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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、2017 年 8 月 5 日（土）～8 月 15 日（火）までの 11 日間。16 名の
方に参加いただき、引率者 2 名、コーディネーター1 名、計 19 名のメンバーで現地活動を
行いました。
ツアー終了後は、代表・長谷川がインドに足を延ばし、レスキュー・ファンデーション
とのミーティングおよび現地調査を行いました。
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3７回ラリグラス夏のスタディツアー・スケジュール
スケジュール
8／5(土)

◆ネパール・トリブヴァン空港着
◆マイティ・ネパール訪問
施設の女の子たちに手伝ってもらいながらお菓子のパッキング

8／6(日)

◆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／交流）

8／7(月)

◆ヘ タ ウ ダ へ 移 動
◆プリベンョン・キャンプ卒業者へのミシン贈呈式出席

8／8(火)

◆ 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

8／9(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

8／10(木)

◆カトマンズへ移動
◆フリータイム（フリーマーケット商品の仕入れ＆ シ ョ ッ ピ ン グ etc.）

8／11(金)

◆ フリータイム（パシュパティナート、ボダナート観光）
◆ NDWS ネ パ ー ル 障 害 者 女 性 協 会 ・デ イ ケ ア セ ン タ ー 訪問

8／12(土)

◆交流プログラム：マイティの女性・子どもたちとピクニック

8／13(日)

◆ホスピス訪問
◆マイティ本部訪問、ツアーメンバーによる出し物披露

8／14(月)

◆帰国の途へ

8／15(火)

◆日本帰着
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現地報告
マイティ・ネパール本部
■語学力はもとより、社会の課題に対する関心や
教養、コミュニケーション能力、問題解決能力な
どを備えたグローバル・リーダーの育成を目指し、
国際社会で活躍できる人材育成を重点的に行う高
等学校を文部科学省が指定する「スーパー・グロ
ーバル・ハイスクール(SGH)」。指定校は 5 年にわ
たり研究開発学校となり、現行教育課程によらな
い独自の課程を編成・実施できるというものであ
る。
早稲田大学本庄高等学院は、このSGHの指定校
の1つ。昨年に引き続き、今年も生徒6人と吉田茂
学院長、上田太郎先生が参加してくださった。

【お菓子詰め合わせプレゼントにご協力くださっ
た皆さま】（敬称略）
伊藤芳樹
沓掛優子
竹林早苗
前原旭
村上隆男

上田朋子
國森佳子
手島綾
松永一夫
山田千恵

小山田基香
佐藤圭都
土居裕見子
宮野雄弘

春日恵
渋谷修
名田文子
武藤禎

以上の方々から、計 67,000 円のご支援をいただき
ました。

■今回も昨年同様、深夜便で日本を出発し、翌日
お昼にカトマンズ着というスケジュール。ホテル
のチェックインは後回しとし、空港からマイティ
本部へ移動し、お菓子のパッキングをマイティ本
部の女の子たちとともに行った。
長旅の疲れを癒す間もなく作業にあたっていた
だくのは申し訳ない限りだ。が、皆さん、限られ
た時間を効率的に活用するための苦肉の策である
ことをご理解くださり、黙々と作業をこなしてく
ださった。
おかげで、今回も無事、600個のお菓子詰め合
わせが完成。マイティの女の子たちのサポートの
もと、1人ひとりにプレゼントさせていただい
た。
お菓子詰め合わせプレゼントを始めて今年で20
年。小さな子どもたちの間にも「日本人が来たら
お菓子がもらえる！」と知れわたり、とても楽し
みにしてくれている。これまで続けてこられたの
は、パッキングを担ってくださるツアーメンバー
の皆さまと、カンパにご協力くださった皆さまの
おかげにほかならない。改めて感謝申し上げた
い。

せっせと６００セットをパッキング

詰め合わせ内容は以上６品
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るという。メイドとして出稼ぎに行ったはずが、
奴隷のような扱いを受け、なかには精神に異常
をきたす女性も少なくない。しかし、医療的な
ケアが施されることはなく、路上に棄てられる
こともあるらしい。運がよければ、警察がネパ
ール大使館に保護を求め、帰国便に乗せてくれ
るようだ。
そうした女性は、たいていマイティが受け入
れることになる。しかし、大半が自分の名前さ
え覚えていないほど深刻な状態にあるらしい。
「こうした悲劇を食い止めなくてはなりません。
私たちの目標は、いつかマイティが不要となる
こと。人身売買犯罪がなくなれば、私たちは必
要のない存在となるのですから。皆さんも一緒
に、この目標に向かって、自分にできることを
続けていってください」とのメッセージが、ツ
アーメンバーに送られた。
お菓子、くださーい

アヌラダさんとビシュワさんの話に真剣な面持ちで聞き
年２回のコレ、本当に楽しみなんです

入るツアーメンバー

■ 1993 年の開設以来、人身売買廃絶を目標に、
精力的な活動を続けるマイティ・ネパール。代
表のアヌラダさんと副代表のビシュワさんに、
ツアーメンバーにレクチャーをしていただいた。
この 1 年間で 5,700 人の女性と少女を国境で
保護したという。ビールガンジやカカルビッタ
など、国境で運営されるトランジット・ホーム
が行っている監視業務の成果だ。しかし、アヌ
ラダさんいわく、
「人身売買の被害者は、この数
字よりも多いはず。私たちの推計では、監視の
目をかいくぐり、15,000 人が売られているとみ
ています」とのことである。
人身売買される先は、今やインドだけにとど
まらず、中東や南アフリカなどにも広がってい

■ラリグラス・ジャパン 2017 春リポートでご
報告した AIDS 孤児のプラプティちゃん。本人
も HIV に母子感染しており、非常に悪い健康状
態でマイティに保護されたのだが、ART をはじ
めとする治療の結果、快方に向かい、今回訪問
時はすっかり元気になっていた。まったく発語
がなかったが、少しずつ言葉を覚え、今ではず
いぶん話せるようになったそうだ。体調が完全
に回復したら、テレ サ・アカデミーの保育園にも
通い始めるとのこと。同年代の子どもたちといっ
ぱい遊んですくすく育ってほしい。
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を紹介してくださった鈴木さんにお礼申し上げる。

プロジェクションマッピングで日本を紹介

■インドから帰還した女性たちに提供している職
業訓練の機会。訪問時はベーカリー・トレーニン
グが行われていた。ネパールの人は甘いものが大
好きだ。そのため、街のあちこちにパンやケーキ
が売られている。技術をマスターすれば、そうし
たお店に就職するチャンスも。みんな真剣に学ん
でいた。

元気になったプラプティちゃん

テレサ・アカデミーの幼稚園クラスを見学。かわいい子ど
もたちにメロメロのツアーメンバー

■ツアーメンバーの鈴木明子さんのご協力により、
テレサ・アカデミーの高学年クラスでプロジェク
ションマッピングを駆使した日本文化紹介を行っ
た。授業で習う日本は、広島・長崎に原爆を落と
されながらも、経済発展を遂げた優秀な国という
ことぐらい。ぜひ、等身大の日本の姿を知ってほ
しいと制作してくださった。名所旧跡、広い海や
四季折々の風景、マグロの解体ショーなど、音楽
に合わせて次々と映し出される画像に歓声があが
る。もっとも関心を集めたのは、同世代の日本の
学生の姿と、スイーツのようだった。
学校の教科書だけでは知ることのできない世界
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ベーカリー・トレーニングの様子。手で食べるというお国
柄、混ぜるのも捏ねるのもすべて素手。少々、驚いた

■今回は、早稲田大学本庄高等学院の皆さんを中
心に組んだプログラムを計画。連日、練習を重ね
たチア、ダンス、ギター演奏＆歌を披露した。事
前に、マイティの子どもたちに、好みのナンバー
を選曲してもらい、ダンスや歌はそれらをチョイ
ス。大好きな曲とあって、大いに盛り上がり、
「 Once
more！ Once more！」とのアンコールも。マイテ

現地報告：マイティ・ネパール本部
ィの子どもたちからも、お返しのダンスと歌が披
露され、とても楽しいひとときを過ごすことがで
きた。
参加者の皆さん、ありがとうございました！

ダンス！

GO

GO

子どもたち、ついに総立ち。さながらフェス！

チア！

マイティの子どもたちによるお返しのダンス。完成度、思
いっきり高い！

当会も負けてはいられない。来年はど

んな演目を披露しようか

■ツアー前、文具などのご寄付を呼びかけたとこ
ろ、今回も多くの方々がご協力くださった。また、
現地の子どもたちへのお手紙も寄せてくださった。
お預かりした支援物資とお手紙は、確かにお届け
させていただいた。ご協力くださった皆さま、あ
りがとうございました！

ギター演奏＆歌！

【文具などをご寄付くださった皆さま】（敬称略）
上中美穂 上原翔子 春日恵 森谷里美
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カトマンズ・ホスピス
■前号のラリグラス・リポートでご報告したとお
り、乳がんの診断が下ったラクシュミさん。マイ
ティ本部のクリニックで抗がん剤治療を続けてい
たが、７月中旬、ホスピス近くの私立医科大学付
属病院で手術を受けた。時間が許せば、お見舞い
したいと思っていたが、カトマンズ市内の渋滞は
年々、激しくなっている。かつて 30 分で移動でき
た道のりが、1 時間以上も要する状態だ。そのた
め、すべてのスケジュールが押し気味となり、お
見舞いに訪れる時間を捻出することができなかっ
た。
報告によれば経過は良好で、マイティ本部のス
タッフが付き添い、手厚いケアを続けてくれてい
るとのことだ。

日本からのお土産と支援物資を受け取り、満面の笑顔

■ホスピス入所者の体重増加が著しく、健康に支
障をきたしかねない状況にあった。そのため、4 月
訪問時、ミュージックシステムを緊急支援し、音
楽に合わせてダンス・エクササイズを日課とする
ようアドバイスした。
寮母のガウリさんによれば、毎日 1 時間、ダン
ス・エクササイズを続けているという。さほど体
重に変化はないようだが、みんな楽しそうに身体
を動かし、ストレス解消につながっており、今後
も続けていくとのことだった。

■今回も合計約 80 人で恒例のピクニックに。出
向いた先は、古都バクタプルの高台にあるリゾー
ト公園だ。あいにくの雨に見舞われてしまったが、
数十人の収容が可能な東屋がいくつか設けられて
いるため、びしょ濡れになる心配はない。ケータ
リング・サービスを頼み、音響設備をレンタルし
て、食べて歌ってダンスしてと、大いに盛り上が
った。
ここでも、早稲田大学本庄高等学院應援部チア
パートの皆さん、同校 WDC（ダンス同好会）の 2 人
によるダンス、メンバー全員による手品を披露。
ほかのピクニック客もどんどん見物に集まり、大
賑わいのなかでのショーとなった。

訪問者がほとんどいないホスピス。ツアーメンバーの到
着を首を長くして待っていてくれた

休むことなくみんなでダンス！
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ホスピス一番の名ダンサー・ローシャンくん

ツアーメンバーの女の子たちは、マイティの女の子にネ
パール風メイクを施してもらった

手品ショーも大成功！

女装でばっちりキメた最年少の荒川くん (左)、早稲田大
学本庄高等学院の上田先生(中央)、通訳のラジャさん

■最後に、ホスピスの女性と子どもたちからお礼
の言葉が述べられた。
最年長の男子・ビパンくんの言葉は、次のよう
なものだ。
「マイティには、時々、外国人のドナーが来ま
す。けれど、毎年来てくれるのは、ドイツの NGO
とラリグラスだけです。そうしたなか、私たちが
一番楽しみにしているのはラリグラスの皆さんが
来てくれることです。
ドイツのドナーは、普段食べられないモモ(ネパ
ール風餃子)をふるまってくれます。もちろん、み
んな大喜びですが、食べてしまえばそれで終わり。
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でも、ラリグラスの皆さんは、こうしてピクニッ
クに連れてきてくれて、毎回、趣向を凝らしたプ
ログラムを披露してくれます。
皆さんが帰った後、しばらく“今回も楽しかっ
たね”と思い出を語り合い、“次はどんな出し物
を見せてくれるだろう”と話します。皆さんと一
緒に過ごす時間は、私たちにとって、一番楽しみ
なイベントなので、来年も必ず来てください」
この言葉は、これまでツアーに参加してくださ
った皆さん、そして、“女性や子どもたちに楽し
いひとときを”との共通の思いを胸に、現地を訪
れずとも、日本でサポートしてくださる皆さんに
向けられた言葉である。

派手な色彩が好きだ。そんな、ネパール独特の感
性をもとに、日本のマーケットでは受け入れられ
そうにない作品が少なくない数、作られてしまっ
ていたのだ。
日本とネパールとの感性のギャップを埋めるた
め、ビーズの色の組み合わせをマニュアル化し、
指定された以外の組み合わせでは制作しないよう
指導を続けてきた。結果、これまで大きな問題が
生じることはなかったのだが、ここにきて、昔に
逆戻りしてしまったのである。
ソンマヤさんは、優れた技術をもち、のみこみ
も早い。しかし、そのおとなしい性格から、リー
ダーシップに欠けるところが見受けられる。その
ため、自分より年長の女性たちを指導することに、
どうしても遠慮が働いてしまうようなのだ。
ソンマヤさんには、リーダーの報酬として、月
額 1,500 ルピー(約 1,500 円)を支払っている。そ
の分、がんばってもらわなくてはならない。
「リーダーとしての自覚をもち、言いにくいこ
ともきちんと言うのがリーダーの仕事」と叱咤し、
マニュアルに沿った指導を心掛けるようアドバイ
スした。
また、ビーズづくりに携わる女性たちには、ソ
ンマヤさんの指導を素直に受けるよう周知した。

ホスピス長男・ビパンくんのスピーチに胸が熱くなった

【ビーズ・プロジェクト】
■ビーズ制作の主要な担い手であった女性がホス
ピスを退所し、リーダーのサンティさんが急逝し
たため、継続が危ぶまれていたビーズ・プロジェ
クト。新リーダーとなったソンマヤさんのがんば
りで、なんとか作品づくりはなされていたのだが、
いくつか問題が発生していた。
1 つは、作品のカラーコーディネートだ。ネパ
ールの色彩感覚は、日本のものと大きく異なる。
淡い色合いや同色系のコンビネーションなど、日
本人には落ち着いたトーンが好まれるが、ネパー
ルの人は煌びやかな赤・緑・黄の組み合わせなど、

ツアーメンバーが検品作業を担ってくださった
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プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム
■カトマンズからジープで移動すること 5 時間半。
ヘタウダで運営されるプリベンション・キャンプ
を訪問した。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、基礎教育や職業
訓練（縫製技術）を行う全寮制の施設だ。これま
で、820 人に学びの機会を提供している。
開設当初、教育プログラムは 6 カ月間かけて行
われていた。また、プログラム終了後は、全生徒
にミシンを配布していた。村に帰った後、学んだ
縫製技術を生かし、仕立ての仕事を請け負うこと
で、生計を立ててもらうという計画だったのだ。
ところが、ヘタウダ・プリベンション・キャン
プをサポートしていた NGO が寄付金を減額したた
め、プログラム期間が 4 カ月に短縮され、卒業生
全員にミシンを配布できなくなってしまった。
4 カ月のトレーニングでは、仕事を請け負うま
での技術習得は難しい。そのため、ほかの NGO に
協力を求め、追加でトレーニングを行ったり、仕
立屋に就職口を求め、修行を積むなどの対応をと
っていた。しかし、ミシンが確保できなければ、
そうして学んだ縫製技術を生かすことはできない。
そこで、当会は『テーラー開業支援プロジェクト』
を立ち上げ、寄付を呼びかけることにしたのであ
る。結果、多くの方にご協力いただき、今期は 60
人にミシンを寄贈することができた。
ヘタウダ・プリベンション・キャンプの責任者・
マヤさんから、以下、感謝の言葉が届いている。
「以前は、卒業生全員にミシンを配っていまし
たが、資金の問題でできなくなっていました。ラ
リグラス・ジャパンのおかげで再開できて、女の
子たちもとても喜んでいます。協力してくださっ
た日本の皆さんに、心からのお礼を伝えてくださ
い」
ご協力くださった皆さま、ありがとうございま
した！
【テーラー開業支援プロジェクトにご協力くださ
った皆さま】（敬称略）
伊藤芳樹
國森佳子
廣原麻美

