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はじめに

4 月 25 日、カトマンズより西へ 80km に位置するゴルカ郡を震源とした、マグニチュード 7.9 の大地震が
発生しました。
ネパールは、建造物の耐震性だけでなく、地震発生時、どのように行動すればよいかというノウハウにおい
ても、十分な備えがない国です。そのため、8,604 名もの尊い命が失われ、約 750 万個の家屋が倒壊する結果
となりました。
これを受け、当会は、4 月 27 日、緊急支援募金の呼びかけを決定し、パートナー団体であるマイティ・ネ
パールと NDWS を通じて、被災された方々の支援にあたりました。
本書にて、現地プロジェクトの進捗状況とともに、震災後の現地の実情をご報告します。

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
●この春、マイティ・ネパールの運営方針が 3 点、
大きく変わった。
ひとつは、SLC（高校卒業資格国家試験）を終え
た男子は、マイティの寮から退所し、独り立ちさ
せることになった。といっても、マイティのサポ
ートをまったく受けられないというわけではない。
実家がある者については家族のもとに返す方針だ
が、実家がなかったり、あったとしてもなんらか
の事情で身を寄せられない場合は、これまでとも
に暮らしてきた仲間と共同生活できるよう、マイ
ティがアパートをアレンジしたとのことだ。が、
自活が基本方針であるため、生活費の補助は行っ
ていない。そのかわり、信頼のおける就職先を紹
介し、勉強を続けたい場合は、アヌラダさんが外
部で運営するカレッジに無料で通うことができる。
裕福な家庭の出身者でない限り、仕事をしながら
学業を続けるのがネパールでは普通のこととされ
ているのだ。
●以上のような方針により、男子寮の人員が半数
ほどに減ってしまった。退所した男子のなかには、
15 年以上、成長を見守ってきた男の子たちもいた。
大人の腰ぐらいしか身長がなかった子が、いつの
間にか筆者の身長を超えた。重い荷物を持ってい
ると、さりげなく手を貸してくれた。そうした姿
を見るたびに、彼らの成長を喜ばしく思ったもの
だが、成長の先には巣立ちがあるのだ。正直、ち
ょっとさびしい。
が、会おうと思えば会える子もたくさんいる。
今回の滞在中も、ホテルのあるタメル地区を歩い
ていたら、背後から「アンティ！」と呼びかけら
れた。声の主は、マイティを退所した男子２名。
アヌラダさんが紹介してくれた王宮通りの高級コ
ーヒーショップで、バリスタとして働いており、
これから職場に向かうところとのことだった。
マイティを卒業した子どもたちは、それぞれの
道を歩んでいる。こうして、カトマンズの中心で
働いている子も少なくない。偶然、ばったり出会
ったとき、明るく元気に生活してくれていれば、
それもまたとても喜ばしいことである。
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この夏のツアーの際、前述の男の子が働いてい
るコーヒーショップをぜひ、訪ねてみようと思う。

来年、退所する男子も。確かに、見た目はオトナだが、
まだ 17～18 歳。やはり心配だから、見守り続けたい。

●HIV に母子感染し、小学 5 年生になるまでホス
ピスで養育されていたビピンくんも、SLC を終え
たため、マイティの寮から退所した。優秀な彼は、
学業の継続を希望し、アヌラダさんが運営するカ
レッジで学んでいる。住まいは、友だちと一緒に
アパートをシェアしているとのこと。家賃は、古
くから私たちとともにマイティを支援してきたペ
トロのサポートだ。職は、彼だからこそできる仕
事を私たちが提供することになった。
私たちとは、
「ラリグラス・ジャパン」と「アー
シャ・ネパール」である。「アーシャ・ネパール」
は、インドから帰還したサバイバー（人身売買の
被害者の意。近年、Victim に代わり用いられるよ
うになった）をサポートする NGO だ。代表は、ホ
スピスの初代ナース、シルちゃん。中心的なドナ
ーは、ペトロ同様、私たちとともに古くからマイ
ティを支援してきたイギリスのピーターの団体だ。
それぞれの団体にはそれぞれの活動方針がある。
ここで詳述するのは避けるが、時には、袂を分け
ざるを得ないこともあり、さまざまな経緯があっ
て、シルちゃんはマイティを辞し、NGO を立ち上
げた。当会は、彼女の団体に経済支援をしてはい
ない。が、彼女がマイティを退職した後も、年 2
回、必ず施設を訪問し、ずっと旧交を温めてきた。
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ペトロ、ピーター、ゲリオン、シルちゃん、そし
てラリグラス。いずれも人身売買問題という共通
課題のもとに集った長年の同志であるからだ。
そんな私たちで、ビピンくんに仕事を提供する
ことになった。仕事の内容は、
「アーシャ・ネパー
ル」の支援を受けながら、社会の中で暮らしてい
るサバイバーのもとを定期訪問し、生活支援を行
うコーディネーターである。
ビピンくんは、聡明であるうえに、マナーがよ
く、とても丁寧な話し方をする。面倒見もよく、
ホスピスの弟や妹たちにたいへん慕われていた。
ひとことで表すとすれば、紛うことなき好青年。
彼なら、きっとすばらしい仕事をしてくれるはず
だ。
みんなで相談し、ビピンの給料は月額 10,000
ルピーとなった。そのうち、当会が 7,000 ルピー
を、3,000 ルピーをペトロが支援することになっ
た。
「やっと一緒に仕事ができる！ アーシャ・ネパ
ールとラリグラスのはじめての共同プロジェクト
ですね！ この日をずっと待っていた！」
シルちゃん、大興奮。私たちも、ふたたび一緒
に仕事ができてうれしい限りである。
ホスピス最年長のビピンくんは、ラリグラスに
とって長男のようなもの。皆さまにも彼の前途を
応援していただければ幸いである。

の意向によって、彼女たちはマイティに送り届け
られたわけで、ホスピスを退所した後、家族のも
とに身を寄せるのは難しい。ゆえに、マイティが
住まいや仕事を斡旋し、自活の道をサポートする
予定である。また、医療ケアについては、月 1 回、
マイティ本部のクリニックに出向いてもらい、定
期健診と薬の提供を継続するとのことだ。
「ホスピスから出たくない。やっていけるかどう
か心配なんです」
タラさんもパビットラさんも、そう口をそろえ
ていた。長い年月、一般社会から離れて生活して
きたのだから、不安なのは当然のことだ。
が、子どもたちの将来を考えれば、普通の家庭
生活を送ることはとても重要なことだ。不安は大
きいだろうが、マイティのアドバイスを仰ぎなが
ら、子どものためにぜひ、がんばってほしい。
※注記：ネパール地震の影響により、退所の予定
は延期となったが、状況が落ち着き次第、自活の
準備が開始される予定である。
●みっつめの方針変更は、テレサ・アカデミーに
保護される子どものうち、家族がいる場合は、家
庭に返すことになったことだ。さほど多くはない
が、それでも何人かの子どもが家族のもとで暮ら
すことになった。
マイティのドナーの大半が欧米の団体だ。その
なかのある団体が、マイティに対し、次のように
意見したという。
「マイティは、孤児院を運営する NGO として登録
されている。が、なかには家族がいるのに、保護
している子もいる。私たちは、孤児院をサポート
しているのだから、孤児でなければ支援対象とな
りません」
理論上はもっともなことだ。また、無限に支援
できるわけではないため、どこかで対象者を線引
きする必要があることも理解できる。が、マイテ
ィに保護される子どもたちは、なんらかの事情が
あって家族の養育を受けられず、送り届けられた
わけである。杓子定規に、孤児か否かで判断する
のは危険であろう。
が、この団体の意向は揺るがず、孤児に対して
のみ支援するとの理由で、支援金が削減されてし
まったようである。
マイティが保護する女性や子どもたちの数は、
全施設を合わせると 1,000 人を超える。そのすべ

ラリグラス期待の長男、ビピンくん。がんばれ！

●ふたつめの方針変更は、ホスピスに入所してい
る母子を独立させることになった点だ。対象者は、
タラさんとランジット親子、パビットラさんとマ
ンディル親子である。
この二組の母子には実家がある。もっとも実家
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てに衣食住と教育、医療を提供するには、膨大な
資金を要する。が、年々、マイティに寄せられる
支援金は、減少傾向にある。実際問題として、保
護活動の規模を縮小化するしかないのだ。
これまで仲間とともに生活してきたマイティを
後にするのは、子どもたちにとってもつらいこと
だったと思う。が、もし、なにか問題があれば、
いつでもマイティのスタッフが対応してくれる。
マイティもまた実家であることを忘れずに、がん
ばって新たな生活を切り開いていってほしい。

