。子どもたちは初対面の私
に対してもフレンドリーに接してくれました。基
本的にみんな英語ができていたのでコミュニケー
ションしやすかったです。ただ、私の体力がなく
て外でバトミントンをやったときへとへとでした。
子どもたちと遊んでいると普通の健康な子どもだ
と思ってしまうんですが、子どもたちのベッドを
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3 つ目に NDWS の訪問はまり子さんが現地の団体
と対等に話を進め、ネパールの障がい者支援の知
識もあり、さらに現地の人々に日本の保険制度、
障がい者支援の仕方を教え、またファンドレイジ
ングで新しいプロジェクトを始めようとしている
様子はサークルの活動にとても参考になりました。
最後に少し後悔があります。1 日だけ体調を崩
しマイティ・ネパール本部の食堂のご飯を食べら
れなかったことです。また医療、福祉関係の自分
の勉強不足を感じました。そのほかにも英語はも
ちろん現地の言葉が少しでもわかるとどれだけよ
いかと感じました。だから来年の夏はこれらを勉
強し、改善して全力でツアーを楽しめたらいいな
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と思います。
なぜこんなにツアーが楽しかったのかというと、
ツアー参加者さんも年代、所属がバラバラで素敵
な人たちばかりだったからだと思います。とても
尊敬できる方たちでした。ツアー参加者の方と話
しているだけでも、これからの就活や仕事に対し
ての姿勢を知り、充実していました。
本当に 2014 年のラリグラスのツアーに参加で
きてよかったです。まり子さん、秋山さんや多く
のスタッフの方々、ツアー参加者さん、ネパール
で出会った人たちに本当に感謝しています。あり
がとうございました。
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加していらっしゃる参加者の皆さんのみんなとの
接し方を見て、参加者の皆さんからみんなの成長
の話を聞いたこと等から非常に感じ取ったことで
した。継続して訪問してきたからこそ、継続して
支援してきたからこそ、今の信頼関係があること
が伝わってきました。この信頼関係が伝わってく
るからこそ寄付者の皆さんもラリグラスを通して
支援をしたいと思えるのではないかと感じました。
支援先、寄付者の方々との信頼関係は簡単に築く
ことのできるものではなく、ラリグラスの長年継
続してきた末にある大きなものだと思います。
また、お金の必要性と支援の継続性のほかに、
お金を出して支援をする側の責任という部分も考
えさせられました。世の中には社会の隅に追いや
られている問題に向き合い、解決に向けて活動し
ているたくさんの団体があります。その問題を解
決することを目標として活動している団体もあり
ますが、そうではない団体もあると思います。自
分自身そこをしっかりと見極めて支援しなければ、
よい方向ではなく、悪い方向の支援に加担するこ
とになりかねないということを学びました。お金
を出して終わり、物品を出して終わり、ではなく
しっかり自分の頭で考えて、目で見て選択してい
こうと強く思いました。また、まり子さんのおっ
しゃっていた、支援にも人気不人気があるという
お話には衝撃を受けました。障がい者は私たちの
周りに普通にいるために、大きな問題として捉え
ない人が多く、支援が集まりにくい。日本人にと
っては人身売買の問題は重すぎ、こちらも支援が
集まりにくい。逆に当たり障りのない学校建設や
教育支援は支援が集まりやすい。まり子さんはニ
ーズがあるから、必要としてくれている人がいる
から、そこに支援をするというスタンスを貫いて
らっしゃいます。そんな当たり前のように聞こえ
ることですが、ニーズからではなく自分たちの支
援したいところから選んで支援をするという人は
少なくないと思います。というより多くの人が後
者だと思います。当たり前のことを当たり前にし
ているラリグラスの支援の姿勢は素直に素敵だと
思いました。これから自分自身がどのように“支
援”と向き合っていくか考えるよい機会になりま
した。
今回のスタディツアーで実際に行ってしか感じ
られなかったこと、考えなかったこと、見なかっ
たこと、たくさんのものを得ました。カカルビッ