漆原万里子 大田多恵 沓掛優子
佐藤圭都 渋谷修 千葉きく代
前澤洋子 松永一夫 武藤禎 吉田茂
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卒業生 1 人ひとりに修了証とミシンを手渡した

街一番のパーティー会場を借りて行われた贈呈式

■8 月 7 日、今期、前期、前々期の生徒 60 人に対
し、ミシンの贈呈式が行われた。女性と子どもの
福祉省ヘタウダ地区トップのショバ・サハ女史、
マクワンプール郡警察トップのバム・デブ・ゴー
タム氏などが参列し、
「貧しい家庭に生まれ、教育
の機会を得られなかった少女・女性たちに、縫製
技術のトレーニングを行うことは、夢や希望を与
え、勇気づけることになる」などとスピーチ。早
稲田大学本庄高等学院・吉田茂学院長、代表・長
谷川も挨拶させていただいた。
また、ツアーメンバーの早稲田大学本庄高等学
院應援部チアパートの皆さんが演技を披露。プリ
ベンション・キャンプの女の子たちはもとより、
参列者の大半がチアを見るのは初めてとのことで、
皆、華やかな舞台にくぎ付けになっていた。應援

現地報告：プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム
部チアパートの皆さん、すばらしい演技をありが
とうございました！

■ミシンを受け取るため、プリベンション・キャ
ンプにやってきた卒業生の中には、学んだ技術を
生かし、仕立屋開業に向けて努力を続けている女
の子が少なくない。そんな彼女たちから村の生活
について話を聞いた。
カリシュマ・バスネットさん（24 歳）は、パル
ン村出身。家族は両親、兄、兄嫁。狭い土地を耕
し生計を立てているという。10 年生まで学校に通
った後、家の手伝いをして過ごしていた。プリベ
ンション・キャンプで学んだ後、4 カ月前から村
の仕立屋で働いているという。
「家族も応援してくれているし、ミシンもいた
だいたので、もっと技術を磨いて自分の店をもつ
のが夢です」と語ってくれた。
マンタリ村出身のサリナ・ロプチャウさん（22
歳）は、12 年生まで学んだ。家族は両親、弟、妹。
村に若い女性の組合があり、時折行われるトレー
ニングに、友だちと一緒に積極的に参加していた
という。村の世話役からマイティのトレーニング
の話を聞き、ぜひ参加したいと思ったそうだ。
「ミシンをもらったので、友だちと一緒に仕立
屋を開きたい。親も勧めてくれています」とのこ
とである。
同じくマンタリ村出身のサリタ・ボムジャさん
（20 歳）は、8 年生まで学んだ。同居家族は両親、
兄、弟 2 人。プリベンション・キャンプで学んだ
後、3 カ月前から姉の仕立屋で修行中とのことだ。
「お姉さんは結婚していて、2 人子どもがいま
す。でも、夫が出稼ぎに行くと言ったまま、行方
不明になってしまいました。それで、トレーニン
グを受けて、仕立屋を始めたんです。村には仕立
屋が 1 軒しかなく、とてもがんばって働いている
ので、毎月 20,000～30,000 ルピー(約 20,000～
30,000 円)もの売上がある。そのお金で、土地を
買い、小さいけれど家も建てました。私もお姉さ
んのように仕立屋を開いて、お金を稼ぎたいです」
と話してくれた。
プルマヤ・ティンさん(18 歳)は、マナリ村出身。
4 年生まで学んだ。家族は母、兄、兄嫁。父親とは
幼い頃に死別し、母を手伝い、幼い頃から畑仕事
をしてきたという。
プリベンション・キャンプで学んだ後、5 カ月
前から知り合いの仕立屋で働いているとのことだ。
プルマヤさんの家は、2015 年に発生したネパール
地震で全壊し、その際、祖父を失くしたそうだ。
村全体では 9 人が死亡し、とてもつらかったとい
う。しかし、今は悲しみを乗り越え、いつか自分

應援部チアパートの皆さんの演技に、会場がわいた

当日は複数の地元メディアも駆けつけた。 これは地元紙
の記事。こうしてマイティの取り組みが取り上げられる
ことで、より多くの人に活動の様子を知ってもらうこと
ができる。 テーラー開業支援プロジェクト のさらなる広
がりを期待できそうだ
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の店をもちたいと意欲的だ。ほかの卒業生たちも
同様、プリベンション・キャンプで学んだことを
機に、それぞれの道を切り開きつつあった。

り。6 年生まで学んだ後、母を手伝って過ごして
きたという。その生活は過酷だ。朝 6 時から 12 時
までは薪拾い、午後は 3 時間かけて水汲みに。水
瓶は 50kg ぐらいあるという。本来、男性でなけれ
ば操るのが難しいといわれる水牛をコントロール
することもできるそうだ。
彼女もまた、知り合いのお姉さんにプリベンシ
ョン・キャンプの話を聞き、入所を希望したそう
だ。
「お母さんを助けるため、農業をがんばろうと
思って、隣村で行われた農業トレーニングも受け
ました。でも、お姉さんから、技術を身につけた
ほうがよいとアドバイスされたんです。先輩の話
を聞いて、自分もがんばれば開業できると思いま
した」と、意欲あふれる話をしてくれた。
目を輝かせながら、卒業生の話に耳を傾けてい
た 2 人。4 カ月間、精いっぱい学んで、先輩に続
いてほしい。

新しい道を切り開き始めた卒業生たち。教育は豊かな人
生を創る要だ

■卒業生に続き、新学期からトレーニングをスタ
ートする生徒にも話を聞いた。
マナリ村出身のマヤ・ラマさん(22 歳)は、同じ
村に暮らす知り合いのお姉さんに、プリベンショ
ン・キャンプを勧められたという。
「お姉さんもプリベンション・キャンプの卒業
生です。とても勉強になるし、楽しいところなの
で、ぜひ行ってきなさいと言われました。日本人
とピクニックに行った話も聞いて、本当に楽しそ
うだなと思ったので、思いきって来ました」との
こと。
当会は、こうした口コミによって、プリベンシ
ョン・キャンプへの入所希望者が増えることを期
待していた。そのために私たちができることは、
そこがとてもすばらしいところだと感じてもらえ
るようサポートすることだ。恒例のピクニックは
その 1 つ。卒業生の口から、プリベンション・キ
ャンプの魅力として挙げてもらえたことは、たい
へん喜ばしいことであった。

最年少のマナ・クマリ・ボムさん。努力家で向学心旺盛な
彼女なら、きっと仕立屋を開業できることだろう

■新学期の生徒のなかで最年少のマナ・クマリ・
ボムさん(16 歳)は、カイラーシュ村出身。もっと
も近いバス停から徒歩 4 時間もかかる辺境の村だ。
幼少期に父親が行方不明となり、家族は母 1 人き
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【テーラー開業支援プロジェクトへのご協
力のお願い】
村で仕立屋を開業するには、ミシン 1 台 10,000
ルピー、糸や針、はさみなどの道具一式 2,000 ル
ピーと、合計 12,000 ルピー（約 12,000 円）が必
要です。そこで当会では、縫製技術を学んだ 40 人
の女性（年間）に対し、卒業時それぞれに 1 台の
ミシンと仕立屋開業に必要な道具一式を提供する
ため、
「テーラー開業支援プロジェクト」を推進し
ています。女の子たちの夢実現に向けて、1,000 円
を一口としてご寄付いただけますよう、お願い申
し上げます。
■寄付の方法

プロジェクションマッピングを鑑賞する女の子たち。は
じめて見る世界に驚きの声がもれていた

○ゆうちょ銀行の振替の場合
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「テーラー開業
支援プロジェクト」とご記載ください。
○銀行振込みの場合
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
■ツアーメンバーの鈴木明子さんのご協力により、
プロジェクションマッピングで日本文化紹介を行
った。新学期の生徒のなかで、日本人を見たこと
があるのはわずか 2 人。日本という国がどこにあ
るのかもよくわからない女の子が大半である。同
世代の学生の生活スタイルや名所旧跡、広い海や
四季折々の風景、マグロの解体ショーなど、次々
と現れる画像に、皆、歓声を上げながら楽しそう
に見入っていた。
加えて、努力を続ける女の子たちへ、お菓子の
詰め合わせをはじめ、関係者の皆さまから寄せら
れた支援物資、日本からのお土産として用意した
扇子とネイルをプレゼントした。
プロジェクションマッピングを作成してくださ
った鈴木さん、物資の寄付にご協力いただいた皆
さま、ありがとうございました。
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プリベンション・キャンプの女の子たちとすっかり打ち
解けたツアーメンバー。言葉が通じずとも、不思議と仲良
くなれてしまう

■訪問中、もっとも盛り上がるのはピクニックで
ある。親元を離れ、トレーニングをがんばる女の
子たちを応援しようと、毎年、続けているものだ。
キャンプに入所したばかりの新しい生徒も、心
待ちにしてくれていたとのこと。
「日本の皆さんがピクニックに連れて行ってく
れる。一緒にダンスしたり、手品を披露してくれ
たり、おいしいご馳走もたくさんある。とっても
楽しいんだよ」と、スタッフや先輩から聞かされ
ていたそうである。
今回は、ミシン贈呈式に出席するため、たくさ
んの卒業生も参加。スタッフやツアーメンバーを
合わせ、総勢 80 人でヘタウダ郊外のリゾート公
園へと繰り出した。雨季の真っただ中にあるも、
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幸いにも好天に恵まれ、ダンスやツアー参加者全
員の手品披露などで大いに盛り上がった。こと、
早稲田大学本庄高等学院應援部チアパートの皆さ
ん、同校 WDC（ダンス同好会）の 2 人が披露して
くれた舞台は大好評。大きな拍手が送られた。す
ばらしいダンスをありがとうございました！

K-POPでキレキレのダンスを披露！

まずはみんなでダンス！

関西出身だけあって、見事な口上でまとめあげた

チアダンスを披露！

チョンマゲのヅラで笑いをとりながらの手品！
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手品以外にも、得意のバルーンアートを披露してくれた
鈴木さん

大技の新聞マジック。あまりの不思議さにポカンと口が
開いたままの女の子も

男性陣は恒例の女装に挑戦。初々しい高2の荒川くん
練習を重ねた手品を披露！

うまくいきました

と、年季の入ったお2人のコントラストがまぶしい
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1～7 月は 108 人を阻止。8 月に入ったばかりの訪
問時においても、10 人の女の子を保護したとのこ
とだった。

ボーダーガードの3人。女の子の人生を守るため、毎
日、がんばってくれている
リゾートの敷地内には遊園地が。みんなでゴンドラに挑

■1 年前の訪問時、保護されていたプージャ・マ
ハトさん（14 歳）と再会した。2016 年秋のレポー
トでも紹介させていただいたが、貧しい家庭で生
まれ育ち、一度も学校に通ったことがないという
女の子だ。そんな彼女の親のもとをサドゥ（ヒン
ドゥー教の修行者）が訪れ、
「住み込みで私の身の
回りの世話をしてくれれば、食事と勉強の機会を
提供する」と提案。ところが、そのサドゥにレイ
プされ、妊娠 5～6 カ月であることが判明し、トラ
ンジット・ホームに保護されたという経緯である。
中絶の機会を逸していたため、プージャさんは
出産せざるを得なかった。生まれてきた女の子は
ラクシュミちゃんと名付けられ、訪問時は生後 11
カ月。プージャさんが母となるにはあまりに幼い
ため、マイティ本部で養育されることになった。
一方、プージャさんは出産後、実家に帰ったと
いう。しかし、2 カ月前、ふたたびトランジット・
ホームに戻ってきたそうだ。無理やり結婚させら
れそうになったからだという。ネパールでは、宗
教上かつ社会通念上、婚前交渉はタブー視されて
いる。そうしたなか、世間の非難の目を恐れた親
が、厄介払いを図ろうとしたようだ。こうした経
緯にある結婚は、総じて条件がよくない。妻と死
別し、再婚を願う中年男性が相手だったりする。
おそらく、経済レベルも低位にあるだろう。
“傷も
の”のレッテルが貼られた女性に、恵まれた縁談
など到底、望めないのだ。
プージャさんの気持ちを聞いてみた。あたりま
えだが、結婚したくないという。
「勉強したいです

戦。女の子はみんな初の体験だ

今回はバイキングにもトライ。遊園地慣れしているはず
の日本人メンバーからも、「二度と乗りたくない」との
声が聞かれるほど、激しいアトラクションだった

■ピクニックの翌日は、ヘタウダから車で 1 時間
半、インドとの国境の街ビールガンジにて運営さ
れるトランジット・ホームを訪問。インドから帰
還した人身売買被害者の女の子の一時保護、人身
売買犯罪の予防活動を主たる活動とする施設だ。
国境での監視業務は、同施設の重要な活動の 1
つである。ボーダーガードと呼ばれる監視スタッ
フ 2 人が、朝 6 時から夕方 6 時まで二交代制で見
張りに立ち、警察と連携して人身売買犯罪を水際
で食い止める活動だ。2016 年は 185 人を、2017 年
15
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か？」と尋ねたところ、
「したい」との答えが返っ
てきた。
彼女はまだ 14 歳だ。学ぶ機会を得られさえす
れば、この先の人生を切り開くことができるはず
である。そこで当会は、プージャさんがマイティ
本部のテレサ・アカデミーで学べるよう、アレン
ジを要請した。

「勉強したい」というプージャさん。つらい過去を乗り越
えて、明るい未来を創ってほしい
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レスキュー・ファンデーション
■8 月 15 日はインドの独立記念日。国をあげて祝
賀ムードとなる１日だ。レスキュー・ファンデー
ションでも毎年、お祝いイベントを行っており、
今年も売春宿からの救出活動をともに行う警察関
係者や地元の名士、提携する現地 NGO 代表らを招
き、盛大に行われた。
もっとも盛り上がったのは、ボリヴァリとボイ
サルに保護される少女・女性たちによるダンスや
歌、ファッションショーである。施設で学んだ技
術やノウハウを生かし、チームごとに趣向を凝ら
した演目を披露するのだ。数週間かけて練習を積
んだすばらしい舞台に、来場者から大きな拍手が
送られた。
売春宿から救出されたばかりの女性・少女たち
は、身心ともに荒んでいる。誰の言葉にも耳を貸
さず、スタッフに殴りかかるような女の子も少な
くない。そんな彼女たちに根気よくカウンセリン
グを行い、心を解きほぐしていく。そして、学習
の機会を提供し、未来に希望を見出してもらうの
だ。
独立記念日の発表会は、女性や少女たちが重ね
てきた努力を多くの人に見てもらえる貴重な日だ。
誰かに認められることもまた、彼女たちの心のケ
アに重要な役割を果たしているのである。

自分のこれまでの人生を詞に託し、美しい声で歌い上げ
た 16 歳の少女。感動して涙ぐむ来賓も

デザインからパターン作成、縫製まで、すべてのドレスが
女の子たちの手によって制作された

いくつかのチームに分かれ、思い思いに趣向を凝らした
ダンスを披露

最後は優秀者を表彰。たくさんの拍手を浴びて誇らしげ
だ
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【デリー事務所】
■これまでデリーに、ムンバイやボイサル、プー
ネのような独自のシェルターがなく、売春宿から
救出した少女たちは、インド政府が運営する保護
施設に送られることになっていた。しかしそこは、
「十分な食事も与えられず、社会復帰に必要なリ
ハビリテーションもほとんどなされていない。施
設のスタッフによるイジメも横行している」など
の悪評がたつようなものだった。
人身売買被害者の救出活動は、売春宿から外の
世界へ救い出せば終わりというものではない。救
出後の手厚いケアこそが大切だ。よって、独自の
シェルターにおいて、適切な支援プログラムを施
すことは、喫緊の課題とされていたのである。
そんな、ケアの拠点となるデリーのシェルター
が、あと数カ月で完成予定だ。場所はカンジャワ
ラ、施設名は“ASHA DEEP HOME”（希望の光の家）
である。
現場には、マイティ・ネパール支援から数えて
20 年来のドナー仲間であるドイツの NGO のスタッ
フが張り付き、デリー事務所の責任者・サントシ
ュとともに進捗状況を見守ってくれていた。12 月
31 日には、オープニングセレモニーが催される予
定とのことだ。当日は、地元名士や警察者、ドイ
ツやスイスのドナー仲間も参列するとのことであ
る。状況が許すようであれば、ラリグラスからも
お祝いに駆けつけたいと思っている。