ド在住の知的障がいを持つネパール人女性が 9 人
の男性に強姦され、殺害される事件が起こった。
そして 3 月には、ネパールにおいて、わずか 6 歳
の女児がレイプされるという事件が続いた。
ネパールやインドの女性は社会的低位にあり、
さまざまな差別や迫害を受けている。障がいを持
つ人もまた同様だ。昨今、ネパールやインドでは、
そんな社会的に弱い立場の女性を狙った性犯罪が
頻発しており、マイティやレスキュー・ファンデ
ーションにも、レイプ被害にあった少女たちが、
多数、保護されている。看過できないのは、加害
者の中に、市民の安全を守るべき警察官や軍人な
ども含まれていることだ。
こうした実情を受け、3 月、マイティ・ネパー
ルは、保護される女性たち、テレサ・アカデミー
の年長の少女たちが一丸となって、大規模な抗議
デモを行った。喉をからしながらもシュプレヒコ
ールを続ける女性たちに、市井の人々からも、応
援の声がかかったという。

●４つめの方針変更は、サッチガッタのメンタル
ケア施設が閉所されたことである。そのため、入
所していた女性たちは、全員、ホスピスに移転し
てきた（詳細はホスピスの項を参照）。
メンタルケア施設は、東ネパールの農村地帯に
ポツンとあるため、セキュリティー面が案じられ
ていた。国境に接し、さまざまな人が行きかうた
め、治安がよいとはいえない。よって、男性の門
番 2 名と雑務員 1 名を雇用し、安全対策に努めて
いたのだが、それでも以前、泥棒に入られたこと
がある。
そのようなわけで、セキュリティー担当者はた
いへん重要なのだが、古くからのスタッフが体調
不良を理由に退職して以降、なかなかよい人材が
見つからなかったという。ネパールには出稼ぎに
行く人が多数いるが、この地域の大半の若者も、
仕事を求めて海外にわたっているらしいのだ。
よいスタッフがみつからないことに加えて、前
述のとおり、マイティは今、経済的に厳しい状況
にある。経費削減は喫緊の課題であり、メンタル
ケア施設の閉所が決定したとのことである。
現在、施設は空き家のままだが、広大な畑や田
んぼは、地域の農家に頼み、管理してもらってい
るという。実のところ、アヌラダさんは、施設を
継続したいと考えていたようで、今後、スタッフ
の確保と経済的な折り合いがつけば、再開される
可能性もある。ラリグラスとしても、精神疾患を
抱える女性たちには、豊かな自然環境も大切なケ
アのファクターであると考えるため、いつかまた
施設が再開できればと願っている。

●前述のニューデリーで起きた集団レイプ事件の
あと、インドでも政府の性暴力対策を批判する大
規模な抗議デモが発生した。これを受けて、イン
ド政府は 2 月 3 日、強姦致死に対する死刑の導入
など、性犯罪に対する厳罰化を行う布告を発令し
た。この布告は、即時効力を発揮するが、６カ月
以内に議会の承認を得るとされている。
しかし、現地の女性団体は、政府の対策は拙速
なパフォーマンスにすぎず、性暴力を根絶するた
めの重要な施策を欠いているとして強く批判して
いる。
性犯罪に対する厳罰化も、確かに重要であろう。
が、単なる法整備にとどまらず、女性の社会的地
位を向上するためのエンパワメント策をはじめ、
総体的な社会改革を行わなければ、犯罪を防ぐこ
とはできない。インド政府が出した布告は、そう
した点にまったく触れていないのである。
ネパールにおいても、性犯罪に対する処罰はさ
ほど重くなく、厳罰化が望まれるところだが、イ
ンドの女性団体の指摘のように、女性の社会的地
位を向上するためのエンパワメント策をはじめ、
総体的な社会改革と同時に女性の社会的地位の向
上を図ることもまた、極めて重要な課題なのであ
る。

●昨年 12 月、インドの首都ニューデリーで、女子
学生（23）がバスの中で男 6 人から性的暴行を受
け死亡する事件が発生した。今年 2 月には、イン
4
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テレサ・アカデミー の女の子たちは、もはやお菓子詰め
「性犯罪者に厳罰を！」と声を張り上げるマイティの女

のベテラン！

性たち

一列に並んで配布を待つ子どもたち。まだかな、まだか
な？
残酷な事件が続くネパール

●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 セットを用意させてい
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！
上田朋子 大西朋子 柿沼美沙子 春日恵
金子三郎 工藤節子 杉山弘子 鈴木樹代子
瀧口修薫 竹内淳子 手島綾 寺沢由里子
永尾渉 福田昌代 福原匡伸 フジノカオリ
松永一夫 丸山竹士郎 水上直樹 三原一夫
村上隆男 森本恵弥 山田千恵

いえ～い！

以上の方々（敬称略）から、計 88,254 円のご支援
いただきました。
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もらったぜ～！
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スピスの女性や子どもたちは出席がかなわなかっ
た。来賓者もたいへん少なく、外国人は筆者とカ
ナダ人ジャーナリストだけ。いつもならケータリ
ングサービスを頼み、ご馳走がふるまわれるのだ
が、業者が来られず、マイティのスタッフが急ご
しらえしたそうだ。
そのようなわけで、今年はかなりこぢんまりと
した祝賀行事となってしまったが、それでも恒例
のスタッフによる出し物に、大歓声をあげる子ど
もや女性たちだった。
シェルターの女の子たちもニッコリ。少しずつ大切に食
べるそうだ

左から、マイティ専属の弁護士、広報担当者、弁護士、
カウンセラー。いずれもキャリアの長いシニアスタッフ
だが、この日は村娘になりきってダンス！
男の子だって、やっぱり甘いものが好き！

●毎年 4 月上旬、マイティ・ネパールの設立を記
念して祝賀行事が催される。この時期は、子ども
たちの進級試験も終了し、春休みにあるため、施
設全体がリラックスムード。本部の中庭に巨大テ
ントを設えて、入所者やスタッフ、来賓らが集い、
さまざまなプログラムを楽しむ 1 日となる……予
定だったのだが、なんと、マオイストの呼びかけ
によるバンダ（ゼネスト）に。店舗もレストラン
もすべて閉業し、通りには車１台、走っていない
状態である。
それでも休めない人は、仕事に行かねばならな
い。バスもタクシーも動いていないため、徒歩か
自転車、ここぞとばかりに狂ったような高値を要
求する人力車を使うしか方法はない。が、筆者に
はプレスカードがあるため、それを掲げながらラ
ジャさんのバイクにまたがり、辛うじてマイティ
にたどり着くことができた。
が、バンダの中での移動は、やはり難しく、ホ

アヌラダさんとビシュワさんも恒例のペアダンスを披露
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サバイバーの女の子も登壇！

人前に出て、評価されれ

サバイバーの女性たちも、ダンス、ダンス！

ば大きな自信に

子どもたちも、毎年、スタッフの出 し物を楽しみにして
いる

音楽に合わせて踊るちびっこたち。ノリノリです！
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お知らせ
■マイティ・ネパール代表
アヌラダ・コイララさん来日について
日本を「女性が輝く社会」にするという安倍総
理のイニシアチブの下、8 月下旬、3 日間の日程で、
国際会議「女性が輝く社会に向けた国際シンポジ
ウム（略称：WAW! Tokyo 2015」が開催されます。
このシンポジウムには、世界各地から 1,000 人の
政治リーダー、ビジネスリーダー、有識者などが
招かれ、女性の活躍促進のための方途が発信され
るとのことです。
この 1,000 人の中に、ネパール代表として、マ
イティ・ネパール代表、アヌラダ・コイララさん
が選ばれました。また、期間中、1,000 人の中か
ら絞り込まれた 100 人によるハイレベル・ラウン
ドテーブルが行われる予定ですが、この 100 人の
ひとりにアヌラダさんも含まれています。ラウン
ドテーブルには、安倍首相夫妻も出席するとのこ
となので、人身売買問題について、直接、意見交
換するチャンスがあればと期待していました。ま
た、シンポジウム終了後には、当会主催の講演会
も予定していました。
ところが、先のネパール地震の影響により、ア
ヌラダさんの来日は見送られることとなりました。
たいへん残念ではありますが、現地の状況が落ち
着きましたら、改めて招へいを計画したいと思っ
ています。
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地震発生後、さらに多忙な日々を送るアヌラダさんだが、
予定どおり来日していただければと願っている

