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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。
今年のツアー日程は、2015 年 8 月 9 日（日）～8 月 18 日（火）までの 10 日間。募集に
あたり、4 月 25 日に発生したネパール大地震の影響が案じられましたが、最終的には 10
名の方にご参加いただき、引率者 2 名、コーディネーター1 名、計 13 名のメンバーで活動
することができました。
「こういうときだからこそ、少しでも現地の人々の力になりたい」との想いからご参加
くださったメンバーも多く、今回は恒例のプログラムに 加え、被災地支援活動にも取り組
みました。
また、ツアー実施前の 7 月下旬、代表・長谷川はインドに足を延ばし、レスキュー・フ
ァンデーションとのミーティング、現地調査、デリー在住の日本の方を対象とした講演、
日本大使館・草の根無償資金協力担当者との会議などを行いました。
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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第35回ラリグラス夏のスタディツアー・スケジュール
日時
8／9(日)

8／10(月)

8／11(火)

スケジュール
◆ネパール・トリブバン空港着
◆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

ホスピス訪問（挨拶、ビーズ検品、制作指導）
◆ヘタウダへ移動
◆プリベンション・キャンプ訪問

交流プログラム：プ リ ベ ン シ ョ ン ・ キ ャ ン プ 卒 業 生 と ピ ク ニ ッ ク

8／12(水)

◆ ビ ー ル ガ ン ジ へ 移 動 後 、 ト ラ ン ジ ッ ト ・ ホ ー ム 訪 問 、 国境見学
◆ヘタウダへ移動後、プリベンション・キャンプ訪問

8／13(木)

◆カトマンズへ移動
◆フリータイム（パシュパティナート、ボーダナート観光、フリーマーケット商品の仕入
れ＆ シ ョ ッ ピ ン グ etc.）

8／14(金)

◆NDWS（ネパール障害者女性協会）・デイケアセンター訪問
CBR プ ロ グ ラ ム フ ィ ー ル ド 訪 問 （ 障 害 を も つ 子 ど も の 家 庭 訪 問 ）
◆被災した家庭・仮設住宅を訪問

8／15(土)

◆ホスピス交流プログラム：ピクニック

8／16(日)

◆被災地支援活動（バクタプル）

8／17(月)

◆被災地支援活動（バクタプル）

8／18(火)

◆マイティ・ネパール訪問後、帰国の途へ

○ 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
■スケジュールの都合上、現地到着直後、空港か
らマイティ本部へ移動。女性と子どもたちの生活
スペース、職業訓練施設などを見学した後、ひと
つめの企画を実施した。
ツアーメンバーの1人春日さんは、英会話学校を
営んでいる。そのスキルを活かし、テレサ・アカ
デミーの生徒たちに出前授業を行うというものだ。
幼児クラスでは楽しい絵柄の英単語カードでアル
ファベット指導。高学年クラスでは、手作りのプ
レゼンボードを使い、日本の文化風習を紹介する
授業を行った。
往路の経由地バンコクで、乗り継ぎ時間を活用
し、リハーサルを重ねたツアーメンバー。
鈴木さんはバルーンアートで、大野国さんはジ
ェスチャーで、ほかの皆さんは紙吹雪で、春日さ
んのスピーチを盛り上げ、すばらしい講義を行っ
た。教科書の詰め込み教育がネパールのスタイル。
小道具を使ったドラマ仕立ての授業ははじめての
体験となったようで、子どもたちにも大好評だっ
た。ツアーメンバーの皆さん、すばらしい機会を
提供くださり、ありがとうございました！

プレゼンテーション形式の授業ははじめて。真剣なまな
ざしで講義を聞いていた

ちびっ子クラスは遊び感覚で学べる単語カードの授業。
大盛況だった

手作りのプレゼンボードで日本を紹介する春日さん。絶

職業訓練を見学。縫製技術、アクセサリー制作などを行

妙なタイミングでツアーメンバーが盛り上げた

っている
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現地報告：マイティ・ネパール本部

古着をほどき、布地を活用して、自分のクルタを作る訓

赤ちゃんのお世話もツアープログラムのひとつ

練

■地震発生直後、本部施設の一部を開放し、被災
者支援を行ったマイティ。しばらく後には、地震
被害によって家族を失った子ども 200 人の保護を
発表した。
もっとも地震被害の大きかったシンドパルチョ
ーク出身のサビーナちゃん（14 歳）とサルサニち
ゃん（11 歳）姉妹も、住まいと母親を失った子ど
もたち。難を逃れた父親によってマイティに送り
届けられた。父と娘が離れ離れになるのは彼らの
本意ではないが、大規模な地滑りに地域の大半が
のみこまれ、眠る場所さえ確保できない状況にあ
るため、姉妹の保護を求めたとのことだ。
妹のサルサニちゃんは、崩れてきた煉瓦で怪我
を負った。快方に向かっているとのことだが、目
の前で母を失った心の傷は簡単に癒えるものでは
ない。マイティは、2 人をはじめ、地震で親を失
った子どもたちを保護し、衣食住と教育を提供し、
心のケアに努めていくとのことだった。
しかし、こうした取り組みに、ネパール政府か
ら横やりが入った。
「マイティは、孤児院を運営する NGO として登録
されている。ゆえに、孤児でなければ保護しては
ならない。なかには、養育放棄を目的に子どもを
預けにくる親もいるので、親がいる場合は受け入
れてはならない」
と言うのである。
地震発生以降、ネパール政府もまた、世界に向
けて支援を呼びかけた。しかし、公然と贈収賄が
行われるネパール政府の信頼は薄く、寄付の多く
はネパールの NGO に集まる結果となった。こうし
た実情を受け、
「NGO が被災者を保護すれば、今後
も寄付は NGO ばかりに集まってしまう」と危惧し

保護されたばかりの女の子は表情が固いが、訓練を続け
ていくなかで笑顔を取り戻す

マイティには捨て子ちゃんもたくさん保護されている
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現地報告：マイティ・ネパール本部
た政府が、被災者と NGO の引き離しにかかったと
いうのだ。
アヌラダさんは、
「いくら親がいても、養育できない環境にあれば
保護するべき。人身売買犯罪の被害に遭うリスク
もある。杓子定規に、孤児か否かで判断するのは
危険だ」
と、政府に掛け合ったという。が、
「親と子どもを
引き離すのは子どもの人権にかかわる重大な問題
である」と言われ、被災した子どもの多くを親や
親族のもとに返さざるを得なかったとのことだ。
結果、マイティに保護される被災した子どもたち
は 10 人に満たない状況となったが、今後も被災家
庭への支援を継続することで、子どもたちをサポ
ートしていくとのことである。

親を失い、保護されたニマちゃん。自身も左足を複雑骨
折し、ボルトで固定されていた。もう一度、手術をすれ
ば歩けるようになるとのことなので、ほかの子どもたち
と一緒にがんばってほしい

■ツアー前、地震の被災者への支援物資として、
文具や衣類などのご寄付を呼びかけさせていただ
いたところ、たくさんの方がご協力くださった。
いずれも上質なものばかりであり、訪れた被災地
で直接、手渡した際は、皆さん、とても喜んでく
ださった。足を運べなかった被災者の方々には、
マイティと NDWS のスタッフが責任をもって配布
してくれることになっている。ご協力くださった
皆さま、ありがとうございました！
上中美穂さん 上中優奈さん 及川美奈子さんと
WE21 ジャパン・さいわいご一同様
春日恵さん 片山ゆかりさん 金城恵哉さん
クケルマン洋子さん 三島正志さん
森谷里美さん 匿名 2 名
父親に送り届けられたサビーナちゃんとサルサニちゃん

■1998 年から続けているお菓子詰め合わせプレ
ゼント。今回も、テレサ・アカデミーの女の子た
ちの手を借りて、合計 600 セット、用意させてい
ただいた。子どもたち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！
春日恵さん 竹内淳子さん 土居裕見子さん
新倉元彦さん 西山菜絵美さん 野口みどりさん
松永一夫さん 武藤禎さん
以上の方々から、計 29,000 円をご支援いただきま
した。

姉妹。彼女たちも父親がいるため、しばらくしたら故郷
に返すことになっている
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テレサ・アカデミーの休み時間にお菓子配布。
「何度もら
っても嬉しい！」

配るほうも受け取るほうも笑顔がこぼれっぱなし

救出されたばかりの女の子の表情は固いが、お菓子を受
け取る際にちょっとだけ笑顔に
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現地報告：ホスピス

カトマンズ・ホスピス

■ネパール大地震が発生して以降、マイティの女
性と子どもたちの様子については、随時、報告を
受けていたが、直接、顔を合わせるまで心配は消
えず、いつも以上に待ち遠しく感じられた訪問と
なった。
女性たちも同様の思いだったらしく、
「前回、来
てくださってから今回まで、本当に長く感じた。
ずっとずっと待っていました」と、迎え入れてく
れた。
そんな女性たちが真っ先に話してくれたことは、
やはり、地震発生時の様子について。ホスピス内
で負傷者が出なかったのは幸いだったが、はじめ
て経験する激しい揺れにたいへん怖い思いをした
という。
「あんなに大きな地震ははじめてでした。家具
が倒れ、敷地を囲む煉瓦の塀も崩れてしまった」
「怖くて泣いてしまった人もいます。ディジュ
ー（アヌラダさんの敬称）が駆けつけてくれたん
ですが、そのときも大きな余震があって、ディジ
ューも泣いていました」
「しばらく大きな揺れが続いたので、安全のた
めにテレビルームでみんな一緒に寝ていました。
でも怖くて、怖くてよく眠れなかった」
と、当時の混乱ぶりを興奮気味に話す。しかし、4
カ月が経過し、すっかり落ち着きを取り戻した様
子。未だ余震が続いている状態だったが、「もう、
慣れちゃった」とのことだった。
■昨年 10 月、サッチガッタのメンタルケア施設が
閉所され、ホスピスの子どもたちと入れ替わる形
で移転してきた女性たち。新たな環境にもようや
く慣れてきた様子だったが、やはり、ホスピスの
女性たちとあまりうまくいっていないとのことで
ある。
寮母のガウリさんいわく、
「サッチガッタの女性たちには、起床後の布団の
片付け、食後のお皿洗い、草むしりなどの仕事を
お願いしているのですが、あまり積極的ではあり
ません。なかには、なにもしない女性もいて、ホ
スピスの女性たちの間から苦情も出ています。些
細なことで衝突することもしばしば。お互い、ス
トレスが溜まっているようです」
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とのことだ。
広い敷地を持つサッチガッタの施設。女性たち
はそのなかで、田畑を耕したり、家畜を放したり、
近くの川に散歩に出かけるなどして 1 日を過ごし
ていた。それに比べると、ホスピスの敷地面積は
10 分の 1 にも満たない。しかも、塀に囲まれ、自
由な出入りを禁じられているため、息が詰まって
しまうのだろう。そのため、移転当初は「カトマ
ンズのほうが好き」
「友達が増えて嬉しい」と話し
ていた女性たちも、今ではサッチガッタに帰りた
いと毎日のように訴えるという。
こうした状況から、先頃、サッチガッタの施設
の再開が検討されることになり、老朽化した設備
を修復しているとのことだった。確かに、セキュ
リティー担当の人材不足や医療レベルの低さなど、
懸案事項はいくつかあるが、自然豊かな環境こそ
が、女性たちの精神の安定につながると判断した
ようである。
■地震発生以降、ネパールへの観光客が激減した
ため、ツアー出発を目前に控えた 7 月中旬、急き
ょ、タイ航空が週 2 本の減便を発表した。そのた
め、当初の予定よりツアースケジュールが 1 日、
短縮されることになり、ホスピス訪問回数も滞在
時間も少しカットされることになった。
これまでたっぷりの時間をツアーメンバーと過
ごしてきたホスピスの女性たち。
「子どもたちがマイティ本部に引っ越して、オト
ナばかりになっちゃったから、あまり長くいてく
れないんでしょ？ 私たちだけだとつまらないか
らでしょ？」
などと、冗談とも本気ともとれる言葉を投げかけ
てきた女性も。恒例のランチパーティーも実施で
きなくなってしまったため、物足りない様子だ。
その穴埋めを兼ねて、今回の外出計画は大奮発
することにした。女性や子どもたちのかねてから
の希望、リゾート公園へのピクニックを計画した
のである。おまけにサプライズも用意した。マイ
ティ本部に移転した子どもたちはもちろん、かつ
てホスピスでともに暮らし、マイティを退所した
子どもたちも招くことにしたのである。
前号のレポートでご報告したとおり、この春、

現地報告：ホスピス
マイティの運営方針の変更により、SLC（高校卒業
資格国家試験）を終えた男子は独立、親や成人し
た兄弟がある子どもは家庭に返されることになっ
た。この決定の対象となったホスピスの子どもは、
最年長のビピンくん。そして、リティック、ロー
シャン兄弟だ。ビピンくんの詳細に関しては、前
号のレポートをご参照いただければと思うが、リ
ティック、ローシャン兄弟が退所したのは、4 月
の訪問直前のこと。カトマンズ市内に暮らす長兄
のもとに身を寄せ、学業を続けていくと聞いてい
たが、その後が大変気になるところ。ホスピスの
女性や子どもたちからも、
「 ビピンどうしてるかな」
「リティックとローシャン、元気にしているかな」
といった声が聞かれたため、密かに再会のチャン
スをアレンジしたというわけである。
そして迎えた当日。ホスピスの女性と子どもた
ちに加え、震災被害者の子どもたちも参加。ピク
ニック先は、地元の人の間でもっとも人気の高い
カトマンズ郊外タンコットのリゾート公園。ケー
タリング・サービスを頼み、音響設備をレンタル
して、総勢80人あまりの一大ピクニックとなった。
当日の模様は、次に画像を交えてお伝えしたいと
思う。

ダンス・リーダー、トゥラサを中心に華麗なステップを
踏む女の子たち。テレサ・アカデミーで毎夕、受けてい
るレッスンの成果だ

みんながダンスに熱中している隙に、恒例の仮装の準備。
今年は屋外ということもあり、女性メンバーのおじさん
化は断念したが、男性メンバーには身体を張っていただ
いた。写真はミツコへの変身シーン。年 1 回のお目見え
をみんな楽しみにしている

流行りのネパール音楽を大音響で流し、みんなで踊る、
踊る！

大所帯であるがゆえ、他のピクニック客が注目

していた
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左から通訳・ラジャさん、ミツコ、ビピン、徳山くん。

こちらも恒例の手品ショー。ばっちりキメてくれまし

当初、絶対無理！

た！

と拒絶していたビピンだが、
「弟や妹、

お姉さんたちを楽しませるためでしょ？

あなた、みん

なが頼りにしているお兄さんでしょ？」と説得。変身し
てみると、意外とその気になっていた

お楽しみのランチタイム。途中、どしゃぶりとなったが、

コント仕立ての口上が大ウケ！

ケータリング・サービス ががんばってくれたおかげで、
すばらしいご馳走ばかりだった

写真中央と左は、地震で親を失った女の子。慣れない環

バルーンアートを披露してくれた鈴木さん。どの訪問先

境に戸惑いの表情を浮かべることも多かったが、みんな

でも大人気。ほぼ職人としてがんばってくれました

のダンスや手品ショーを見てい るうちにだんだん笑顔に。
悲しみを乗り越えて、がんばってほしい
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現地報告：ホスピス

大好評のお花をもらってニッコリ！

ローシャンの登場に大感激。3 人もお姉さんや弟
妹たちとの再会にとても嬉しそうだった。後日、
私たちが「ホスピスの長男」と呼んでいるビピン
から、次のようなメッセージが送られてきた。
Thank you aunty for the last time picnic in
Nepal. We are very thankful to you. We feel that
we have someone who has been caring us from many
year. Otherwise who will be caring us like you
do. I also wanted to be like you and wanted to
help them.
Thanks aunty for loving us......
Once again thank you to your team from
Japan.......
（アンティ、今回のピクニック、本当にありがと
う。僕たちのことを長い間、気にかけてくれて本
当に感謝しています。僕もあなたたちのように、
誰かを支えられる人になりたいと思っています。
アンティ、僕たちを愛してくれてありがとう。日
本のツアーメンバーの皆さんにも改めてありがと
う）