レスキュー・ファンデーション代表・トリベニ
さんによれば、土地取得に必要な費用は 1400 万
ルピー（約 2500 万円）。うち、650 万ルピー（約
1160 万円）はすでに確保してあるものの、750 万
ルピー（約 1340 万円）の目途がたっていないとい
う。
人身売買犯罪の被害者を救うには、こうした人
生の立て直しを図るための施設が必要不可欠だ。
現段階において、当会に経済的な余力はないが、
たとえ一部であっても協力できないかと考えてい
る。

■サントシュによれば、モンスーンの影響で工期
が遅れ、急ピッチで作業を進めているとのことだ。
なんとか年内には完成予定とのことだが、工期の
遅れ以上に深刻な課題があるという。
インド政府から施設建設の認可を受ける際、ル
ール上では 2100 平方 GAJ の土地が必要とされる
（注:1GAJ＝91.44cm）。ところが、資金不足によ
り、現段階では 1500 平方 GAJ しか購入できてい
ないのだ。では、いかなる方法で政府の認可を取
り付けたかといえば、資金繰りができ次第、残り
600 平方 GAJ を必ず購入するという約束のもと、
地主に協力を仰いだという。レスキュー・ファン
デーションに対し、2100 平方 GAJ の土地を売った
という証明書を発行してもらったのだ。日本では
考えられないことだが、こうした裏ワザは、イン
ドでは当たり前のことらしい。かくして、政府の
認可を受けることができたのだが、問題は残り
600 平方 GAJ の土地を一刻も早く購入しなくては
ならない点だ。

年内完成に向け、急ピッチで作業が進められている

2015 年のネパール地震を受け、耐震性を配慮した堅牢な
作り。建物の中心は吹き抜けになっており、明るく開放的
な雰囲気だ

18

現地報告：レスキュー・ファンデーション
■シェルター建設には多大な時間と労力がかかっ
ているが、そうしたなかでも精力的に救出ミッシ
ョンを行っている。直近では、マイティ・ネパー
ルから要請のあった行方不明者の救出に成功した
とのことだ。
捜索の依頼があったのは、カブレ出身のカリシ
ュマ・タマンさん（16 歳）。サントシュが客を装
い、デリー屈指の赤線地帯 G.B.ロードの売春宿の
内偵を続け、本人発見に至ったという。そのとき
から数回にわたり、カウンセリングを行い、カリ
シュマさんから「救出してほしい」との言質を取
る。早速、警察に摘発を要請するも、運悪く、救
出ミッションに協力的な管轄署のトップが不在だ
ったため、2 番手の幹部が主導することに。とこ
ろが、売春宿に乗り込んだところ、もぬけの殻だ
ったという。後にわかったのは、摘発の手から逃
れるため、少女たちを別の場所に移動させたそう
だ。2 番手の幹部によるものか、あるいはその周
辺の人物の仕業なのかは不明だが、事前に情報が
漏れてしまったのである。
落胆したカリシュマさんだが、警察宛てに「助
けてほしい」と手紙を書いたそうだ。しかし、救
出チームがやってくることはなかった。手紙が無
事に警察の手にわたったのかも定かでなく、たと
え届いていたとしても、売春宿側に協力的な警察
によって破棄されてしまったと思われる。
それでもカリシュマさんは諦めなかった。見張
りの目をかすめ、脱走を試みたのだ。通りを一目
散に走り抜け、雑貨店に飛び込んで、そこからサ
ントシュに電話したという。
当時の様子をサントシュが話す。
「よく逃げてこられました。もしみつかってい
たら、ひどい暴力を受けていたはずです。カリシ
ュマもよほど怖かったのでしょう。
“助けて、助け
て！”と繰り返しながら泣いていました。けれど、
私ひとりで彼女を助けたら、レスキュー案件にな
りません。そうなれば、裁判も難しくなります。
なので、カリシュマにはその場で待ってもらい、
警察を呼んで一緒に救出に向かったのです」
かくして、7 月 20 日、カリシュマはデリー警察
に保護される。そこで、もう 1 人、売春宿から逃
れたいと言っているネパールの少女がいるとの情
報を得、再度、救出ミッションを決行する。結果、
サビナ・ゴレンさん（タマン族・15 歳）の救出に
も成功したのだった。
■サビナさんは 4 カ月間、カリシュマさんは 1 年
間、売春を強要されたという。カリシュマさんは、

1 日に 60 人もの客の相手をさせられることもあっ
たとのことだ。
どのような経緯で人身売買の被害にあったのか。
なんと、インドの寺院を巡礼するという名目で、
たくさんの少女たちとともにチャーターバスに乗
せられてきたという。
サントシュはいう。
「巡礼に行こうと誘う手口は、最近、みられは
じめた新しい手口です。みんな、巡礼者の格好を
しているので不審に思われない。東ネパールのマ
ヘンドラナガル国境経由で、デリーに連れてこら
れるのです」
マイティは、国境に検問所を置き、犯罪を水際
で阻止すべく尽力している。しかし、ブローカー
は次々と新たな手口を編み出し、少女たちを連れ
去るのだ。
一方、朗報も聞かれた。2005 年を境に、売春宿
における HIV 感染者が減少傾向にあるという。イ
ンド政府や現地 NGO による啓発活動が実を結びつ
つあるのは喜ばしいことである。
■デリーに赴任後、売春宿の内部事情についてリ
サーチを重ねるサントシュに、最新事情について
話を聞いた。
「だんだんわかってきたのは、ナイカという女
性がいるということです。ナイカというのはヒン
ディー語ですが、女性のリーダーやヒロインなど
を指す言葉です。売春宿におけるナイカは、いわ
ば責任者のようなもの。おかみであるガルワリと
は別の存在で、女の子たちをコントロールする役
割を担っています。
ナイカはほとんどタマン族の女性です。なぜな
ら、捕まっても決して口を割らないから。そんな
ナイカを使っているのが、ムスリムの男です。決
して表に出ず、普通に暮らしているので、闇社会
とつながっているとは到底、思えないタイプの人
です」
利益の大半を吸い上げるのはムスリムの男だ。
たとえば、G.B.ロードの 54 番には 4 軒の売春宿
が入り、1 軒あたり 60 人の女の子が働かされてい
る。全部で 240 人。その 1 人ひとりが 1 日平均 35
～40 人の客をとっているらしい。
1 人の客の相手をすることを 1KAM というそう
だ。KAM とは仕事の意であり、客はその 1 仕事に
対し、330 ルピー(約 575 円)を支払う。ムスリム
の男の取り分は、1KAM あたり 25 ルピー(約 45 円)。
ナイカには 1KAM あたり 100 ルピー(約 180 円)が
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わたる仕組みだ。
45 円、180 円と聞くと小さなお金に思えるが、
1 軒の売春宿が抱える 60 人の女の子が、35～40KAM
の仕事を担うのである。合計すると 1 日あたり、
ムスリムの男には約 9 万 4500～10 万 8000 円、ナ
イカには約 21 万～24 万円もの大金がわたること
になるのだ。
ナイカが口を割らないのは、たとえ服役するこ
とになったとしても、ムスリムの男を守りさえす
れば、出所後、再び雇ってもらえるであろうと期
待するからだという。いわば、大金を得るために
忠誠を誓っているというわけである。かくして、
悪の大本に司直の手が伸びることはないというこ
となのだ。
■かたや、女の子たちの手には、ほとんど利益が
もたらされない。食事や衣類、化粧品、洗濯代に
至るまで、自分で賄わなくてはならない。収入源
は客からもらうチップのみだ。しかし、もらい過
ぎると店側に奪われてしまう。ほかの女の子に盗
まれることも日常茶飯事だ。結果、手元に残るお
金はほとんどなく、5 年間はそうした生活が続く。
5 年が経過した後は、希望すれば店側に里帰り
を許されるという。戻れと強要されはしない。そ
のまま実家で暮らすことも可能だが、半数は自ら
の意志で売春宿に帰ってくるという。5 年間です
っかり変わった自分自身が、故郷に受けいれても
らえるとは思えないからだ。事実、故郷の人々の
見る目は厳しいと言わざるを得ない。
人身売買犯罪は、上層部の一部の人間に大きな
富をもたらす。その富を生むのは、故郷に棄てら
れた少女たちなのである。

マイティから届いた捜索願のカリシュマさんの写真。ま
だ幼さが残る

保護直後のカリシュマさん。1 年でずいぶん雰囲気が変わ
った
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ネパール障がい者女性協会（NDWS）
●NDWS の概要と支援の経過報告
ネ パ ー ル 障 が い 者 女 性 協 会 （ Nepal Disabled
Women Society: 以下 NDWS）は、1994 年、障がい
をもつ女性たちが中心となって立ち上げた組織で、
カトマンズ盆地内にあるラリトプール郡ゴダワリ
地域で活動を行っている。設立当初は、対象地域
の障がいをもつ女性たちへの職業訓練などを行っ
ていたが、現在は同地域の障がいをもつ子どもた
ちに焦点を当て、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研
修会の実施
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
2011 年から実施していた各村の障がい者の現
状調査および障がい者手帳発行手続きは、政府か
ら受託して実施していた。現在、調査のための予
算が確保できていないという理由で一時休止して
いるが、2017 年 12 月に予算承認されることにな
っており、2018 年 1 月以降に再開予定である。

また、デイケアセンターにおいて保護者向けの
研修会も定期的に開催している。NDWSのスタッフ
が講師となり、障害に関する知識や家庭でのマッ
サージの方法などを教えている。この研修会に
は、デイケアセンターに通う子どもたちの保護者
だけでなく、NDWSに登録しているゴダワリ地域の
保護者や、地域の学校に通っている障がい児の保
護者も対象としている。研修会の最後には、ラリ
トプール郡より制服と文房具が子どもたちに寄付
された。

だんだん上へと上昇するケーブルカーに、不安と期
待が入り交じる

●デイケアセンターでの活動
デイケアセンターには現在15人の子どもが通っ
ている。デイケアセンターに通う子どもたちと保
護者を連れて、7月月にチャンドラギリという観
光地にピクニックに行ったそうだ。チャンドラギ
リは、カトマンズから西に16kmほどいったところ
にある丘で、カトマンズ盆地を見渡すことができ
る。2016年8月にケーブルカーが新しく完成し、
カトマンズからも気軽に行ける観光地として人気
がでている。普段外出する機会が少ないため、少
しでもいろいろな経験をしてみたいと立てたこの
ピクニックの計画。新しい観光地ということで、
NDWSのスタッフは必ずや子どもたちみんなが楽し
んでくれるものと予想していた。しかし、いざケ
ーブルカーの乗車口についてみると、ほとんどの
子どもが怖がって乗ることができなかったそう
だ。結局、一部の子どもと保護者、NDWSのスタッ
フが上まで行き、景色を楽しんで降りてきたとい
う。その間、子どもたちは残った保護者ととも
に、乗車口付近にあるレストランで食事を楽しん
だそうだ。

郡の職員から制服と文房具一式をもらう子どもたち

●身体障がいのある子どもへの支援
NDWSは、バネパという場所にある障がい児リハ
ビリ病院（HRDC）と設立当初から連携している。
HRDCはネパールにおいて特に身体障がいのある子
どもたちの中核病院となっており、外科手術や義
肢・義足の製作も行っている。NDWSは、登録して
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いる子どものうち、毎年数人を病院に連れて行
き、医師や理学療法士に診てもらっている。今回
は、2人の子どもを連れて行ったそうだ。1人は、
Aasthaちゃん。両親によると、双子で生まれた直
後に病気となり入院し、点滴をした後に左足が壊
死したそうだ。そのため、左足の足首より少し上
部から下を切断し、いずれは義足が必要になると
医師から言われていた。ちょうど本人が歩こうと
しだした2歳を前に、NDWSは両親とも相談して義
足を作ることにした。これまでは歩きたくても思
うように足が出ず、走ることもできなかった
Aasthaちゃん。義足ができたことで、自分で庭に
も出られるようになり、義足を脱ぎたがらないそ
うだ。
もう1人は、足のまひにより歩行が困難な少女
Rachanaさん。アキレス腱の手術をして、杖など
を使わずに歩くことができるようになった。検査
から手術、病院での術後検査にいたるまで、NDWS
のスタッフが付き添い、病院との調整役を担って
いる。

Aasthaちゃんとその両親。義足のおかげで外で遊ぶ機会
が多くなった

Rachanaさん。まひによって手術したところがひっぱら
最初の検査。足の長さなどを測定する

れないよう、専用のカバーを装着する
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●スタディツアーメンバーの訪問
8月11日、スタディツアーのメンバーが、NDWS
を訪問した。子どもたちはお菓子を持って現れる
ツアーメンバーの訪問を毎年とても楽しみにして
いる。自己紹介をした後、ツアーメンバーが持参
してくれたバルーンを剣に見立てて、ちゃんばら
ごっこ。普段とは違った遊びに、子どもたちは大
喜びだった。このバルーンは、前回も参加してく
れた大関順子さん、鈴木明子さんが子どもたちが
動いて楽しめる遊び道具を考えて持参してくれた
ものだ。

フェルト絵本の仕掛けに感心するスタッフ

●マヘンドラ君のその後
以前、レポートの中で透析が必要となったマヘ
ンドラ君について紹介した。腎臓移植は適合する
ドナーが見つからず、今も週に3回の透析を受け
ている。弟がバイクで送り迎えをしているが、仕
事をしているため、友人に頼むこともあるとい
う。体の調子が優れず、就労は難しいものの、携
帯電話の修理など在宅でできる仕事であれば本人
もやりたいと言っているため、携帯電話の修理の
職業訓練を受ける予定になっていたが、長時間に
及ぶ透析の疲れなども蓄積し、現在は受けられる
健康状態にないという。まずは体の調子を整え
て、職業訓練に参加する予定である。

普段とは違う遊びを楽しむ子どもたち

また、こちらもツアーに毎回参加してくれてい
る大野国さんが、絵本を寄贈してくれた。さら
に、モンゴルの特別支援学校の教員が作成したフ
ェルトの絵本も寄贈。野菜をボタンでとめられる
ようになっていたり、ポケットに出し入れができ
たりとさまざまな仕掛けのある絵本となってお
り、子どもたちは早速さわって楽しんでいた。そ
の他にも、木製の型はめパズルやままごとセット
などのおもちゃを寄贈することができた。

マヘンドラ君（中央）。NDWSのスタッフが栄養補助食品
を届けたそうだ
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●他ドナーからの支援
長年ラリグラス・ジャパン以外のドナーを探し
続けてきたNDWS。今年、フィンランドのABILIS財
団という団体の支援を受けることができたそう
だ。ABILIS財団は途上国の障がい児・者を支援し
ており、NDWSのスタッフは申請書を書いて助成金
を得ることができた。助成金の支援を受けて実施
するプログラムは、障がいのある女性たちのため
の被服デザインや洋裁の研修である。NDWSの代表
リタさんは、自身のブティックを経営し、オーダ
ーを受けてデザインや仕立てを行っている。この
技術をいかし、障がいのある女性に教えて自立を
促すことを試みている。今回は期限付きのプログ
ラムとなるが、継続して支援が受けられるよう、
スタッフたちはこのプログラムの実施に力を入れ
ている。

参加者を前に講義をするNDWS代表のリタさん
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イベント・その他の活動（201７年4～9月）
●アースデイ
ラリグラスの活動を来場者に知っていただくた
め、そしてボランティアの皆さまとの交流の機会
として毎年参加してきたアースデイだが、今年は
参加を断念せざるを得なかった。出展料が値上が
りしたことにより利益が見込めず、赤字になりか
ねなかったためだ。次回参加するか否かはまだわ
からないが、皆さまが集まれる機会については今
後検討していきたいと考えている。

たい。
6 月 3 日（土）〜4 日（日）に行われた、共栄学
園中学高等学校の文化祭「共栄祭」では、同校ボ
ランティア部の皆さんにご協力いただいた。ホス
ピスの女性たちが制作したビーズ製品や、生徒の
皆さんが作ったミサンガなどを販売し、募金の呼
びかけも行ってくださった。生徒の皆さんの頑張
りに、心よりお礼申し上げる。