永田萌奈

今回のネパールスタディツアーで感じたことは
たくさんありますが、その中でも“支援”という
ことについて考えたことを書きたいと思います。
まり子アンティはツアーの中で「支援はお金」と
いう言葉をたびたび口にしてらっしゃいました。
私には初めその言葉がしっくりきていませんでし
た。自分が学生ということもあり、資金面からの
支援をする機会がこれまで、あまりなかったから
ということもあるとは思いますが、お金が必要な
のはわかるけれども、お金じゃなくても、遠く離
れた国から想いを寄せるだけでも支援はできると
思っているふしがありました。しかしながら、ツ
アーのスケジュールが進むにつれて、さまざまな
問題に直面する施設を訪れるにつれてこの考え方
は変わってきました。ホスピスの子どもたちに充
分な食事を食べてもらうにも、教育を受けさせる
にも、デイケアに子どもたちが通えるようにする
にもお金があって初めて可能になることなのだと
気がついたのです。大きな金額の寄付金がたどっ
ていく道、実際に使われている現場を目の当たり
にしたことで、やっともやもやとしていたお金の
支援の必要性をしっかりとしたものとして実感で
きた気がします。結局、想っているだけではだめ
なこと、綺麗ごとで終わらせてはいけないこと、
本当に想っているのなら、その想いをお金という
想いに変えていかなければいけないということを
強く感じました。
しかし、このお金を継続的に生み出すというこ
とは本当に大変なことだと思います。しかし、支
援は継続してこそ。それは、継続してツアーに参
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タでは国境を越えようとしていたところを保護さ
れた少女と出会いました。マイティ本部ではイン
ドの売春宿から帰ってきたばかりの少女に出会い
ました。今まで本やテレビなどメディアを通して
しか触れることのなかった人身売買という問題が
実際にごく日常の風景としてとけこんでいること
にショックを受けたと同時に、どこかすんなり受
け入れている自分もいました。人身売買という問
題が経済や文化、宗教などさまざまなことが複雑
に絡み合って成っている問題であり、解決の難し
さを再認識しました。私一人ができることは多く
はないとは思いますが、今回のツアーの参加者の
皆さんのように、この問題を心のどこかでいつも
気にかけ、その想いを形にしている人たちがたく
さんいるということがわかったことが非常に心強
く思いました。自分がこれからこの問題にどのよ
うに関わっていくかわかりませんが、とりあえず
今はできるところから、今回出会ったネパールの
人たちに 1 人じゃないよ、日本には気にかけてい
る人がたくさんいるよということを伝えていきた
いと思いました。
ラリグラス・ジャパンの皆さん、まり子さん、
秋山さん、今回出会ったネパールの方々、ツアー
に関わったすべての人に感謝の気持ちを込めて。
ありがとうございました。
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スタディツアーに参加して

した。
藤城裕子
滞在中、上記のような不安を感じることは全然
ありませんでした。予習が足りない、などと思う
暇もありませんでした。まり子さんはじめ、皆さ
んのおかげで危険なこともなく、本当に楽しい
日々でした。危険というか、驚かされたことをし
いてあげれば、ネパール到着時、雨の中、駐車場
で突然私の荷物を持っていく人がいて、慌てて追
いかけたらちゃんとホテルの車まで運んでくれた
もののチップを要求されたことがありました。も
ちろん払わずに、断ってもらいました。このとき
は、
「ああ、日本を離れたんだなあ」と体感しまし
たが、そのおかげで、錆びついていた自分のギア
を、久しぶりにしかも瞬時に海外用にチェンジで
きたような感覚になりました。

今夏、初めてスタディツアーに参加しました。
海外旅行も超久しぶり、ネパール初上陸、スタデ
ィツアー参加経験なしの私は、出発前はとても不
安と緊張を感じていました。

ネパールの方々は優しく温かく、置かれている
状況はとてもシビアなはずなのに全然それを感じ
ることなく楽しいイベントの連続でした。ご一緒
させていただいた参加者の皆さんもとても明るく、
私も一緒になって笑い転げました。ホスピスの子
どもたちはとても明るく、一見、HIV どころか風
邪１つひかなそうなくらい元気いっぱいでした。
また、女性たちは気さくに話しかけてくれました。
言葉は通じないはずなのに、言っていることがな
ぜかわかるのが、とても不思議でした。マイティ
本部でもそれは同様で、さらにマイティ本部では、
施設の大きさや年代の幅広さなど目を見張るもの
でした。

事前研修会に参加して、その不安はさらに別な
不安になりました。それまでは、未知の土地への
漠然とした不安でしたが、研修会で初めてお会い
した他の参加者の皆さんの高いモチベーションや
知識、真摯な態度に圧倒され、
「私のようなふわふ
わした者が参加して、役に立てることが果たして
あるのだろうか」とか、
「行ったらかえってご迷惑
じゃないかしら」といった、言わば自分自身の「レ
ベル」に対する不安となりました。
そんな不安を感じつつも、日々の生活や仕事に
追われ、その後何の予習も情報収集もせず、あっ
という間に出発日となりました。

私に何ができるか、という不安については、今
までの自分の仕事や今就いている仕事で経験した
ことを曲がりなりにも活かすことができ、全ての
出来事は今の自分と未来の自分に繋がっているこ
とを改めて実感しました。今の仕事は実は「たま
たま配属された」児童福祉関係のものだったので、
仕事への戸惑いを日々感じていたのですが、まさ
かネパールに繋がっていたとは！ フランクルの
「どんなときも人生には意味がある」という言葉
を思い出しました。

飛行機の中で、
「そういえば、いつもこんな感じ
だよな」とふと気づきました。初めて閉鎖病棟で
ボランティアをしたときも、初めて海外旅行（内
モンゴル自治区）に行ったときも、もっといえば
昔修学旅行に行ったときだって「ああ、もっと事
前に勉強しておけばよかった」とか「何かほかの
方法ででも、経験値を上げておけばよかった」と
思い、そしていつも、
「仕方がない。今はこれが自
分なんだから、できることをやって、できるだけ
吸収しよう」と思ったものでした。今回も、せっ
かくの機会を与えられたのだから、なるべく多く
を見聞しよう、そう思ってネパールの地を踏みま