鈴木さんの弟子と

なったツアーメンバーが、大量生産に挑んでいました

私たちができることは、ほんの小さなことかも
しれない。人身売買問題を解決するには、あまり
に微力であるといえる。が、私たちにできること
は確かにある。家族の愛を受けられない子どもた
ちに、彼らの亡き親に代わって、
「あなたを大切に
思っているよ」という気持ちを伝え続けることも、
そのひとつだと思うのである。

大好きなリティック、ローシャン兄弟との再会に嬉しく
てたまらないターシー。すっかり甘えん坊になっていた

【ビーズ・プロジェクト】
■スケジュールの都合上、ビーズの検品作業に充
てる日が十分とれず、ピクニック先に作品を持参
し、チェックを行った。年々、技術レベルが上が
り、ほとんど合格ラインを越えていたが、なかに
は及第点をとれないものも。個々のビーズ粒の大
きさがまちまちであるため、例えば、大きめの粒
ばかりを使ってマニュアルどおりに制作すると、
全体サイズが大きくなってしまうことになるのだ。
ビーズ・プロジェクトが始まったばかりの頃は、
なかなかマニュアルどおりに作ることができなか
った女性たち。今では忠実に仕上げられるように
なったが、ビーズの使用個数だけでなく、仕上が
りサイズをイメージして、微調整までできるよう
になるのが今後の目標といえる。

ピクニックの締めに感謝の言葉を述べたビピン。すばら
しいスピーチでした

■サプライズ計画は、想像以上の好評を得た。女
性もホスピスの子どもたちもビピン、リティック、
9
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ピクニック先で検品に勤しむツアーメンバー

製作者に見張られながらの検品はプレッシャーがかかる

【女性と子どもたちへの贈りもの】
●当会は、現地を訪問する際、私たちが支援する
施設の女性や子ども、スタッフたちにプレゼント
を用意する。今回は、インドで調達したヘアアク
セサリー、ブレスレット、指輪、ピアスを贈った。
レスキュー・ファンデーション代表トリベニさん
の紹介により、卸問屋で格安購入できたうえ、た
いへん喜んでもらえた。アクセサリー類は、これ
まで何度か日本からも持参したが、やはり、南ア
ジアには南アジアの人のテイストがあるのだろう。
今回、プレゼントしたインド製の派手なデザイン
のほうがより好評であった。
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プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム
■前号のラリグラス・レポートでご報告した通り、
サッチガッタのメンタルケア施設が閉鎖されたこ
とにより、今回のスタディツアーでは、ヘタウダ
のプリベンション・キャンプとビールガンジのト
ランジット・ホームを訪問することになった。
カトマンズの 132km に位置する中部ネパールの
街ヘタウダは、国内有数の工業地帯。東西に走る
マヘンドラ・ハイウェイと、カトマンズに通じる
トリブバン・ハイウェイの 2 つの国道が通り、長
距離バスや物資輸送トラックがひっきりなしに行
き交っている。インドからの物資輸送の要として、
たいへん重要なルートであるが、その一方で、こ
うした交通の利便性が人身売買犯罪を誘発してき
たともいわれている。
ハイウェイは、いくつも連なる山の間を縫うよ
うに走っている。山々には、インドの売春宿でも
っともニーズが高いとされるタマン族の集落が点
在している。つまり、この一帯は、商品価値の高
いタマン族の少女を、インドに輸送しやすい環境
にあるといえるのだ。

問し、生活状況や本人のやる気などを鑑みたうえ
で選抜するシステムをとっている。しかし、4月25
日に発生した地震により、選抜作業が遅延してい
るというのだ。
キャンプの責任者によれば、未だ家庭訪問もま
まならない状況にあるらしいが、１日でも早く再
開できるよう、役所と尽力しているとのことだっ
た。
■こうした事情により、新クールの女の子たちに
会うことができなかったが、キャンプのスタッフ
が前クールや前々クールの女の子たちに訪問日程
を知らせてくれたため、20人あまりが集まってく
れた。もっとも遠方からの参加者は、サムジャナ・
シャンタンさん。最寄りのバス停まで徒歩1時間、
バスに乗って1時間かけて駆けつけてくれたとい
う。ちなみに、同期のなかでいちばん実家が遠い
のは、最寄りのバス停まで徒歩5日かかるという女
の子。家庭の事情で参加することができず、電話
口で「私も行きたいなぁ」と繰り返していたとの
ことだった。

■マイティは、1993 年の開設当初から、“プリベ
ンション・キャンプ”と称する施設を運営し、人
身売買犯罪の予防に努めている。地域のなかでも
とくに貧しい家庭の子女 20 人を対象に、6～11 月、
12～5 月の 2 期に分け、6 カ月間の合宿生活のなか
で、啓蒙・基礎教育や職業訓練を行うというもの
だ。こうした施設は国内 3 カ所で運営されており、
ヘタウダ・プリベンション・キャンプはそのうち
のひとつである。
プリベンション・キャンプ訪問をツアースケジ
ュールに組み込んだのは、今回が初の試みである。
メインのプログラムは、親元を離れ、日々、訓練
に力を注ぐ女の子たちの労をねぎらうため、みん
なでピクニックに出かける計画だ。今年 4 月、代
表・長谷川が訪問した際に会った少女たちは 5 月
でプログラムを終え、それぞれ村に帰ってしまう
はずだったが、こうした卒業生にもオフィスから
声をかけてもらい、6 月から始まった新クールの
女の子たちとともに、楽しいひとときを過ごして
もらう計画だった。
しかし、新しい生徒はまだ集められていないと
のことだった。生徒は、各集落の役場が家庭を訪

ヘタウダへはジープ2台で移動。ネパールの原風景ともい
える段々畑を眺めながらのドライブとなった
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中級程度。都市部で開業するには至らないレベル
だが、彼女たちの暮らす村には仕立屋がほとんど
ない。そのため、ある程度の技術と、ミシンや糸、
パターンをとるための道具があれば、仕事を請け
負うことができるのだ。
しかし、開業に必要な費用は約 6 万円。せっか
く技術を身につけても、資金がなければお店を開
くことはできない。マイティも多少の支援は行っ
ているようだが、予算的に全員に対し全額のサポ
ートは難しいようだ。そのため、ネパール政府が
行っている補助金制度（縫製技術を習得した女性
に対し、毎年 30 人に開業資金を提供するというも
の）にもアプローチしているようだが、十分な技
術を備えていなければ選抜されるのは難しい。そ
こで、キャンプのプログラムを終了した後、本人
が希望すれば、近隣の公立職業訓練の学校で、引
き続き学べるようアレンジしているという。ここ
では、卒業生のうち 4 人が、さらなる技術の習得
を目標にがんばっているとのことだった。
農村部では未だ、女子に学問は不要とされる風
潮が根強い。とくに貧しい家庭に生まれた女の子
は、小学校にさえ通わせてもらえず、幼い頃から
家事や畑仕事を担わなくてはならない。卒業生の
なかにも、プログラムがはじまった当初は自分の
名前さえ書けなかった女の子が 1 人いたが、ほか
も小学校半ばで学業を断念せざるを得ないものが
大半だった。
こうした女の子たちに、村で生計を立てるため
のスキルを提供するプリベンション・キャンプ。
故郷に帰った卒業生たちが、周囲の女の子たちに
そのすばらしさを語ることで、
“ 女子に勉強は不要”
とされる村の意識が変わっていくのではないかと
思う。

約6時間かけてプリベンション・キャンプに到着。スタッ
フが玄関先で首を長くして待っていてくれた

プリベンション・キャンプ外観

20人の女の子たちの居室。ひとつのベッドに2人ずつ寝る
のがネパール・スタイル

■新クールの女の子たちに会えないのは残念だっ
たが、卒業生たちからその後の暮らしについて話
を聞くことができた。皆一様に、
「キャンプで勉強
できたことはとてもいい経験だった」と口をそろ
え、4 人の女の子からは、村に帰った後、職業訓
練で学んだ縫製技術を生かし、早速、仕立屋を始
めたという嬉しい報告もあった。
6 カ月のプログラムのなかで習得できる技術は

中央の女の子がもっとも遠方からかけつけてくれたサム
ジャナさん
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ダナさん（17歳・左）は、幼い頃に家族と離れ離れにな
り、自分の出身地も民族もわからないという。たったひ

「少しでも長い時間楽しみたい」との要望により、朝食

とつの記憶は兄がいたということ。
「縫製技術を学んで自

もリゾート公園で取ることに。食後は早速、ダンス、ダ

分の店を持ったら、お金を貯めて、お兄さんを探したい」

ンス！

踊りだしたら止まらない！

というのが彼女の夢だ

自己紹介の後は、恒例のお菓子詰め合わせとお土産のプ
レゼント。今回のお土産は、ツアー前に代表・長谷川が

右は職業訓練の先生。彼女もプリベンション・キャンプ

立ち寄ったインドで仕入れたアクセサリー類。大好評だ

の卒業生だが、優秀さが認められ指導者に。この日はス

った

タッフもノリノリ。こうした催しは初めてのことであり、
大いに楽しんでくれたようである

■訪問2日目、卒業生やスタッフ、その家族ととも
に、ピクニックに出かけた。行き先はヘタウダ近
郊のリゾート公園。雨季の真っ只中にあるため、
天気が心配されたが、みんなの願いが天に届いた
のか、驚くほどの晴天に恵まれた。
ヘタウダでのピクニックは初の試み。そもそも、
村の暮らしに娯楽はほとんどなく、ピクニックは
初体験という女の子が大半だったが、事前準備を
してくれたスタッフのおかげで、すばらしい1日と
なった。
ダンスの後は公園内を散策
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敷地内にあった観覧車にみんなで挑戦。ジェットコース

普段、口にできないご馳走ばかり。チーズカレーなど、

ター並みの速さでぐるぐる高速回転をするのがネパール

これまでに食べたことのない料理に、「コレ、ものすご

式

くおいしい！」と感激していた

はじめての観覧車におっかなびっくり。キャーキャー言

ツアーメンバーもご馳走に舌鼓！

いながらも楽しんでいた

ランチはケータリング・サービスをオーダー。肉料理、

ツアーメンバーによる手品ショー。手元を見つめるまな

魚料理などのご馳走にみんな興奮気味。はじめてのビュ

ざしは真剣そのもの

ッフェ・スタイルに少し戸惑いつつも、何度もおかわり
してくれていた
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数年ぶりの参加となったトクコ。プロ並みのワザにみん

最終日、ツアーメンバーに感想やお礼の言葉をくれた女

な目をまん丸に！

の子たち。村の暮らしの中において、人前で自分の意見
を発表する機会などまずないため、恥ずかしそうにしつ
つもきちんと思いを述べていた。これもトレーニングの
成果によるものといえる

初めて手品を見物する女の子ばかり。「ええ～？

どう

みんなで記念撮影！

なってるの？」と、摩訶不思議な展開に困惑していた

今年もミツコが華麗な手技で魅せてくれました！

一緒に過ごしたひとときが楽しかった分だけ、さよなら
するのは淋しいもの。お別れのときを前に涙ぐむ女の子
も。「またきっと来てください」と繰り返していた
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■ピクニックの翌日は、ヘタウダから車で約 1 時
間、インドとの国境の街ビールガンジへ。ここに
は、マイティが運営するトランジット・ホームが
あり、人身売買の予防活動を行っている。国境で
の監視業務もそのひとつだ。
タライ平野の気候は年間を通して暖かだが、夏
季ともなると 40 度近くの暑さとなる。訪問時は、
まとまった雨が降っておらず、酷暑が続いていた。
こうした気候条件のなか、朝 6 時から夕方 6 時ま
で見張りを続けるボーダーガードの女性たち。日
除けとなるものがまったくないため、業務は相当、
過酷なものだが、自分の仕事に誇りを持ち、一生
懸命取り組んでくれている。ツアーメンバーが見
学に訪れた際も、女の子の 2 人連れを引き留め、
事情聴取。
「 なんで止められなくちゃいけないの？」
と不満げな彼女たちに対し、事情を説明する毅然
とした態度は、実に立派なものだった。

炎天下に立ち続け、怪しい通行人に声をかける

ちょっと派手めな女の子の 2 人組み。身分証をチェック
し、自宅住所や家族構成、どこへ向かうのかなどを聴取。
つじつまが合わない場合は、トランジット・ホームに保
護し、親に引き取りに来てもらう。この 2 人は問題なし
と判明し、ひと安心。

インドとの国境。ひっきりなしに物資輸送トラックが行
き交う

監視業務を担うボーダーガードの女性たち。見るからに
強い！
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■カトマンズに戻る途中、2つの街道が合流する地
点にあるマイティのチェックポイントを見学した。
地震発生以降、人身売買犯罪が増加傾向にあるた
め、新しく開設されたものだ。インド国境に通じ
る街道が通るため、人身売買多発地帯とされるマ
クワンプール郡。カトマンズ近郊のタンコット、
ビールガンジとともに、計3回のチェックを行い、
犯罪阻止に努めている。

新たに設けられたチェックポイントのボーダーガード 2
人
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被災地支援活動報告
■スタディツアー最後の 2 日間は、被災地支援活
動を行った。
今回の地震はカトマンズから約 80 キロ、ゴルカ
を震源地として発生し、山間部の村々に大きな被
害がもたらされた。車両の通行が困難であるため、
なかなか支援が届かなかった地域も少なくなく、
当会も当初はマイティ・ネパールを通じ、こうし
たエリアを対象に緊急支援活動を行った。その流
れから、今回も同エリアでの活動を考えていたの
だが、事前リサーチの結果、こうした地域にはす
でに多くの NGO が支援活動を行っていることがわ
かり、カトマンズの中心部から車で１時間弱、街
全体が世界遺産に登録される古都バクタプルを活
動地とした。

いつ壊れるかわからないので立ち入ることさえできない
住宅も多数。ある一角は、まるでゴーストタウンのよう
だった

■当会が支援に入ったバクタプル 1 区と 2 区は、
全壊した家屋も多く、50 名以上の方が命を落とす
という大きな被害があった。しかしながら、地震
発生直後、軍が一度、一部の道路の瓦礫を撤去し
たに過ぎず、以来、ネパール政府はおろか、国際
NGO による支援もほとんど入っていないらしい。
今回の支援を調整してくれたバクタプル在住の大
学教授・ギリ氏によれば、
「町に暮らす人は自分た
ちでなんとかできるだろう。山間部を優先に支援
すべきであると考えられているから」とのことだ
った。
また、バクタプルの市政にも問題があるという。
市議会の与党である共産党が、海外 NGO の支援申
し入れをコントロールし、活動を阻んでいるとい
うのだ。ギリ氏によれば、
「市役所職員の多くは与
党議員のコネで採用された者。建築や防災を担当
する職員も同様であり、専門知識もないまま建築
許可を下していたため、近年、脆弱な建物が増加
していた。それも被害を大きくした原因」とのこ
とだった。

大通りから一歩入ると、倒壊した家屋の瓦礫だらけ。ほ
とんど手付かずの状態だ
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雨季のため、水分を含んで土砂や煉瓦の重さが倍増