●印刷作業
2017 年 6 月 18 日（日）、飯田橋にある東京ボラ
ンティア市民活動センターにて『ラリグラス・ジ
ャパン 2017 春リポート』の印刷作業を行った。印
刷作業はコスト削減のため、印刷・製本・発送準
備まですべてボランティアの皆さまの手で行って
いる。皆さまの連携プレーにより、無事会員・関
係者の皆さまの元へ発送することができた。
●委託販売
ラリグラス・ジャパンではイベントに参加して、
マイティ・ネパールのホスピスで暮らす女性たち
が制作したビーズ製品やフェルトの小物など、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、ネパールで買い付けてきた雑貨などを
販売している。しかし、イベント出展の機会が減
ってきたこともあり、販売の機会は限られている。
このため、委託販売というかたちで、全国各地の
皆さまにご協力いただいている。2017 年 4～9 月
にご協力いただいた方をご紹介したい。
香川県の佐藤圭都さんは、個展などさまざまな
機会に商品を販売してくださっている。ご自身で
作ったパネルやポップなどはとても工夫されてお
り、当会の活動をわかりやすく紹介してくださっ
ている。グローバルフェスタなどのイベントにも
遠方から毎回参加されており、その際にも活動紹
介用のグッズをご持参くださり、毎回楽しみにさ
せていただいている。継続的にご協力くださり、
大変感謝している。
和歌山県にお住まいの大河内朱理さんは、アー
スデイなどさまざまなイベントで委託販売にご協
力くださっている。大河内さんは 2007 年夏のス
タディツアーに参加された方だ。10 年経った今も
現地のことを忘れないでいてくださり、当会の活
動にご協力くださったこと、心より感謝申し上げ

ボランティア部の皆さんの頑張りで、たくさんの寄付金
が集まりました

東京都世田谷区・三軒茶屋にあるカフェ「Cafe
ゆうじ屋」様は 2013 年より委託販売にご協力い
ただいており、現在店舗の一角に無償でビーズ商
品を置いてくださっている。スタッフの皆さまの
ご好意に深くお礼申し上げたい。ゆうじ屋さんは
カレーとシフォンケーキがおいしいと評判のお店。
近くまでお越しの際は、ぜひお立ち寄りいただき
たい。
ラリグラス・ジャパンが長年続けている「ビー
ズ・プロジェクト」は、マイティ・ネパールのホ
スピスの女性たちに働く機会を提供するために立
ち上げたプロジェクトだ。ビーズ製品やフェルト
雑貨などの作り方をレクチャーし、材料費や工賃
についても当会が負担している。彼女たちにとっ
てこの制作活動が唯一の現金収入であり、生活に
ハリをもたらすものとなっている。同時に、海外
で自分の作品が認められているということが自信
にもつながっている。当会ではホスピスで作られ
た商品をはじめ、ネパール・インド雑貨の委託販
売にご協力いただける方を募集している。当会の
委託販売の流れは次の通りである。ご協力いただ
ける方からのご連絡をお待ちしている。
25
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【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（価格がお客さま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、ご入金の際にかかる
手数料は当会が負担いたしますが、売上は全額当
会にご入金願います。
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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201６年度決算

27

決算・事業計画・予算

28

決算・事業計画・予算

29

決算・事業計画・予算

30

決算・事業計画・予算

31

決算・事業計画・予算

201７年度事業計画

１．海外事業活動
（１）マイティ・ネパール
・テーラー開業支援
・フェアトレード・ビーズ製品の購入と技術指導
・エンパワーメント支援
・ホスピス、ヘタウダ施設運営支援
（２）レスキュー・ファンデーション
・ホスピス運営支援
・ブライダル支援
（３）NDWS
・デイケアセンター運営支援
（４）スタディツアー実施
（５）商品仕入れ
２．国内活動
（１）広報活動
・ホームページ運営
・報告書・パンフレット印刷
・SNS サイト運営
・書籍販売
（２）イベントの参加とフェアトレード商品の販売
・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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201７年度予算

2017 年度 活動計算書予算
科目

予算額（円）

1.経常増減の部
(1)経常収益
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費

300,000
1,338,000

受取会費計

1,638,000

受取寄付金
受取寄付金
- 一般
- ブライダル基金

5,200,000
200,000

- 洋服代

70,000

- お菓子

90,000

- 職業訓練

100,000

- 文房具
- テーラー開業支援

10,000
150,000

受取寄付金計

5,820,000

事業収益
普及・啓発事業収益
- ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ

150,000

- 委託販売

250,000

- ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ

1,700,000

事業収益計

2,100,000

その他収益
受取利息

0

為替差損益

0

経常収益合計

9,558,000
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(2)経常費用
事業費
【その他費用】
ﾎｽﾋﾟｽ運営費（寄付金支出）

500,000

ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ支援費（寄付金支出）

200,000

NDWS 運営費（寄付金支出）

1,500,000

RF 運営費（寄付金支出）

2,500,000

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ支援費（寄付金支出）
テーラー開業支援

500,000
1,055,000

洋服代

70,000

お菓子

175,000

職業訓練

100,000

文房具
アーシャネパール運営費

10,000
110,000

材料費購入

10,000

ビーズ購入

10,000

寄付物品

85,000

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ

40,000

物品仕入・購入

60,000

現地イベント費

110,000

食費

113,000

通訳代

100,000

通信運搬費

96,000

会議費

10,000

宿泊費

461,000

旅費交通費

674,500

消耗品費

13,000

事務用品費

25,000

印刷製本費

40,000

支払手数料

108

為替手数料

108

送金手数料

15,000

雑費

200,000

【その他費用計】

8,782,716

事業費計

8,782,716
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管理費
【その他費用】
役員報酬

0

給料手当

0

退職給付費用

0

福利厚生費

0

支払地代家賃

0

水道光熱費

0

通信運搬費

90,000

会議費

8,000

旅費交通費

1,000

ｳｴﾌﾞｻｲﾄ運営

15,000

消耗品費

1,000

事務用品費

8,000

N-Books 会計ソフト使用料

10,800

研修費

2,000

送金手数料

5,000

雑費

9,000

【その他費用計】

149,800

管理費計

149,800

経常費用合計

8,932,516

当期経常増減額

625,484

2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益合計

0

(2)経常外費用
経常外費用合計

0

当期経常外増減額

0

税引前当期正味財産増減額

625,484

当期正味財産増減額

625,484

正味財産期首残高

11,922,312

正味財産期末残高

12,547,796
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会員・寄付者リスト
（敬称略）

【会員】
2017 年 4 月から 2017 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
門垣裕子 亀尾麻彩子 久保田明人 下窄あゆみ 須賀香奈 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 藤音晃明
三原一夫
《里親賛助会員》
阿部真里子 石原正行
岡田順子 奥井眞佐子
櫻井るり香 佐藤圭都
土居裕見子 轟木元枝
藤本律子
細村嘉一
元田智子
森谷里美

伊藤芳樹 稲垣すみ子
尾花好恵 小山田基香
渋谷修
白石衣香
西部徹
西堀喜則
前澤洋子 丸山竹士郎
山田しづ子 山田千恵

《一般賛助会員》
秋山洋子
生田卍
漆原万里子 江口敏
春日恵
角谷三樹子
渋谷優子
下田伸子
中野陽子
名田文子
松岡静枝
松永一夫
山田都子
吉田久美子

石渡裕康
大黒やより
金田敦子
鈴木明子
西野章男
松葉道代
吉田茂

上中美穂
笠原礼子
鈴木樹代子
野口みどり
三浦優子

稲葉資郎
大野国貢
木谷招子
竹内淳子
野口恵里花
松本聡子
米山知得子

今村久美子
岡部陵佳
木藤陽子
玉橋紳一郎
河朱美
三島正志

宇田川江美 大関順子
北山絢子
木村良枝
宗祥子 高橋多美子
林和夫 平井英津子
水上直樹
宮田泰司

入江まり子
小澤弘江
駒井咲久良
千葉幸子
橋本篤
水崎朋子

大田多恵 大西和江
工藤節子 國森佳子
瀧口修薫
平野善之 房賢孝
持田季未子

岩間加代子
小俣富美香
坂本淳子
塚野多木子
長谷川隆三
武藤禎

上田太郎
鏡島元昭
柴田智子
豊田健治
藤城裕子
村上隆男

《学生会員》
荒川航輝 市川実花
大畑璃子 小野桃
金子奈央 坂本明日香 清水詩絵 白井菜穂 高浦明香
永松若葉 野口有希乃 蓮実直海 藤本成美 松本祐美 峰﨑はなこ 宮野雄弘 柳澤佑奈
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【寄付をしてくださった皆さま】
（2017 年 4 月～2017 年 9 月）
青井博
秋山洋子 浅野芳子
イケダサエ 石原正行 伊藤芳樹 伊原由香里 今村久美子 岩淵一美
岩村昭司 上田朋子 宇田川江美 漆原万里子 大田多恵 大西（JICA）大野国貢 大原由子 小野寺一彦
小山田基香 笠井育子 春日恵
角谷三樹子 神谷学
共栄学園
沓掛優子 桑田真由美 工藤節子
國森佳子 栗原由佳 幸田雅人 合同会社 GoldCats
古賀ミチ 小手川弘子 後藤万記 小林のぶ江
坂本淳子 坂谷内勝明 櫻井るり香 佐藤圭都
篠原マリ 渋谷修
下田伸子 鈴木重男
高橋国和
竹内淳子 竹林早苗 田辺浩一
田邊暢子 千葉きく代 筒井知佐
堤田芳和 手島綾
土居裕見子
中野陽子 名田文子 西風徹
野村メグミ 橋本成一 林泉
福原匡伸 廣原麻美
平野善之
平井英津子
フジノカオリ
別府浩一郎
前澤洋子 前原旭
松永一夫 丸山竹士郎 宮野雄弘
武藤禎
村上隆男 元田智子 山口泰正
山田千恵 （有）フットフィール
ユ）ホケンプロデュー 横田眞二郎 レストランブーケ 匿名希望

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】
（2017 年 4 月〜2017 年 9 月）
石川重美 上原翔子 角谷三樹子 亀尾麻彩子 久保田明人 鈴木明子 中嶋野香 長谷川まり子
林亜紀子 峰崎はなこ 宮野雄弘

【活動にご協力くださった団体・皆さま】
（2017 年 4 月～2017 年 9 月）
青木亮 株式会社風の旅行社 株式会社光文社 佐伯義文（ジャムシステム株式会社） 佐藤圭司
ダカル・ヤムラル（DHAKAL INTERPRISES 株式会社） 手島綾
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【理事・役員】
理事
長谷川まり子
秋山佳子
石川重美
上原翔子
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

久保田明人

会計監査

門垣裕子

顧問

間部俊明（弁護士）

評議員

高橋国和

三原一夫

門垣裕子

佐伯義文（ジャムシステム株式会社社長）

新倉元彦

三谷理
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朏博一（税理士）

スタディツアー感想文

スタディツアー感想文

◆参加者◆

荒川航輝
岩間加代子
上田太郎
大野国貢
大関順子
大畑璃子
小野桃
春日恵
坂本明日香
鈴木明子
高浦明香
野口有希乃
蓮実直海
峰﨑はなこ
柳澤佑奈
吉田茂

◆同行スタッフ◆ 長谷川まり子
中嶋野香

埼玉
北海道
埼玉
東京
神奈川
埼玉
東京
長野
京都
東京
埼玉
埼玉
千葉
千葉
群馬
埼玉

学生
社会人
社会人
社会人
社会人
学生
学生
社会人
学生
社会人
学生
学生
学生
学生
学生
社会人

ラリグラス・ジャパン 代表
ラリグラス・ジャパン 理事
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スタディツアー感想文
狭く見える広い世界

懐かしさを感じた反面もっと努力しなくてはいけ
ないなと思いました。
プリベンション・キャンプの子たちとのピクニ
ックでは、まず何よりその体力に圧倒されました。
インド風の音楽に合わせて踊り続けるその姿は楽
しさに溢れていました。手を引かれるままに私も
踊り始めるとかなり楽しい。また言葉以外で繋が
れた気がして少し嬉しくなりました。すっかりこ
のキャンプを楽しんでいた私は、しかし彼女たち
の話を聞き始めると一気に気が引き締められまし
た。彼女たちの話す生活環境はあまりにも過酷で、
日本ではすでに過去のものとなった水汲みなどの
家事に日々を追われていました。私たちとの違い
は同じ地球のなかでどの地点に生まれたかだけ。
しかしそれでこんなにも生活が異なるとは思って
人身売買。校内掲示板でその言葉が目に入った
もいませんでした。利益が第一のこの資本主義社
のが始まりでした。日本という平和を提示され続
会。この現状を聞いた今でもこれを否定しえない
ける環境の中でその言葉はあまりにも異質で全く
自分が悔しかったです。しかし利益を生み出して
想像のつかないものでした。なぜそんなことがま
からでないと無利益の援助はできないことも理解
かり通っているのか。どんな理由をつけてそのよ
できたのです。
うな人権の剥奪を実行しているのか。知識が全く
ヘタウダから一時間ほどのところにあるインド
なかった私にはそのような疑問が次々と浮かんで
との国境・ビールガンジは砂埃と暑さが他の比で
いました。そして昨年ネパールに行かれたという
はありませんでした。そんな環境の中、チェック
先輩の話をもとに人身売買、性被害の実態につい
ポイントで怪しい車を呼び止めては人身売買を防
て少し調べていく中で、そのあまりの現実性に驚
ごうとする彼女たちの仕事は過酷そのものとすぐ
愕し、もっとこの問題について知りたい、知るべ
にわかります。しかしここが最終関門とわかって
きだと思いました。それが参加に至ったきっかけ
いる彼女たちは一切手を抜いているようには見え
です。
ず、その心持ちを続けていけることに感嘆しまし
初めて訪れたマイティ・ネパール。最初に触れ
た。またそこで食い止めた人数が今年に入ってか
合ったのは AIDS に感染しているという赤ちゃん
ら 108 人もいるということを聞いて驚くよりも、
たちでした。本当にどこにでもいるようなかわい
同じ人を売ることがビジネスとして成り立ってい
い子たちで、傍目にはまるで違いがわかりません
ることに嫌気がさしました。人身売買に対して最
でした。こういう赤子は母子感染がほとんどだと
も憤りを感じたのはこの時です。
いうことを聞いて、初め日本だったら医療によっ
今回のツアーでは人身売買の問題についてさま
て未然に防ぐことができたのに……と思いました。 ざまな方面からサポートする現場を見ることがで
しかし、そもそも病気についてあまり詳細が浸透
きました。日本では敬遠されがちなこの問題につ
していない現状ではそういう問題ではないと気づ
いて高校生の私たちが触れられていることは恵ま
きました。そういう意味でもこの人身売買、性犯
れたことだと思います。だからこそ私たちにとっ
罪の重さを感じました。
て重要なのはここからだと思います。このツアー
翌日訪れたテレサ・アカデミーでは英語能力の
で得たこと、感じたことを伝えていく。それによ
高さに驚きました。それもそのはず、ここでは最
って今まで知らなかった人が考えてくれる、そこ
小学年から英語を学び、授業言語としてそれを使
には大きな意味があると感じています。
っているからです。それに頼り、今回は多くの場
最後に、引率してくださった吉田先生、上田先
面で英語を使いました。汎用性のある言語を学ぶ
生はもちろんのこと、高校生という私たちを温か
ことで初めて訪れる国の人ともコミュニケーショ
く迎えてくださったまり子さん、ツアー参加者の
ンが取れる、言語教育の重要性を再認識しました。
皆さまのおかげでこんなに楽しくも密度の濃いツ
また小さい子たちが学んでいる姿を見て、どこか
アーを送ることができました。皆さまの言葉に心
荒川

航輝
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が動かされ、ものの見方・考え方が変わる場面が
何度もありました。皆さまと出会えたことは私の
人生のなかで大きな財産の 1 つです。改めてこの
11 日間本当にありがとうございました。すぐと
はいかなくともまたこのネパールのツアーでお会
いできる日を楽しみにしております。私は必ずま
た参加します。
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スタディツアーレポート

もこんなふうに交流ができるのだろうか、名前を
覚えることができるのだろうか、うまくコミュニ
ケーションがとれるのだろうかと少し不安でし
た。ネパール語ももちろんのこと、英語さえもう
まく話せなかったのでなおさらでした。