今回、別な側面で感銘を受けたことがありまし
た。それはツアーに 10 代 20 代の若い方々が多数
参加されていたことです。皆さん、普段はそれぞ
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れの場所でそれぞれの暮らしをされている中で、
自分なりに人身売買について考え、自分なりに取
り組み、そして観光旅行ではなくスタディツアー
に参加しようと決めてきた方々でした。そんな
方々が各地にいて、今回こうして集結する場に居
合わせることができ、とてもありがたいことだと
思いましたし、大げさですが「日本の若い人たち、
ぜんぜんダイジョブじゃん！」と思いました。

管理に気を付ける」という字面を追うだけではわ
からなかったことでした。
最後になりましたが、長谷川まり子さん、ラリ
グラスのスタッフの皆さま、ツアーにご一緒させ
ていただいた参加者の皆さまと、ネパールの方々
に厚く御礼申しあげます。本当にありがとうござ
いました。

ツアー中も話しましたが、私が今の職業に就こ
うと決めたのはディズニーランドへの障がい者引
率ボランティア経験で、ディズニー側でも連れて
行く側でもないところに自分のやりたいことがあ
ると気づいたからだったので、今回のツアー経験
もきっと、若い方々自身のこれからの羅針盤の一
部になると思うし、私の中でも大きな学びとなり
ました。
もし、私のレポートをツアーに参加しようか迷
っている方が読むといったことがあるのでしたら、
私はぜひ参加してみることをお勧めしたいです。
ネパールも人身売買も、初めは「聞いたことはあ
るけどあまり知らなくてちょっと遠い存在」だっ
た私でも、行って何かしらできることがあると思
ったし、今回のツアーが自分の器の中に新たな何
かを入れてくれたと思うし、もしかしたら器の一
部となってくれたかもしれないと思うからです。
自分の前にある扉は、まずは開けてみて、そう
すればまた新たにいくつも扉が出てくるから、そ
したらまた選んで開ければいい、という言葉を以
前知人から聞いたのですが、今回は、私にとって
はすごく重いと思っていたけど「えいっ！」とい
うかけ声で押したら開けられる扉だったし、開け
てまたいくつか扉を発見できたと思います。
旅慣れている方は「百聞は一見にしかず」とい
う言葉も実感し慣れていると思いますが、あまり
旅行をしない私は、百聞は一見にしかずがどうい
うことか本当に実感することができました。百聞
は一見にしかずとは、現地で、見聞きするだけで
はなく五感全体で感じることだと思いました。ツ
アー中、体調不良でダウンしましたが、これも普
段は感じることを忘れていた体感覚や直感を鍛え
直すよい機会となりました。これは、ただ「体調
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色々感想深いツアーでした

ころから施設での集団生活の中で、周りの状況を
見ながら自分の行動を取り、大人の愛情を求め、
わがままを言わない子どもの小さな姿を見て心が
痛んだ。

藤田 海庭

４．最後に、ネパールは日本での生活がどれほど
便利なものか、日本という恵まれた国にいるとい
うことを考えさせてくれる国だった。日本に戻っ
て、きれいな丸の内の高層ビル街を通りながら、
現代文明ということに感動し、心が温かい気持ち
で一杯になった。急速に日本の生活スタイル、日
本での感性に戻っているこのごろは、ただ何もな
い日常に感謝し、すべての物事に感謝し、日々を
大事にしたい気持ちにもなった。また、通訳のラ
ジャさんや皆さまにお世話になり、全ての方との
出会いが宝物で、とても感謝している。

１．日本でのボランティア活動に参加しているう
ちに海外ボランティアに興味を持つようになり、
体験したいと思って今回のツアーに参加した。毎
日朝から晩までハードスケジュールで、本当に中
身のぎっしり詰まったツアーだった。メンバーの
間もコミュニケーションを重視し、同じ目標を目
指して一緒に行動し、ネパールの人々のために一
生懸命な姿が印象的だった。考えを深めることも
できて、貴重な体験ができた。
２．ネパールは私の想像以上に貧困だった。イン
フラ、衛生、人身売買など多くの問題を目にしつ
つも、外に出て歩くと確かにネパールの人々は生
きていて、たくましく、人柄もよく、優しい人た
ちばかりだった。今回のスタディツアーでネパー
ルにすごく惹かれた。二週間経った今、ネパール
が恋しくなっている。
３．なによりホスピスの子どももガガルビッタの
女性たちもすごく喜んで迎えてくれてとても嬉し
かった。ホスピスの子どもたちはとてもかわいく、
人懐っこくて、みんなニコニコして遊びに誘って
くれてとても嬉しかった。頭脳の知力がしっかり
していて、それに自分の不公平な過酷な運命が待
っている現実を知っている子どもたちは、どんな
気持ちで日々を送っているだろう？ そして孤児
と両親を持つ子どもとの違いを痛感した。小さい
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行ってきました！