■当会は、パートナー団体・NDWS を通じ、カトマ
ンズ盆地の障がいを持った子どもたちの支援を行
っている。同地を活動地域としている理由は、バ
クタプル同様、
「 都心に近い子どもは行政サービス
が受けやすい」とみなされているため、国際機関
や海外 NGO の支援をほとんど享受できないからだ。
だが、都心に近いといっても、カトマンズをぐる
りと囲む山々に暮らす子どもたちは、医療や福祉
サービスを受けづらい状況にある。杓子定規に「カ
トマンズ盆地内」と線引きすれば、支援の対象か
ら漏れる子どもは確実に生まれてしまうのだ。
バクタプルも同様の状況にあった。地震発生か
ら 4 カ月が経過したが、瓦礫の撤去はほぼ手つか
ずの状態。重機が入れないため、山と積まれた瓦
礫は「人の手」で撤去するしかないのだが、住民
たちは日々の糧を得なくてはならず、作業に充て
る時間を捻出するのも容易ではない。ならば業者
の手を借りようと考える人もいるようだが、大き
な瓦礫の山を前に「とてもできない」と断られる
ことも多いという。また、
「来月、また大きな地震
がくる」との噂が流れ、
「片付けてもどうせまた瓦
礫の山となるだけ」と、崩れかけの家屋をあえて
放置する住民も少なくないとのことだった。街全
体がそんな空気に覆われていたからこそ、活動の
地をバクタプルとしたともいえる。2 日間で片付
けられる瓦礫の量は、全体からすればほんの一部
に過ぎないだろうが、少しでも励ましになれば…
…と考えたのである。
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■被災地支援に充てた 2 日間は、現地の仏教大学
のメンバーとともに活動する予定だった。しかし、
突然、ゼネストとなり合流できず。人手が十分で
ないため、現場で作業していた労働者の男性 3 名
に声をかけ、一緒に瓦礫撤去を行うことにした。
日本人は、力を合わせることを得意とする。し
かし、ネパールの人々にとって、それは容易なこ
とではない。
「カースト」や「民族」の壁があるか
らだ。
労働者の男性たちは低位カーストの人たちであ
るから、住民の中には「彼らと一緒に働くなんて
とんでもない」と思う人もいるようだったが、私
たちにカーストや民族の別は不要のもの。作業は
予想以上に過酷であったが、苦しくなれば大声で
歌い、声をかけあいながら笑顔で作業するツアー
メンバーの姿に、地域の人たちもなにか感じると
ころがあったようである。前出のギリ氏も、
「この
あたりの住民は、山積みの瓦礫を前に半ば諦めか
けていました。でも、皆さんが一生懸命、作業す
る姿を見て、自分たちもがんばらないといけない
と思ったはずです。これからいくつかの大学に声
をかけて、休日のボランティア活動を呼びかけた
いと思います」と、明るい表情を見せてくれた。

小石や砂を運びます。鉄製のトレイなので空でも重く、
腰がヤバいです

現地報告：被災地支援活動報告

1 つ 3kg はあると思われる煉瓦を 5 階から外へ運ぶ作業。

苦しさを紛らわすため、煉瓦 1 つひとつに名前をつけ、
「太

業者にも断られた難行であった

郎、行きま～す！」、「リチャード行きます！」と流れ作
業。ネパールのおじさん、苦笑しつつも楽しんでくれた
よう

足場の悪い中、ずっと中腰の作業はこたえます。メンバ
ーの中には冷えピタで暑さをしのぐ者も
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現地報告：被災地支援活動報告

避難生活を送る子どもたち。ツアーメンバーの手品を大
いに楽しんでくれた

暑さと疲労から「鼻血、出ちゃいました！」

■2 日目の瓦礫撤去を終えた後は、家を失い、避
難所で暮らす 50 名以上の子どもたちを集め、ツア
ーメンバーによる手品ショーを行った。また、お
菓子の詰め合わせと、皆さまからご支援いただい
た文具などをプレゼントした。
バクタプルの仮設住宅はおよそ 100 軒にのぼる。
そのうちの何軒かを訪問させていただいたが、今
年は例年以上に暑い夏となり、内部は蒸し風呂状
態。たいへん厳しい生活環境にあった。こうした
被災世帯の子どもたちにも、皆さまからご寄付い
ただいた文具や衣類などをお届けした。ご協力く
ださった皆さま、ありがとうございました。そし
てツアーメンバーの皆さん、2 日間、お疲れさま
でした！
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「住宅」と呼ぶにはあまりに粗末なバクタプル仮設住宅。
疲労がたまり、衛生環境も悪いため、体調を崩してしま
う子どもやお年寄りも。安心して眠ることができる住環
境を整えることが喫緊の課題だ

現地報告：被災地支援活動報告
こうした多くの温かなご支援に対し、NDWS 代表
のリタさんから下記のメッセージをいただいた。
「地震発生直後、ラリグラスはすぐに電話をく
れ、支援を申し出てくださいました。そのおかげ
で、NDWS はネパール政府よりも早く、被災した人
たちにテントや蚊帳などの救援物資を届けること
ができました。被災された方々からも、感謝の言
葉がたくさん寄せられています。改めて、ご支援
くださった皆さまに、深くお礼を申し上げます」

仮設住宅に暮らす子どもたち。衣類や文具、お菓子の詰
め合わせを手渡すと、大きな声で「ナマステ！」してく
れた

■スタディツアー7 日目、NDWS が運営するデイケ
アセンター訪問とともに、地震で被災された方々
のもとを訪ねた。
当会は、地震発生直後から緊急支援募金を呼び
かけ、NDWS を介して、テント、蚊帳、食料の配給、
仮設住宅の建設、家屋補修のための建築資材の提
供などの支援活動を行ってきた。仮設住宅はこれ
までに 50 棟が完成し、自宅を失った家族が避難生
活を送っている。そうした家庭を訪ね、現状につ
いて聞き取りを行ったところ、仮設住宅のおかげ
でたいへん助かっているとのことだった。が、雨
露をしのぐことが第一目的の、あくまで仮の住ま
い。トタンで囲っただけの造りは、夏は暑く冬は
寒いという安普請だ。また、NDWS の活動地域にお
ける自宅を失った世帯は 2,334 軒にのぼり、十分
な支援が行き届いていない家庭も多い。NDWS は、
彼らの住環境を整えることも重要な課題の 1 つと
して、活動を継続していくとのこと。当会も皆さ
まからお預かりした地震緊急支援募金を追加支援
することを約束した。
当日、皆さまからお寄せいただいた子供服、文
具、バッグ、靴などの支援物資をお届けした。NDWS
を通し、近日中に被災した子どもたちに配布して
いただく予定である。
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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
■ネパール地震発生以降、増加が懸念されていた
人身売買。レスキュー・ファンデーション代表の
トリベニさんの話によれば、ネパール人が犯罪に
巻き込まれる件数は確実に増えており、この 6 月、
売春宿から救出した 7 人のネパールの少女も、地
震発生直後の混乱に乗じて売買されたとのことで
ある。
少女たちはいずれも被害の大きかった地域の出
身。住まいを失い、失意の最中にあるところへ、
「いい仕事がある」と誘われて、犯罪に巻き込ま
れたという。
救出直後は、
「 田舎に帰っても住むところがない。
仕事もない。どうやって生きていけばいいのか？」
と故郷への帰還を渋る少女が大半だったようだ。
そうした頑なな気持ちを解きほぐすため、何度も
カウンセリングを行って、7 人のうち 5 人をマイ
ティに送り届けることができたそうだ。しかし、
ほかの 2 人についてはレスキュー・ファンデーシ
ョンに止めたままの状態だ。かなり強固にマイン
ドコントロールされており、事情聴取の際も偽り
ばかり述べるからである。
■前述のように、強固なマインドコントロールを
受けている状態にあると、いくら救出しても、再
び、売春宿に舞い戻ってしまうことになる。つま
り、カウンセリングは極めて重要なケアのひとつ
であるわけだが、その難しさが推し量れる現場に、
偶然、居合わせた。
レスキュー・ファンデーションでは、保護する
女性それぞれに対し、週 1 回、家族に電話する機
会を与えている。カウンセラーが見守るなかで、
オフィスの固定電話からかけるのだが、1 人の女
性の会話に、通訳のラジャさんが不審を抱いたの
である。
その女性はどうみてもネパール人だったが、会
話はベンガル語でなされていた。カウンセラーが
彼女から聞き取った話によれば、ネパール人では
あるが、カルカッタで生まれ育ったとのことで、
通話の相手は姉とのことだ。しかしラジャさんは、
その説明に疑問をもった。彼女の話すベンガル語
に、かすかなネパールなまりがあったからだ。
その事実をカウンセラーに告げると、改めて聞
き取りが行われた。女性は、
「私の実家はカルカッ

タにあり、話していたのは姉だ」と言い張るばか
りだったが、おそらく、通話の相手は売春宿のお
かみ、あるいはマネージャーであることが推察さ
れたのである。
このように、家族と偽り、救出した女性を引き
取りにくる売春宿関係者はかなりの数にのぼる。
彼女たちのウソは実に巧みで、みごとに騙されて
しまうケースは少なくない。今回は、ラジャさん
がわずかなネパール語なまりに気づいてくれたお
かげで、女性のウソを見抜くことができたが、ベ
ンガル語もネパール語も解さないカウンセラーは、
すっかり騙されていたようである。ラジャさんの
お手柄に感謝だ。

識字教育の様子。自分の名前さえ書けない少女も少なく
ない

学校に通う機会を得られなかった女の子たち。授業を受
けるうちに、みんな学ぶ楽しさに目覚める
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現地報告：レスキュー・ファンデーション
■昨年 12 月、インドの首都ニューデリーのバスの
中で、女子学生（23）が 6 人の男に性的暴行を受
け、死亡する事件が発生した。続いて今年 2 月、
インド在住の知的障がいを も つネパール人女性が
男 9 人に強姦され、殺害される事件が起こり、イ
ンド各地で市民の抗議活動が巻き起こった。
こうした事実を受け、インド政府は性犯罪の被
害者に対し、過去を乗り越え、新たな人生を切り
開くためのエンパワーメント費として、30 万イン
ドルピー（約 60 万円）を支給することを決定した。
レスキュー・ファンデーションに保護される女の
子たちのなかでも、すでに 2 人 への支給が決定。
施設を退所し、独立する際、全額を も たせるとの
ことである。

るのが彼女の一番の希望のようだ。
「 結婚できなけ
れば自殺する」とまで思い詰めているという。
話を聞いたトリベニさんとサントシュは、早速、
男性の親に話を も っていった。父親の説得には成
功したが、母親は 160～200 万円のダウリ（持参金）
を要求 し 、これに応えない限り、結婚は許可しな
いと頑なだ。北インドでは、下級公務員なら最低
でも 1,000 万円、上級公務員であればそれ以上を
求められるという。こうした慣習から、ダウリを
めぐるトラブルは後を絶たず、心中を図ったり、
殺人事件にまで発展することも少なくない。
グリヤさんのケースも容易には運ばないであろ
うが、相手の男性の決意も固い。レスキュー・フ
ァンデーションも精一杯のバックアップ を してい
くとのことである。

■デリー・オフィスも精力的に活動継続している。
先頃、マハラシュトラ州とウッタルプラデーシュ
州が協力し、アグラの売春宿街で行った大規模な
レスキューなど、新聞で大きく報じられたミッシ
ョンも。危険を顧みることなく力を注ぐスタッフ
に感謝の念でいっぱいである。
彼らの原動力は、
「 女の子たちの人生を救いたい」
という思いだ。決して口先だけのことでなく、そ
うした思いは救出後のケアにも確かに表れている。
この春、デリー事務所にグリヤさん（17 歳）と
いう新たな女性スタッフを雇い入れることになっ
た。お茶を入れたり、掃除をしたり、留守を預か
ったりというのが彼女の仕事だ。
貧しい家庭に生まれ、3 人の弟妹を も つグリヤ
さんは、ある種の口減らしのために、アグラの 40
代男性のもとに嫁がされた。結婚生活は過酷極ま
りないものだった。半裸状態で小さな部屋に閉じ
込められ、酒に酔った夫に踊りを命じ ら れ、昼夜
を問わず性の相手をさせられたという。口にこそ
しないが、親族の男にもおもちゃにされた可能性
は高い。そんな悪夢の日々が続いたある日、心あ
る人からの通報を受けたアグラ警察が彼女を救出
し、デリー・オフィスに保護を求めたという。
救出当初は心身ともにボロボロだったというグ
リヤさんだが、デリー・オフィスの責任者でもあ
る内偵員のサントシュが親身なケアを続けた結果、
今では本当の兄のように慕っているという。また、
無理やり、嫁がされる前、密かに恋を育んでいた
相手がいることを告白。遠縁の 22 歳の男性とのこ
とで、相思相愛にあるという。この相手と結婚す
24

大規模なマハラシュトラ州とウッタルプラデーシュ州の
合同レスキューの模様を報じる新聞各紙。 最近、増えて
きているのが西ネパールからヒマーチャルプラデーシュ
州を経由し、デリーやアグラの 売春 宿に売られるという
ケース。このルートに対しても、監視を強化する必要性
があるとのことだった

グリヤさんとサントシュ。兄と妹のような関係だ

現地報告：レスキュー・ファンデーション

■かねてからの懸案事項だったデリー・ホームの
開設について、大きな進展があった。ドイツの NGO
の支援によって、やっと土地の購入が実現したの
だ。加えて、計画の半分程度ではあるが、ホーム
建設についても支援が確定したとのこと。来春に
は着工する予定である。
当会も引き続き、草の根無償資金協力を獲得す
べく、レスキュー・ファンデーションのサポート
に努めている。今回の訪問時は、代表・長谷川が
日本大使館の担当者と面会し、協議を行った。
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“原則 1,000 万円以下の案件”に対し、
資金協力を行うものだ。
レスキュー・ファンデーションが計画している
ホームを、ドイツの支援だけで完成させるのは難
しい。なんとか草の根無償資金協力を得、完全形
のシェルターができればと願っている。

田園地帯の一角を確保。この地域の住民はベジタリアン
ばかり。安価な野菜が手に入るとのこと

【ブライダル・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』。7 月時点で 5 組の縁談がまとま
っており、話を進めている段階のものも。結婚が
決まった女の子たちは、実に幸せそう。ひとりの
女の子は、相手から贈られた婚約の品を 1 つひと
つ見せてくれながら、喜びを語ってくれた。
「相手の男性もお父さんもお母さんも、とてもい
い人です。私には親がいないので、本当の親のよ
うに思ってね、と言ってくれます。それから、小
さな妹がいるんですけど、妹も一緒にいらっしゃ
いとも言ってくれています。お母さんからいろい
ろ教えてもらえることが楽しみです」
本当にすばらしい縁である。
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させてい
ただいている。今期は下記の方々から計 153,000
円のご支援をいただき、次回の結婚式の際、嫁入
り支度の一部に使わせていただく予定だ。ご協力
くださった皆さま、ありがとうございました！
秋山洋子さん 伊原由香里さん 大田多恵さん
國森佳子さん 坂本淳子さん 永尾渉さん
房賢孝さん 松永一夫さん 元田智子さん

デリー・ホームの建設予定地。四角い土地の 3 辺が道路
に接するため、高い塀を設けるなどして、セキュリティ
ー面に十分、配慮する計画だ
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現地報告：レスキュー・ファンデーション
【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 麻布支店（店番：570）
口座番号：普通預金 0158054
口座名義：トクテイヒエイリカツドウホウジン
ラリグラスジャパン

結婚が決まった女の子たち。夫と水入らずで暮らしたい
というものは 1 人もおらず、全員が「相手の家族とみん
なで暮らしたい」とのこと。これまで家族の愛に恵まれ
なかった彼女たちに、新たな家族が大きな幸せを運んで
くれることを願う

※ 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。

結婚相手との婚約式の際、ドレスアップした自分の写真
を誇らしげに見せてくれた

結納の品を見せてくれる女の子。「これがサリーでしょ、
これがバングルでしょ」と、本当に幸せそう！
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現地報告：レスキュー・ファンデーション
【インド デリーでの講演会】
■代表の長谷川が、8 月 1 日（土）にインドの首
都デリーでネパールの震災と人身売買に関する講
演会を行いました。デリー近辺に在住の日本人有
志により不定期開催されている「開発協力ひろば」
の幹事さんのご協力により実現した企画です。講
演会では、ネパールとインドにおける人身売買の
現状やレスキュー・ファンデーションによる活動、
さらに震災後のネパールでの支援活動や今後懸念
される人身売買の増加などについて話をしました。
約 50 名の参加者の皆さまにお集まりいただき、質
問コーナー終了後も多くの方が話を聞きに来てく
ださいました。講演会終了後に行われた懇親会に
もたくさんの方々にご参加いただき、心温かいご
支援をいただきました。講演会および懇親会にご
参加くださった皆さまに、今一度お礼申し上げま
す。
講演会および懇親会でご支援くださった皆さま
今村ディソーザ左千子さん 上野絢子さん
榎木美樹さん 大河原誠也さん 大西清人さん
奥啓徳さん 近藤あやこさん 鈴木崇浩さん
鈴木知子さん 寺岡真之さん 中正男さん
西風徹さん 松宮大無さん 山下昌彦さん 匿名
*上記の方のほか、多くの方が本とビーズアクセサ
リーを購入してくださいました。
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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 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
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力を入れている。2011 年
からは、政府の委託を受けてゴダワリの村ごとの
障がい者の現状調査及び障がい者手帳発行手続き
を実施している。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であるが、政府
からの委託プログラムはこれとは別の村で実施さ
れている。