■代表・長谷川まり子が、インド・デ
リーで講演します！
拙著『少女売買』がきっかけとなり、日本企業
のデリー駐在員の方々で構成される『国際協力ひ
ろば』とのご縁が生まれました。そして、
『国際協
力ひろば』のみなさまのお招きにより、8 月 1 日
（土）、国際交流基金デリー事務所のホールにて、
南アジアをテーマに講演させていただくことにな
りました。当日は、レスキュー・ファンデーショ
ンのトリベニさんにもスピーチしていただければ
と、現在、スケジュールを調整中です。
講演会の模様は、次回 11 月発行予定のラリグラ
ス・レポートでご報告させていただきます。

現地報告：ホスピス

ホスピス

●マイティ本部の項に記したとおり、サッチガッ
タのメンタルケア施設が閉所されたため、入所し
ていた女性たちがホスピスに移転してきた。
それを受け、これまでホスピスで生活してきた
子どもたちは、マイティ本部の寮に移転すること
になった。ベッド数が足りなくなったこともある
が、ホスピスからテレサ・アカデミーに毎日通う
のは負担が大きく、勉強も遅れがちであることも
移転を決めた理由である。春休みや祝日など、ま
とまった休暇はホスピスに戻って過ごすようだが、
日常的な生活の場は、本部の寮となるとのことだ。
子どもたちは口々に、「ホスピスのほうがいい」
と言っていた。女性たちが母親代わりとなり、ア
ットホームな雰囲気の中で育ってきた彼らにすれ
ば、規律の厳しい寮生活は確かにしんどいだろう。
が、一方で、たくさんの仲間と賑やかに暮らすこ
とができ、学習面のサポートにも力を入れてもら
える。
訪問時はまだ移転したばかり。慣れない生活に
戸惑っている子もいたが、8 月の訪問時には、き
っと元気な姿を見せてくれるだろう。
●成人女性だけとなったホスピス。雰囲気を明る
くしてくれていた子どもたちの姿が見えず、女性
たちはやはりさびしいようだ。また、新たに加わ
ったサッチガッタの女性たちの存在が、少しスト
レスをもたらしているようでもある。
「サッチガッタの人は、朝起きても置きっぱなし。
布団もたたまない」
「食事の時だって、食べたら食べっぱなし。食器
を洗うどころか、キッチンに運ぶことさえしない」
「注意すると、ものすごい勢いで怒ってくる人も
いる。ケンカばっかりしてます」
こうした声が寄せられた。
メンタルケア施設で生活していた頃の女性たち
の多くは、台所仕事や掃除、洗濯や畑仕事、家畜
の世話など、分担して行っていた。また、なかに
は、ラッピングペーパーや草を素材としたカゴ作
りで収入を得られるまで病状が好転した女性もい
た。しかし、環境が大きく変わったことで、状態
が後退してしまったようだ。自然豊かなサッチガ
ッタでは、青々としたフィールドで畑仕事をした

り、近くの川まで散歩にでかけることもできたが、
塀に囲まれたホスピスではそれもかなわない。閉
鎖的な環境が、女性たちにストレスを与えている
ようである。
与えられた仕事をやり遂げる。周囲に褒められ
る。するともっとがんばりたくなる。こうした一
連の流れが、女性たちに達成感をもたらし、精神
面に大きなプラス効果がみられた。ホスピスでも
同様、各自にやりがいを感じる仕事を提供すべき
だが、まずは新しい環境に慣れる段階にある。落
ち着いたところで、それぞれに役割を持たせる予
定とのことだった。

とても賑やかになったホスピスだが、大人数ならではの
支障も。春休みで帰ってきた子どもたちを加えると、食
堂の席が足りないため、二組に分けて食事しているとの
ことだった

9

現地報告：ホスピス

サッチガッタの施設で最年長のティカディディさんは、

一口でパクリとやらないと、中のソ ースがブシャーッと

「残してきた牛が心配。面倒みなくちゃならないから帰

あふれてしまう。けれど、ちびっこのおちょぼ口ではち

りたい」と毎日言っているそう。早く新しい環境に馴染

ょっと無理。口のまわりや手はビシャビシャだ

んでくれればいいのだが……

●ネパールの全学校で実施される進級テストは、
全科目、及第点をとらなくては進級できない。訪
問時は、試験が終わったばかりのところで、結果
はまだ出ていなかったが、子どもたちに出来栄え
を尋ねたところ、「できた！」とのこと。その後、
大地震に見舞われ、試験結果の発表が遅れている
ようだが、全員、パスしていることを祈るばかり
である。
試験後は、待ちに待った春休みだ。子どもたち
は、マイティ本部の寮からホスピスに戻り、とて
もリラックスした様子。移転してきたサッチガッ
タの女性たちに、子どもたちが使っていたベッド
のいくつかが提供されたため、ひとつのベッドに
3 人ずつ、キツキツで眠っているとのことだが、
それもまた楽しくてたまらない様子だった。

食欲旺盛な子どもたち。ひとり 10 個ぐらい食べていた！

●昨年春の訪問時、パニ・プリの作り方を伝授し
た。パニ・プリとは、小麦粉でできた丸く薄い生
地をクリスピー状に揚げたもので、中が空洞にな
っている。そこに、スパイシーなマッシュドポテ
ト風の具を詰め、酸味の強いソースを流し込んだ
ピリ辛スナックだ。
女性も子どもたちもパニ・プリは大好物。毎日
でも食べたいところだろうが、ホスピスの近くで
は材料が手に入らない。そのため、昨年 8 月のツ
アー以降、口にするチャンスがなかったとのこと
で、今回も材料を持ち込み、みんなで調理した。

率先して給仕を務める年長の女の子たち。具を詰めてソ
ースをかけ、みんなにどんどん配っていく
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【ビーズ・プロジェクト】
●会員の大野国貢さんから、定期的にビーズコー
スターのご注文をいただいている。今回も追加で
50セットのリクエストをいただいていたため、昨
年末から女性たちに制作してもらっていた。出来
栄えは文句なし。年々、技術力が向上してきてい
るが、ビーズ製品の売れ行きは、近年、低下傾向
にある。ビーズ製品以外のアイテムを考えねばな
らない時期にきているようだ。
この夏のツアーには、商品開発担当スタッフの
亀尾麻彩子も参加するため、女性たちの技術力、
現地で入手できる素材などを調査し、今度の方向
性を協議する予定である。

複数のデザインの中から、手に取って吟味する女性たち。
スパンコールつきの華美なものが人気だ

【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、夏に向けてサンダルを贈っ
た。子どもたちには、かわいい絵柄のビーチサン
ダル。女性たちにはおしゃれサンダル。とても喜
んでもらえた。

好みのカラーを選ぶ女の子たち。男の子にはスポーティ
ーなデザインのサンダルを贈った
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プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム
●前述のとおり、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、今年 8 月のスタディ
ツアーのプログラムに変更が生じることとなった。
今回、新たな訪問先との調整を図るため、マイ
ティがネパール各地で運営する施設のうち、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・ホームを訪問した。
中部ネパールの街ヘタウダは、カトマンズの
132km に位置する。ラプティ川、サマリ川、カラ
川の 3 本の川が流れ、ネパールでも重要な工業地
帯だ。また、物資輸送のため、テライ平原を東西
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
っている。その存在が、この地域における人身売
買犯罪を誘発してきた。とくに、カトマンズとイ
ンド国境を結ぶトリブバン・ハイウェイは、古く
から人身売買ルートとされてきたのだ。
カトマンズからヘタウダの間には、いくつもの
山が連なっている。それらの山々には、モンゴリ
アン系の容姿を持ち、インドの売春宿でもっとも
ニーズの高いタマン族の集落が点在している。周
旋人は、そんなタマンの少女を巧みに騙して峠を
下り、山の谷間を縫うように走る国道に出る。そ
して、長距離バスに乗り込み、インド国境に向か
うのだ。そんな地の利も、この周辺が人身売買多
発地帯のひとつとされてきた理由である。
●マイティは、人身売買犯罪から少女たちを守る
ため、こうした地域でプリベンション・キャンプ
（予防施設）を運営しており、ヘタウダの施設は
そのうちのひとつである。
プリベンション・キャンプとは、少女たちを人
身売買犯罪から守るため、管轄するエリアの中で
もとくに貧しい家庭の 20 名の少女に、啓蒙や基礎
教育や職業訓練を行う施設だ。6 月～11 月、12 月
～5 月の 2 期に分け、6 カ月間の合宿生活を行い、
村で安全に暮らしていくためのスキルを身につけ
させるのである。
メンバーの選抜は、各集落の役場に担ってもら
っている。年頃の娘を持つ家庭を訪問し、生活状
況や本人のやる気などを鑑みたうえで、推薦する
というシステムだ。