人生初のネパール
松井江利子

飛行機を乗り継いで、ネパールに行ってきまし
た。ネパールの人たちは陽気で温かく、調子にの
りやすい楽しい人たちでした。
ツアー前にまり子さんの本を読んだり、研修会
に参加したり、少し予習はしたものの、実際に会
った彼女たちの若さにビックリでした。
また、ツアー参加者達の人身売買や NGO に対す
る思いがしっかりしていて、私がその年代だった
頃を思い返すとカルチャーショックを受けるほど
でした。
立っているだけで汗が流れる暑いピクニックや、
停電の多いネパールでは大人たちもエスカレータ
ーに乗るときタイミングの声かけが必要だったり、
到着した翌日の朝食のグラノーラ入りヨーグルト
がおいしかったり、ぬかるみや細道をガンガン進
む車の運転技術など、日本ではできないいろいろ
な経験をさせてもらいました。
短期日程の参加でしたが、お世話になった皆さ
ん、楽しい時間をありがとうございました。
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2014 ラリグラスツアーに参加して
広島市 三島

ブック仲間に支援を募ったところ 3 万 3 千円の寄
付が集まり、その費用で購入したもの。吉田さん、
飯野さん、伊藤さんからは子どもたちの笑顔がた
くさん見られますようにとお言葉をいただいた。
おかげで，外でバトミントンをしたり，ふわふわ
ボールでバレーボールをしたり楽しい時間を過ご
した。寄付金の残りは、ラリグラス・ャパン代表
の長谷川まり子さんへ贈った。
●初の試み「ショッピングセンター買い物体験」
昨年は映画鑑賞とランチパーティーであったが、
今年は社会経験を積んでもらう目的で、自分でお
金を払うショッピングセンターでの買い物体験で
あった。日本人から見ると当たり前のようだが、
ホスピスの女性・子どもたちは、普段は外出が許
されていないので、買い物することの経験がほと
んどないに等しい。よって、ツアーメンバーが保
護者役になって、迷子にならないよう注意しなが
らの買い物体験となった。4 階建ての新しい感じ
のショッピングセンター入口すぐ横にエスカレー
ターがある。初体験の皆さんでありますから、怖
いのが先立ち一時的に渋滞状態に。それでも一度
乗れると子どもたちなどはすぐに慣れたようで、
後はスイスイと 4 階に上がる。私は、ルナちゃん
（3～4 歳）の保護者役として一緒に回ることにな
った。三輪車コーナーの前で釘付けになり、何度
も乗っては降り乗っては降りを繰り返し、楽しそ
うにこいでいた。買い物はお姉さんたちがヘアー
バンドを買ってくれたようだ。

正志

●搭乗口が２カ所案内されていた広州空港でヒ
ヤリ
関空→広州→カトマンズルートで、広州から藤
田さんと本橋さんに合流する予定だったので、広
州の到着ロビーから移動して出発ロビー「2 番」
で待つもなかなか二人に会えないので少し歩き回
っていると「8 番」でも同じフライト便で出発時
間も同じ表示があり，嫌な予感。案内所まで戻り
聞いたら、8 番が正しいと聞いて 8 番へ移動する
と、しばらくして本橋さん、藤田さんと合流、一
安心。カトマンズには 23 時ごろ無事に到着しまし
た。

●ホスピスの女性・子どもたちの名前と顔が一
致するにはと考えて
たくさんの子どもたちの名前と顔がなかなか覚
えられないので、今年は、昨年撮影した写真アル
バムを持参して、横に名前を書いてもらうことに
しようと考えていた。アルバムを見たカリシマち
ゃんが気をきかせて、アルバム横に名前を記入し
てくれたので、あっという間に名前入りアルバム
が完成した。後は繰り返し見て覚えるだけなので，
来年は完全にマスターして行こうと思います！！

●1 年ぶりの再会にホスピスの子どもたちはき
らきらと瞳が輝く
ホスピスに到着し、子どもたちへの挨拶という
ことで、事前に広島在住のネパール料理店で耳訳
したネパール語で話をするもなかなか通じず苦笑
い。でも心の声は通じたようだ。ラリグラスのほ
うから準備していた今回のお土産のほか、個人で
用意したお土産のバトミントンセット 10 組とお
菓子の詰め合わせ 1 式をツアーメンバーに協力し
てもらい小分けして配ってもらった。きらきらと
輝く瞳で「ナマステ！」
「サンキュー！」の声で笑
顔につつまれた。実はこのお土産代は、フェイス