の購入に、さらには仮設住宅の設置費用として支
援を行っていた。
今回は、地震発生から約 4 カ月たってからの
NDWS 訪問であった。震災時の状況をスタッフより
詳しく聞くことができた。死者は NDWS の建物があ
る周辺で 11 人。家屋の倒壊はゴダワリ地域で合わ
せて 2,334 軒であった。4 月 25 日は土曜日であっ
たため、多くの子どもたちが家で過ごしていた。
ウトゥシャプ君というダウン症の男の子は、母親
と弟と家の中にいたが、震災発生時、バイク事故
で足を怪我して思うように動けなかった母親を弟
と 2 人で外に運んだそうだ。家屋はほぼ全壊した
という。震災後は子どもたちへの影響が大きく、
不安でパニックになったり食事ができなくなった
り、大きな音に過敏に反応したりという症状がで
る子どもが続出したそうだ。

ツアー参加者から恒例となったお菓子をもらってうれし

●4 月 25 日のネパール大地震
春のレポートでもお伝えした通り、2015 年 4 月
25 日（土）、マグニチュード 7.9 の大地震がネパ
ール中部で発生、さらに 5 月 12 日（火）に発生し
たマグニチュード 7.4 の余震により、ネパールお
よび周辺国での死者は 8000 人を超え、建物や文化
財も多数倒壊するなど、甚大な被害をもたらした。
当会では、地震発生のニュース速報の直後より、
代表のリタさんを通じて子どもたちの安否確認を
依頼し、4 月 27 日（月）にようやく子どもたち全
員の無事を確認することができた。
建物の被害が大きく、家を失った家庭も多くあ
ったため、呼びかけた緊急支援基金で集まった寄
付を、ビニールシートや毛布などの緊急支援物資

そうなウトゥシャプ君

その後の復興状況を聞いたところ、仮設住宅を
当会からの支援金で計 29 棟建設したということ
であった。また、NDWS のような障がい児・者を支
援する団体の全国組織と協力して、同様の仮設住
宅を約 50 棟建てたという。6～9 月ごろにかけて
の雨期は、とりあえずこの仮設住宅でしのぐこと
ができる。11 月を過ぎると気温がぐんと下がり、
寒い冬がやってくる。さらに、トタンと丸木で作
った簡易な仮設住宅のため、耐久性には優れてい
ない。今後の課題は、家の再建である。ネパール
政府は、全壊家屋に対して 15,000 ルピーと食費な
どに充てられるように 1 家庭に対し 2,000 ルピー
を支給している。また、低利子で家を再建する費
用が借りられる制度も新たに設けた。首都である

1

自治体単位のひとつである村落開発委員会のこ
と。
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現地報告：ネパール障がい者女性協会（NDWS）
カトマンズでは 250 万ルピー、その他の地域では
150 万ルピーを上限としている。しかしながら、
誰でも借りられるわけではなく、NDWS が支援して
いる家庭はいまだ仮設住宅や半壊した家屋を若干
修理した家に住まざるを得ないという。
このような状況を受け、当会では支援者の皆さ
まからいただいた寄付金を震災復興に使ってもら
うための追加支援をすることとし、今回のツアー
時に使途についても NDWS と相談してきた。前述の
ように、家屋再建が一番の課題となっているため、
NDWS も何とかできないかと試行錯誤している段
階であった。当会で得た情報では、10 万ルピー程
度のコストで夏は涼しく冬は暖かいモーターハウ
スという家を作ることができるようで、建築技術
習得のための研修も実施されているとのこと。
NDWS にこの研修に参加してみることも提案した。
食料品については、継続的にではないものの、い
くつかの支援団体が定期的にお米や豆類などを寄
付してくれているそうだ。
震災後、被災者の緊急支援にスタッフが駆け回
っていたり、デイケアセンターの建物の安全性な
どを確認していたために一時閉鎖していたデイケ
アセンターの運営だが、8 月に入って再開するこ
とができた。カナダより短期ボランティアが入っ
てくれることになり、不足していた人手確保の見
通しがたったために、再開に至ることができた。
まだ通える状態の子どもは少なかったものの、
久々のデイケアセンターに子どもたちは興奮気味
であった。再開初日の給食は、カジャと呼ばれる
簡単な軽食ではなく、ごはんと野菜カレー、豆の
スープという定食を提供し、ささやかながらデイ
ケアセンターの再開を祝ったそうだ。

ほぼ全壊した家（右側）の隣に NDWS とボランティアグル
ープが協力して仮設住宅を建設した

当会が、4 月 27 日から開始した「ネパール地震
緊急支援」には、多くの方々からご支援をいただ
いております。いただいたご寄付の一部は、NDWS
の被災者支援活動の資金として使用させていただ
きます。
●車両購入の検討
以前より検討している車両の新規購入について
も、今回 NDWS と協議を行った。現在、所有してい
る送迎車両は使用年数からみても限界を迎えてお
り、また頻繁な故障により修理代もかさんでいる
ため、レンタカーによる送迎などを行ってきた。
これまでもお伝えしてきたように、ネパールは関
税が高く、インドや中国から車両を輸入すると関
税などで価格が約 2 倍となる。ネパール政府に陳
情書を出すなどして免税となるよう交渉してきた
が、政府からは他の団体との公平性から免税は難
しいという回答をもらっていた。その後、スタッ
フの知り合いの政府関係者が、政府が実施するオ
ークション（犯罪や脱税などで押収した車を安価
にオークションにかける）に参加するアイディア
を出してくれ、参加できるように取り計らっても
らえそうであったものの、震災後に人事異動とな
ってしまい、この案も実現しなかった。新車を免
税なしで購入するとなると、約 250 万ルピーが必
要となる。日本のようにローンを組むこともでき
ないため、一括で購入する必要がある。NDWS でも
引き続き支援してもらえるドナーを探すとともに、
安く購入できる方法がないかを検討していくとい
う。

デイケアセンターの再開の日
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●マヘンドラ君の腎臓疾患
前回のレポートで、マヘンドラ君という男の子
の腎臓疾患について報告した。透析治療を受けな
がら、腎移植のために父親の腎臓を移植可能かど
うか、検査をしようとしているところに4月25日の
震災があり、病院も被災者支援に追われていたた
めに検査が延期となっていた。10月の終わりにや
っと検査を受けることができたものの、その結果
は父親の腎臓は移植不可能ということであった。
マヘンドラ君には弟がいるが、ゲストハウスで働
く弟は一家を支える大黒柱でもあり、移植による
影響が懸念されている。透析費用は1週間で約
10,000ルピーと高額であり、弟の収入だけでは支
払うことができない。今後の対応についてはNDWS
と早急に相談していきたい。

NDWS が支援した仮設住宅で暮らすマヘンドラ君（前列右
から 2 番目。左側は父親、後ろにいるのは弟）
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イベント・その他の活動（2015年4～9月）
●アースデイ
ブースでは、マイティ・ネパールのホスピスの
2015 年 4 月 18 日（土）～19 日（日）に代々木
女性たちが作ったビーズアクセサリーやフェルト
公園で行われた、アースデイ東京 2015 に参加した。 小物、レスキュー・ファンデーションの女性たち
の絵や刺繍などはもちろん、ネパールで仕入れて
きたバリエーションに富んだ雑貨を販売した。

初日はさわやかな晴天！

今回のラリグラス・ジャパンの出展ブースはい
つもの広場ではなく、代々木公園から渋谷駅方面
に抜ける通路のような場所にあった。初めは人通
りもあまりなかったが、昼過ぎから夕方にかけて、
一通りブースを周った後に渋谷駅方面に向かおう
とする多くの来場者が当会のブースに足を止めて
くださった。

ホスピスの女性たちが制作したコースターは
大人気！

また、ブース内にはパネルを展示し、立ち寄って
くださった方に当会の活動について説明した。特
に今回のイベントは、例年に比べてパネルをご覧
になる方が多くいらっしゃったのが印象的であっ
た。当会代表の長谷川まり子著『少女売買』（光
文社）にもたくさんの方が関心を寄せてくださっ
た。その中で、夏のスタディツアーに興味を持た
れた方が何人かおり、実際にツアーに参加された
方もいらっしゃった。

2 日目は昼間に少し雨がぱらついたものの、大きな天気の
崩れはなかった

ラリグラスのブースにはカワイイ物がたくさん。
「お店はどこにあるんですか？」と聞かれることも
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彼女たちの唯一の現金収入となる。自分の稼ぎで
好きなものを買ったり、子どもや家族のために貯
金したり、それぞれが思い思いに使うことのでき
るお金となるのだ。
ホスピスの女性たちの誇りは、自分たちの作っ
た製品が日本のマーケットで売られていること。8
月のスタディツアー時には前回発注した商品を検
品したが、ほとんどの商品がきれいに仕上がって
いた。うまくできていることを褒められ、皆、と
ても誇らしげであった。

今回もボランティアの皆さんには朝の店舗準備
から、販売や活動紹介、片付けまで大変お世話に
なっている。ボランティア参加者が少ないことを
知り、静岡から駆けつけてくださった方もいた。
皆さんのご協力に、心から感謝申し上げる。
●印刷作業
2015 年 6 月 14 日（日）、飯田橋の東京ボラン
ティア・市民活動センターにて『ラリグラス・ジ
ャパン 2015 春リポート』の印刷・発送作業を行っ
た。印刷・製本の作業は地味ではあるが大変な作
業だ。ご協力くださった皆さまにお礼申し上げた
い。
●委託販売
ラリグラス・ジャパンは、毎年アースデイやグ
ローバルフェスタなどのイベントに参加しており、
マイティ・ネパールのホスピスの女性たちが制作
したビーズ・フェルト製品やレスキュー・ファン
デーションの女性たちが制作した民芸品を中心と
した、ネパール・インド雑貨を販売している。そ
して、当会が参加するイベントでの販売だけでな
く、ご自分のお店や学園祭、地域のフリーマーケ
ットなどで販売にご協力くださっている方もいら
っしゃる。2015 年 4 月～9 月にかけてご協力くだ
さったのは、東京都世田谷区・三軒茶屋にあるカ
フェ「Cafe ゆうじ屋」様だ。ゆうじ屋様には 2013
年より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、スタッフの皆さまに感謝申し
上げたい。
※ご協力いただいた「Cafe ゆうじ屋」様のホーム
ページ http://www.yuujiya.net/
9 月以降にも、販売にご協力いただいた方や委
託販売についての問い合わせをくださった方がい
らっしゃる。次回のレポートにてご報告させてい
ただきたい。
当会が販売しているビーズ・フェルト製品（一
部を除く）は、マイティ・ネパールのホスピスに
暮らす女性たちが制作したものだ。彼女たちにと
ってビーズなどの製品を作ることは、単調なホス
ピスでの生活にハリをもたらす重要なものとなっ
ている。また、制作することで得られる工賃は、
32

スタディツアーの検品の様子。ホスピスの女性たちによ
って 1 つひとつ丁寧に作られた作品はどれも素敵だ

今後も継続して仕事を依頼し続けていき、少し
でも彼女たちの生活にやりがいや楽しみを見出し
てもらえればと思っている。そのためにも皆さま
に委託販売でのご協力をお願いしたい。当会の委
託販売の流れは次のページをご参考いただきたい。

国内活動報告

【委託販売ご協力のお願い】
○委託販売の流れ
委託販売のお問い合わせ
↓
販売見込みに応じたビーズ製品と
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、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。
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決算・予算・事業計画

2014年度決算・2015年度予算

2015 年度予算（2014 年度決算対比）
科目 CD

科目

2014 年度決算額

2015 年度予算

1.経常増減の部
(1)経常収益
【受取会費】
6151

正会員受取会費

6171

賛助会費

受取会費計

240,000

240,000

1,800,000

1,890,000

2,040,000

2,130,000

4,340,036

4,400,000

受取寄付金
6501 -1

受取寄付金

- 一般

6501 -2

- ブライダル基金

238,000

250,000

6501 -3

- 子供服

108,000

100,000

6501 -4

- お菓子

136,254

140,000

6501 -5

- 職業訓練

67,000

70,000

6501 -6

- クルタ

36,000

36,000

6501 -7

- 文房具

13,000

15,000

6501 -8

- 地震支援

0

3,500,000

6501 -100

- その他

0

10,000

4,938,290

8,521,000

77,580

103,300

受取寄付金計
事業収益
6201 -1

普及・啓発事業収益 - アースデイ

6201 -2

- ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ（食版）

50,164

100,000

6201 -3

- ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ（物版）

72,500

80,000

6201 -6

- 委託販売

323,464

300,000

6201 -7

- ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ

1,553,843

800,000

6201 -100

- その他

17,410

0

12,642

20,000

504

0

2,108,107

1,403,300

269

250

126,068

0

その他収益計

126,337

250

経常収益合計

9,212,734

12,054,550

6202 -1

情報収集・情報提供事業収益
- 書籍販売

6202 -100

- その他

事業収益計
その他収益
6551

受取利息

6554

為替差損益
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(2)経常費用
事業費
【その他費用】
- 31

サッチガッタ運営費（寄付金支出）

750,000

0

- 32

ﾎｽﾋﾟｽ運営費（寄付金支出）

750,000

1,000,000

- 33

ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ支援費（寄付金支出）

235,212

250,000

- 34

NDWS 運営費（寄付金支出）

1,101,085

1,500,000

- 35

RF 運営費（寄付金支出）

2,000,000

2,500,000

- 36

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ支援費（寄付金支出）

23,195

250,000

- 40

地震災害支援

0

3,500,000

- 60

スタディツアー

1,551,601

800,000

- 61

ｱｰｽﾃﾞｲ

32,400

40,000

- 62

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ（食版）

941

1,000

- 66

物品仕入

56,004

60,000

- 67

委託販売

0

10,000

- 68

講演会・講習会

4,000

50,000

- 69

現地調査

801,587

800,000

- 101

通信運搬費

71,473

80,000

- 102

会議費

2,400

3,000

- 105

旅費交通費

59,761

60,000

- 106

広告宣伝費

0

10,000

- 107

ｳｴﾌﾞｻｲﾄ運営

14,904

15000

- 110

消耗品費

30,783

30,000

- 115

事務用品費

20,573

20,000

- 130

新聞図書費

0

5,000

- 132

書籍「少女売買」

69,120

0

- 140

印刷製本費

28,917

30,000

- 141

記録映画・DVD 作成

0

1,000,000

- 195

支払手数料

1,134

1,200

- 197

為替手数料

324

500

- 198

送金手数料

- 250

雑費

16,702

30,000

214,739

210,000

7,836,855

12,255,700

7,836,855

12,255,700

67,584

83,400

経常費用合計

7,904,439

12,339,100

当期経常増減額

1,308,295

-284,550

0

0

税引前当期正味財産増減額

1,308,295

-284,550

当期正味財産増減額

1,308,295

-284,550

正味財産期首残高

9,784,283

0

正味財産期末残高

11,092,578

10,808,028

【その他費用計】
事業費計
管理費
管理費計

2.経常外増減の部
当期経常外増減額
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2014 年度
特定非営利活動法人

貸借対照表

(2015 年 3 月 31 日現在)

ラリグラス・ジャパン

資産の部
流動資産
現金
現金（外貨）
普通預金
立替金
現金過不足
流動資産合計
固定資産
固定資産合計
資産合計

2,006,735
2,911,208
6,176,218
6,400
-7,983
11,092,578
0
11,092,578

2014 年度

特定非営利活動に係る事業の会計(円)

負債の部
流動負債
流動負債合計
固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産の部
正味財産期首残高
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

特定非営利活動に係る事業の会計

0
0
0
9,784,283
1,308,295
11,092,578
11,092,578

財産目録

2015 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
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
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

2,006,735
2,911,208
6,176,218
11,092,578
0
11,092,578

0
0
0
11,092,578
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平成26年度

計算書類の注記
特定非営利活動法人

ラリグラス・ジャパン

１．重要な会計方針
計算書類の作成は、 N-Books（ネット帳簿）によっています。
1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
無し
2 固定資産の減価償却の方法
固定資産無し
3 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金