●8 月のツアーでは、このヘタウダのプリベンシ
ョン・キャンプを訪問する計画だ。親元を離れ、
合宿生活にがんばっている少女たちを労うため、
あるいは幼い頃から働くばかりで楽しい経験に乏
しい彼女たちの思い出づくりのために、ツアーの
際、みんなでピクニックに出かける約束をした。
といっても、今回訪問した少女たちは、5 月にプ
ログラムを終え、それぞれの村に帰ってしまう。
が、プリベンション・キャンプが、事前にツアー
メンバーの訪問日程を知らせてくれるとのこと。5
月に卒業した子も、都合がつけばぜひ、ピクニッ
クに参加したいとのことだった。
今後も、春の訪問時とツアーでの訪問時で、プ
リベンション・キャンプの入所者が入れ替わるこ
とになる。が、前述のシステムを恒例化すれば、
同窓会を兼ね、卒業後の少女たちの様子が把握で
きる。新たな試みとして、よい成果をあげたいと
考えている。

中には、ヘタウダからバスで５時間 、そこから徒歩でさ
らに５時間というような村の出身者も。貧困を理由に学
ぶ機会を得られず、幼い頃から仕事をしてきた少女がほ
とんど。はじめての学校生活が楽しくてならない様子だ
った
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前列左が責任者 、中央と右が先生。みんなにこやかで、

ヘタウダから車で約 1 時間のビールガンジ国境。その近

和気あいあいとした雰囲気

くには、トランジット・ホームが運営され、 マイティの
ボーダーガードが国境警備にあたっている。スタディツ
アーでは、ビールガンジにも足を延ばす計画だ

トランジット・ホームの主たる活動のひとつは、国境で
の監視業務である。人身売買犯罪を水際で阻止すべく、
ボーダーガードが二交代制で見張りに立っている。ビー
ルガンジの 検問所は、日除けとなるものがまったくない
ため、活動はかなり過酷
保健衛生も学習プログラムのひとつ。訪問時は、みんな
で男女の身体の違いについて学んでいた。この絵は、女
の子たちが描いた女の赤ちゃん。味のある絵だ。ほか、
男の赤ちゃんの絵、成長した男女の絵などもあり、 成長
過程でそれぞれどのような身体の変化がみられるかを記
していた
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ネパール大地震
●4 月 25 日（土）午前 11 時 56 分、ネパールの首
都カトマンズを M7.9 の地震が直撃した。その後も
断続的に続く余震により、死者は 8,000 人を超え、
負傷者は 20,000 人以上にのぼった。
地震発生の一報を受け、当会は即、現地と連絡
を試み、マイティに保護される女性と子どもたち
をはじめ、関係者の安否確認に努めた。地震発生
直後は、携帯電話が不通の状態にあったが、当日
のうちに全員の無事が確認できた。が、断続的に
余震が続き、電力も数日間にわたって供給がなか
った。そのため、女性と子どもたちを中庭に待機
させ、夜はありったけの布を敷いて休息をとらせ
たという。
翌日、マイティは国内各地のトランジット・ホ
ームやプリベンション・キャンプ等の関連施設を
通じ、被災した人々に、テント、毛布、衣服など
の救援物資の提供を開始した。また、マイティ本
部のクリニック等を一時避難所とし、近隣の女性
や子どもたちに開放した。
「世界各国から続々と物資が届けられており、
政府が配給を試みているが、テントや食料、医薬
品など、ほとんど行き届いていない状況。屋外に
テントを張って過ごしている様子が報道されてい
るが、多くは個人で調達した大判の布であり、雨
をしのぐことはできない。食事も、ビスケットや
インスタント麺をそのままかじるなどしている。
とくに、山間部の被災地には、地すべりや道路陥
没によって、支援物資が届けられない状況にある。
カトマンズも、電気は全面復旧しておらず、市民
は不安な夜を過ごしている」
こうした報告を受け、当会は、4 月 27 日（月）
より、緊急救援活動のための募金を開始した。ま
た、集まった支援金は全額、マイティ・ネパール
と NDWS を通じ、最善のかたちで被災地支援に充て
てもらうことにした。
マイティは支援チームを構成し、連日、支援活
動を行った。甚大な被害にみまわれた地域のひと
つドラカへは、7 人の医師、ボランティアととも
に、1,000 世帯に対し、テント、衣類、医薬品、8
～10 日分の食料を支援した。
ネパールの悪しき習慣・児童婚が残るカトマン
ズの北に位置するカガティ村には、米、豆、塩、
油などトラック３台分を届けた。これらの地域以

外でも、連日、支援をつづけ、マイティに保護さ
れる年長の子どもたちも活動に参加した。
また、5 月 5 日付の英紙ガーディアンも報じて
いるが、今回の地震の影響により、人身売買が急
増するであろうとみられている。マイティは支援
に入った村々で、物資と一緒にパンフレットを配
布し、人身売買などの犯罪に巻き込まれないよう
注意を呼びかけた。
同時に、妊産婦と新生児を積極的に保護し、地
震で家族を失った子どもたち 200 名の受け入れも
開始した。人身売買犯罪の多発地帯として知られ、
今回の地震でも大きな被害を受けたシンドパルチ
ョークなどから、多くの子どもが送り届けられて
いる。安全な住まい、食事や衣類の提供はもちろ
んのこと、親を失った子どもたちの心のケアにも
尽力しているとのことだ。
厳しい環境下にあるネパールの人々に思いを馳
せ、5 月 31 日（日）までに、3,075,300 円の緊急
支援金が寄せられた。ご協力くださったたくさん
の方々に、改めてお礼申し上げます。同時に、引
き続きのご支援を今一度、お願い申し上げたい。
6 月 8 日（月）現在、76 万棟の家屋が倒壊し、
280 万人が避難を余儀なくされている。こうした
危機において、とくに厳しい状況に置かれている
のは、女性や子どもたちだ。そのため、当会は引
き続き、マイティと NDWS とともに被災地支援を行
っていく所存である。改めて、皆さまのご協力を
お願い申し上げます。
2015 年 4 月 27 日から 5 月 31 日までに、以下
の方々からご支援をいただいた（敬称略）。皆さま、
ありがとうございました！
愛澤香
秋山洋子 青井博
芦名ファミリー
綾部摩美 荒川久美 有田千枝
生田卍
池田亜美 石原正行 井上加代子 位田美枝
上田朋子 上中美穂 上原準 宇田川江美
漆原万里子 エグチツトム
江島真也
大河内朱理 大田多恵
大塚美菜 大西朋子
大庭まり子 大和久弘貴 岡野孝博 岡部陵佳
小川雅司
奥井眞佐子 桶谷有紀 小野寺貞子
小山田万里子 柿沼美沙子 笠井育子 春日恵
勝部尚子
カトウツグオ
カトウノリコ
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金子三郎 川辺美希 姜鳳玲 工藤節子
國森佳子 熊谷治己 黒野真奈美 古賀ミチ
駒井咲久良 櫻井るり香 佐々木ひろみ
シノザキトシアキ 篠田よし菜 芝崎順司
芝崎文子 下窄あゆみ 志村好郎 白石衣香
末永朱胤 須賀香奈 鈴木樹代子 鈴木さやか
鈴木祐子 住友康人 芹田功 宗祥子 高橋国和
高橋奈美江 高橋初江 高柳ユミ 瀧口修薫
竹内淳子 竹内充 タダアツキ 立沢瞳
田中易子 田中裕美 壇アヤ子 筒井知佐
堤田芳和 手島綾 寺沢由里子 唐静
遠山麻里衣 徳山明志 中嶋俊一 中嶋野香
中川みゆき 永田萌奈 長町玲子 中村陽子
永本智美
名田文子 西風徹
西堀喜則
ノグチエイジ 野口みどり 南風本いづみ
橋本成一 橋元尚美 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 福田洋子
福原匡伸 藤城裕子 藤田美奈子 藤本成美
藤本律子 藤森淑江 増田澄恵
松嵜三貴
松田菜穂 松永一夫 松波陽子
松葉道代
三浦優子 三島正志 三角優子
水上直樹
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
本橋鮎花
本橋洋恵 森祥子
森谷里美
ヤマザキシンジ 山田しづ子 山本淳一
吉田久美子 ワキジナオコ
渡辺かおり