岩間 加代子

でも、例えばピクニックの後、プリベンショ
ン・キャンプを訪問したときや、2 回目のピクニ
ックの後、ホスピスに行ったとき、何人かの女性
が私の顔を見つけて、覚えている様子を見せてく
れたときはとても嬉しく、ちゃんと話ができなく
ても、こうやって顔だけでも覚えていたら笑顔で
近寄っていけること、それだけでもいいのだとい
う、シンプルなことに気がついたら、彼女たちと
の交流もより楽しくなってきました。
初日から最終日まで共通して感じていたのは、
ラリグラスとマイティの子どもたちや女性たちと
の交流の密度についてです。事前にまりこさんの
書籍『少女売買』を読んで、まりこさんが徐々に
彼女らとの距離を縮めていかれる経緯は把握して
いたものの、「ドナー」であること以上に、人と
人との心の交流が確実に築かれていることを肌で
感じられ、正直少し驚き、ラリグラスの 20 年の
支援の歴史に、思いを馳せました。

初めてのネパール、そしてかなり久しぶりの海
外。強い不安ではなかったものの、思った以上に
緊張をしていたのかもしれません。羽田で皆さん
に初めてお会いし、にこやかに声をかけていただ
いたとき、すごく安心できました。
ネパール滞在中も、誰からともなく「初めての
スタディツアーどう？」と声をかけていただいた
り、トイレのこと、水のことなど、いろんなこと
を教わり、ありがたい気持ちでいっぱいでした。
なにより、毎日笑っているような楽しいツアーだ
ったことは、嬉しい想定外でした♪

そしてにわかに参加したかのようなこの私が、
付け焼き刃的にマイティのことを語るなんてこと
は失礼なことだろうかと思いながら、滞在中、私
の脳裏に常にあったのは「このことをどう周囲に
伝えようか」でした。私 1 人の支援では本当にわ
ずか。だから、誰と誰に伝えようか、あの人たち
はこの話を聞いてくれるだろうか、どんな伝え方
をしようかと、気がついたらずっと具体的に考え
ていました。ほんの少数にしか伝えられなくて
も、なにがきっかけで、1 人がまた 1 人に伝える
かはわからない。そしたら支援も少しは増えるか
もしれないと考えていました。こんなふうに本気
で思いめぐらしたことは、初めてです。

初日、マイティ本部に訪問したとき、思ったよ
りも明るい雰囲気だというのが第一印象でした。
みんなでお菓子の袋詰めをしているとき、ふと外
を見ると、子どもたちが今か今かと言わんばかり
に並んでいる姿が見えて、みんなが心待ちにして
いたことが、すごく伝わってきました。日本の子
どもなら、もしかしたら興味ももたないようなお
菓子を、この子たちはこんなにも楽しみにしてい
て、そして私たちが訪問することも本当に楽しみ
にしているのだと話には聞いていましたが、ひし
ひしと伝わってきました。

これまで、世界のどこかしらで起こっている人
身売買やレイプなどの性暴力や性奴隷の問題は、
頭の片隅に置きながらずっと傍観者だったなぁっ
て改めて思いました。それでもよかったのだと思
います。私の場合は、傍観者のままで、それ以上
のことはできないだろうと思っていました。

リピーターの方々は、何人もの名前を覚えてい
らして、子どもたちや女性たちも、リピーターの
方々の顔を覚えている様子を初日に垣間見て、私
42

スタディツアー感想文
けれど、私のような年齢でも、スタディツアー
に参加できることを知り、長年の傍観者の腰が、
あがったのです。「できることを少しでもしてみ
よう」以前に「現場を知ってこよう」と思いまし
た。ネット情報でもテレビでもない現状を知ろう
と思ったのです。

最後に、この度一緒に参加できた皆さん、細か
な気遣いや、楽しい時間を、本当にありがとうご
ざいました。そしてラリグラス・ジャパンの皆さ
ま、まりこさん、通訳のラジャさん、早稲田本庄
のみんなと、吉田学院長と上田先生、貴重な時間
を皆さんと共にできたことを嬉しく思っていま
す。ありがとうございました。

現地に行ったら、もしかしたら私は「嫌だ」と
か「無理！」などと思うかもしれないことも、想
定しておくことにして参加しました。まさか、支
援のことを含めて周囲に伝えたいと思うなんて、
ちょっと想定外です。きっと、頭の片隅に置いた
ことが、遅ればせながらやっと「現実」になった
のではないかと思います。
そしてもう 1 つ、帰国後しばらくしての想定外
なこと。あの子にもう一度会いたいとか、出会っ
た女性や子どもたちの、成長をこの目でみたいと
思ったり、もう一度、あの子と、あの女性と、ち
ゃんと話してみたい……という気持ちです。
一方では、お釈迦様に一番近い国、信心深い
国、聖なる山ヒマラヤが近い国が、いつまでたっ
てもこんな状態。信仰ってなに？ 神様の乗り物
だという牛は殺さないけど、少女や女性たちには
何してんの？ という、暗中模索にも至らない疑
問と持っていき場のない憤り。カースト制度と政
治への疑問など、出口がみつかるのかどうかもわ
からない思いと思考を繰り返してもいます。みん
なが同じ考えでないと思うので、参加者の方々と
の意見のシェアも興味深いなと思っています。
マイティ本部で、お菓子を渡したとき、まりこ
さんが言われました「お菓子を渡すことだけで
も、この子たちは覚えているのだ」と。お菓子を
渡すとか、一緒に踊るとか、一緒に笑うというこ
とは特別な支援ではありません。でも、それぞれ
の心に残り、結果、私の心にも残っていてまた会
いたいと思うのは、こっちのほうなんだと気がつ
いたとき、参加が初めてとはいえ、おそらく私に
は、いろんな意味での距離があったのではないか
と思いました。その距離が、今度はもっと近くで
きるように思います。それは、こちらから心を開
くということなのだろうって、今は思っていま
す。
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索隊を出すことに決定。
大野国貢
8 月 6 日（日）
失われた荷物を捜索するため、私とラジャさん
とで朝早めにカトマンズ郊外のホテル関連施設に
行く。そこには確かにホテルから運び込まれた大
きなバッグや半分壊れたようなスーツケースがい
くつも置かれていた。しかし、片っ端から中を確
認していくものの、我々に関係する荷物は 1 つも
発見できず、すごすごとホテルに戻るしか方法は
なかった。
ホテルに戻って他のメンバーと合流後、昨日に
続きマイティ・ネパールを訪問。いつも通りテレ
サ・アカデミー等を見学。テレサ・アカデミーで
の今年の出し物は、日本を紹介する動画の上映。
鈴木さん渾身の力作映像で子どもたちは興味津々
です。午後になってからはホスピスを訪問。ホス
ピスの女性たちの何人かはマイティでの職業訓練
に出かけており、この日のビーズ製品チェックの
予定は取りやめてしばし交流の時間。

8 月 5 日（土）
ここ数年のタイ航空利用の移動パターンで、金曜
の夜に空港でチェックイン。私はいつも機内持ち
込み荷物しかないので、私の預け入れ荷物の枠は
毎回、ネパール向け文具等の入ったラリグラス所
有の大型バッグの運搬用に使われる。ところが今
年はそのバッグがなく、文具類は段ボールで送ら
れることに！ 通常は行きに利用したバッグを使
い、帰りにビーズ製品等を入れ、再び私の預け入
れ枠を使って持ち帰るのですが･･････。ないもの
はしょうがないので、荷物は段ボールのままチェ
ックイン。カトマンズまで無事に運ばれました。
カトマンズに着いたらマイティ本部へ。いつも
通り、ツアー参加者とマイティ本部の寮生の女子
たちが協力してお菓子の袋詰め。詰められたお菓
子は早速子どもたちにお配り。ツアーメンバーは
移動で疲れていることもあり、この日のプログラ
ムはここまでで終わり、ホテルに移動。
スタディツアーで定宿にしているホテル HOLY
HIMALAY では、今年は思わぬ事態が起こっていた。
これまで長年にわたりホテルの倉庫で保管してい
た手品グッズやカツラ、衣装等の大部分がなくな
っていたのだ！ ごく一部は発見されたものの、
8 割方が見当たらなくなっていた。 まりこさん個
人の荷物も無くなっているという。幸い、今年持
ち込んだ手品の新ネタがいくつかあるし、ミツコ
の衣装も新調したものがあるので、出し物は何と
かなりそうだが、それにしてもひどい。もしかし
たらカトマンズ郊外にある、ホテルの関連施設の
ほうに移動したかもしれないというので、翌日捜

8 月 7 日（月）
今年も早起きをしてタライ平原にある都市ヘタ
ウダへと出発し、予定どおり昼過ぎにはヘタウダ
に到着。今年は我々の到着する日に合わせて、ラ
リグラスの支援で展開されている「テーラープロ
ジェクト」実行段階として、プリベンション・キ
ャンプ卒業生たちへ贈られるミシンの贈呈式が開
かれるという。その会場は、普段は結婚式等で使
われているらしい、イベント用の貸しスペース。
地域の偉い人たちを呼んで、盛大に行われるとい
う。人が集まれば出し物！ ということで、 我ら
が高校生のチア部メンバー3 人によるチアダンス
を披露！ ウケてる！！！
ダンスのウケはよかったが、その後の「地域の
偉い人」たちの挨拶はつまらなすぎ！ 話す人は変
われど、どの人も同じような話をするばかりで、
しかも長い！ そんな間延びしたセレモニーを引
き締めてくれたのが、我らが吉田先生の挨拶。ポ
イントをしっかり押さえた内容で、かつ、ラジャ
さんの通訳もばっちり。ウケてる！！！
セレモニーの途中から地元テレビ局の取材も入
る。せっかくなのでテレビウケするように、再度
チアを披露することに決めた我々であった。しか
～し･･････2 度目のチアを披露とする段階でテレ
ビ局スタッフは機材を片付けてしまい、せっかく
の再演が撮影されることはなかったのであった。
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地元テレビ局は地元の偉い人だけ写せばよいとい
うことか･･････ダメじゃん！

買い物を終えてホテルに戻った後、私は 1 人で
夜なべ仕事を開始。それはピクニックの写真を小
型のフォトプリンターで印刷し、翌日女の子たち
に渡せるようにすること。少なくとも 1 人に 1 枚
は自分が写った写真を手に入れられるよう、考え
ながら撮影しており、画面を見ながら慎重に写真
をセレクト。あまりの枚数の多さにプリンターの
バッテリーが切れ、私自身もエネルギー切れ気味
なので、途中であきらめることに･･････。

8 月 8 日（火）
今回もプリベンション・キャンプ前期修了生と
今期在籍中の女の子たちとピクニックへ。行き先
はもうおなじみのヘタウダ近郊にあるリゾート公
園。ここでは当然、もはや定番となったミツコの
登場！ しかも今年、ミツコには新たなドレスがあ
るのよ！ 新しいドレスをまとったミツコは、こ
れまで以上に魅力がアップして、まるでキラキラ
輝いているみたい！ キラキラミツコと呼んで
ね！
リゾート公園ではいつも通り、一服した後はダ
ンス・ダンス！ ダンスを楽しんだ後で公園内を
散策し、その後は当然ハイスピード観覧車でぐる
ぐる回る。そして今年は、観覧車に加えてバイキ
ング船にもチャレンジすることに！ バイキング
船も観覧車と同様におじさんが足で操作するエン
ジンを使って動かすもの。徐々に船の振れ幅が大
きくなり、女の子たちがキャーキャーと悲鳴を上
げ始めた。それに気をよくしたおじさんはサービ
スのつもりかどんどん振れを大きくして、いっこ
うに止まる気配がない。そうこうするうちに女の
子の 1 人が乗り物酔いに陥ってしまい、慌ててお
じさんに声をかけて船を止めさせた。そうは言っ
ても大きく振れている船はなかなか止められず、
酔ってしまった女の子はかなりグロッキーに。ネ
パールの田舎暮らしでは、そもそも日頃から乗り
物に乗る機会はないのだから、バイキング船はき
つすぎるかも。来年もバイキング船に乗るのであ
れば、あらかじめ振らせすぎないように頼まない
とまずそう。
アトラクションを楽しんだ後は、おなじみ手品
の時間。昨年までため込んだ手品用品が失われて
はいたものの、今年持ち込んだ新ネタもあるので、
何とか全員分の出し物はまかなえました。 そして
今年は手品だけでは終わらない。早稲田のダンス
部およびチアリーディング部がそれぞれ工夫を凝
らしたダンスを披露。ネパールで流行している曲
に乗せたダンスと、日ネ友好＆マイティ応援メッ
セージ入りチアダンスで盛り上がったのでありま
した。
ピクニックから戻ったツアーメンバーは、夕方、
ヘタウダの市場へ出動。お土産の他、早稲田メン
バーは文化祭用の売り物を物色。今年も爆買い。

8 月 9 日（水）
昨年と同じく、国境の町ビールガンジへ移動し
て、国境のチェックポイントとマイティのトラン
ジット・ホームを見学。あれ、マイティのスタッ
フの制服が変わっている！ 制服は変われど働き
ぶりは変わらず、マイティのスタッフはきびきび
とした態度で道行く人をチェック。
ここでの移動時間を利用して、昨夜できなかっ
た写真の印刷を移動中の車内でひたすら続ける。
再びバッテリーが切れたので、トランジット・ホ
ームのコンセントまで借りて充電し、ヘタウダま
での帰り道もひたすら印刷。何とかヘタウダに着
くまでに一通り終了。
ヘタウダに戻ってからプリベンション・キャン
プの見学。残念なことに、前日のピクニックに参
加していた 1 期前の卒業生メンバーは既に村に帰
ってしまっており、今期の在学生しか残っていな
かったのでありました。彼女たちに写真を渡せる
のは、何かのおりに再びヘタウダを訪れた機会を
利用するしかなく、ひとまずはスタッフに写真を
託すことに。
今期のキャンプ生たちとの交流の中で、再び日
本紹介動画の上映。
「日本人は生の魚を食べる」と
いう話で盛り上がりつつも、彼女たちの目は日本
のスイーツの映像に結構引きつけられていたみた
い。
8 月 10 日（木）
前日にカトマンズまでの道のどこかで土砂崩れ
があったとの話を聞き、カトマンズへ戻る時間が
長引く恐れがあることから、予定より早めにヘタ
ウダを出発。この途中でも昨年と同様、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。その後の山道は恐れていた障害もなく、概
ね予定通りの時間にカトマンズに到着。
当初カトマンズ到着後に予定していた観光は、
渋滞で時間が読めないことから見送ることに決定。
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ホテルに一度戻った後、ラリグラスの商品仕入れ
のお手伝いとお土産購入タイム。その後の夕食は、
この日から合流の上田先生の歓迎と、翌日帰国す
る吉田先生と春日さんのお別れ会もかねて盛大な
ものとなりました（今回のツアーメンバーが全員
そろうのはこの時のみ！）。

めのバッグを貸してもらって梱包完了。無事に帰
国の途へ。
終わりに
去年に引き続き高校生メンバーが多数参加。テレ
サ・アカデミーの子や、プリベンション・キャン
プに参加している女の子たちと年齢も近く、向こ
うからも親しみやすく感じてもらっているようで
す。幅広い年齢層の参加者があることで、今年も
充実したツアーとなりました。皆さんありがと
う！