●3 年後に年間 100 万円目標の寄付する計画
8 月 11 日の夕食後、ホテル 2F の喫茶室で参加
者の自己紹介やラリグラス・ジャパンの活動等に
ついてミーティング時でのこと。まり子代表や他
のメンバーの話を聞いているうち、「3 年後に年
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100 万円の寄付をする」ということを話した。寄
付できる根拠があるわけではない。だができない
わけでもない。要はやる気の問題だととらえチャ
レンジすることにした。早速、帰国前にネパール
の雑貨店で特注のフェルトポーチを１００個購入
し持ち帰った。帰国後，広島市内の知り合いの自
営業店に置かせてもらい，約５０個販売してもら
った。そして売上額から仕入れ額を引いた差額 2
万円をラリグラス・ジャパンに寄付した。今後、
ネパールで作られた商品を日本で売って差額を還
元するフェアトレードを手始めに取り組みするこ
とを検討中。＜ガンバリマス＞
以上
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スタディツアー2014

レポート
本橋鮎花

学校で教わるような机上の空論が嫌いで、この
目で実情を確かめようと思った。現地の人々が本
当に欲しがっているのは何か、現地で即戦力にな
るスキルとは何か、それを知った上で、自分がそ
れらを提供できるような人間になろうと考えてい
た。私の身ひとつで彼らの希望を少しでも満たせ
るものがあると、少なからず自負していたのだ。
しかしそんな上手くいく訳がなく、私が搾り出し
た知恵などただの思いつきだと思い知るのが現実。
まりこアンティの「支援は金」という言葉は、浅
はかな私には痛かった。が、確かにそうだと思っ
た。このツアーで私は、
“ そういうこと”を学んだ。
ネパールの情勢や各施設の活動についてなど、新
しく知れてうれしかったこともたくさんだが、私
にはこの想像と現実とのギャップが一番ショッキ
ングだったかもしれない。
ギャップその 1、-施設で働くスタッフの人数が、
想像以上に多い。なおかつ 1 人ひとりが責任を持
って、献身的に少女らや障害者を支えている。デ
イケアセンターで、携帯を欲しがった男の子に、
せがまれるがまま自分のそれを手渡そうとしたと
ころをスタッフの方に制止されたときは、考えな
しの自らを恥じたと同時に、時間をかけてケアし
てきたスタッフの方々の努力の様子を垣間見た気
がした。また、マイティ本部には弁護士が置かれ、
地域住民の駆け込み寺になっていることには特に
驚いた。
つまりなにが言いたいのかというと、現地の人
に「外人に金以外のことなんて求めてない」と言
68

われた気がした、ということだ。
しかしやはり、私のような要領の悪い人間が大
きな単位のお金を扱ったり、政治に関与したり、
そういったスケールの大きいことをしようとして
も、状況はあまり変わらないか、もしくは悪化す
るかのビジョンがどうしても拭いきれない。また、
私の理系科目におけるマイナスベクトルの大きさ
を考慮すると、ここは例えば、デイケアセンター
に通えない子たちの自宅に私のほうから訪問しお
手伝いをする、あるいはそうしてくれるスタッフ
を探す役をしてみるなど、これも簡単なことでは
ないのだろうが、私はやはり、
「よくなってきてい
る。が、“実際はいまだに……”」の“実際はいま
だに”という、流しそうめんのあまりを受け止め
る桶のようなことをしたい。臨床心理士、栄養士
……とにかく、私でもできることを確実に身につ
けられるようにしていきたいと思う。
ギャップその 2、施設の女の子、そして男の子
も“かわいそう”ではなかったということ。
まりこアンティの著書『少女売買』の、カビー
タのエピソードは初めて読んだときから今でも衝
撃的で忘れられない。幸せの配分があまりに不平
等だというアンティの訴えが、私の心を強く揺さ
ぶった。そして私は幸せすぎる自分の身の上が急
に申し訳なく思えてしまって、
「 幸せを分けてあげ
たい」というよりも「不幸をもらってあげたい」
と考えるようになってしまっていた。つまりは、
彼女らを不幸でかわいそうな子たちだと思ってい
たのだ。
しかし実際に会った彼女らは、皆がみんな本当
に前向きに生きていた。弟・妹の面倒をよく見る
し、成績が優秀な子も多い。全員が、自分たちは
家族なんだと心から信じているように感じた。特
にマドゥは、自分がお姉さんであることをしっか
り自覚していて、みんなを後ろから見守るような
様子が大人っぽく、私なんかよりもずっと人間と
して立派だった。彼女とは年も近いし、もっとい
ろんな話をしたいと思っていたが、こちらのほう
が教えてもらうことが多そうだ。そんな彼らの様
子を見て、Victim でなく、survivor という言葉は
まさにピッタリだと思った。
今回のツアーは私にとって（ほぼ）初めての（と
いってもよい）海外の旅で、最年少ということも
あり、かなり周りに甘えていたところがあった。
正直、前述の“ギャップ”に戸惑うことに忙しく
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て、具体的な“これから”を考える余裕がなかっ
たし、施設で働くスタッフさんたちに対してもも
っと積極的に話を聞きに行けばよかったと反省し
ている。来年もまた参加することはもうみんなに
誓ってしまっている上、そのために来年の旅費を
積み立てる新しい口座も作ったので、次回はしっ
かり自分の足で動いていきたいと思う。とりあえ
ず、10 月の文化祭でビーズを売っている写真を見
て、彼女らが喜んでくれたらうれしい。販売の様
子を土産話に、彼女たちと再会したい。
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私たちには見せない顔があると聞き、女性と子ど
もたちと楽しい時間を過ごして少しでも楽しい思
い出が増えたらいいなと強く思いました。
カカルビッタでは人身取引の現実を目の当たり
にすることになりました。トランジット・ホーム
訪問時、私よりも年下で出産した女の子と国境付
近で引き止められた 2 人の女の子と出会いました。
知識はあったけれど実際に被害にあった子や保護
された子を目の前にし、ショックを隠しきれませ
んでした。啓発活動を行っても誘いに乗ってしま
う子たち、手段を変え女の子を連れて行こうとす
る犯人の話を聞き、問題の根絶の難しさを改めて
感じました。
サッチガッタでの思い出はとにかく踊って踊り
まくったことです。手をつなぎ腕が抜けてしまう
のではないかというぐらいの勢いで振り回し、元
気いっぱいでパワフルなみんなには圧倒されまし
た。とにかくみんなダンスが上手でした！ ピク
ニックでは暑さに負けて全力で踊りきることがで
きなかったので、次回までに体力をつけダンスの
特訓もしておこうと思います。トランジット・ホ
ームとサッチガッタを去る時、何ともいえない切
なさがありました。
「 また来てね」
「 いつ来るの？」
と泣きながら聞かれ、
「１年後だよ」と答えるのが
とてもつらかったです。反対に 3 日しか一緒に過
ごしていないのにも関わらず、また来ることを待
ち望んでくれていることがとても嬉しかったです。
カトマンズに戻ってから NDWS と障害児を持つ
家庭を訪問しました。友人や親戚に障害を持った
人が多いので個人的にとても興味がありました。
子どもへのケアが上手くできている家庭とそうで
ない家庭両方の状況を見て、周囲の人はもちろん
家族の意識改革も重要な課題だなと感じました。
NDWS のスタッフさんがお金の心配をせずいろい
ろな活動ができるように、そして、障害児を持つ
家庭やその子がより過ごしやすい環境になるよう
に継続的な支援ができたらと思いました。なんと
言ってもまずは車です！ 車獲得という重大な任
務を託された M さんと N さんのお役に立てること
があれば何でもします！
最後になりますが、ツアー終盤に行われたメイ
ンイベントについてお話しします。目を閉じても
浮かんでくる青ひげで赤鼻の酒乱一家のあの顔と
何とも言えない迫力を放つミツコ（笑）、ハゲヅラ
を被っておやじメイクをして夜な夜な練習したマ