不安で多くの女性が眠れず。疲労が蓄積された

赤ちゃんも屋外での生活を余儀なくされた

マイティの中庭に待機する子どもたち。余震があると
不安から泣き出してしまう子も

地震発生からしばらくは屋外で夜を過ごした
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現地報告：ネパール大地震
【8 月のスタディツアーで被災地支援を行います】
カトマンズの中心から東北 15 ㎞に位置するサ
ンク村は、カトマンズ盆地の中でもっとも甚大な
被害を受けた地域である。マイティからも、支援
チームを派遣するなどしているが、7～8 割の家屋
が倒壊し、現在も多くの村民が屋外での生活を強
いられている。
このような状況の下、今年 8 月のスタディツア
ーにおいて、サンク村での支援活動を予定してい
る。現地では、ネパールの人々で構成したさまざ
まなグループがボランティアを行っており、その
いずれかのグループとジョイントし、活動する予
定だ。

カガティ村にはトラック 3 台分の物資を運んだ

当会のツアーは安全面に最大限の注意を払って
いる。たとえば、カトマンズでの宿泊施設につい
ても、地震発生直後、フランスの建築士が耐震検
査を行い、安全であることが確認されたため、フ
ランスのレスキュー・チームも寄宿した施設を利
用する。不安な面もあるかと思うが、ひとりでも
多くの方にご参加いただけたら幸いである。
妊産婦の保護を積極的に行っている

甚大な被害を受けたサンク村

乳幼児の受け入れにも注力している
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レスキュー・ファンデーション

●2015 年 6 月 3 日午後 8 時、レスキュー・チーム
は、ムンバイ市郊外のビーワンディの売春宿街に
乗り込み、14 名のネパール人少女を救出した。う
ち 5 名が 18 歳以下のマイナーだった。
大地震発生後、ネパール社会はいまだ混乱下に
ある。多くの人々が住居を奪われ、今日の糧にも
困る生活を余儀なくされている。そうした人たち
のなかには、幼い子どもや少女も含まれ、人身売
買犯罪に巻き込まれるリスクの高まりが懸念され
ている。自然災害発生時、社会の混乱に乗じ、人
身売買犯罪件数が増加するのは古くから見られる
傾向だ。よってレスキュー・ファンデーションは、
売春宿の監視をさらに強化し、救出活動にさらな
る力を投じる方針である。

バングラデシュに帰還するには、膨大な量の書類を用意
しなくてはならず、女の子たちは、帰国までの日々をレ
スキュー・ファンデーションの施設で過ごす。故郷に帰
れるのはうれしいが、母のように慕うトリベニさんとの
別れはやはりさびしい

●レスキューは、いつも成功するとは限らない。2
月 27 日早朝、救出ミッションに挑んだレスキュ
ー・チームだったが、到着すると売春宿はもぬけ
の空となっていた。売春宿のオーナーと内通する
警察官が、救出計画に関する情報を漏らしたので
ある。
大きなリスクをはらみながらも客を装って何度
も内偵し、やっとのことでたどり着いたミッショ
ン決行の日。失敗に終わった悔しさの中、スタッ
フが現場を写真に収めた。
閑散とした売春宿街に、ぽつんと三輪車がある。
ここで春をひさがされている女性の子どものもの
だろう。父親は客か、あるいは用心棒を務めるマ
フィアか。いずれにしても、子どもが育つ環境と
しては、あまりにも劣悪である。

救出されたネパールの女の子たち。貧しい農村の出身と
のことだ

●インドの売春宿には、インド国内やネパールか
らだけでなく、バングラデシュからも多くの少女
が売られてきている。デリーの G.B.ロードには、
ベンガル人ばかりが働かされている売春宿も少な
くなく、レスキュー・ファンデーションによって、
これまでに多くの少女が救出された。
バングラデシュの少女たちが母国に帰るには、
さまざまな手続きを踏まなくてはならず、半年か
ら１年以上もの時間を要する。そうしたすべての
手続きを終え、昨年 12 月 13 日、8 名のスタッフ
と 16 名の女性警察官の護衛のもと、49 名の少女
がバングラデシュに送り届けられた。レスキュ
ー・ファンデーションで身につけた実践的な職業
技術を生かし、故郷の家族のもと、新たな人生を
切り開いていってほしい。
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広大な畑は、近隣の農家さんに手入れしてもらっている。
ここで採れた新鮮な野菜と果物は日々の食卓へ

●売春宿から救出された少女たちは、学齢期にあ
れば一般社会と同じカリキュラムの教育を受ける。
また、女の子たちに自信を持たせるため、スポー
ツにも力を入れており、バレーボールやアーチェ
リー、空手などに取り組んできた。
昨年 10 月には、ボクシング大会に出場した女の
子も。スポーツを通し、女の子たちの心身は確実
にたくましくなっている。

情報が漏えいし、すべての女の子が隠されてしまった

●レスキュー・ファンデーションが運営するボ
イサルの保護施設は、広大な敷地を持つ。そこで
野菜や果物を育て、牛からミルクを採って、自給
自足に近い生活を営んでいる。
今年は 3 月からはじまる酷暑期を前に、カリフ
ラワーとキャベツ 800 本、トマト 200 本、タマネ
ギ 1,000 本の苗を植えたとのこと。食用油の採れ
るひまわりも育てたそうだ。

インドの女の子は基本的に負けん気が強 く、格闘技に向
いているといえる

トリベニさんと施設で暮らす女の子たち
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現地報告：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』。今年も 4 組のカップルが誕生し、
2 月 22 日、結婚式が盛大に執り行われた。
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 116,000
円のご支援をいただき、4 組の花嫁支度の一部に
使わせていただいた。ご協力くださったみなさま、
ありがとうございました！
（以下、敬称略）
伊藤芳樹、稲垣すみ子、國森佳子、小林のぶ江、
佐藤光男、下田伸子、永尾渉、野口恵里花、
房賢孝、河朱美、平井英津子、藤原モトコ、
武藤禎、元田智子

母親代わりとなって、女の子たちを育てて きたトリベニ
さん。もっとも幸せな日だが、少しさびしい日でもある

たくさんの人がお祝いにかけつけてくれた
結婚式前夜は、夜遅くまでダンス！

どんどん気分が盛

り上がる

みなさまのご協力によって整えた花嫁道具の一部。 嫁ぎ
そして挙式当日。セレモニーを前に、緊張気味のカップ

先で肩身の狭い思いをしないように、たくさんの品物を

ル

持参する
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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 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
※ 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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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。

4 月には当会代表・長谷川が NDWS を訪問し、後
述するマヘンドラ君の透析や車両購入の件につい
てスタッフと協議を行った。また、恒例となって
いる子どもたちへのお菓子の配布も行われた。子
どもたちはお菓子が配られるまでそわそわ気味。
やっともらえるとすぐにカバンに入れる子や待ち
きれずにその場で食べつくしてしまう子も。子ど
もたちにとっては年に 2 回のお楽しみの時間であ
る。

リタさんからジャケットを受け取るウトゥシャプ君

●2014 年 10 月から 2015 年 4 月までのイベント
2014 年 12 月 8 日に、デイケアセンターに通う
子どもたちへのジャケットの配布を行った。NDWS
代表のリタさんより子どもたちへの贈呈式が行わ
れた。ジャージー素材の上着で、寒いゴダワリの
冬には欠かせない冬用の厚手の靴下も一緒に配布
された。
また、12 月 27 日には、コカナという高台にあ
る眺めの良い場所でのピクニックを実施した。デ
イケアセンターに通う子どもたちほぼ全員が参加
することができたそうだ。子どもたちのみならず、
スタッフの家族も同行し、食事の準備などに協力
してもらったほか、ダンス・歌・ゲームなどのレ
クリエーションも楽しんだ。