8 月 11 日（金）
前日できなかった市内観光をこの日の午前中に
実施し、ボーダナートとパシュパティナートとを
廻る。地震で大きな被害を受けていたボーダナー
トは無事に再建されていて安心しました。
観光の後は NDWS 訪問。時間の関係もあり、フィ
ールド訪問はなし。その代わりマヘンドラが友人
とともに NDWS のデイケアセンターに顔を出して
くれました。透析を受けるマヘンドラを、この友
人がバイクで病院まで送迎してくれているとのこ
と。よい友人がいてくれて助かるものの、ガソリ
ンの高いカトマンズでは友人にも負担がかかって
しまいます。そこで、友人の負担軽減とマヘンド
ラの栄養改善のため、ガソリン代と食事の補助を
することを約束。これからもよい関係を続けてほ
しいものです。
8 月 12 日（土）
休日の土曜日はいつも通りホスピスメンバーと
寮生活の子どもたちとでピクニックへ！ ピクニ
ックの会場はここ数年の行き先とは異なりバクタ
プール近郊のリゾート。場所は変わってもいつも
通りの音楽とダンス、そして手品！ ここでも早稲
田メンバーの出し物は大受け! 早稲田の皆さん、
本当にお疲れさまでした。もちろんツアーメンバ
ー男性陣はしっかり女装。吉田先生から衣装とカ
ツラの引き継ぎを受けた上田先生も、教え子たち
の目の前で大変身！ もちろん一番輝いているの
は、新しいドレスに身を包んだキラキラミツコ
よ！
ピクニックの最後に、ツアーメンバーとマイテ
ィの子たちとで、それぞれ感想を披露。その中で
子どもの 1 人が、ミツコの新しいドレスに言及！
気付いてくれたのね！ あらどーも！
8 月 13 日（日）
私 1 人だけ 1 日短縮日程なので、この日でお
別れ。帰りも機内持ち込み荷物しかない私は、い
つも通りビーズ製品の運び屋役。日本から大型バ
ッグを持ち込み損ねたので、ラジャさんから大き
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短い時間しか過ごせないけれどもこの時間を彼ら
がとても大切に思い、外部の大人と接する機会の
少ない彼らが大人に甘えられる時間であるのだと
感じました。
最終日、涙ぐんでいた私に「泣かないで、また
来年ね」と女の子が気遣ってくれました。彼らの
成長を見守りたい、将来自立できるように何かし
てあげたいと心から思いました。私は１年に１度
しか会わない日本人です。けれども毎年交流する
ことで、彼らの中で遠い異国の地で自分たちの成
長を見守っている人がいると感じ、そして彼らも
私に勇気と幸せを与えているのだと自信をもって
ほしいと思います。
ピクニックの最後にホスピスの長男ビパン君が、
「ラリグラス・ジャパンのツアー参加者との交流
は、他の支援者たちとは違う。ラリグラス・ジャ
パンの人たちとの交流をみんなが待ち望んでいる
し家族のように感じる」と話していました。彼ら
がラリグラス・ジャパンとの交流を特別なものと
感じているのは、代表のまり子さんやスタッフの
人たちの長年の支援と交流があるからこそ築かれ
た信頼関係なのだと感じました。
子どもたちと再会して、ツアーに参加したのは
支援ではなく自分のためなのだと痛感しました。
今は、具体的に何もできないけれども来年も彼ら
に会いに行こうと思います。

大関 順子

私は、昨年に続き 2 回目の参加でした。昨年、
出会ったネパールの人たちに「また来年も来るか
らね」と約束しました。ネパールから日本に帰国
してすぐ来年もネパールに行きたい、絶対に約束
を守りたいと思い続けていました。その思いは、
仕事で辛いときにもまたネパールに行くためにが
んばろうと自分自身の励みになりました。今回も
またネパールの人たちと再会できていろいろな思
い出ができました。
子どもたちとの再会
私は、乳幼児期から幼少期の養育者との愛着や
養育に関心があり、マイティで育つ子どもたちの
成長を見るのがとても楽しみでした。ネパールに
到着した初日は、マイティ・ネパール本部でポカ
配りです。施設の門をくぐると見覚えのある子ど
もたちや女の子たちが笑顔で迎えてくれました。
女の子たちとポカを作りながら、みんなが私たち
を待っていてくれたことを感じました。
1 人ずつポカを配りながら、去年赤ちゃん部屋
で抱っこした乳児たちが今年は列に並んでヨチヨ
チ歩いてポカを受け取っていました。元気で成長
している姿を見て安心しました。また、去年お互
いの腕に名前を書き合い再会を約束した子どもた
ちと目が合うと駆け寄ってきて、私がお菓子を渡
しながら彼らの名前を呼ぶと彼らも私の名前を呼
び照れていました。そんな姿を見てまた参加でき
てよかったと思いました。
ピクニックでは、彼らと一緒に去年撮った写真
を見ながらまたお互いの腕に名前を書き合いまし
た。そしてまた来年も会おうねと約束をしました。

ネパールの現状を聞いて
ツアーでは、楽しいことや感動的な出来事ばか
りではありませんでした。
マイティ本部に、新たに保護された少女たちの
悲惨な経験や巧妙になっている人身売買の手口、
汚職に染まっている政治家や警察、人身売買や性
犯罪で逮捕されても短い刑期で出所してしまうこ
とに怒りが込み上げました。さらに、被害者であ
る少女とその家族の知識の乏しさや宗教観・文化
的価値観による現状への受け止めの違いにとても
戸惑いました。
マイティ・ネパール代表のアヌラダさんは、自
分の夢はいつか現状が改善してマイティの役目が
終わることだと話していました。その時は来るの
だろうかと絶望的になります。しかし、救いを求
めている人がいる限り支援を続けていくことが今
できることなのだと思いました。
日本に戻りネパールで経験した人身売買・女性
蔑視・教育の機会がないことによる弊害・障害者
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や HIV 感染者への偏見などについて職場の同僚や
知人に話しました。みんな真剣に話を聞いてくれ
ました。人によっては、ツアー代金を寄付したほ
うがもっといろいろなことに役立つのではないか
との意見もありました。確かに金銭的支援は重要
です。しかし、傷ついた人、病気や障害を抱えて
いる人たちには、寄り添い・語り合い・一緒に何
かを経験するなど直接実感できる人との関わりも
必要だと思います。
これからも、自分のできることでネパールの問題
に長く関わっていきたいと思います。
ツアー参加者の皆さまへ
皆さまのおかげで充実した時間を過ごすことが
できました。高校生の方々、暑い中一生懸命に歌・
ギター・ダンスをする姿に感動しました。また、
JK の恋話も楽しかったです。吉田先生、上田先生、
お世話になりました、来年も魅力的なシゲ子&ウエ
子に会いたいです。大野国さん、いつも優しい心
遣いありがとうございました。大学生組はなちゃ
ん・あすかちゃん、いつも明るくて活動的な 2 人
に刺激されました。ジュリア、泣き虫で情に厚く
てパワフルで！ 初めて会った人とは思えません
でした。あきちゃん、すべてに一生懸命なあなた
を尊敬します。めぐみさん（意地悪猫さん）、また
一緒にツアー参加できて楽しかったです。これか
らもよろしくお願いいたします。また、来年もツ
アーで会いましょうね。まり子さん、野香さん、
ラリグラス・ジャパンスタッフの方々、今回も貴
重な経験をすることができました。ありがとうご
ざいました。
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笑顔の力

力」を強く感じました。笑顔には、笑う側にも受
けた側にもパワーを与えると思います。まだ心の
傷が深く、笑顔がない少女にも、早く笑顔が戻っ
てほしいと心から願います。
このような少女たちの元気な笑顔を見ている
と、忘れてしまいそうですが、ふとした瞬間に見
せる少女売買の闇があります。心の傷、火傷や傷
跡、エイズの薬は一生残り、消えません。少女た
ちの人生をめちゃくちゃにします。やり場のない
怒りがこみ上げてきて吐き気がします。しかし、
彼女たちはそれを乗り越え、未来に向かって笑顔
で努力をしています。その姿を見て、かわいそう
と思う気持ちよりも、ただただ尊敬する気持ちで
いっぱいです。そして、その努力する姿を応援し
たい、元気づけたいと改めて強く思いました。
今回ネパールに初めて行って、ネパールの生
活、仕事、文化、食、価値観、宗教、政治を全身
全霊で感じることができました。ショックを受け
ることもありましたが、ネパール人の温かい心や
頑張る姿は本当に素晴らしいと感じましたし、街
中にある寺院、チベットの旗、民族衣装の色など
受け継がれてきた文化が色あせず残っていること
はネパールを語る上で、大切なことであると思い
ます。
帰国後、ネパールの少女への想いは強くなる一
方です。こうしたらもっと楽しんでもらえたか
な、もっと準備できたのに……と少し悔いが残り
ます。
私はまだ学生のため経済面の支援はできません
が、ネパールの少女売買のこと、今回の経験・感
じたことをより多くの人に伝えられるように、ま
た、今回の反省点を来年の参加者に伝え、さらに
よいパフォーマンスになるように努めていきま
す。そして将来、有名になって、お金持ちになっ
てネパールの少女たちの支援へとつなげます！
いつになるかわかりませんが、必ず、また参加
させていただきます！今回のような貴重な経験を
与えてくださり、本当にありがとうございまし
た。

大畑璃子

夏休みの気だるさを引きずったまま、出発の日
を迎えました。当日になるまで実感が湧かず、少
し不思議な気持ちでした。しかし、カトマンズの
空港へ着陸する瞬間、密集した高さがバラバラの
赤い建物スレスレで下降していく光景を見て、
「ついにネパールに来たんだ」と、高揚感ととも
に、やる気が漲るのを感じました。
私は学校の SGH プログラムを通して、団体でこ
のスタディツアーに参加させていただきました。
事前説明会で、私たちが最年少参加であること
と、ピクニックはとても暑く、ハードであること
を知り、「体力勝負。精一杯働く。絶対弱音を吐
かない」ということを目標にしました。結果、強
靭な胃腸のおかげで、終始元気よく動き回れまし
た。
それでも、ピクニックでずっと踊っているとさ
すがに疲れます。しかし、ネパールの少女たちは
ずっと笑顔で踊り続けていました。この体力が
日々の過酷な肉体労働から生まれたものと思う
と、すごいと思う気持ちもありますが、私の生活
と少女たちの生活の大きな違いを目の当たりにし
て、ショックを受けました。
少女たちの笑顔はとても輝いていました。ナマ
ステと挨拶をするときの少し照れた笑顔。一緒に
遊んだり、踊ったりしたときの楽しそうな笑顔。
ザードゥーと唱えるワクワクした笑顔。忘れられ
ません。純粋な心の美しさを深く感じました。私
自身も自然と笑みがこぼれ、「この子たちの笑顔
がもっと見たい。もっと笑ってほしい」と素直に
思い、頑張ることができました。仲良くなった女
の子からもらった手紙に、「BYE AND SMILE」と大
きく書かれています。これを見たとき、「笑顔の

一生忘れません。
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くれたことです。その様子を見て、私のネパール
に来るまでの不安は吹き飛びました。その笑顔は
売春宿で働かされていたことや HIV に感染してし
まっていることを忘れさせるほどのものでした。
その笑顔からは、ただ楽しい嬉しいという印象だ
けでなく、辛いバックグラウンドから抜け出して
新しい人生を送りたいという前向きな力強さも感
じました。しかし、全員がそのように立ち直れた
わけではなく、中には端っこのほうに無表情で座
っている子もいて過去の出来事の重さも感じまし
た。
1 日目、そんなマイティの子たちにお菓子の詰
め合わせをプレゼントしようとするとお菓子のた
めにみんな列を作り始めました。そのとき、お菓
子は施設の子たちにとってはなかなか食べられな
い貴重なものなのに年下の子たちを当たり前のよ
うに先に行かせてあげるお姉さんたちの姿を見て、
小さいことだけれど日本では見られない優しさに
胸を打たれました。私がネパールで出会った人た
ちはみんな相手に対しての思いやりがあり、いつ
も感じよくニコニコしていて、大野国さんがおっ
しゃっていた「ネパールは国の豊かさは日本より
も劣っているけれど、心は日本よりも豊かだ」と
いう言葉を実感しました。
ピクニックのときに出会った、ヘタウダのプリ
ベンション・キャンプの子たちはカトマンズのマ
イティ・ネパールの施設にいる子たちとは違い、
ほとんどの子が学校を中退してしまっていたため
英語を話せる子がとても少なかったです。そのた
め、私たちのコミュニケーション手段は表情とダ
ンスでした。プリベンション・キャンプの女の子
たちに会うまでは言語が通じないことがとても大
きな問題だと思って不安でしたが、実際に会って
みるとまったくそんなことはありませんでした。
言語はお互いの情報を知るためには必要なものか
もしれませんが、一緒に楽しむことに言語は必要
ありませんでした。ただ笑ってくたくたになるま
で踊って一緒にご飯を食べて手を繋いで歩いたと
いう単純なことが、本当に楽しい思い出になりま
した。今まで十分な教育も受けられず、村で何時
間も歩いて水汲みや薪拾いの手伝いをしながら生
きてきて、これからも教育を受けなくてもできる
ような仕事をして自立していかなければならない
という事実は、ずっと日本で暮らしている人にと
ってはもしかしたら「かわいそう」と感じてしま
うのかもしれませんが、彼女たちはそのことを悲
観しておらず生き生きとしているように感じまし

小野 桃

私は、中学生のときから「高校生になったら何
かしらで海外での研修をしてみたいな」と思って
いました。そこで志望校であった早稲田本庄の
SGH 研修を調べていたときに見つけたのがラリグ
ラス・ジャパンのスタディツアーでした。しかし、
高校に入学するまで正直言って私はネパールとい
う国をほとんど知らず、私がネパールに関して知
っていたことは、インドのお隣さん・貧しい・国
旗の形が特殊なことくらいでした。その後、ネパ
ールへ行くことが決定して読んだのが長谷川まり
子さんの『少女売買』という本です。私はこの本
を読んで、
「 ずっと日本で安全に暮らしてきた私が
このような辛いバックグラウンドをもった少女た
ちとどうやったらうまくコミュニケーションをと
って一緒に楽しめるのだろう」という不安を抱き
ました。そしてその不安を抱いたまま、私はネパ
ールへと出発しました。
ネパールに到着して街へ出ると、空気はほこり
っぽく、道路が何車線かわからないほど車が混み
合って走っていて決してきれいとはいえないよう
な小さな建物がぎゅうぎゅうに並んでいました。
またその建物の中で携帯電話や洋服が売られて賑
わう一方、道端に静かに座っているストリートチ
ルドレンの姿もあり、開発途上国と呼ばれるネパ
ールの中での貧富の差も感じられました。
マイティ・ネパールを訪問して驚いたと同時に
とても嬉しかったことは施設に住んでいる子たち
がとびきりの笑顔で「ナマステー！」と挨拶して
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た。その姿を見て、日本という先進国の殻に閉じ
こもって恵まれた環境の中で小さなことにいちい
ち不満を漏らしてしまう自分が情けなく恥ずかし
く思えました。
私は今回ネパールへ行くまでは、ただの旅行目
的でしか海外へ行ったことがなく発展途上国と呼
ばれるところに行ったのは初めてでした。実際に
行くまでは、
「 日本人のように恵まれた環境で暮ら
せないなんて不幸せだ」などというとても失礼な
ことを考えていました。
しかし実際に行ってみると、日本に暮らしてい
る人にとっての幸せとネパールに住んでいる人に
とっての幸せ、また国によってだけでなく人それ
ぞれ自分が思う幸せがあってみんなそれに向けて
一生懸命に生きていることがわかりました。だか
ら、発展途上国で暮らしている人たちを一概にか
わいそうだという言葉で片付けてしまうのは彼ら
に対して失礼なことだと感じました。
高１の夏にほとんどの高校生が体験できないよ
うな経験をして今までで一番たくさんのことを学
んだ 11 日間を過ごすことができたのは吉田先生、
まり子さん、ラジャさん、ツアー参加者のアダル
トチームの方々、大学生の方々のおかげです。皆
さん食事や移動のときも高校生の話を真剣に聞い
てくださって、たくさんお話することができたの
も貴重な経験となりました。関わってくださった
すべての方に感謝しています。ありがとうござい
ました。
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思いは伝わる！！

す。
帰国後も「先生、おかえり」
「先生、ネパールど
うだった？ トイレは大丈夫だった？」
「先生、洪
水大丈夫だった？」と。正直 1 年目は、こんなに
伝えているのに、全然伝わらない！ この子たち
はいったいどんな大人になるのだろう！ 残念！
等、勝手に自分の気持ちを押し付け、勝手にガッ
カリした自分がいました。でも諦めずに発信し続
け、今までやってきたことがようやく少しずつ形
を成し、生徒たちの心の中に刻まれてきたことを
実感できました。思いは伝わるのです！

春日 恵

さて、現地では、何が一番驚いたかというと、
１年目２年目ではあまり見てわかるような成長を
感じなかった女の子たちが、精神的身体的にも女
性らしくなっていたということです。
「 アンティー」
って笑顔全開で手を振りながら走ってきた無邪気
な女の子が、ちょっとはにかんで恥ずかしそうに
隠れていました。でも、真っ直ぐで、何事も一生
懸命なところは変わっていなかったです。見習わ
なければ！ と思いました。

私は３年目の参加です。まずは、このような機
会を提供してくださったまり子さん、やかさん、
ラジャさん、スタッフの皆さま、1 日 1 日共に過
ごした参加者の皆さまに感謝申し上げます。