無し

4 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
5 消費税等の会計処理

無し

無し

２．事業別損益の状況
科目
Ⅰ 経常収益
1 受取会費
2 受取寄附金
3 受取助成金等
4 事業収益
5 その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1) 人件費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
･･････････
人件費計
(2) その他経費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
スタディツアー
現地調査
イベント出展費
書籍購入
N-Books会計ソフト
施設等評価費用
減価償却費
寄付金支出
その他
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

国内事業

海外支援事業

事業部門計

（単位：円）
管理部門
合計

2,040,000
4,938,290
0
2,108,107
126,337
9,212,734

0
0
0
0
0
0

2,040,000
4,938,290
0
2,108,107
126,337
9,212,734

0
0
0
0
0

2,040,000
4,938,290
0
2,108,107
126,337
9,212,734

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

2,400
57,581
71,473
28,917
1,551,601
801,587
33,341
69,120

0
0
0
0
0
0
0

2,400
57,581
71,473
28,917
1,551,601
801,587
33,341
69,120

1,600
620
38,989
0

0
0
130,604
2,746,624
2,746,624
6,466,110

0
0
5,074,231
16,000
5,090,231
5,090,231

5,074,231
146,604
7,836,855
7,836,855

10,175
67,584
67,584

4,000
58,201
110,462
28,917
1,551,601
801,587
33,341
69,120
16,200
0
0
5,074,231
156,779
7,904,439
7,904,439

-5,090,231

1,375,879

-67,584

1,308,295
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３．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
内容
金額

算定方法

４．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は11,092,578円ですが、そのうち589,254円は、下記のように使途が
特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は10,494,324円です。
内容
ブライダル基金
子供服
お菓子
職業訓練
クルタ
文房具
合計

期首残高
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）
備考

当期増加額
当期減少額
238,000
108,000
136,254
67,000
36,000
13,000
598,254

５．固定資産の増減内訳
（単位：円）
科目
有形固定資産
車両運搬具
什器備品
無形固定資産
投資その他の資産
合計
６．借入金の増減内訳
科目
合計

期首取得価額

取得

減少

減価償却累計額

期末帳簿価額

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

期首残高

当期借入
0
0

当期返済
0
0

0
0

７．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
科目
（活動計算書）
活動計算書計
（貸借対照表）
貸借対照表計

計算書類に計上された金額
0
0
0
0

（単位：円）
内役員及び近親者との取引
0
0
0
0

８．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を
明らかにするために必要な事項
・
・

事業費と管理費の按分方法
国内事業に係わる管理費用は国内事業に計上。それ以外は管理費に計上
その他の事業に係る資産の状況
その他の事業はありません
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2015年度事業計画

１．海外事業活動
（１）マイティ・ネパール
・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・メンタルケア施設運営支援
・地震災害復興支援
（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
・地震災害復興支援
（４）スタディツアー実施
（５）商品仕入れ
（６）海外（インド）講演会開催
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
・書籍販売
・Face book 広報の活用
（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、参加ほか
（３）委託販売
（４）財政基盤の強化
・会員・里親会員の継続会員のフォローと新規会員の拡大推進
・寄付・募金活動の実施
・助成金申請の積極推進
（５）プロジェクト活動
・ビーズ製品新デザインの検討
・現地からの報告書などの文書翻訳（英文→和文）や（和文→英文）など
（６）勉強会・講演会の開催
・ラリグラス・ジャパンの活動や現地 NGO の現状、ネパール・インドの社会状況などについて理解しても
らうことを目的とし、勉強会・講演会を開催
（７）映画・DVD 製作
以上
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会員・寄付者リスト
（敬称略）

【会員】
2015 年 4 月から 2015 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 加古紗都子 門垣裕子 亀尾麻彩子 下窄あゆみ 須賀香奈 住友康人
高橋国和 高橋奈美江 高柳ユミ 中嶋野香 新倉元彦 長谷川まり子 林亜紀子 三原一夫
《里親賛助会員》
我妻美和 阿部真里子 石原正行 伊藤芳樹 稲垣すみ子 上中美穂 宇田川江美 宇野ゆかり 大田多恵
大西和江 岡田順子 岡野孝博 奥井眞佐子 尾花好恵 小俣富美香 小山田基香 笠原礼子 金子三郎
北山絢子 木村良枝 工藤節子 國森佳子 櫻井るり香 佐藤圭都 渋谷修 白石衣香 鈴木樹代子
宗祥子 反町絵理 高橋多美子 瀧口修薫 竹田鈴江 田中易子 土居裕見子 徳山明志 轟木元枝
西部徹 西堀喜則 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 三浦優子 水上直樹
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 石渡裕康 稲葉資郎 井上比左子 今村久美子 江戸利恵 大黒やより
大西朋子 大野国貢 岡部陵佳 鏡島元昭 柿木喜久男 春日恵 金田敦子 木谷招子 木村和人
駒井咲久良 齊藤英恵 坂本淳子 柴田智子 渋谷優子 下田伸子 鈴木明子 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 西野章男 野口恵里花 河朱美 長谷川隆三
畑中郁香 林京子 藤城裕子 藤田海庭 松井江利子 松岡静枝 松永一夫 松葉道代 松本聡子
武藤禎 村上隆男 元田智子 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 小林明日香 永田萌奈 永松若葉 藤本成美 降幡知真 松本祐美
峰崎はな子 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】
（2015 年 4 月～2015 年 9 月）
愛澤香 青井博 秋本奈緒 秋山洋子 アサキサヤコ 浅野芳子 芦田功 芦名ファミリー 綾部摩美
荒川久美 有田千枝 飯野幸生 生田卍 池田亜美 生駒敏子 石原正行 位田美枝 伊藤明美
井上加代子 伊原由香里 今村久美子 岩村昭司 臼井亮哉 上田朋子 上中美穂 上原準 上山英徳
宇田川江美 漆原万里子 エグチツトム 江島真也 近江京子 大黒やより 大河内朱理 大田多恵
大塚美菜 大西朋子 大野国貢 大庭まり子 大和久弘貴 岡田順子 岡野孝博 岡部陵佳
オカムラノブコ 小川雅司 奥井眞佐子 桶谷有紀 小澤弘江 小野寺一彦 小野寺貞子
小山田万里子 海外教育支援委員会 柿沼美沙子 笠井育子 笠原礼子 春日恵 片桐文子 勝部尚子
カトウツグオ カトウノリコ 金井京子 金子三郎 神谷学 川辺美希 観音寺ロータリークラブ 姜鳳玲
金城恵哉 沓掛優子 工藤節子 國森佳子 熊谷治己 栗原由佳 黒野真奈美 黒柳節子 古賀ミチ
小手川弘子 小林洋介 駒井咲久良 コンドウトモチカ 酒向寿弥 サカモトケンシ 坂本淳子
坂谷内勝明 櫻井るり香 佐々木ひろみ 佐藤圭都 佐藤耕輔 シノザキトシアキ 篠田よし菜 篠原マリ
芝崎順司 芝崎文子 市民Ａ 志村好郎 下窄あゆみ 下田伸子 白石衣香 末永朱胤 須賀香奈
鈴木樹代子 鈴木さやか 鈴木重男 鈴木祐子 住友康人 瀬谷直子 宗祥子 高橋国和 高橋奈美江
高橋初江 高松北ロータリークラブ 高柳ユミ 瀧口修薫 滝瀬純子 竹内淳子 竹内充 竹林早苗
タダアツキ タチボリショウコ 立沢瞳 田中裕美 田中易子 檀アヤ子 千葉幸子 筒井知佐 堤田芳和
手島綾 手塚恭子 寺沢由里子 土居裕見子 唐静 遠山麻里衣 徳山明志 永尾渉 中川みゆき
中嶋俊一 中嶋野香 永田萌奈 中野陽子 長町玲子 中村陽子 永本智美 名田文子 新倉元彦 西風徹
西堀喜則 西山菜絵美 ノグチエイジ 野口恵里花 野口みどり 南風本いづみ 橋本成一 橋本尚美
長谷川まり子 林亜紀子 林英菊 林和夫 林和代 日詰千栄 平井英津子 平井かおる 平野善之
廣原麻美 福田昌代 福田洋子 福原匡伸 房賢孝 藤城裕子 藤田美奈子 フジノカオリ 藤本成美
藤本律子 藤森淑江 別府浩一郎 ベップフジコ ヘルムス貿易株式会社 前澤洋子 前田みずほ 前原旭
増田澄恵 松嵜三貴 松澤大輔 松田菜穂 松永一夫 松波陽子（ダイジク株式会社） 松葉道代 三浦優子
三島正志 水上直樹 三角優子 三谷理 三原一夫 宮田泰司 宮本輝 向山裕美 武藤禎 村上隆男
持田季未子 元田智子 本橋鮎花 本橋洋恵 森祥子 森谷里美 モリタミユキ 山口泰正
ヤマザキシンジ 山田しづ子 山田千恵 山本淳一 吉田久美子 ワキジナオコ 渡辺かおり
ＷＥ21 ジャパン・さいわい及川美奈子 アースデイ 匿名

【ネパール大地震緊急支援寄付にご協力いただいた皆さま】
（2015 年 6 月～2015 年 9 月）
秋本奈緒 生駒敏子 今村久美子 近江京子 大黒やより 大野国貢 岡田順子 海外教育支援委員会
笠原礼子 片桐文子 金城恵哉 國森佳子 栗原由佳 佐藤圭都 佐藤耕輔 下田伸子 瀬谷直子
高松北ロータリークラブ 滝瀬純子 千葉幸子 筒井知佐 寺沢由里子 土居裕見子 永田萌奈 新倉元彦
野口恵里花 長谷川まり子 福田昌代 房賢孝 別府浩一郎 ヘルムス貿易株式会社 前田みずほ
松永一夫 持田季未子 ＷＥ21 ジャパン・さいわい及川美奈子
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【書籍・DVD 購入にご協力いただいた皆さま】
（2015 年 4 月～2015 年 9 月）
秋山佳子 越知紀子

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】
（2015 年 4 月〜2015 年 9 月）
荒川久美 石川重美 cafe ゆうじ屋の皆さま 亀尾麻彩子 柴崎文子 竹内淳子 立沢瞳 徳山明志
永田萌奈 長谷川まり子 林亜紀子 峰崎はなこ 武藤禎 本橋鮎花 山田千恵

【活動にご協力くださった団体・皆さま】
（2015 年 4 月～2015 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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【理事・役員】
理事
長谷川まり子
秋山佳子
石川重美
上原翔子
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
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

間部俊明（弁護士）

評議委員

高橋国和

佐伯義文（ジャムシステム株式会社社長） 朏博一（税理士）

新倉元彦
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スタディツアー感想文

◆参加者◆

大野国貢
春日恵
柴田智子
鈴木明子
徳山明志
藤本成美
松本祐美
峰崎はなこ
本橋鮎花
山田有美香

◆同行スタッフ◆ 長谷川まり子
亀尾麻彩子

東京
長野
東京
東京
東京
高知
静岡
千葉
東京
静岡

社会人
社会人
社会人
社会人
社会人
学生
学生
学生
学生
学生

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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スタディツアーリポート

業を実施。幼児クラスでは英単語のカードではア
ルファベットを楽しく学び、高学年クラスでは日
本紹介のプレゼンを披露。バンコクでの打ち合わ
せの成果もあり、ツアーメンバー全員の協力で楽
しい授業となりました。ここで特技を生かしたの
は、普段子どもに勉強を教えている春日さんだけ
にとどまらず、バルーンアーティストの鈴木さん
も大活躍！ 幼児クラスでは花や犬を作って大人
気で、高学年クラスのプレゼンではサムライを紹
介するところで「風船刀」を作ってしまうあたり、
さすがです。授業時間が終わったら、お楽しみお
菓子のお配り。みんなおいしく食べたかな？

大野国 貢

8月10日（月）
朝からホスピス訪問。ホテルからホスピスまで
向かう道の途中で、震災被災者のテント村の前を
通った。カトマンズ市内の表通りでは瓦礫はほぼ
見られない状態であり、震災の傷跡を目撃するの
はこれがはじめてとなった。
ホスピスのほうはこれまでと異なり、子どもた
ちがテレサ・アカデミーの寮に移ってしまったか
わりに、昨年までサッチガッタの施設にいたメン
バーがここで暮らし始めている。旧サッチガッタ
メンバーにカトマンズで会うと一瞬違和感を受け
てしまった。転居ストレスによる悪影響はとくに
なかったようで、ラダも笑顔が増えていて一安心。
この日ホスピスメンバーの作ったビーズ製品の検
品を行う予定であったものの、仕上げができてい
なかったので別の日に行うことになってしまった。
結局この日は新デザインを伝えるだけで終了。
昼食後、ホスピスを後にしてタライ平原にある
都市ヘタウダへと出発。ヘタウダへ向かうつづら
折りの山道を進むと、所々で崖崩れの跡が見られ
た。ネパールでは雨期になると崖崩れはしょっち
ゅう発生するものだが、今回目撃した崖崩れはス
ケールが違い、山の上から下まで数百メートルの
高低差に及んでいる。また、谷向こうの遠くに見
える村の建物がなにやら銀色にキラキラ光って見
えて、普段と違う感じを受けた。最初のうちはキ
ラキラの正体がわからなかったが、途中でハタと
気がついた。トタンで作った仮設家屋の屋根が太
陽光を反射してキラキラしているのだ！
崖崩れによる通行止めの時間もあり、予定より
遅れて夕方遅くにヘタウダに到着した一行は、 マ
イティのヘタウダ事務所に寄ってプリベンショ

8月8日（土）
当初の予定ではこの日からネパールに入るはず
であった。ところが、ツアーの足と考えていたタ
イ航空のネパール路線がまさかの減便。震災後の
雨期とあって席が埋まらないことから、土曜日の
バンコク-カトマンズ便がなくなってしまったの
だ。仕方がないので出発を1日後倒しして日曜未明
の羽田発、バンコク経由で行くことに。羽田発が
日曜の0:20ということで、土曜の夜に羽田空港で
チェックイン。空港で落ち合った羽田発のツアー
メンバーは、ラリグラスに届いた支援物資等を分
散して運搬するため、各自の預け入れ荷物の隙間
に支援物資を詰め込む。震災の影響で例年より支
援物資の量が多く集まっていたものを何とか押し
込め、追加運賃が発生することもなくチェックイ
ンは完了！
8月9日（日）
羽田を出てバンコクで一休み。乗り継ぎ時間は5
時間ほどもあることから、この時間を利用してカ
トマンズ到着後すぐに春日さんがテレサ・アカデ
ミーで行う日本紹介プレゼンテーションの打ち合
わせなどを行う。その後、関空出発の藤本さんと
も無事に落ち合って、いざカトマンズへGo！ カ
トマンズの空港では、まり子さんや一足先に到着
していた徳山君と合流し、早速マイティ本部へ移
動。ひとしきり見学の後、テレサ・アカデミーで
春日さんが、普段の仕事で鍛えた腕を生かした授
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ン・キャンプ卒業生の女の子たちにひとまずご挨
拶。お土産を渡して少し打ち解けたところでホテ
ルへ移動した。ヘタウダのホテルは、これまでの
訪問地であったカカルビッタの宿とは大違いの豪
華ホテル！ プールも備えて、高級ショッピング
モールも隣接。う〜む。ネパールとは思えないぞ
っと！
8月11日（火）
プリベンション・キャンプ卒業生の女の子たち
とピクニックへ。行き先はヘタウダ近郊ののどか
な丘陵地帯にあるリゾート公園！ 雨期とは思え
ない好天に恵まれたのは、日頃の私の行いのよさ
の賜物か。そして今年もこの時点で早速ミツコの
登場よ！ 去年よりパワーアップして「強く優し
く美しく」なったプリンセス・ミツコが徳子（徳
山君）を従えエレガントに登場！！
リゾート公園では屋根付きスペースを確保して
まずはティータイム。一服した後は言うまでもな
く、音楽が始まりダンス・ダンス！ ひとしきり
ダンスを楽しんだ後、公園内をみんなで散策。こ
こにはなんと観覧車もあり、当然みんなで乗るこ
とに。日本のテレビ番組でも紹介されたことがあ
るけれど、ネパールの観覧車はやたらと高速回転
をするのが特徴の1つ。最初のうちはゆっくり回っ
ていたものが、全員が一通り眺望を楽しんだとみ
るや、オペレーターがアクセル（電気ではなくエ
ンジン駆動）全開！！ これはもう観覧車を通り
越してジェットコースターレベルで「一粒で二度
おいしい」お得なシステムである。日本から来た
メンバーも悲鳴を上げるハイスピードを、観覧車
初体験のネパールの女の子たちは結構楽しんでお
りました。
公園内の散策を終えたらランチタイム。肉や魚
を贅沢に使ったおいしい料理を楽しんで、満腹し
たところで眠くはさせない私たち。目の覚めるよ
うな驚きの手品でみんなの目をぱっちり覚まさせ
て・あ・げ・る！ おそらくは生まれてはじめて
目の前で手品を見る女の子たち、前日夜の練習だ
けで本番に挑んだツアーメンバーの手品に驚く驚
く。さらに手品に加えて、バルーンアートでみる
みる形を変えていく風船にも驚く驚く。高速観覧
車に続いてみんな目を回しておりました。