早速新しいジャケットを着て記念撮影

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）
くい状態にあった。一方で、固定電話及びインタ
ーネット回線は比較的安定しており、フェイスブ
ックのメッセージ機能を使うなどしてスタッフか
らの情報収集に努めた。
まずは NDWS に登録している子どもたちの安否
確認をお願いしていたが、古い家や山間部の地盤
が弱い場所に位置する家も多いゴダワリは、多く
の家が被害を受けており、固定電話を持たない家
庭も多いために全員の安否確認には時間がかかっ
た。4 月 27 日（月）にようやく NDWS のスタッフ
を通じて全員の安否が確認できた。前述のように
建物の被害が大きく、家を失って屋外で避難生活
を送る家族がほとんどであることも確認できた。
現在、カトマンズは乾季であるはずが、地震の直
後から雨が降り、屋外での避難生活をさらに難し
いものにしていた。
このような状況を受け、NDWS は当会で集めた募
金をもとに、緊急支援として家を失った家族を中
心にビニールシートや毛布を調達して配布するこ
とを決定した。日本のように、地域の学校の体育
館や市民センターなど、避難所として開放できる
屋内の施設がほとんどないネパールでは、公園や
空き地にビニールシートで作った簡易テントを設
置して生活するしか選択肢がない。家が半壊した
人も、しばらく続いた余震を恐れて家に近づくこ
とができなかった。多くの家庭からテントのため
のビニールシートと、季節外れの雨による寒さか
ら体温を守る毛布の要望があったため、NDWS は食
糧よりもこれらの物資を優先して調達し、配布し
た。また、一時的にデイケアセンターの建物を避
難所として開放もしており、2015 年 5 月末現在デ
イケアセンターは一時休止している。

ピクニックでダンスを楽しむ子どもたち

待ちに待ったお菓子を入手できてうれしそうな子どもた
ち

●4 月 25 日のネパール大地震
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 2015 年 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、4 月 25 日のニ
ュースの速報を受け、代表のリタさん及びスタッ
フを通じて現地の情報収集にあたった。地震の直
後は、現地はそうとうパニック状態になっており、
電気及び携帯電話のインフラも使えなくなってい
た。携帯電話のネットワークはその日のうちに回
復したものの、回線が混雑して非常につながりに

デイケアセンターに通う子どもにテントを配布するスタ
ッフ
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緊急支援による物資配布が一旦落ち着いたとこ
ろで、NDWS はスタッフによる家庭訪問をできる範
囲で実施し、今後の支援方法について協議を行っ
た。聞き取り調査で要望の多かった仮設住宅の建
設を支援することとし、試験的に身体障がいのあ
る男性の仮設住宅の建設をサポートした。トタン
や柱などの資材を NDWS で購入し、スタッフ以外に
も近隣の住民や青年ボランティアグループの協力
を得ることで、人件費をかけずに建てることがで
きたそうだ。かかった費用は日本円にして約
35,000 円。屋根と壁があるだけの簡易なものでは
あるが、6 月に始まる雨季をしのぐには十分であ
る。政府は家屋が全壊もしくは半壊した家庭に現
金給付による支援を行っているが、自治体の対応
の遅れなどにより、この支援が行きわたっていな
いケースも散見される。政府の支援を待っていれ
ば雨季になり、テントでの生活ができなくなって
しまう。雨風をしのげる仮設住宅は、被災者にと
って死活問題である。NDWS は今後も特に貧困家庭
を中心に仮設住宅の建設支援を行っていく予定で
ある。

障がいを持つ人々は、地震の際に災害弱者とな
りやすい。代表のリタさんもポリオによる脳性麻
痺で足に障害があり、外出の際は松葉づえと特殊
靴がないと歩けない。彼女も「地震が起こった時、
私たちはすぐに動けないからどうしていいかわか
らない。とても怖い」と電話口で話していた。知
的障がいを持つ子どもたちは、何が起きたか理解
できない場合も多いため、パニックに陥ったり体
力を消耗して衰弱状態になったりする。NDWS が長
年支援しているハシーナちゃんは地震直後からパ
ニックになり、てんかん発作も伴って意識が朦朧
とした日が数日続いたとのことだった。
5 月 12 日にあった大きな余震の後、NDWS は追加
でビニールシートと毛布を購入し、被災家族に配
布した。一時、ビニールシートの需要が高まって
入手困難となっていたが、現在はインドや中国か
らの物流も回復しており、物資の不足は目立って
いないということだ。日本でも報道されていたが、
震災直後に小売店に人々が集中したり、暴動が起
きたりするなどの現象はほとんど見られず、ホテ
ルやレストランが地域住民への炊き出しを行った
り、ボランティアグループが食糧の支援パックを
詰め合わせて家を失った人々に配布したりと、
人々の助け合い活動がいたるところで見られたそ
うだ。

多くのボランティアの協力を得て完成した仮設住宅

また、NDWS は被災者の一時リハビリテーション
サービスも開始しており、政府にこのプログラム
を申請している。現在は、ゴダワリ地域の障がい
児・障がい者支援の窓口団体として、他の関連団
体や自治体と連携しながら支援を行っている。
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。

テント生活が続く被災家族にビニールシートを寄付する
スタッフ
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ち2回は無料としてもらったが、毎回透析後に打つ
注射代などを含め、1週間で約10,000円を自己負担
することになった。家族の定期収入は、カトマン
ズのタメル地区のゲストハウスで働く弟の月収の
み。とても家族だけで支払い続けることはできな
い。携帯電話修理の訓練費用のご寄付を当面の透
析費用に充てさせていただくことになったが、透
析は一生続けなければならない。そのため、腎移
植の可能性についてもNDWSにて検討している。父
親がドナーとなることで合意を得ているものの、
移植可能かどうか検査を行わねばならず、移植費
用もかかる。マヘンドラ君は震災直後は病院の手
が回らずに透析を受けられず、自身の家も倒壊し
て緊急避難していたために透析を一時中断してい
たが、現在は再開しているとのことである。ただ、
移植手術についてはやはり病院が震災の影響によ
り検査をできる状態になく、しばらく待つ必要が
あるという。マヘンドラ君は家の敷地内にバラッ
ク小屋を建てて家族と避難生活を続けている状態
で、不衛生な環境が病状の悪化を招く可能性もあ
る。病院と定期的に連絡をとりつつ、早急に移植
の可能性を検討していきたい。

●車両購入の検討
デイケアセンターの送迎車両として使用してい
る車の故障が多くなってきており、レンタカーに
よる送迎を保護者から利用料を徴収する形で提供
している。高額なレンタカー代は利用者の家計の
負担になっており、新車両の購入が検討されてい
た。車両購入費用をクラウド・ファンディングを
利用して寄付を集める計画を立て、ネパール政府
から免税もしくは減税としてもらうため、当会か
らも要請レターを出すなどして交渉してきた。結
果、政府からの回答は「NDWS だけに免税を与える
ことはできない」というものであった。アフター
サービスや故障時の交換部品の観点から、インド
製の車両を購入すべく見積りの取得を行っていた
矢先に 4 月 25 日の震災が起こり、現在、車両購入
の話は一旦頓挫しているものの、デイケアセンタ
ーが再開すれば車両は必要になるため、継続検討
していきたい。

●マヘンドラ君の腎臓疾患
NDWSが設立当初から支援してきたマヘンドラ君
という男の子がいる。下半身に障害があり、リハ
ビリを受けずに育ってきたために、NDWSが関わり
だしたときは歩くことができなかった。スタッフ
によるリハビリや家族の協力もあり、杖があれば
歩くことができるようになり、学校にも復帰。一
人で遠出は難しいため、手に職をつけて収入を得
たいと希望し、
「得意の機械いじりを生かして、携
帯電話の修理などの職業訓練を受けたい」という
申し出がNDWSを通じてあった。当会のドナーのお
一人から支援を受けられることになり、訓練を始
めた2015年2月に、マヘンドラ君の体調が悪化した。
1週間ほど検査入院をしたところ、腎臓が2つとも
機能しなくなっており、すぐに透析をする必要が
あると診断された。1年ほど前にも腎臓の機能低下
が指摘されていたものの、透析は必要ないと診断
されていたそうだ。検査を受けたパタン病院は透
析機器が患者の人数に追いついておらず15人待ち。
紹介状を書いてもらい、私立のニダン病院にて透
析を開始した。ここも昼間の時間帯は予約でいっ
ぱいになっており、夜8時から開始し、終了するの
は12時過ぎ。週3回の透析に、弟がマヘンドラ君を
バイクに乗せて通っている。
家族で話し合った結果，父親が臓器を提供することに
費用についてはNDWSが病院と交渉し、週3回のう
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マヘンドラ君をバイクの後ろに乗せて，病院に送り届け
る弟のラジェンドラ君。兄想いの好青年だ