W シータ

ツアーの活動、感想は若者たちに任せ、まずは
3 年を経て何が変わったかというお話をさせてい
ただきたいと思います。
私は、長野で先生をしておりますが、出発前に
涙が出そうな出来事がありました。とあるレッス
ン中に、
「先生、僕は夏休みの課題でネパールのこ
とについて書きたいから、いろいろ教えて」と。
私の中では、3 年目で当たり前のようになってお
り、特に主張することもなく普通に過ごしていた
ので、その言葉にビックリ！
そして、今年は決断＆告知が遅かったので、こ
ちらから事前に支援物資を集うこともできなかっ
たのですが、私がお願いしたわけでもなく、生徒
さんのお母さま、生徒数名が、
「先生、これ使って
ないからネパールに持って行って」と。しかもこ
の生徒たちは、私が１年目に大声で吠えても（か
なり強制）何も興味を示さず、
「使ってないものな
んてない」とあっさり、当然支援の 1 つもしてく
れなかった子たちでした。いつの間にかいつの間
にか、自らの思いで行動できるようになり、また
わざわざ買って提供してくれるお母さまもいて、
多忙な日常生活の時間を少しでもネパールのため
に割いてくれたその気持ちがとても嬉しかったで

それからレスキューされた少女の数が圧倒的に
多かったことが印象的でした。これに関しても、
私の思いと同様、同じ目的に向かって、諦めずず
っと活動してきたまりこさん、マイティのスタッ
フ、警察等、尽力の結果だと思います。だまされ
る少女の数が減り、いつか少女 1 人ひとりが夢を
もって自分の人生を歩めるような、そんな国にな
ることを願います。
早稲田本庄高等学院の生徒さんたちにも感激し
ました。短時間の中でいろいろ準備し、現地の人
たち、私たちさえも笑顔にさせた若者たちの可能
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性を再確認し、私の生徒もそんな精神をもてる生
徒であってほしい、その姿勢を見習ってほしいと
強く感じました。ゆえに、まだまだ私も周囲や、
生徒たちにたくさんのことを発信し、1 人でも多
くの子どもたちが他人のために何かできるような
そんな大人になるよう日々努力してまいりたいと、
3 年目、改めて勉強させていただきました。
毎年そうですが、本当に実りあるツアーです。
どうもありがとうございました。
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4 年越しの思いを形に

2 日目の職業訓練の様子を見に行くと私が 1 日
目に見た子たちがパン（ケーキ）の作り方を学ん
でいました。多くの子たちが笑いながら学んだり
楽しく話している中で 1 人ずっと無表情で何も話
さない子がいました。1 日目のときから気になっ
ていた子なので帰国後の今でも彼女の様子が気に
なるとともに数年後にまた彼女のもとを訪れたい
と心から強く思っています。

坂本 明日香

3 日目にはヘタウダに移動しました。道路が舗
装されていないため整備されていたら２時間くら
いで行ける場所を倍以上かけて行かないといけま
せんでした。
私は卒論で途上国の道路インフラについて研究
しており、将来物流企業に勤めるため道中で道路
の整備状況と工場の立地に注目していました。
保育園の頃見た 1 枚の写真。
「ハゲワシと少女」

・道路が整備されていないため一気に大量のもの
が運べないため運搬費用が高い。
・水や電気のインフラ整備も不十分であるため工
場が少ない（国内で大きな企業が生まれる環境
が少ない）。
・内陸国であるため運搬コストが低い海運を使用
することができない。

私はこの写真の意味がその頃はわかりませんで
した。小学生になりフィリピンのスラム街をテレ
ビで見て貧困問題を初めて知ったときにようやく
写真の意味がわかりました。それ以来貧困問題の
勉強を行い、大学の進路も経済格差を学ぶために
経済学部に進みました。
大学 1 年生の頃に初めて知ったネパールの少女
売買。私はこの問題には貧困はもちろん宗教や文
化も大きく関わっていると思い次第に深く調べる
ようになりました。そこで出会ったのがラリグラ
ス・ジャパンのスタディツアーでした。
① 外国人である私に何ができるのか
② 自分の想像と現実の違いを見る
③ 被害者の彼女たちの話を聞く
この 3 点を見つけるために１年生のころから行
くことを決意してようやく 4 年生の夏に行くこと
ができました。

移動中にこの 3 つの問題点を感じることができ
ました。ネパールの貧困は他の途上国よりも改善
が難しい問題が大量にあります。現在発展してい
る東南アジア諸国のような政策をしてもあまり効
果はなくネパールの特徴に見合った政策が必要で
あると同時にアジア最貧国と言われる理由が経済
学部の学生としてしっかりと理解できましたし、
物流企業に就職する意味を再確認することができ
ました。
4 日目はプリベンション・キャンプの皆でピク
ニックに。皆セルフィーが大好きでダンスが大好
きでした。でも中にはシャイな子がいたり日本の
女子高生と変わりがないなと思っていました。私
が仲良くなった女の子がすごく優しくてカレーが
口の周りについているのを見て拭いてくれたり何
事も忘れて純粋に楽しんでしまいました（笑）。
5 日目はインド国境へ。マイティの女の子たち
が実際に人身売買ルートでチェックをしていまし
た。すごく暑い中で目を鋭くして怪しい人がいた
らすぐに向かって話を聞いている姿を見て彼女た
ちの責任感が伝わり、ここが少女たちの人生を大
きく変える分岐点であることを感じました。そし

1 日目にまずマイティ・ネパールの本部に行き、
挨拶と見学をしました。
皆笑顔でお迎えをしてくださって嬉しかった反
面、長谷川様が女の子たちの表情に注目してみて
とおっしゃっていたので見ると和やかな表情をし
た子たちと下を向き無表情の子たちがいることに
気がつきました。無表情の子たちが笑える日が来
ることを強く願ったぶん、和やかな子たちの乗り
越える強さを感じ、自分の弱さに情けなさを感じ
ました。
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て私が驚いたのはインドに向かって行く人とネパ
ールに向かって行く人の量の違いでした。お金を
稼ぐのも娯楽をするにもインドのほうが遥かによ
いということ、ネパールとインドの国の発展のレ
ベルの違いを感じました。
6 日目はカトマンズに移動してお土産を買いま
した。かわいい商品が安い値段であるのですごく
いいです。私はムスクの練り香水を買いました。
帰国しても使ってます（笑）。
7 日目は障害者の方々のための施設 NDWS へ。私
の知的障害をもつ弟が養護学校でいろいろな人々
と触れ合うときの笑顔や先生が彼の今できること
を把握して彼に合った教育をすることでできるこ
とが増えていく様子を見てきました。
そのため NDWS の活動に私はすごく共感をもてた
と同時に、ネパールでも特別支援学校教諭の免許
のようなものを導入できたらと思います。
難しいかもしれないけどまず障害の子たちは恥
ずかしいものでもなく、彼らの弱い部分と強い部
分を理解してそれに見合った教育をすることでぐ
んと成長することを伝えられるように私ができる
ことはないかと考えていきたいです。
8 日目はピクニックへ。ここでも私はまた純粋
に楽しんでいました（笑）。
関西人の強みを生かして派手な手品ではなかった
もののトークで盛り上げることができたかなと思
いよかったなと思います（笑）。仲良くなった子が
私の名前覚えていてねと腕に名前を書いてくれま
した。
9 日目は最後の挨拶にマイティの本部へ。前日
のピクニックで仲良くなった子が私を見つけて手
招きをしてくれて「アスカ、私の名前覚えてる？」
と聞いてくれたので「もちろん」と言うとすごく
喜んでくれました。就職先で落ち着いたらまた絶
対会いに来るからねと思いました。

を心配せずに学びに集中できたのは本当に運営の
方々の皆さまのおかげです。そしてこのスタツア
に参加したかった理由は性別、年齢関係なくいろ
いろな方々と旅を共にできることでした。いろい
ろな学びがありました。本当にありがとうござい
ました。
最後に、やはり手動ウォシュレットは何度試そ
うと勇気を振り絞ってみてもだめでした……（笑）。

今回スタディツアーを通して感じたことは、彼
女たちの過去を知るのも大事だけどそうじゃなく
て今とこれからを考えることが大事だと彼女たち
の現在の楽しそうな姿を見て強く思うようになり
ました。
経済的な支援はもちろんですが私が経済学部生
である強みと物流企業に勤める強みを考えて専門
性を鋭くしていきたいと思います。
スタツアメンバーの皆さま
11 日間本当にお世話になりました。体調や治安
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Who am I？ に応えたくて
鈴木

●「ネパリ バーサ ガーロ (ネパール語は難し
いです)」
ネパールでの私はいっつもニコニコしている
（●＾o＾●）。ツアーメンバーの人、ネパールの
人、みんなと過ごす毎日は楽しいことばっかりで
笑い転げているから。ミト（おいしい）・クシ(う
れしい)・ラマイロ（楽しい）・ラムロ(いいね)・
タカイラギョ(疲れた)・ガルミ(暑い)・パニ(水)・
マンパルチャ(好き)……スタディツアーの中で覚
えたいくつかの単語は、このスタディツアーをぎ
ゅっと凝縮している。どんなツアーだったか思い
浮かぶでしょ。
ネパール語を話せなくても大丈夫。ネパリ バ
ーサ ガーロと呟けば十中八九笑いがとれる。疲
れたと言えばここに座れと椅子をすすめられ、好
きだと言えばお皿いっぱいお代わりをよそってく
れる。
「そうかそうか」と日本語で答えても不思議
と会話が成立する。脳内翻訳が異なっている可能
性は否めないけれど、気にしない。そう思うよう
になったのは、ネパール人と日本人というよりも
ちょっと遠い親戚という感覚で、ネパールに対し
て私自身の心の距離が近くなったせいかもしれな
い。だから、ネパリ バーサ ガーロだけど、言
葉を越えて伝わるメッセージがたくさんある。こ
れもひとえに、まり子さんとラジャさんが繋いで
くれている信頼関係のおかげです。いつも多大な
尽力感謝しています。

明子

毎年、
「今年で最後！」と思いながら 3 年連続 3
回目の参加。感想文もだいぶ書きつくした感があ
ります。日々の出来事は大野国さんのレポートに
お任せして、備忘録的に個人的な感想を書こうか
と思います。しばしお付き合いいただければ幸い
です。
〇今回の初めてリスト
ボダナートでお坊さんにラッキーチャームをもら
った！ ネパールの民族舞踊をみた！ ヘタウダ
でミシン贈呈式に参加した！ ヘタウダのファン
シーショップで爆買い！ ヘタウダの地元のレス
トランでデュロを食べた(ゴーヤのチップスが美
味だった)！ トイレのトタン屋根で頭部を強打
(子ネズミ大の抜け毛と前髪増量の関係性に顔面
蒼白)！ おしゃれカフェでスイカジュースを飲
んだ！ 水牛の目玉カレーを味見(角煮の脂身味
だった)！ いつもと違う公園でのピクニック(雨
天)！ ネパール風ヘアメイクをしてもらった(メ
イクの濃さに驚愕。アイラインが落ちなくて目の
痛さにホテルで泣いた)！ 遊園地のバイキング
初乗船(嘔吐必至によりもう二度と乗りません)！

●海を見せたかった～昨年の反省のその後～
昨年ヘタウダの少女たちと話す中で、海を見た
ことがないということを知った。日本という国が
どこにあるかわからなかったり、魚を生で食べる
ことに驚いたり。
「百聞は一見に如かず」という言
葉が大好きな私は、お節介ながら彼女たちに海を
見せたいという欲求に駆られてしまった。それが
今回の参加動機。これを見たらどんな顔するかな、
ここで笑ってくれるかな、と相手を想像しながら
作る作業はとても楽しかった。
そんな自己満足のムービーを、まり子さんのご
厚意でマイティのテレサ・アカデミーでも上映す
る機会を得た。ドキドキしながら上映すると、子
どもたちが歓声を上げてくれた（●＾o＾●）！「も
一回見たい！」「日本に行きたい！」「そのために
勉強をがんばる！」と口々に叫ぶ声を聴いて、と
ても嬉しくなった。ヘタウダでも、小さな歓声を
上げながら口をポカンと開けて見ている表情に心
がウキウキした。これが海だよ～って伝えること

〇ちょっぴり心残りリスト
マンゴーはヘタウダで買ったほうが安い！ プシ
ュパに貢物を貰えていない（でも KISS とマッサ
ージをしてもらった）！ 生後 8 カ月のラクシュ
ミーちゃんに会いたかった！ ラジャさんに名前
を覚えてもらいたい！
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ができて、やっと昨年からの宿題を終えられた。
何かを見たい・知りたいという気持ちは、行動を
起こす原動力になるはず。大きな何かは変わらな
くても、自分の中の小さな何かを変えるきっかけ
になったら嬉しいなと思った。だって、可能性は
無限大、願えば叶うはずだから。

もがさっぱりわからないネパール語で必死に話し
かけてきてくれた。ようやくパニボールを欲して
いると合点がいって渡すと、飛び跳ねるように喜
んで最高の笑顔をみせてくれた。ヨーヨー持って
きてよかったな（●＾o＾●）単純な私は国境を越
えて愛されるバルーンを町中に配りたい気持ちに
なった。幸せだ～！

●「ひと月に 2 万円稼いでいます」
トランジット・ホームでは昨年いた修行僧にレ
イプされた少女にまた会えた。身ごもった子を出
産し、実家に戻ったが受け入れられず、またトラ
ンジット・ホームに戻ってきていた。ウサギの柄
のかわいい T シャツを着た 14 歳の少女。無事に
出産できたことにホッと胸をなでおろす。幼い出
産は負担が大きいから。その彼女に結婚させるこ
とで社会に戻すプログラムが考えられていたこと
に驚愕した。だって、まだ 14 歳。このような背景
を持つ少女の嫁ぎ先は悪条件であることも予想さ
れた。まり子さんがマイティで勉強させることを
強く提案してくれたことに安堵のため息。けれど
も、結婚することがゴールという強い社会通念を
感じたのも事実。個人的には 14 歳で夫任せにな
る人生はとても不安定に感じる。ぜひたくさん勉
強して、自分の道を自分で決められる知識を身に
着けてほしい。せめて、NO という権利があるとい
うことを知ってほしい。宗教観はあるけれど、神
様にも責任が取れないことはあると思うから。
自活の道を進む 1 つの方法として、プリベンシ
ョン・キャンプのミシン教室はとても効果がある。
今回、卒業生の話を聞いて、ミシン 1 つで自活の
道が得られることがわかり、なおいっそうこのプ
ログラムが続いていくことの必要性を感じた。が
んばればひと月で 2 万円も稼げるそうだ(これは
ネパールではなかなかの額である)。自分で決めた
ことはがんばれる、だから、自分で決めることが
できるように教育を受けてほしいと切に願う。知
識は誰にも奪われない財産だから。

そして、ネームシール。名前を呼んでもらう幸
せって万国共通だと思う。マイティの子も名前を
呼ぶと「知っているの？」と嬉しそうに身をよじ
る。だから、名前と一緒に顔を覚えておきたいか
らと伝えて、1 人ひとり名前を書いたシールを胸
に貼って写真を撮った。落書きのようなそのシー
ルを後生大事に抱えて、
「ありがとうアンティ、あ
りがとう」と何度もお礼に来る子どもに目頭が熱
くなり、
「 こっちがありがとうだよ」と心で呟いた。
50 枚 100 円のただのシールが宝物に変わった瞬間
を見た。時間がたった今でも、胸に貼ったシール
に手を当てて何度も私に笑顔を向ける少年の映像
が頭から離れない。私が彼らに何かしてあげたく
てたまらない気持ちになるのは、これが原因かも
しれない。ローリスクハイリターンのやり取りが
中毒性をもたせる。こちらのエゴや押し付けであ
ってはいけないと注意をするけれども、自分の欲
望に打ち勝てる自信がない。またあの笑顔が見た
くてたまらなくなってしまう。思い出すだけでい
つでも幸せな気持ちになるあの笑顔を。

●「サンキュー アンティ、 サンキュー」 ～
ネームシールと魅惑のパニボール～
今回、海を見せる以外にも２つやりたいことが
あった。子どもたちの顔と名前を一致させること
と、ヨーヨー釣りをすること。水ヨーヨーは「パ
ニボール」として子どもたちに大人気！ 自分で
作り方を覚えて量産する子どもたちを従え、私は
ヨーヨー屋台の親玉としてなかなかの商売繁盛っ
ぷりだった。パシュパティナートでも地元の子ど