山田有美香

ツアー参加の決意をしたのは、私の大学に年に
一度講義に来てくださっているまり子さんとの食
事の席でした。書き出すと長くなるので書きませ
んが、まり子さんとお話をしながら「あぁ、もう
これはスタツアに参加するしかない」と思い、団
体* 注 に何が足りないのか生かせる点はどこなの
か勉強するつもりで参加しました。しかし、ツア
ーではもはや団体のためだけではなく人として大
切なことを山ほど学びました。
ホスピス訪問初日、私たちが来ることを心待ち
にしていると聞いてはいましたが、正直あんなに
喜んでくれるとは思いもしませんでした。コンニ
チハー！ と日本語でニコニコしながら私たちを
出迎えてくれました。10 日間でホスピスの子たち
と過ごす日数が多かったのですが、3 日目のあの
ショッピングは強烈に記憶に残っています。年に
一度しかない外出の機会で、
「 みんなおしゃれをし
ていてかわいいね～」と言っていたのも束の間、
グループ分けで一苦労。誰がどこのグループなの
かペンで手に書くもショッピングを終えてみると
何のためのグループ分けだったのか分からないほ
どに入り乱れていました(笑)。まり子さんからも
らったお小遣いを握りしめ、何を買おうか悩んで
お店をウロウロして品物を取っては戻し取っては
戻しを繰り返し、真剣になっている姿がかわいく
見ているだけで楽しかったです。私たちと一緒に
いる間はずっと笑顔でいた子どもたちですが自慢
げにベッドルームを見せてくれた時、小さなベッ
ドを二人で使い、自分の荷物がごくわずかである
ことを知り、「これが子どもたちの全てなんだな」
と、はっとしました。それぞれに暗い過去があり
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ジックをホスピスの子どもたちに披露しました。
男装女装した私たちを見て大喜びしてくれる子ど
もたちを見て、こっちまで最高の気分になりまし
た。そして、そのままの格好でネパールの街を練
り歩き、いろいろな種類の視線を浴び、これまた
何とも言えない最高の気分になりました。ただミ
ツコ大先輩の歩き方があまりにも怪しすぎて警察
が呼ばれるのではないかとハラハラしました（笑）。
少女の売買春・人身売買、HIV/AIDS など取り組
んでいる問題は、とてもシリアスでツアー参加ま
では楽しんでいいのかな？ どんなテンションで
いればいいかな？ と少し不安な部分もありまし
た。でも、そんな不安は全く必要ありませんでし
た。もう楽しまずにはいられない！ 笑わずには
いられない！ という感じです。たった 10 日間で
何かを改善することはできませんが、楽しむこと
はできます！ 子供たちと再会し、どんなふうに
成長しているのかを見るのが楽しみで、すでに来
年の夏が待ち遠しくてウズウズしています。あり
きたりな言葉になってしまいますが、このツアー
に参加したことで日本では過ごすことのできない
刺激的な毎日を過ごし、多くのことを吸収できま
した。日本で自分が挑戦したいこと、やらなけれ
ばならないことが見えてきました。たくさんのこ
とをお話してくださったまり子さん、さばさばし
ていて楽しい秋山さん、お下げが似合う美脚のラ
ジャさん、そして参加者の皆さん本当にありがと
うございました！！ また会える日まで！ ナマ
ステ！！！
【欄外注】
＊山田さんが所属している「静岡学生 NGO あお
い」のこと。
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【ホスピス訪問】
2 日目の朝、ホテル近くのレストランで朝食を
とっているときに、まり子さんから人身売買につ
いて、その日に訪問予定のホスピスについてなど
の説明を受けました。ホスピスの子どもたちに会
う直前だったので、緊張が高まりました。また、
ネパール語ができてツアーにも複数回参加してい
る大野国さんが作ってくれた名札（ネパール語）
も受け取りました。
緊張と不安の中、最初の訪問場所であるホスピ
スに到着したとき、子どもたちがとても笑顔で「こ
んにちは！」と私たちのバスのほうまで来て迎え
てくれたので、私のほうがとても嬉しい気持ちに
なりました。最初に驚いたのは、子どもたちの英
語がとても上手なことでした。自己紹介もコミュ
ニケーションも英語でこなしていて、英語の苦手
な私は、
「私も頑張らないと！」という身の引き締
まる気持ちと、
「将来、大きな世界で活躍してほし
いなぁ」と応援したい気持ちになりました。