移植の意向を尋ねたところ、
「家族の言うとおりにします」
と答えたマヘンドラ君。経済的負担、ドナーとなる家族
の身体の負担を考えているようだった
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イベント・その他の活動（2014年10月～2015年3月）
●グローバルフェスタ JAPAN2014
2014 年 10 月 4 日（土）、5 日（日）、日比谷公園
で行われたグローバルフェスタ JAPAN2014 に参加
した。
今回のグローバルフェスタは、これまでにない、
非常に悪条件下での参加であった。
ここ数年、インド・ネパール＆アジアンダイニ
ング「カナピナ」様のご協力で、バターチキンカ
レーやナン、チキンティッカ、チャア、ネパール
ビールを販売しており、毎回当会の食販ブースは
大盛況を博している。今回もカナピナ様のご協力
を得ることができ、イベントに向けて着々と準備
を始めていた。しかし、今回初めてグローバルフ
ェスタの事務局を運営するというイベント会社が
保健所に相談した際、双方の間で行き違いが起こ
ってしまう。そしてこの度のイベントでは「カレ
ー」と「ナン」2 品目の販売ができないという決
定がなされてしまったのだ。
これまで問題なくカレー＆ナンを販売してきた
当会としては納得がいかず、保健所に交渉を試み
た。保健所からの回答は、例年と規定は変わりな
くこれまで通り販売は不可能ではないというもの
であった。しかし事務局運営会社としては開催日
まで日もなく、急きょ他の団体にも通達すること
で混乱をきたしてしまうことを危惧し、結局のと
ころ当会を含めたどの団体にも「カレー」＋「ナ
ン」を販売することを許可しないという最終決定
が下された。
納得のいく結果ではなかったものの、今回は、
タンドールで焼いたジューシーな「チキンティッ
カ」とネパールの地ビールである「ゴルカビール」
だけで勝負することになった。
このような状況の中で迎えたグローバルフェス
タ初日は、雨に降られることはなかったものの、
非常に寒い一日であった。客足も多くはなかった
が、やはり目の前のタンドールで焼かれた熱々の
チキンティッカは大好評であった。

お客様の目の前で焼かれるチキンティッカ。タンドリー窯で焼
いた本格的な味！

民族衣装に身を包んだ看板娘たち。とっても元気な声で来場
者に声をかけていた

翌日は台風の影響で大雨となり、イベント自体
が 12 時に終了するという不運に見舞われた。カッ
パを着て雨の中呼び込みを行ったり、出張販売や
出前をしたりと、様々な手を尽くして販売。一度
26
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食べておいしかったからと再び買いにいらっしゃ
るお客さまも多く、大雨にも関わらず行列ができ
る場面もあった。
「カナピナ」のスタッフやボラン
ティアの皆さまのおかげで、その日に予定してい
た個数分、価格を下げることなく完売することが
できた。

4 日に行われたワークショップでは、当会代表
の長谷川まり子が、ネパール・インドでの人身売
買問題の現状や当会の活動報告を行った。皆さん、
非常に関心を持って話を聴いてくださった。

雨の中でも看板娘たちは元気いっぱい♪

グローバルフェスタは日本国内最大級の国際協
力のイベントであり、ラリグラスにとっても年一
番の売り上げを得られる 2 日間である。今回は天
候に恵まれなかった上、食販での販売商品に制約
があったことで非常に不利な状況となってしまっ
た。天候に関しては屋外のイベントであるため仕
方がない部分もあるものの、カレーとナンが販売
できなかったことについては悔しい思いでいっぱ
いだ。次回のグローバルフェスタではカレーとナ
ンを販売し、今回のリベンジを果たしたい。

大雨の中、雨合羽や傘をさしての呼び込みです！

物販ブースでは例年通り、マイティ・ネパール
のホスピスの女性たちが作ったビーズアクセサリ
ーやフェルト雑貨、レスキュー・ファンデーショ
ンの女性たちが作った民芸品、ネパール雑貨を販
売した。

マイティ・ネパールのホスピスの女性たちが作ったビーズアク
セサリーや雑貨たち

あわせて、パネルを展示したり、パンフレット
の配布を行い、当会の活動を紹介をした。あいに
くの天気でイベント全体の客足が非常に少なかっ
たが、東京女学館の中学生たちから社会貢献学習
の一環でインタビューをしたいとの依頼があった
り、ブースで説明を聞いた方からは「スタディツ
アーに参加したい」との申し出があったりと、た
くさんの方たちが当会の活動に興味を持ってくだ
さった。

大雨で来場者もまばら……

ともあれ、このような悪条件でのイベントであ
ったにも関わらず、食材を残すことなく販売する
ことができ、たくさんの方に足を運んでいただけ
たことは、
「カナピナ」の社長ダカル・ヤムラル様
をはじめとするスタッフの皆さま、ボランティア
としてお手伝いくださった皆さまのおかげだと感
謝している。この場を借りてお礼申し上げたい。
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し様々な情報が溢れる昨今、その正誤を見極める
のは容易ではない。それは国際協力の現場におい
ても同様である。今回のカレーナイトではメディ
アリテラシーの重要性について具体的な事例を交
えてレクチャーし、おいしいカレーを食べながら
参加者の皆さまと意見交換を行った。高校生から
社会人まで様々な方が参加され、とても有意義な
会となった。今後も各分野で活躍されている方を
講師にお招きし、色々なテーマでカレーナイトを
企画したいと考えている。

〈ご協力者のご紹介〉
インド・ネパール＆アジアンダイニング
「カナピナ」http://khanapina-dinning.com
毎年イベントにおいて多大なご協力をいただい
ているカナピナ様。東京都内に 5 店舗（東日本橋・
東上野・シーフォートスクエア・浅草橋・中野坂
上）を展開されています。お近くにお出かけの際
はぜひご利用ください！
●印刷作業
2014 年 11 月 29 日（土）、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
2014 秋リポート』の印刷・発送作業を行った。
当会が認定 NPO 法人を取得したことや、2014 年
夏のスタディツアー参加者が多かったこともあっ
てボリュームのあるリポートとなった。このため
作業量が多く、印刷・冊子作成・封筒の宛名シー
ル貼りなどの作業を、いつもよりも長い時間をか
けて行った。ご協力くださった皆さまに感謝申し
上げる。

メディアと人権について真剣に考えた後は、おいしいカレーを
いただきました

●よこはま国際フォーラム 2015
2015 年 2 月 7 日（土）、8 日（日）に JICA 横浜
にて『よこはま国際フォーラム 2015』が開催され
た。8 日には、当会の代表・長谷川まり子が講演
会を行い、あいにくの雨天にも関わらず、たくさ
んの方にお運びいただいた。参加者の皆さまは非
常に熱心に耳を傾けてくださり、多くの方に当会
の活動について一層関心を持っていただくことが
できた。

地道な作業をテキパキとこなしてくださいました

●カ レ ー ナ イ ト ～ メ デ ィ ア の 効 用 と 弊 害 を 知
り、真の国際支援を考える～
『ラリグラス・ジャパン 2014 秋リポート』の
印刷作業を行った 2014 年 11 月 29 日（土）の夜、
当会初の試みであるカレーナイトを開催。会場は
イベントの際にお世話になっている「カナピナ」
様（東日本橋店）にご協力いただいた。
第一回目のカレーナイトでは、当会代表であり、
ノンフィクションライターでもある長谷川まり子
が、
『メディアと人権』というテーマを通して国際
協力についてレクチャーした。権力を監視し、国
民の人権と利益を守る役割を持つメディア。しか