8月12日（水）
国境の町ビールガンジへ移動して、マイティの
トランジット・ホームと国境のチェックポイント
を見学。ビールガンジはネパールの中でも大きな
工業都市であり、国境の往来も盛んである。我々
が見ている間にもマイティのスタッフはきびきび
と働き、ちょっとチャラチャラした女の子2人連れ
に声をかけて話を聞いている。幸いその2人は人身
売買とは関係なさそうであった。
その後、再びヘタウダのマイティ事務所へ。女
の子たちに昨日のピクニックの感想を聞く。みん
な生まれてはじめての経験を心から楽しんでくれ
たようであった。
8月13日（木）
ヘタウダを出発しカトマンズへ移動。途中2本の
街道の合流点にあるマイティのチェックポイント
を見学。各地での地道なチェックが人身売買を未
然に防ぐことにつながるので、ここもチェックの
要衝となっている。
カトマンズ到着後は観光と土産購入と併せて、
ラリグラスの商品仕入れのお手伝い。地震の影響
で観光客が減っており、どこも例年より閑散とし
た雰囲気。ボーダナートは震災被害の修復中であ
り、地震がネパールにもたらした被害の一端を見
ることになった。
8月14日（金）
NDWS訪問。ゴダワリに向かう道の途中では、所々
で地震により崩れ落ちた家々の残骸を見ることに
なった。カトマンズ市内中心部とは異なり、この
あたりでは崩れた建物の撤去が終わっていないら
しい。NDWSの活動地域では、NDWSの支援で建てら
れた仮設住宅の脇に、崩れた家の瓦礫や、形は保
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っているものの住むには危険な被災家屋が残って
おり、復興への道の遠さを実感することができた。
昨年のツアーがきっかけで私が支援することに
なったマヘンドラの家も、元々の家は崩壊して土
の山のような状態で、マヘンドラたちの家族はト
タンでできた仮設家屋で生活をしていた。病気を
抱えたマヘンドラがこれからの冬を過ごすには相
当つらそうである。できるだけ速く腎移植を行っ
て、彼の負荷が少しでも低減できることを望む。
例年訪問しているハシーナの家も地震被害を受け
ており仮設家屋暮らし。地震から3カ月以上経過し
てハシーナの状態は落ち着いてはきているようだ
が、こちらも生活環境は大幅に悪くなっている。
元の生活を取り戻すには長い時間がかかるであろ
う。

ホスピスメンバーはみんななじみであるものの、
被災して保護された子どもたちは周りに顔見知り
がいない状況。ダンスのときや食事のときも遠慮
しがちではあったけれど、手品やバルーンで笑顔
を見せてくれました。震災後に家族と離れての不
安な暮らしの中で、少しは楽しんでくれたかしら。
8月16日（日）
短縮日程の春日さんと私はこの日が最終日。空
港へ行く前に全員で、空港近くに立地するマイテ
ィ本部を再訪問。最近保護された女性たちの職業
訓練の様子を見学した後、空港へ移動。被災地支
援に向かうメンバーと空港でお別れして国際線チ
ェックイン。飛行機が離陸する際、みんなが被災
地支援に向かったバクタプルの町並みを見通すこ
とができた。
「被災地支援の方はよろしく！」と、
心の中で皆さんにお願いをしてネパールを後にし
たのでありました。

8月15日（土）
土曜日は休日。ということでホスピスメンバー
は寮生活の子どもたちも合流しピクニックへ！
今年のピクニックにはマイティに保護されている
震災被害者の子どもたちも何人か参加。行き先は
カトマンズ盆地を取り囲む山の中腹にある、これ
またリゾート公園。観覧車はなかった。
ピクニックの最中ではあるものの、ツアー日程
の都合上、ビーズ検品作業はこの日に行うしかな
く、ホスピスメンバーは自分の製品を公園まで持
ってきて検品開始。全体として品質は向上してお
り、ほとんどの品が合格レベル。いくつかの製品
は、使用ビーズのサイズが大きめであったために、
ブレスレットの全体サイズも大きくなり、ゆるめ
に仕上がってしまっていた。「ビーズの数」だけ
を基準とせず、「使用ビーズの大きさと仕上がり
サイズを見てビーズの数を調整」という工夫がで
きればよいのだが、それはそれで難しいところ。
検品が終われば当然のごとく音楽とダンス！
みんなが楽しんでいるテントの裏では、これまた
当然のごとく怪しい動きが始まった。そう、プリ
ンセス・ミツコと徳子の変身シーンである。
今年は屋外ということもあり、ツアーメンバー
女性陣の仮装はなし。女性参加者の皆さん、残念
でした。
ダンスと食事が終わった後は、例によって手品
のお時間。今年は手品に加えてバルーンアートも
満開で、鈴木さんから作り方を教わったツアーメ
ンバーもあちこちで風船の花を咲かせる。

終わりに
東日本大震災から4年が過ぎても、復興へはまだ
まだ時間を必要としている日本。ネパールでは日
本よりもさらにインフラが不足していることから、
復興への道はさらに遠いのではないだろうか。今
回は震災復興支援のお手伝いをすることなく帰国
した私ではあるが、今後も長期的に関わっていこ
うと思う。
今年のツアーメンバーは例年以上にパワフルで、
楽しい時間を過ごすことができました。ツアー参
加者の皆さん、ありがとうございました。
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百聞は一見に如かず！
春日

になっていてもダメだし、かと言って強引になっ
てもダメだし。笑顔の影に隠れた気持ちをもっと
理解し、接してあげるべきだったと反省が残りま
す。

恵

それから不自由ある生活の中で、何を一番求め
ているか……。お金があればなんでもできると思
いがちな日本人には理解しがたい現実でした。お
金よりもおいしいご飯よりも、何よりも“楽しい
時間”、笑顔になれる時間それこそが、みんなの求
めているものなのだと学びました。実際ネパール
に行って、人々と接することがなかったら一生得
られることのなかったその価値観の違いを新鮮に
思い、またいかに自分がお金に依存しているか、
改めて自分の生活を振り返るよい機会となりまし
た。
渡航前はいろいろな風評もあったりで、
「 震災が
あったし大丈夫かなあ？」
「 人身売買の被害にあっ
た女性たちとどうやって接したらよいのか……」
「病気になってしまうのではないか……」と、思
うことは不安ばかり。でも一方で、金銭的支援を
したから、文具の寄付をしたから、それでネパー
ルの何がわかるのか、自分自身がきちんと理解し
ていないのにたくさんの人に寄付をつのって恥ず
かしいとさえ思いました。私自身が自分の目で見
て、肌で感じて、経験してこそ次につなげていけ
るのだ！ と固い決心で参加しました。結果、危
険なことは何ひとつなかったし、むしろ１分１秒
が勉強でした。

そして何よりもまり子さん、そして参加者の皆
さまに感謝したいことがあります。この経験は私
の人生の財産になりました。
「英語のレッスンをしようよ」とまりこさんの
鶴の一声。半信半疑だったのですが、どうもこれ
は冗談ではなさそうだ！ と重大なミッションを
抱えて、しかもそれは到着した初日。普段通りに
やればいいのだという安心感の反面、今までの生
き様を試される試練だと思いました。今までの経
験から、
“できる！！”と思うときはフッとアイデ
ィアが浮かんでくるもので、自分を信じて準備し
ました。トランジットのバンコクで鈴木さんのバ
ルーンアートとのコラボ、大野国さん、柴田さん
の協力等打ち合わせをし、本番を迎えました。初
体験でしたので汗ビッショリ……。子どもたちの
礼儀正しさ、明るさに圧倒され、言いたいことが
全部言えたわけではなかったのですが、
“日本”に
ついてを一生懸命学ぼうとするその貪欲な姿、物
怖じせず表現できる自分の意思、これは日本人も
見習わなければいけない姿勢だなと強く感じまし
た。教育については、詰め込み教育だと言われて
いますが、基本である挨拶がしっかりでき、常に
笑顔で、私たちを見る目がキラキラ輝いていて、
これ以上彼らに何を求めることができようかと感
服しました。同時に、何でも得られる環境にいな
がら、私自身を含め日本人はダメだなあとあらた
めて考えさせられました。人を変えることは一筋
縄にはいかないけれど、まずは私の生徒から今回

感想としてまず、大野国さんのようにネパール
語が話せたらよかったと心底思いました。言葉の
壁があって、表面的にしか出会ったみんなのこと
を理解できず、とても歯がゆい気持ちでした。み
んな全開の笑顔をくれましたが、言葉の壁がなか
ったらもっともっとみんなの話に耳を傾け、もっ
ともっと力になれたような気がして後悔です。そ
れからこのツアーを通して改めて難しいなぁと感
じたのは、1 人ひとりとの接し方です。人身売買
の被害によって心を閉ざしてしまった女性や、自
分の意志に反して働かざるを得ない家庭環境の女
の子たち、震災で孤児となってしまった子どもた
ち。楽しませてあげたいという一心でもやはり皆
の心の声を聞いて、それ相応に対応しなければい
けないことの難しさを学びました。引っ込み思案
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学んだことを伝えていき、いつか理解できる時が
来ることを信じ、努力を怠らないでいきたいと思
います。
まり子さん、こんな機会を与えてくださってど
うもありがとうございました。そして参加者の皆
さま、この素晴らしい経験を共有できたことを誇
りに思います。
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「どれもが心に残っているけど、しいて言えば被
害少女たちの眼かな」と。
今回、インドとの国境の町ビールガンジにも行
きました。そこには、マイティ・ネパールが運営
する検問所がありました。トタン屋根の小さな小
屋の中には、行きかう人を厳しくチェックする女
性たちがいました。人身売買犯罪を水際で防ぐた
めの見張りです。彼女たちのなかにはインドの売
春宿から救出され保護され、マイティ・ネパール
のスタッフとして雇用された人もいるとのこと。
彼女たちの仕事ぶりは「カッコイイ！」の一言に
尽きました。不審人物を尋問するときは眼光鋭い
ハンターの眼。しかし、プレゼントのアクセサリ
ーを受け取ったときは乙女の眼差し。このメリハ
リがたまらなく素敵でした。
ふ～ん。ま、モヤモヤした中でこれからゆっく
り考えていけばいいじゃん。またまた周りの声。
「そうするわ」とまたまた私。そう言った後、必
ずこうも言います。
「 なんだかモヤモヤしているけ
ど、人身売買という状況を『変えていこう』
『変え
なければならない』という人たちの希望と熱意に
覚醒させられている自分を感じてもいるんだよね」
と。
売春宿から救出された少女たちは、今やっと幸
せの形を自分で決められるようになったのではな
いでしょうか。これもレスキュー・ファンデーシ
ョンやマイティ・ネパールの活動があってのこと。
売春宿からの救出、インドから帰還した少女たち
のリハビリや自立支援……、大変な思いで活動さ
れていると思います。
マイティ・ネパールの「マイティ」とは「母の
家」という意味だとか。お母さんの元に戻り、羽
を休めて新しい世界にもう一度飛び立っていこう
とする少女たちの姿を目にすることができました。
彼女たちが自ら決めた幸せはどんな形でしょう
か？ 自分の幸せの形を自分で決めることができ
るのだから、今度は胸を張って進んでいってほし
いですね。
ところで、今回のツアーには 2 人の男性が参加

柴田 智子

こころざし

若い学生（しかも 志 の高い学生さんたち）と
のスタディツアー。私は彼らの母親以上の年齢で
すので、ツアー中は体調を崩して若い人に迷惑を
かけないようにとがんばりました。皆さん、ほん
とうにありがとうネ。
楽しいこと？――、ありました。笑い？――、
ありました。笑ってはすまされないネパールの現
実？――、目にしました。そして、「ミツコ」「ト
もの

け

クコ」「ラジャコ」という絶世の美女（物 の怪 ？）
にも出会いました。とにかくこのツアー、いろい
ろな意味で衝撃的でした。そのため、なかなか感
想文を書くことができません。どう消化していっ
たらいいのか、今もお腹いっぱいの状態です。
私がこのスタディツアーに参加したのは、長谷
川まり子さんの著書『少女売買』を読んだのがき
っかけでした。貧困から初等教育もまともに受け
られず、社会常識も欠けた少女が騙されて売春宿
に売られ、性の奴隷として働かされる……。自分
の幸せの形を自分で決めることすらできない少女
たち……。「その現実を見たい」、そんな思いから
の参加でした。
で、見てきてどうだった？ 帰国後、周りの人
から聞かれます。私は答えます。
「正直なことを言
えば、人身（女性・少女）売買の現実の一端を見
おり

あ っ ぱ

て戸惑っている。重い。澱 がどんどん溜まってい

されていました。天晴 れ！

くような気にもなっている。なんかモヤモヤして
いるんだよねぇ。う～ん、複雑！ 感想がまとま
りませぇーん」と。じゃあ、心に強く残っている
ものは？ 再び質問されます。再び私も答えます。

してはネパールだけではなく、日本にもたくさん
の課題があります。女性や子どもが不幸にならな
いために、人が人としての尊厳をもって生きられ
るように「予防的支援」も大切です。それについ
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ては男性も一緒に考えていくことが必要だと思っ
ています。
このツアーをきっかけにツアー参加者がそれぞ
れの答えを持ち、各人が問題と思ったことに向か
うことができるとよいですね。それが合体して、
よりよい方向に進んでいける動力になるとよいで
すね。
モヤモヤとした感情の中、ネパールに行ったの
を遠い昔のことのように感じ始めています。日常
生活に戻り、慌ただしさの中にネパールが埋もれ
そうにもなっています。今日、部屋の壁に 1 枚の
写真を貼りました。くすんだレンガ色のカトマン
ズが、ツアーの思い出とともにさまざまなことを
私に訴えかけています。
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たくさんの HAPPY をもらって