私は今回、初めてこのツアーに参加させていた
だきました。このツアーのことは昨年末にラリグ
ラス・ジャパンのホームページで知り、興味を持
ちました。
私はかねてから、
「 何らかの形で誰か人の役に立
ちたいな」と漠然と考えており、興味はあったの
ですが、募金活動や慈善事業・活動をしている団
体を「なんだかあやしいなぁ」と疑ってしまい、
実際に参加することもありませんでした。そんな
中、ラリグラス・ジャパンのスタディツアーを見
つけたので、
「研修ならば参加してみようかな」と
思い、参加を決意しました。

また、モニサという女の子と一緒に、プレゼン
トのリリアンと、持参した一眼レフカメラでの撮
影ごっこをしたのですが、やり方を一回説明する
と、とても器用にこなしていました。モニサだけ
でなく、ほかの子どもたちも飲み込みが早く、何
でもこなしていく姿にはとても驚かされました。

今回のツアーは、私を含め 14 名（うち、短期日
程 4 名）の参加がありました。社会人 10 名、学生
4 名で、学生の方・若い方の参加が多いことに驚
きました。初めて参加される方のうち、私を含め、
ネパールへ初めて行くという方が多かったです。

ホスピスのみんなとは、翌日（3 日目）にショ
ッピングセンターへお買い物に行きました。買い
物前に、まり子さんから「迷子やけが、体調不良
も心配だけど、脱走がないかが一番心配」と聞き、
ハッとしました。過去にもラリグラスのイベント
以外で脱走した前例がいくつかあったようで、
「昨
日、あんなにはしゃいでいたみんなだけど、家族
に会えなかったり、体調が優れなかったり、つら
い過去を背負っている、大変な毎日を送っている
んだ」ということを改めて実感しました。
お買い物は無事に終わりましたが、ディディ＊
のほとんどは値札が読めず、どれを買っていいか
わからない状況であることが私の中でショックで
した。

初めてのカトマンズの印象は、「人口が 2600 万
人ほどのはずなのに、そして夜中なのに何でこん
なに人が多いの？！」と感じるほど、人が多かっ
たです。
雨期のため、到着初日（夜にカトマンズ着）は
移動が大変なほどの大雨に見舞われましたが、そ
の後のお天気は、スケジュールに影響の出るほど
の大雨もなく、気候も涼しく過ごしやすい気候が
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お買い物の後、食事に行きました。モモ（ネパ
ール料理）は、大人数でいただくとより一層おい
しかったです。私は短期日程だったため、ホスピ
スのみんなとはここでお別れとなってしまいます。
最後のあいさつをすると、モニサとランジットが
駆け寄ってきてくれて、
「また来てね」と言ってく
れたのがとても嬉しく、感動しました。
【マイティ・ネパール本部】
2 日目の午後、マイティ・ネパールの本部に訪
問しました。土曜日だったため、本部内の学校は
お休みでした。本部はとても大きく、学校教育、
職業訓練が行われており、普段の生活は、掃除・
洗濯・食事などが協力して行われています。また、
小さい子どもや、赤ちゃんの世話をするディディ
たちは、お給料が支払われるそうです。