皆さま、とても熱心に聴いていらっしゃいました
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● 委託販売
ラリグラス・ジャパンでは、当会が所有する商
品（レスキュー・ファンデーションの女性たちが
製作した民芸品やマイティ・ネパールのホスピス
で暮らす女性たちが製作したビーズ・フェルト商
品、その他ネパール雑貨）をイベントで販売して
いる。ただ、
『アースデイ東京』
（代々木公園）、
『グ
ローバルフェスタ JAPAN』
（日比谷公園）等、関東
で行われるイベントのみとなり、販売機会が非常
に限られている。そこで通年、日本各地にお住ま
いの皆さまに委託販売へのご協力をお願いしてい
る。
本橋鮎花様は、2014 年 10 月 25 日（土）、26 日
（日）、ご自身が在学されている高校の文化祭にて、
当会の商品を販売してくださった。本橋様は 2014
年度のスタディツアーに参加されて以来、委託販
売だけでなく、各イベント・作業でのボランティ
アにもご参加いただいている。継続してのご協力
に感謝申し上げたい。
専門学校北九州看護大学校の有志の皆さまは、
2014 年 11 月 8 日（土）の学園祭にてビーズ製品
やフェルト雑貨を販売してくださった。北九州看
護大学校には過去に当会のスタディツアーに参加
した先輩がおり、その縁で例年委託販売にご協力
いただいている。継続して委託販売してくださり、
非常に感謝している。
ラリグラス・ジャパンが扱うフェアトレード商
品は、レスキュー・ファンデーション及びマイテ
ィ・ネパール（ホスピス）で作られたものである。
レスキュー・ファンデーションにて保護された
女性たちは、職業訓練の一環として絵や刺繍、美
容など様々な技術を学んでいる。訓練を受け初め
たレスキューされたばかりの女性たちの作品はお
世辞にも技術力が高いとは言えないが、訓練を続
けていくうちに細かいミラーワークなどもできる
ようになる。まだ多くの商品を仕入れることはで
きていないが、今後も継続してレスキュー・ファ
ンデーションの女性たちが製作した民芸品を販売
していこうと思っている。彼女たちの自立への一
助となれば幸いである。

右 手前のポーチは、レスキューされたばかりの女 性が作っ た
作品。技術を磨いていくと、奥にある服のように細かい刺繍も
できるようになる

このような素敵なミラーワークもできるように！

マイティ・ネパールのホスピスに暮らす女性た
ちはビーズアクセサリーや雑貨、フェルト雑貨な
どを手作りしており、当会では長年彼女たちの作
品を仕入れている。その際支払われる工賃は彼女
たちにとって唯一の現金収入であり、たまの買い
物や家族のための貯金など、思い思いに使える自
由なお金となる。また、当会から依頼した手仕事
は、単調な生活を送る中でハリをもたらす役割も
担っている。特に自分たちの作ったものが日本の
マーケットで売られていることは、女性たちの大
きな誇りである。

人気のフェルトマグネットにトリさんが仲間入り
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今後もこのフェアトレードのプロジェクトを継
続していくため、より一層販路を拡大していきた
いと思っている。そのためにも、委託販売のご協
力を皆さまにお願いしたい。
なお、マイティ・ネパール（ホスピス）への発
注は毎年夏のスタディツアー中に行っている。そ
して前年に発注したものを検品し、買い取りもし
ている。その際スタディツアーの参加者には発注
から日本への運搬までご協力をいただいている。
この場を借りて感謝申し上げる。
フェアトレード商品の委託販売は大変意義のあ
るプロジェクトであり、これからも大事にしてい
きたいと思っている。ご協力いただいている方々
に心よりお礼を申し上げるとともに、引き続き全
国の皆さまにご協力をお願いしたい。

［委託販売ご協力のお願い]
○委託販売の流れ

委託販売のお問い合わせ
↓
販売見込みに応じたフェアトレード商品と
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。
またご希望の方には当会のパンフレット、パネ
ルを同梱させていただきます。
他にもご不明な点がございましたらお気軽にお
問い合わせください。
皆さまのご協力、心よりお待ちしております。
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会員・寄付者リスト
（敬称略）

【会員】
2014 年 10 月から 2015 年 3 月の間に会員（継続も含む）になってくださった皆さまのお名前

《正会員》
秋山佳子
須賀香奈
新倉元彦

石川重美
上原翔子
住友康人
高橋国和
長谷川まり子 畑中郁香

《里親賛助会員》
我妻美和
阿部真里子
宇田川江美 宇田川純子
尾花好恵
小俣富美香
工藤節子
國森佳子
高橋多美子 瀧口修薫
西堀喜則
根本元春
平井英津子 平野善之
三浦優子
水上直樹

生悦住順子
宇野ゆかり
小山田基香
櫻井るり香
竹田鈴江
野口みどり
福田彩加
宮田泰司

《一般賛助会員》
秋山洋子
有田千枝
江戸利恵
近江京子
春日恵
金田敦子
竹内淳子
玉橋紳一郎
野口恵里花 河朱美
松永一夫
松葉道代
吉田久美子 米山知得子

飯塚愛理
大野国貢
木谷招子
千葉幸子
長谷川隆三
松本聡子
和田季依

《学生会員》
荒川久美
大庭まり子

小林明日香

加古紗都子
高橋奈美江
林亜紀子

石原正行
大黒やより
笠原礼子
渋谷修
田中易子
南風本いづみ
房賢孝
武藤裕子

生田卍
岡田桂子
木藤陽子
塚野多木子
林京子
三島正志

門垣裕子
高柳ユミ
三原一夫

伊藤芳樹
大田多恵
金子三郎
白石衣香
土居裕見子
萩原民也
藤本律子
持田季未子

石渡裕康
岡部陵佳
木村和人
長坂実紀
藤城裕子
武藤禎

永田萌奈

永松若葉
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亀尾麻彩子
竹田鈴江

稲垣すみ子
大西和江
北山絢子
鈴木樹代子
徳山明志
林泉
細村嘉一
森谷里美

稲葉資郎
小山田万里子
齊藤英恵
中野陽子
藤田海庭
村上隆男

降幡知真

下窄あゆみ
中嶋野香

今中正次
岡野孝博
木村良枝
宗祥子
轟木元枝
林和夫
前澤洋子
山田しづ子

上中美穂
奥井眞佐子
喜友名尚美
反町絵理
西部徹
林省吾
丸山竹士郎
山田千恵

今村久美子
鏡島元昭
渋谷優子
名田文子
松井江利子
元田智子

岩原日有子
柿木喜久男
下田伸子
西野章男
松岡静枝
山田都子

本橋鮎花

山田有美香

会員・寄付者リスト

【寄付をしてくださった皆さま】
（2014 年 10 月～2015 年 3 月）
アキヤマカズノリ 浅野芳子
有浦幸夫
伊藤芳樹
稲葉資郎
生駒敏子
稲垣すみ子
イナサカミツヨ
岩村昭司
上田朋子
上原亜美
上山英徳
宇田川江美
大西朋子
大野国貢
岡野孝博
岡部陵佳
岡本智晶
小野寺一彦
柿沼美沙子
春日恵
金井京子
金子三郎
神谷学
株式会社ビッグスマイル
工藤節子
國森佳子
小手川弘子
小林のぶ江 坂谷内勝明 齋藤三男
佐藤光男
佐藤佑介
下窄あゆみ
下田伸子
杉山弘子
鈴木樹代子 鈴木重男
砂田洋一
瀧口修薫
滝瀬純子
竹内淳子
武田紀美子 田邊暢子
タチボリショウコ
築比地真理
堤田芳和
手島綾
手塚たみ子 寺沢由里子 轟木元枝
永尾渉
中野陽子
ニガキサトシ
ニシオカユキコ
西部徹
西堀喜則
野口恵里花 河朱美
平井英津子
フジノカオリ
福田昌代
福原匡伸
房賢孝
藤原モト子 堀之内弘江
前原旭
俣野美代子
丸子安子
丸山竹士郎 松永一夫
松山眞理
三島正志
水上直樹
三谷理
三橋久子
三原一夫
未来 Mire
武藤禎
村上隆男
元田智子
森本恵弥
山口ひろみ
山口泰正
山田千恵
結柴依子
横田眞二郎
吉田久美子
レストランブーケ フシ
和田季依
Lily Rose
WE21 ジャパンさいわい

【書籍・DVD 購入にご協力いただいた皆さま】
（2014 年 10 月～2015 年 3 月）
加藤智子

松永一夫

山浦寛子

吉田友明

【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 10 月〜2015 年 3 月）
秋山佳子
荒川久美
カナピナの皆さま
手島綾
高柳ユミ
松井江利子 永田萌奈
山田有美香 三島正志

石川重美
亀尾麻彩子
竹内淳子
山田千恵
西堀喜則

宇田川江美
駒井咲久良
住友康人
徳山明志

宇田川純子
小林明日香
長谷川まり子
武藤禎

大野国貢
佐伯陽子
林亜紀子
本橋鮎花

小山田万里子
柴崎文子
氷室里
和田季依

【活動にご協力くださった団体・皆さま】
（2014 年 10 月～2015 年 3 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
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

間部俊明（弁護士）
佐伯義文（ジャムシステム株式会社社長）
朏博一（税理士）
三谷理

評議委員

高橋国和
新倉元彦
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※本誌記事および画像の無断転用を禁じます。
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