やボランティアという思いではなく、特技である
「バルーンアート（細長い風船を使って花や動物
を作る）」をネパールの人に披露して楽しんでもら
おう、そんな気持ちで参加することにしました。
ほぼはじめて会う方との 10 日間。不安なままで
の出発、長い 1 日……。正直なところ、3 日目く
らいまでの記憶は曖昧で白黒写真のようです。環
境の違いや人見知りゆえの気遣い、多すぎる情報
量などに私の CPU はフリーズ寸前で記憶に色付け
ができなかったのでしょう。それくらいに充実し
た時間を過ごしました。結果、私にとって行って
よかった！ と心の底から思えるツアーになりま
した。水関係や衛生環境など、対応困難な状況も
帰国して 1 週間が過ぎました。ネパールの塩気
ありましたが、全部吹っ飛ぶくらい「楽しかった」
の強い食事が恋しくなったこのごろです。出発前
と「救われた」という思いが占拠しています。
に「グルメツアー」と聞いていたように、食べ物
私が個人的に救われたのは、ネパールの人の瞳
に困ることも、非常食に手を出すこともなく無事
です。街中で寝ているおじさんたちの目や夜街の
に帰国しました。バクタプルで食べた「ズズダヒ
若者たちの目はそうではありませんでしたが、学
（王様のヨーグルト）」の味が忘れられず、毎日レ
校に通う女性や子どもたちのまっすぐで澄んだ瞳
シピを検索しています。レシピはまだ見つかって
には、吸い込まれるほどの魅力がありました。楽
いませんが、検索する中でネパールに幾分詳しく
しそうにはじける瞳。驚いて大きく開かれる瞳。
なりました。帰国後にはじめてネパールという国
新しいものに興味津々で輝いている瞳。少し恥ず
の情報を調べている自分になんだか笑ってしまい
かしそうな瞳。時折悲哀を含んだ瞳もありました。
ました。たった 10 日程度の滞在ではありましたが、 けれど、どの瞳も信じられる瞳でした。目の中に
ネパールの魅力にとりつかれてしまったようです。 星の煌めきが見えました。施設の子どもたちもそ
私は、他の参加者の皆さんとそもそもの動機が
うですが、ピクニックで行った公園にいた少年少
異なっての参加でした。自己中心的な理由での参
女にも深い思いを抱きました。私の作るバルーン
加であり、ネパール自体に強い関心を持っていた
アートを見て輝かせた瞳に、たくさんの自信をも
わけではありませんでした。出発前に、あわてて
らいました。嘘や訝しさのない真っ直ぐな瞳。日
長谷川さんの著書『少女売買』を読みました。読
本で自信をなくしている人は、ぜひこのツアーで
み終えて、内容に涙するとともに、これは大変な
ネパールに来てください。少しの手品ができれば、
ものに参加してしまったと自分の浅はかな行動に
あっという間に人気者の気分を味わえます。これ
正直後悔しました。ネパールや人身売買等に対す
ほど自己肯定感が満たされることはないと思いま
る強い思いや今後関わっていく覚悟がない私が気
す。一種のセラピーではないでしょうか。一方的
軽に参加するべきではなかった、と申し訳ない気
に何かを与える関係ではなく、お互いに交換し合
持ちで数週間を過ごしたことを記憶しています。
える相互作用があることを実感しました。自分が
最終的にキャンセルをしなかった理由は、知らな
したことで喜ぶ姿を見て、嬉しくない人はいない
ければ問題化できないという思いと、出発前に長
でしょう。けれど、素直に喜んだり、嬉しいとい
谷川さんが言っていた「たった 10 日で何かを変え
う感情を表現したりできない日本人はとても多い
ることはできないけれど、一瞬でも楽しいと思っ
ように思います。今の日本では絶滅寸前の清らか
てくれる瞬間を作ることができる。笑うことで免
さや透明さがそこにはありました。同時に、この
疫を上げることもできる」という言葉に共感した
清らかさゆえにだまされることも多いのだろうと
からです。加えて、自己肯定感が深く傷ついてい
歯がゆい思いも抱きました。教育の重要性を再認
た私は、ネパールに癒しを求めてもいました。こ
識するとともに、清らかさを残す教育の難しさも
こならなにかの役に立てるかもしれないと。支援
考えました。
鈴木 明子
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バルーンアートは大盛況でした。念のためと
1000 本持って行った風船が、帰る時には 700 本以
上消費されていました。みんなに囲まれて崖に追
い込まれながら汗だくで作ったことがいい思い出
です。参加者の皆さんが作り方を覚えて助けてく
ださったことも嬉しかったです。悔やまれる点は、
どのイベントも風船作りばかりに集中していて、
ネパールの皆さんとお話できなかったことです。
だけど、風船の記憶はピクニックの楽しい記憶と
ともに心に刻まれたはずです。これから風船を見
るたびに楽しかったあの日を思い出してくれるの
ではないかと考えています。これは想像するだけ
でとても嬉しいことです。もちろん、私自身もこ
れから、風船を見るたびにあの嬉しい記憶が蘇る
でしょう。たった一瞬の触れ合いが一生続く記憶
として力になりうることを思い出しました。ツア
ーはほんの数日ですが、楽しかった記憶はずっと
心の支えになると思うのです。長谷川さんが繰り
返しおっしゃっていた言葉の意味を今、実感して
います。
また、瓦礫撤去作業では心身ともに充実感を味
わうことができました。瓦礫というよりもレンガ
運びでしたが、これが地味に重く、体力の限界を
早々と感じました。参加者の皆さんの足を引っ張
りながら、現地のおじさんたちのパワーに圧倒さ
れながら、マイペースに活動をさせていただきま
した。瓦礫撤去ハイみたいに、疲れてだんだんお
かしくなるみんなに笑いが止まりませんでした。
ネパールの人も含めて、チームプレイでひとつに
なった気がしました。震災の復興は大変なことで
すが、仲間がいれば乗り越えていけるかもしれま
せん（もちろん、支援はお金！ ですけれど）。反
対に言えば、仲間がいないと難しいことだと感じ
ました。たった 2 日間のお手伝いだから頑張るこ
とができました。いつ終わるかゴールが見えない
中での作業にはメンタルケアの必要性を感じまし
た。今回の訪問が少しでも活力になるといいなと
思います。
そして、参加者の皆さんが眩しいくらいキラキ
ラしていたことに感動しました。ツアーの途中で
聞く言葉や想いにハッとさせられることが多々あ
りました。学生の皆さんには感嘆し、まだまだ日
本も捨てたものじゃないなと少しだけ明るい未来
を感じました。社会人の方からは、人生観や今後
の自分自身の可能性を教わることができました。

人のことを自分のことのように感じられる強さに
敬服しました。心のどこかがつながった気がしま
した。1 人じゃないという思いが人を強くさせる
気がします。ネパールで商人のように買ったたく
さんのお土産は、1 つひとつ説明しながら配って
います。たくさんの人の心にネパールが根付くよ
うに。
ネパールでの熱が冷めたら、私の心も現実で冷
めていくと思いますが、ネパールで経験したたく
さんの「HAPPY」で心を温めながら、気球のように
ふわりふわりと飛んでいたいなと思います。
最後になりますが、お礼を申し上げたいと思い
ます。完璧なサポートで無知な私のこの旅を意義
あるものに変えてくださった長谷川まり子さん、
いつも優しいガイドのラジャさん、ラリグラスの
関係者の皆さま、背中を押してくださった佳子さ
ん、そしてそして楽しい旅の仲間の皆さん、素敵
なツアーをありがとうございました。長文失礼い
たしました。
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取るに足らない会話ヽ(*´∀｀)ノ

自分「うん、わかった、あとちょっとだけ」
そんなわがままを言ったがまたすぐに来て
ラク「早く食べちゃいなさい」
と言われてしまった。まるで母に叱られてるよう
な気がして笑った。
昼食はチャウチャウラーメン。日本でいうチキ
ンラーメンみたいなものだ。ネパールで食べると
なぜか一段とおいしく感じる。日本を出ると日本
の味が恋しくなり、少しでも日本の味がすると安
心しておいしく感じるんだろうなあ～と考えてる
うちにペロリと完食した。
食事も早々に再び補修をしていると今度はプシ
ュパがやってきた。プシュパは基本的に笑ってい
る、なにを言っても笑っている。
ボンドをつけてヘラでならす。これを繰り返し
ていると、プシュパがならした部分を笑いながら
触ろうとしていたので
自分「触っちゃダメ」
と言ったら爆笑していた。
せっかくなのでプシュパにも手伝ってもらうこ
とにした。
ヘラでならす方法を見せてヘラを渡した。する
と笑いながらもうまくやってくれた。
自分「お！ 新人なかなかやるじゃないか。その
調子でどんどんいくぞ」
と言ったら声にもならない声で爆笑していた。
自分がボンドを塗ってプシュパがヘラでならす。
そしてたまに
自分「おい、新人！ そこのならしが甘いぞ！」
プシュパ爆笑！
自分「なにわろてんねん！」
プシュパ大爆笑！
こんな調子で 2 人で笑いながら屋上の補修を終
えた。
日本に帰り、このときの会話を思い出す。取る
に足らない何でもない会話だ。あの大地震で失っ
た物はあっただろうが皆無事だった。もしあのと
き……。そんなことを考えたら、このなんでもな
い会話が奇跡に思えた。本当に皆無事でよかった。
生きてればまた会える。また会えればきっと、懐
かしい匂いに懐かしい風を感じながら、また何で
もない会話をするんだろう。それで十分だと思っ
た。

徳山 明志

「だいたい補修は終わってるわよ」
ホスピスの屋上で日本から持って来た外壁用の
ボンドでヒビを探しているとラクシュミが話しか
けてきた。
「そうみたいだね、でもせっかくだから気にな
るとこだけ補修しとくよ」
お互い言葉はわからないが身振り手振りでなん
となく意味が伝わってくるので遠慮なくこちらも
当たり前のように日本語で話す。
ラクシュミ（以下：ラク）「あのときはいろいろ
な物が落ちてきて大変だったわ」
自分「そうなんだ。でも本当ケガなくてよかった
よねぇ」
とお互い微笑んだ。
ラク「帽子かぶったほうがいいわよ」
強い日差しの中、黙々と気になるヒビを探して
は補修してる自分をラクシュミが心配して頭をポ
ンポンと軽く叩いた。
自分「うん、帽子持って来たんだけどどこに置い
たか忘れちゃってさ、少しだから我慢する」
ラクシュミはとても優しい女性でいつも気にか
けて話しかけてくれる。その優しさは喋り方にも
現れていて声のトーンやボリュームが安定してい
て安心する。再び黙々と補修作業をしているとラ
クシュミがやってきて
ラク「昼食できたわよ」
と両手を使って口にかき込むフリをした。食事の
サインは世界共通だなと笑った。
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藤本 成美

私は、このツアーの参加は 3 回目となります。
今回のツアーは、関空からの出発が私だけだった
ので、バンコクで大野国さん率いる羽田組の皆さ
んと合流させていただきました。年代もバラバラ
だったので、今回はどんなツアーになるのだろう
と、最初は正直心配してしまいました。そしてト
リブバン空港に着くなり、そのままマイティ・ネ
パールを訪問しました。今年もいくつかのクラス
を訪室しましたが、今年は私が今まで参加したも
のとまったく異なる雰囲気となりました。恵さん
と明子さんによる紙芝居とバルーンアートによる
イングリッシュレッスンが開かれたのです。恵さ
ん手作りの紙芝居は日本の文化や歴史がとてもわ
かりやすく表現されていて、明子さんがその場で
作るバルーンアートが紙芝居の中の物語をより現
実のものとさせていました。それを見る子どもた
ちの表情はとても輝いていて、私も次はなんの話
だろう、なにが作られるのだろうとワクワクしな
がら見ていました。このような手作りの授業は温
かみがあって、子どもたちのよい思い出になった
のではないかと思います。私自身すごく勉強にな
りました！
2 日目はヘタウダへの長距離移動がありました。
途中何度もトラブルがあり、いかにもネパールら
しいなと思いつつ車に揺られました。ヘタウダへ
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行く目的はプリベンション・キャンプへの訪問と
女の子たちとの交流。今までにもプリベンショ
ン・キャンプの話を聞いていたので、どのような
雰囲気でどのように勉強を行っているのかすごく
楽しみでした。今回出逢った子は前回までのクー
ルの卒業生でした。ここにもやはり地震の被害が
でており、次のクールが始められないそうです。
勉強できる体制があるにも関わらず、再開できな
い状況にあるのはとてももったいない状況だと感
じました。できるだけ早く、次の女の子たちが勉
強できる環境が整ってほしいと思います。卒業生
の子たちの環境はさまざまで、村からの推薦で来
た子もいれば、保護された子もいました。どのよ
うな環境の子であれ、短期間だが教育を受けられ、
裁縫などで将来を切り開けることは素晴らしいと
思う反面、すべての子が学校に行けない現状を目
の当たりにし、ネパール内の格差を改めて感じる
キャンプ訪問でもありました。暗い感想ばかりに
なりましたが、一緒に行ったピクニックではやは
りみんな踊る踊る！ そしてみんなの手品への反
応もすごくよかったです。ホスピスの子たちは盛
り上げ方を知っているというか、チビちゃんたち
も大きくなり、びっくりしてくれなくなってきて
いたので、キャンプの子たちの驚いて声も出ない
反応はなかなかいい感じでした。そんな彼女たち
は別れ際に涙が溢れてしまうほど純粋な女の子た
ちでした。彼女たちのような純朴な女の子たちが
連れ去られ売られる現状があると考えると、残酷
で仕方ありません。ヘタウダは人身売買が多い地
域の 1 つでもあるそうなので、今回出逢った女の
子たちが、地元の村で被害者がでないよう活動し
てくれることを願います。
6 日目は NDWS、デイケアセンター訪問、家庭訪
問というプログラムでした。ゴダワリ地区は地震
の被害が大きく、障がいを抱えた子どもたちの家
も倒壊しており、仮設住宅での生活を余儀なくさ
れていました。この度訪問したのは、マヘンドラ
君とハシーナちゃんが住む仮設住宅です。マヘン
ドラ君は下半身の障がいに加え、腎臓疾患もあり、
移植予定でしたが地震の影響で手術が延期され、
現在は週 2 回の透析に通っているそうです。マヘ
ンドラ君の家まではジープで行きましたが、もち
ろん何の舗装もされていない急な坂道で、大変危
険な道のりでした。これを弟さんのバイクに 2 人
乗りで夜間、病院に通っているそうで、到底日本
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では考えられない現状でした。また、ドナーはマ
ヘンドラ君の父親の予定ですが、まだ術前検査に
行っていないという状況で、その背景には病院に
かかったことがないという不安と、周囲の人から
の根拠のない噂話による恐怖感があるということ
でした。日本のように、予防接種や、些細な病気
や怪我で気軽に受診できるような環境でないこと、
保険制度がないこと、教育体制が整っておらず無
知であること。ネパールの医療の現状を改めて思
い知らされる経験でした。そのような環境下でも
マヘンドラ君には、移植に臨める環境が整い、健
康な身体となって、手先の器用さを生かした仕事
に就いてもらいたいです。
そしてハシーナの仮設住宅を訪問しました。ハ
シーナは地震後 3 日間、昏睡状態だと聞いていた
ため心配だったのですが、仮設も広くきれいにし
てあり、やはりお母さんの献身的なケアのおかげ
だと思いますが、元気な様子が見られて本当に安
心しました。
そして 7 日目はマイティの女性や子どもたち、
地震で家族を失った女の子たちとピクニックへ行
きました。ピクニックで驚いたのは、子どもたち
のダンスがすごく上手ということです！ 初めて
子どもたちのダンスを見たのですが、放課後のダ
ンス教室のレベルの高さに驚きました。今までと
は違った子どもたちの姿を見ることができたので
すごく新鮮でした。また、子どもたちと女性たち
は今バラバラに生活しているため、久しぶりに再
会できてすごく嬉しそうでした。子どもと女性た
ちは生活環境が変わって、少なからずストレスが
あったと思います。サッチガッタの子たちも、急
に生活環境が変わってしまって緊張が抜けきらな
いのではないかと思いました。ピクニックのとき、
いつもの元気がないように感じたので。また、今
回はホスピスのシスターと話すことができました。
その時学んだことは、ホスピスの子どもはきちん
と HIV のことについて理解しているということで
す。学校でも HIV の教育を行っているということ
は知っていたのですが、実際、それを感じること
ができたのは安心する面もあり、衝撃的でもあり
ました。私たちは普段 HIV という病気を身近に感
じる機会は少ないですが、彼らはずっとこの病気
と向き合って生きていかなければならないのだと、
改めて気づかされました。ホスピスの初代ナース
のシルちゃんによると、家族のつながりが大切と
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いうことでした。日本でも HIV への偏見は存在し
ていて、家族にさえも病気であると言えない方も
います。しかし、慢性疾患であるからこそ家族の
支えが必要なのだと感じました。ピクニックのと
きでも、ビピンや女性や子どもたちが久しぶりの
再会を喜んでいる姿をみると、やはりホスピスの
皆は１つの家族であり、互いに支え合い生活して
いたのだと思いました。
最後になりますが、毎回ネパールに来ると気づ
かされることがたくさんあり、とくに今回は、い
ろんな分野の方と生活を共にすることができたた
め、今まで知らなかった世界を知ることができま
した。私のように助産学生として母子という 1 つ
の分野を極めていくことも大切ですが、それは社
会の一部であり、それを取り巻く社会全体にも目
を向けていかなければいけないと学びました。学
校という環境を生活のほとんどにしていたため、
視野が狭くなっていたのだと気づかされました。
国際支援というものをとっても、さまざまな方向
から支援できるのだということも学ぶことができ
ました。
今回のツアーも復興支援のときでさえも笑いの
耐えない、本当に楽しい時間を過ごすことができ
ました。たった 10 日間ですが、たくさんの学びや
出会いを得られた貴重な体験でした。ツアー参加
者の皆さま、亀尾さん、ラジャさん、そしてまり
子さん、本当にありがとうございました。また会
いましょう！
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続けていただきたいと思いました。私は私なりに、
貢献できる方法を模索し、実践します。本当にあ
りがとうございました。