されていることなどから、人身売買のキープレイ
スとなっています。マイティは、インドへ渡る橋
の手前に監視所を設置し、ネパールの少女たちが
インドへ売られるのを監視しています。5 日目の
朝、この監視所を見学に行きましたが、監視して
いる女の子 2 人は、橋を渡る人たちに目を光らせ、
通行人にどんどんと声をかけていました。彼女た
ちの多忙ぶりは 2 人では足りないくらいでした。
ここで保護された少女は、トランジット・ホーム
にて、一時的に預かられます。ここでは、カウン
セラーが事情を詳しく聞き、家族と面談を重ねた
りして、家族のもとへ戻るか、マイティの施設で
生活するかなどの今後の対応を判断します。看護
師も駐在しています。
私たちが訪問したとき、3 人の少女が保護され
ていました。うち 1 人は赤ちゃんを抱いていまし
た。彼女は保護されたときに妊娠中で、トランジ
ット・ホームで出産したとのことでした。とても
幼い親子を見ているととてもいたたまれない気持
ちになりました。そして、このようなつらい親子・
子どもたちをこれ以上増やしてしまうことは許さ
れないとも感じました。

私たちはそこで、有志で集まってくれた女の子
たちとお菓子（ネパール語でポカ）のパッキング
をしました。そこでも、彼女たちの手際のよさに
驚きました。できあがったポカの詰め合わせを、1
人ひとりに渡すときには、
「ナマステ！」とあいさ
つを交わし、笑顔を見せてもらえることができま
した。

【サッチガッタ】
カカルビッタから車で 20 分くらい移動した場
所に、サッチガッタの精神的な障がいのある女の
子たちの生活する施設があります。施設ができた
ころはほとんどの女の子がコミュニケーションを
うまく取れなかったそうですが、私たちが訪問し
たときはみんなとても素敵な笑顔で迎えてくれ、
私もほっとしました。現在の状態になるまで、ス
タッフの方々の多大な努力があったことを聞きま
した。きちんとしたリハビリ施設や医療器具もな
い中で、医療の力だけではない、心の通ったサポ
ートが大きな力を発揮することを実感いたしまし
た。

その後、赤ちゃんたちのお部屋を見せてもらい
ましたが、赤ちゃんたちの多くは、何らかの理由
で捨てられているところを警察に保護され、マイ
ティにやってくるそうです。とてもかわいい赤ち
ゃんの姿を見ていると、本当に保護されてよかっ
たと感じました。
幼児のお部屋では、お遊戯を披露してもらいま
した。ここでも、英語の歌を元気いっぱいに歌っ
ている子どもたちの頑張りと、それを教える先生
の頑張りに脱帽でした。
【トランジット・ホーム】
4 日目は、飛行機と車でカカルビッタ（インド
との国境付近）へ移動しました。カカルビッタは、
首都カトマンズから約 600 ㎞離れたところにあり、
カトマンズと比べると農家の多い地域で、簡素な
建物も多く見受けられます。ここは、インドとの
国境付近（1 ㎞ほどある橋を渡るとインド）とい
うこと、また、カトマンズからハイウェイが整備
73

サッチガッタとトランジット・ホームの女の子
たち、スタッフの方たちと移動した日の翌日（5
日目）、公園にピクニックに行きました。とても広
い公園で、遊戯施設やボート、動物園が併設され
ていました。
ピクニックでは、音楽をかけてみんなで踊りま
した。みんなとても踊りがうまく、私も一緒に踊
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りましたが、見ているだけでもとても楽しい光景
でした。お天気にも恵まれ、みんな暑い中のダン
スだったのでたくさん汗をかきました。
ランチはスタッフの方々が作ってくれたカレー
とタンドリーチキンです。空腹と辛さも後押しし
てくれ、とってもおいしかったのであっという間
にたいらげました。
【最後に】
短期日程のため、私はここまでしか訪問ができ
なかったのですが、ここまででも勉強になること、
衝撃を受けたこと、感動をもらったことがたくさ
んあり、いろいろと考えさせられました。これか
ら、私ができることは何だろうと考えたとき、HIV
や人身売買のことは詳しくは知りません。HIV が
どれくらい痛いのか、薬を飲み続けるのがどのく
らい負担なのか、体を売ることがどんな気持ちな
のか、親の顔を知らないことがどんなつらいこと
なのか、想像もつきません。ただ、このつらさは、
お金があれば解決できることがわかりました。
人身売買の問題も、HIV の服薬も、障がい者へ
の福祉も、メンタルのケアも、全てお金がないこ
とがネックとなっています。また、そういった事
態に陥る前に、子どもたちへの教育が十分にでき
る環境をつくるといったこともお金がかかります。
今後は、できる範囲で、彼女たちの力になるこ
とができれば光栄だな、と感じました。そして、
また、みんなに元気な笑顔で会うことができれば
最高です！
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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