松本 祐美

私は、今回初めてネパールを訪れました。この
ツアーに対する参加動機は、大学で毎年行ってい
るネパールでのゼミ活動が中止になったことと、
自分の肌で現地を感じたいと思ったことがきっか
けでした。
ツアーを知る以前に、ネパールには、人身売買
が今もなお続いていること、またその被害者の多
くは少女だということを知る機会がありました。
私はそこから、彼女たちを知りたいと思うように
なりました。
実際に行ってみると、息をのむほどの自然の美
しさ、人なつっこい人々の温かさ、本当にこの国
に人身売買なんて存在するのだろうかと疑わされ
るほどのものがありました。
また、被害者の彼女たちには今の私には絶対に
持てない強さを感じました。今の自分が恥ずかし
くなるほどでした。
貧困や、レイプ被害で捨てられていく赤ちゃん
たち。この子たちのアイデンティティや将来はい
ったい、誰にどんなふうに責任を問えばよいのだ
ろうと思いました。
今回のツアーで強く心に残ったことは、いかに
自分が彼女たちのことをイメージでしか考えてい
ないかということ、また、本当に救いたいのなら
資金が必要なのだということです。とても、自分
の人生に大きな衝撃を与えてくれたスタディツア
ーでした。
最後に、ツアー関係者の皆さま、またマイティ
など各施設の関係者の皆さま、本当にお世話にな
りました。この素晴らしい活動をこれからもぜひ、
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ツアーの魅力
まず、私がツアーに参加して驚いたことがリピ
ーターさんの多さです。私は大学の関係で 1 日遅
れて参加させていただいたのですが、もうすでに
アットホームな雰囲気が完成されていて、驚きま
した。話を聞いてみるとだいたい半分ほどの人が
前回の参加者、何年かぶりに参加している方、毎
年参加している方という方々でした。初めは「す
ごいなー」としか思っていませんでしたが、次第
にその理由がわかっていきました。その理由は、3
点です。
1 点目は「女の子たちとの約束」です。ツアー
の中では、多くの女の子たちと出会いました。い
ろんな子がいましたが、皆に共通していることは
「私たちが来ることを楽しみにしている」という
ことです。女の子たちは皆とっても人懐っこくて
かわいいです。見つけるとすぐに走って駆け寄っ
てきてくれます。私はみんなと過ごす時間がみん
なにとって楽しい時間であってほしいと願いまし
た。別れのときには「また来るからね」とよく約
束しますが、約束したからには必ず守らなくては
いけません。なぜなら、女の子たちにとってピク
ニックに行ったり、みんなで踊ったりする時間は
年に何度もあるわけではないのです。そのため、
約束したら１年間ずっとその日を待っているとい
うことを教えていただきました。実際にみんなで
遊んでいる最中にも「次はいつ来るの？」と聞い
てくることもありました。そのくらい楽しみにし
ているんです。そのため、女の子たちと「また来
るね」と約束したからまた会いに来ましたという
方も多くいらっしゃいました。
2 点目は「学生と社会人が一緒に行動する貴重
な時間」です。ツアーの参加資格が 18 歳以上とい
う規定しかないため今回のツアーでは半分が学生、
半分が社会人という割合でした。そのためツアー
中もさまざまな角度の視点からの意見を聞くこと
ができ、1 つの情報に対して何倍もの収穫がある
ため情報量が膨大でした。また、ツアーの内容以
外でも社会のことや私自身のこれからの人生設計
など普段大学で学生と関わっているだけではなか
なか聞くことのできない話を聞くことができまし
た。また、10 日間以上一緒に活動するため年齢問
わず皆さんと仲良くなることができます。職種も
さまざまな方がいて、お話するだけでも勉強にな
りました。

ネパールに行けて
峰崎 はなこ

○スタディツアーに参加するにあたって
念願だったネパールに行けたこと、心からよか
ったと思っています。
今年の春、私は、長谷川まり子さんの『少女売
買』
（光文社）を読み、ラリグラス・ジャパンの存
在、スタディツアーの存在を知りました。絶対に
ツアーに参加して、この子たちと楽しい時間を一
緒に過ごしたい！ と思っていた矢先、ネパール
での地震がありました。女の子たちは無事なのだ
ろうか、今年は行くことができるのだろうかと思
っていましたが、ツアーが実施されることを知り、
これは行くしかない！ と決心し、スタディツア
ーへの参加を決めました。
しかし、案の定両親から猛反対がありました。
普段、私は大学で国際協力の団体に属しているた
め何度か海外に行ったことはありましたが、今回
は地震の直後ということもあり、両親も「絶対反
対！！！」という感じでした。しかし、私は東日
本大震災のときに被災地にボランティアに行った
際、海外から私よりも長い期間滞在して復興のお
手伝いをしている方々がいることに衝撃を受けま
した。次は私がお手伝いする番だ！ と思い、被
災地活動が含まれている今回のツアーにどうして
も参加したいと強く思っていました。このように
両親と対立する中、ラリグラス・ジャパンの秋山
佳子さん、そして代表の長谷川まり子さん直々に
両親を説得してくださり、承諾を得ることができ、
参加することができました。
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3 点目は「長谷川まり子さん」です。もう自分
の語彙力のなさが悔しいですが、すごい！ とし
か言いようがありません。人身売買の分野のみな
らずさまざまな分野の知識がとてつもなく豊富で、
女の子たちや現地のスタッフ、通訳のラジャさん
との信頼関係を見ると、私には想像もできないほ
ど長い道のりを歩んできての今なのだろうと感じ
させられました。少しでもわからないことがある
とすぐに説明してくださり、質問を投げかけると
私が望む答えの倍の答えで返してくださいます。
移動中の車内での会話も内容の濃いものが多く、
すべて聞き逃してないか悔しいほどです。まり子
さんにはすべてがお見通しされているような気が
しました。まり子さんの人柄に皆さん惹かれてい
るのでしょう。
以上 3 点がスタディツアーの魅力であり、リピ
ーター率の高さの理由だと思います。

参加してみて
人身売買の被害者の子や、HIV に感染している
子（母子感染、旦那から）、震災の被害者みんな一
生懸命に生き生きと生きていました。というのも、
みんなでピクニックに行ったときもとっても素敵
な笑顔で溢れていて、みんなが HIV に感染してい
ることなんて忘れてしまうほどでした。その反面、
どうして私と同年代の子が違う土地に生まれただ
けでこんな目に合ってしまうのだろうとも思いま
した。そして、もうこれ以上同じような子を出し
たくないと感じました。ツアー中「私にできるこ
とは何だろう。私にできることは何だろう」と何
度も考えました。そして、予防の要とされていた
“教育”というワードが引っかかりました。この
直勘を信じて少し進んでみたいと思います。
また、ツアーを通じて私自身もっともっと勉強
しなくてはいけないと強く感じました。今までは
英語があんまりできなくてもノリで全然いける！
と正直思っていました。しかし、今回はそれが通
用しませんでした。というよりも、もっと話した
いこと、伝えたいことがあるのに伝えられなくて
もどかしい気持ちがありました。そして、人身売
買のことももっと勉強したいと思いました。
私自身成長して、またみんなに会いに行きます。
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今回、一緒にツアーに参加させていただいた、
歩く辞書 大野国さん・みんなのお兄さん おとく
さん・かっちょいい姉御 めぐ姉さん・圧倒的な包
容力 すーさん（スーマヤ）
・すべてがかわいい 柴
田さん・ブラックなところも素敵 なるちゃんさ
ん・モンゴルマン ゆみか・見た目はホラン中身は
おやじ ゆみ・圧倒的な存在感 もっちゃん 皆さ
んに出会えて本当によかったです。そして、ツア
ーを企画・運営してくださったラリグラス・ジャ
パンの皆さま、風の旅行社さま、一緒に同行して
くださったカメちゃんさん（グル様）、ラジャさん
（ラジャ子）、代表のまり子さんに心より感謝申し
上げます。
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2015 年ツアーに参加して

ことはホスピスの女性たちと、マイティ本部にい
る子どもたちの安否だったので、ピクニックで元
気にはしゃぐ姿が見られてとてもよかったです。
そしてなにより一番嬉しかったのは、ホスピスに
いた子どもたちが私のことを覚えていてくれたこ
とです。相変わらず“ディディ”ではなく“アン
ティ”と呼ばれていましたが……。
ツアー参加者の鈴木さんが持参してくださった
バルーンが大好評で、ピクニック用に確保したス
ペースの半分は風船の工房ができていました（笑）。
途中、同じく公園に遊びに来ていた地元の子ども
たちも混ざってきて、「私にお花の風船を作って」
「いや、私が先に頼んだ」
「いやこれは私の風船で
しょ」といったようにパニック状態に。今回のピ
クニックにはニューフェイス（被災者の女の子３
名）も加わっているということで、誰が誰だか私
はてんやわんやでした。そんな中で 1 つとても感
心したのは、クリシュナお兄さんの対応でした。
「ホスピスの子を優先したほうがいいのかな？」
と思っていた私の戸惑いを見透かしたかのように、
雰囲気に誘われてやってきた地元の子どもたちの
要望もしっかりと聞いて、私に伝えようとしてく
れていました。誰にでも平等に優しく、それを当
然のようにできてしまう彼の人格は、とても魅力
的で立派なものだと思いました。
風船作りや踊りに疲れたら、ベンチで休んでい
る、去年カカルビッタにいた女性たちとゆっくり
お話をすることができました。ホスピスの子ども
たちで盛り上がる中、少々疎外感を感じている人
も多かったようです。そんなときは、おそろいの
サンダルや、アクセサリーを褒めるととても嬉し
そうにしてくれました。彼女たちとは昨年、
「アン
ティ（まり子さん）以外誰も私たちを愛してくれ
ない。アンティが来年も来てくれなかったら死ん
じゃう」と悲しい涙にぬれての悲しいお別れにな
ってしまいましたが、今年は皆、楽しそうな表情
で満足そうに帰っていったので、とてもよかった
です。元気な子どもたちに圧倒される大忙しの 1
日でしたが、皆が笑顔でお別れできるのなら、今
回のような大所帯でのイベントの形でよかったの
かなと思います。とにかく、皆さんとっても元気
そうで安心しました。

本橋 鮎花

本ツアーの参加は今回で 2 回目になります。個
人的な都合により、13 日からの遅れての参加にな
りました。マイティ本部、ワークショップへの訪
問と、ピクニックには参戦できましたが、残念な
がらプログラム前半にあったヘタウダへの訪問は
かないませんでした。昨年、カカルビッタで、制
服を着て不審人物の越境を監視する元被害者女性
たちの姿に強く感じるものがあったので、今年も
その“前線”を見学させていただいて、自らに喝
を入れなければと長らく心に決めていたので、今
回はそれができないことが本当に心残りでした。
また、前回は私にとってほぼ初めての海外だと
言ってもいいものだったので、ネパールの雰囲気
自体が新鮮で、なにを聞いてもなにを見てもすべ
てが刺激的でした。スポンジのようにいろんなも
のを吸収することができていました。しかし今度
は、
「私はネパールのなにを見て、なにを知ってく
ればいいんだろう」そんな漠然とした疑問を抱え
て、遂に解決しないまま 6 日間が終わってしまっ
たというのが正直な感想です。今年は 4 月に大き
な地震もあったので、それもまた“考えなければ
ならないこと”として私に視野を広げさせようと
して、
「なにから知ればいいのかわからない」とい
った具合に、私の思考はほぼ運動停止状態でした。
もう少し頭を働かせていれば、なにかはっとする
ものが見つけられたのかな、と思うと悔しさが残
ります。
とりあえず、今回のツアーで一番知りたかった
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女の子の中に自分の親、民族もわからないとい
う子がいました。自分でお金を稼いで見つけ出そ
うとしていました。本当に現実にそんなことがあ
るのかと思い知らされました。決して楽ではない
環境でたくましく強く生きている姿を見て自分が
恥ずかしくなると同時にそんな姿を見て少しでも
力になりたいと強く思いました。

山田 有美香

ホスピスの子ども、女性たち、被災した子ども
たちとのピクニックでほっこりする出来事があり
ました。ホスピスの子どもたちがどんちゃん騒ぎ
をしている輪に入れずにいた子に一緒に踊ろうと
誘ってみたけれど、恥ずかしさからか終始もじも
じしていました。あまり話すこともできずにいま
したが、別れ際に「話しかけてくれてありがとう！
楽しかった！」と、まぶしいくらいの笑顔で言わ
れ、とても嬉しかったです。気持ちを伝えるのに
言葉は必要なく、目を合わせたり、側にいたり、
それだけでもいいのだと改めて感じました。ホス
ピスの子たちは鼻血を出して倒れてしまうのでは
ないかと思うほどの相変わらずのパワフルさで、
全力で食べ、全力で遊ぶ姿に見ている側がパワー
をもらうなと思いました。
昨年に引き続き 2 回目のツアー参加でした。子
どもたちや女性たちに会いに行こう！ と思う反
面、大地震が発生し、私が行くよりも旅費を寄付
したほうがいいのかなという気持ちもあり、少し
悩みながらの参加でした。ツアーを終えた今思う
ことは、行ってよかった！ ということです。前
回とは違った日程、メンバーと過ごすことで新し
い発見や気づきがありました。

ツアー終盤に組み込まれたバクタプルでの瓦礫
撤去作業。これによって私の体力は失われました。
カトマンズ市内とは違ってまったく片付いていな
い瓦礫の山を見て、支援の差を実感しました。屋
上から１階まで煉瓦を運ぶのは想像以上にしんど
い作業でしたが、参加者の皆さんや現地の人たち
とわいわいしながらやっていると楽しい作業にも
思えました。バクタプルに住んでいる人たちも地
域内で協力して残りの瓦礫を撤去してほしいなと
思いました。次に訪問する時までに少しでも生活
環境がよくなっていたらいいなと思います。また、
お金がある人はお金を、筋肉がある人は筋肉を使
いにネパールに行ってほしいです！

前回のツアーでは人身売買の複雑さ、根の深さ、
ネパールが抱える問題を知り、ただただ無力感で
いっぱいでした。ですが、今回は少しだけ自分に
もできることがあるのではないかと思いました。
プリベンション・キャンプの女の子たちとピクニ
ックに行ったときにそう感じました。たくさんの
ごちそうを食べ、踊って、1 日楽しんでその費用
が 3 万円ほど。私のバイト代でできるのか！ と、
驚愕しました。また、女の子たちが縫製のお店を
開くには 6 万円の資金が必要だと知り、自分がし
ているちょっとした贅沢をせずに、シフトを増や
せばお店を開くのに協力できると話を聞きながら
思いました。

ラリグラス・ジャパンのツアーは毎日ハッとす
る出来事の連続です。予定みっちりのスケジュー
ルで、1 日 1 日の出来事や感じたことすべてを消
化するのはなかなか難しいですが、そのような経
験をもっと多くの人にしてほしいなと思います。
ツアーに参加し、子どもたちとたくさん笑い、思
い出を作り、ネパールのことを知り、ネパールが
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抱える問題を発信していく人が増えてほしいです。
微力ではあるけれど無力ではないと信じて、自分
ができることをコツコツやっていこうと思います。
毎年会いに行くことができなくても子どもたちの
ことを思い出し、今後も関わっていきたいと思い
ます。出会った子どもや女性を忘れることはでき
ません。ネパールにいるみんなに負けないよう、
人間として成長した姿を見せにまたネパールに行
きます。
今回もツアーは本当に楽しく年齢や興味関心の
異なる参加者さんと過ごすことで、ネパールのこ
とだけではなく、自分自身について考えるきっか
けにもなりました。ラリグラス・ジャパンの皆さ
ん、参加者の皆さん、そしてネパールで出会った
皆さん、本当にありがとうございました！ また
お会いできるのを楽しみにしています！
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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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