●「Who am I？（だあ～れだ？）」
初日、マイティの中庭にたたずんでいると、突
然背後から目隠しをされた。一瞬で記憶がよみが
えり彼女の名前を叫ぶと、嬉しそうに全身で抱き
ついてきてくれた。その少女は、昨年ポカ（お菓
子）作りに参加してくれた ANJU。ポカを作った間
の交流だけで、彼女は来るか来ないかわからない
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私を 1 年間待っていた。どうしてそんなに想って
くれるのだろう、それが私の正直な感想だった。
会話もたどたどしく、ダンスはヘンテコダンス。
ANJU はピクニックもショーも参加していないか
ら、私が唯一得意なバルーンアートも知らない。
等価交換できていないのにもかかわらず、私に真
っ直ぐ向けられる力強い愛情に、心が鷲掴みにさ
れる衝撃を受けた。Who am I？ って聞いてくれ
る信頼に応えなきゃいけない気がした。これは、
昨年以上の破壊力だった。

ではない、約束は絶対にできない。でも、過去に
はしたくない。また「Who am I？」に応えたくて。
●疲れた心にスタディツアー～支援されているの
はどっちだ？～
自己満足で参加している自覚があるから、自分
がやりたいと思うことをやって喜んでくれる人が
いることが嬉しいと感じる。スタディツアーで出
会うネパールの人たちは純度 100％のとても素直
な人たちで、気持ちの無駄遣いが一切なく、嬉し
い・悲しい・驚いたといった感情と表情が直結し
ている。それがとても安心する。私は疑って過ご
すよりもだまされたほうがいいやと手抜きしてい
るから、日本ではよくだまされることがあるし（そ
れは別にいいのだけど）、日本人特有の感情ブロッ
クに不安になることも多い。だけど、ネパールで
は私が笑えば相手も笑ってくれるし、キャッチボ
ールをしているようにリアクションが返ってくる。
その単純なやり取りに私はとても癒される。
「 ああ、
やってよかった」と。
年齢を重ねるといくつものことが当たり前にな
り、日常で褒められることや肯定されることが少
なくなる。そうやってすり減ってきた自己肯定感
が、スタディツアーで過ごす間にムクムクと回復
していくのを感じる。そしてまた 1 年がんばろう
と思うのだ。このツアーがない夏を物足りなく感
じる気がする私は、第 2 の大野国さんになりそう
で少し怖いかもしれない。

●「See you next year!!」と 3 年目の苦悩
また中庭でボーっとしていると、一言も話した
ことがない子が笑顔で駆け寄ってきた。
「 あなた昨
年ショーをしてくれたでしょ。私あなたからブレ
スレットもらったんだよ。あなたの名前覚えてお

きたいから教えてくれるかな」と。尋ねてくるそ
のキラキラした瞳に、私たちが来るのを本当に楽
しみに待っていたのだと実感すると、歯がゆくて、
表現しようのない気持ちに襲われた。ガイドのラ
ジャさんからも、マイティに行くと今回○〇さん
は来ているのかと子どもたちから質問攻めにされ
ると聞いた。今年も来られてよかった、と単純に
思ったと同時に、もし来られなかったらどれだけ
ガッカリさせたのだろうと少し怖くなった。それ
なりに長い人生の中で、自分の代わりがいないこ
とはないということを学習している。だからもし
私が来られなかったとしても、また次のメンバー
と新しい関係を築くだけだ。そう頭ではわかって
いながらも、一瞬でも喪失感を与えてしまうこと
に後ろめたい気持ちになった。自分が過去になる
悲しさも感じた。いろいろなところで私を覚えて
いてくれる人と会い「See you next year!!」と言
われるたびに、この気持ちと葛藤した。それが個
人的な 3 年目の苦悩だった。ずっと来られるわけ

●最後に
早稲田本庄学院の皆さまとまたご一緒できたこ
とを嬉しく思います。ダンスや歌、ギターなど一
生懸命に取り組む姿に心が熱くなりました。また、
校長先生は相変わらず理想の上司で、こんな大人
でいたいと強く思いました。途中参加の上田先生
は女装がとても似合っていました！ 約束を守っ
たはなこちゃんにはただただ脱帽です。明日香ち
ゃんは見習わせていただくことがたくさんありま
した。自分で働いたお金でこのような経験を買い
に来た大学生には頭が下がります。安定のメグ姉
さん、順子さんには感謝しかありません。大好き
です♡初参加のジュリアンは、初めてとは思えな
い親しみやすさと頼りがいに胸きゅんでした。大
野国さんは「私のネパールへようこそ！」感満載
で、本当に素敵な人だなと思います。そして、野
香さんの気遣い溢れるサポート、感涙でした！
ガイドのラジャさんは完璧！ 今年はセクシーな
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ラジャ子さんに会えて嬉しかったです。そしてそ
して、まり子さん。さまざまなアレンジを含め、
私たちのツアーが実り多く安全に遂行するように
常に気遣ってくださいました。バイタリティ溢れ
るまり子さんがいなければ、このツアーは成り立
ちません。ありがとうございました。ラリグラス・
ジャパンのスタッフの皆さまのサポートも含め、
重ねて感謝申し上げます。
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ネパールのスタディツアーに参加して

売買などがいかに悲惨なものかを彼女の姿から教
わった。心が痛んだ。そして憤りを覚えた。なぜ
こんな思いをさせる大人や親がいるのだろうと。
またプリベンション・キャンプの方たちとのピ
クニックでは、一緒にダンスをしたり、アトラク
ションに乗ったり、ご飯を食べたり、充実かつ楽
しい時間を過ごした。ダンスは皆とても上手で、
ノリノリ。アトラクションでも一緒に叫んで、笑
った。会話は言葉がお互い通じず、できなかった
もののお互い笑顔だったので、言葉の壁など感じ
ず、心から楽しむことができた。
「本当の共通言語
は英語ではなくて、笑顔だ」という言葉をよく耳
にしたことがあったが、本当の意味でそれを身に
染みて感じた。また、プリベンション・キャンプ
のおかげで、村に帰った後に成功したお話を生で
聞き、プリベンション・キャンプの存在の大きさ
と、吉田学院長先生も寄付されたミシン一台一台
がその人の人生をも変えるほどの大きな力をもつ
ことができることを知ることができた。プリベン
ション・キャンプから村に帰った人たちが、私た
ち日本人とのピクニックがとても楽しかったとい
う話を広め、その話を聞いてこのキャンプに参加
する人もいることを知り、私たちとこのピクニッ
クがどれだけ彼女たちにとっても特別大きな存在
であるかを知ったと同時に、彼女たちにとって、
人生の思い出に残るほど楽しい時間であること、
そしてその時間を一緒に過ごせたことができ、と
ても嬉しいと思った。
デイケアセンターでは、ラリグラス・ジャパン
だけが、デイケアセンターのドナーであることを
知った。そのとき、一緒に楽しく遊んだ子どもた
ちも、また、実際ラリグラスの支援で寮のある学
校に通えるようになったことなどを聞いて、ラリ
グラス・ジャパンがなかったら今頃この子たちは
どうなっていたんだろうと思うと怖いと思った。
まり子さんをはじめとする方々やその活動がいか
に大切なことかを知った。私も将来そんなふうに、
誰かのために、本当に誰かを救えるようなことが
できるような人になりたいと思う。
世界遺産の火葬場で、生まれて初めて亡くなっ
た人の姿を見た。実は私はまだお葬式に行ったこ
とがない。全く動かない、足もくっつき、ただも
う寝ているだけの姿を初めて見た。人は死んだら、
本当に何もできないのだ。もうただの物みたいに
なってしまう、死ぬ、その姿というのはああいう
ことなのだ、と教わった。だから、自分の大切な
人との時間は本当に大事にしたい。一度死んでし

高浦明香

ネパールから帰国して、早 2 週間がたった。ネ
パールにいたことも、もうずっと昔のことのよう
に感じてしまうくらい、私はあの時とは別の世界
にいる。
ネパール研修の募集が始まったとき、私は迷い
なく参加したいと思った。アメリカの現地校の授
業で読んだ本がきっかけで、私と同年代の少女た
ちが売春され、想像を絶するほどの辛い思いをし
た人たちにも、生きていればいつか人生は楽しい、
幸せだと思えることもあるということを知ってほ
しいと思っていたからだ。また、地球上にわずか
しかないこの先進国で生まれ育ち、先進国にしか
行ったことも住んだこともない私は、途上国に行
き、違う世界を自分の目で見て、そして知るべき
だとも思っていた。
ネパールに着き、飛行機から降り、きれいな建
物が並ぶ景色に、ついに私は来たんだ、とワクワ
クした。同時にここで少女売買などが盛んに行わ
れていることなど信じ難いほどの青空も広がって
いた。今回のスタディツアーでは、車に長時間乗
ることも多く、車中から見た人の多い街の商店街
や民家、山、深い山奥の田舎や、交通量の多い渋
滞の道路、そして大量のゴミ、野犬やヤギなどの
さまざまな初めて見る景色もとても印象に残って
いる。
マイティ・ネパールでのお菓子配りでは、幼い
子どもたちから私より年上の人たちまで、１つず
つ配った。その時、笑顔でありがとうと言ってく
れた子もいれば、恥ずかしそうな子もいた。また
無表情で、うつむき少し暗い子もいた。そんな保
護されて間もない子どもを目の当たりにし、少女
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まったら、生き返れない、もう会えない、自分も
死んだら何もできなくなるから人生は後悔しない
ように、やりたいと思ったことを全部やろう！と
思えた。
ホスピスとマイティの子たちとのピクニックも
とても楽しかった。こんなにキラキラした目や笑
顔をして、私たちと同じように自撮りも大好きで、
メイクもオシャレも好きで、そんな楽しそうにダ
ンスする子たちが、まさか辛いバックグラウンド
や今でもさまざまな事情を抱えているということ
が、信じられなかった。ピクニックの間、そのこ
とを私は完全に忘れていた。そんな彼ら彼女たち
に、本当にただただすごいと思った。同年代の彼、
彼女たちがそれでも生き抜いている、人はそれで
も生きている、生き抜く強さに言葉がない。私な
らできるのだろうか。
最終日のマイティで、みんなが「チアダンス、
すごくよかったよ」と言ってくれた。みんなに笑
顔と感動を届けることができて、本当によかった。
特に仲良くなったサラとアーシャとのお別れのと
き、「また来てくれるよね？ また会えるよね？」
って聞かれて、お別れがとても悲しくなったし、
でもまた会いたい、だからまた来なきゃ、と思っ
た。「きっとまた会えるよ！ Have fun！ Good
luck！」と言い、ハグをした。次、またいつ来ら
れるかはわからないけれど、この子たちに会いに
行きたいと思う。

ての方々、また改めて、私が心から尊敬できる学
院長先生のこの学院に入れたこと、このネパール
研修へ行かせてくださったこと、そして両親に、
心から感謝したい。そして、これからたくさんの
人に、ネパールの現状をどんどん知ってもらい、
小さいことでも何かしていくことが、私たちので
きることだと思う。自分はこれから何ができるの
か、そしてどう生きていくのか、向き合っていき
たい。

このツアーに参加した目的「人生は楽しいこと
もあるということを伝えたかったこと」、短い時間
かもしれないけどピクニックで一緒に楽しい時間
を過ごすことで、その気持ちをシェアできたこと、
そしてチアダンスで少しでもみんなに笑顔と感動
を届けられたこと、そして逆に私がたくさんの勇
気をもらえたこと、生きること、死ぬこと、たく
さんのことを教わった。忘れられないことばかり
だ。
また、この研修ではいろんな年代の方々と一緒
で、本当に素晴らしい方ばかりで、いろんなお話
をしたり、アドバイスをもらえたりして、とても
勇気と自信をもらえて、本当に皆さんと過ごした
時間は貴重な時間で、出会えてよかった。
ネパールで過ごした 11 日間、このスタディツ
アーでまり子さんをはじめとするラリグラス・ジ
ャパンの方々、ジュリアンさんなどアダルトチー
ムの方々、ラジャさん、学院長先生、学院生、こ
のツアーに参加できなければ出会えなかったすべ
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思うと、とても緊張しました。でも、いざ会って
みると、みんな、私が不安に思っていたことなん
て考えさせられないくらいキラキラした笑顔で迎
えてくれました。中には、まだ救出されたばかり
なのか暗い顔の子や表情が硬い子もいました。私
は、今はまだ抜け出せなくても、将来周りの子み
たいにキラキラした笑顔を取り戻せるといいなと
思いました。

野口有希乃

まず、初めに私に最高の“ネパールツアー”と
いう思い出を経験させてくれた皆さんに感謝した
いです。本当にありがとうございました。
ネパールの人々と触れ合ってみて、感じたこと
が 2 つあります。ネパールの人々は、常に優し
い！！ 私が家族のことを恋しくならなかったの
もみんなが私のことを優しく迎えてくれたからだ
と思います。あと 1 つ思ったのは、ネパールの人々
は、常に礼儀正しい。特に 2 回目のピクニックで
は、子どもたちが「アンティ、ここに座って食べ
て」、「アンティ、ご飯取ってくるね」と常に私の
ことを気遣ってくれて、とても感動したし、私た
ち日本人の若い世代も見習うべきだと思いました。
でも、優しいからこそ、少し強引なところもある
なと思いました。例えば、ピクニックのときお腹
があまり空いていなくてカレーを食べようという
誘いを断っても、それじゃお腹空いちゃうよと言
われて、大盛のカレーをよそってくれました。私
は、そうされるのが嫌ではなく、どちらかという
とお母さんがもう 1 人増えた気がして、とても嬉
しかったのを覚えています。
そんな楽しかったネパールツアーも行く前は不
安でいっぱいでした。足を引っ張らずに参加でき
るかな、食事は合うかな、相部屋の人とうまくや
っていけるかな、などといろいろと考えていまし
た。一番は、現地のマイティの子に会ったら、ち
ゃんと笑顔で接してあげられるだろうか……。事
前学習として、長谷川まり子さんの書いた少女売
買についての本を読んだのですが、あまりにもひ
どい体験が書いてあってとてもショックでした。
こういう経験を過去に体験した子と今回会うと
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「ネパールに行ったら、カルチャーショックを
受けるよ」と言われていたのですが、実際はネパ
ールに行ったときではなく、日本に帰ってきたと
きにカルチャーショックを受けました。帰ってき
たとき、日本の建物の大きさや設備の充実度にと
ても驚いてしまいました。今でもどこか日本に旅
行しにきている感覚で日々を過ごしています。私
が日本に帰ってきて、ずっと思ってきたことなの
ですが、もう少しネパールの政治体制が整ったら、
日本の技術を学ぶための留学の制度を作り、交換
留学のようにして日本人もネパールに行ってネパ
ールの現状を知り、よりよい生活をネパールの市
民が送れるよう考えられるとよいと思います。
このツアーに参加して、自分の普段体験しない
世界を見たことでやっぱり私は将来子どもと女性
のための仕事に生涯を捧げたいと思いました。心
配しながらも、このツアーに参加することを応援
してくれた家族、このツアーでの SGH の資金獲得
のためにたくさんの資料を書いて、ツアーに参加
させてくれた吉田学院長先生、学院生の体調を気
遣い、このツアーを企画していただいた長谷川ま
り子さん、一緒にネパールでの最高に楽しい時間
を過ごしてくれた学院生や人生の先輩の皆さん、
たくさんの楽しいこと、嬉しいことを教えてくれ
て、時にはそれぞれのもっている厳しい背景につ
いて考えさせてくれたネパール現地の皆さん、す
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べての人にとても感謝しています。とても楽しか
った 15 日間は、私にたくさんの学びを与えてく
れました。この経験を活かして、これからも女性
と子どもの問題に関わっていきたいです。
またいつか絶対このツアーに参加したいです。
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蓮実

マイティがなくなること。つまり、少女売買がな
くなること」という言葉を併せて少しずつではあ
るものの着実に少女売買の現状が変わりつつある
1 つの面に触れられたような気がしたのだ。彼女
たちは「自分たちの将来のために自らの意思で家
族のいる故郷を離れ半年も暮らしていこう」と決
め、プリベンション・キャンプに臨んでいた。そ
んな強い意志をもってプリベンション・キャンプ
にやってきた彼女たちとのピクニックはかなりハ
ードだった。永遠に流れ続ける音楽と超高速回転
の観覧車。そんなものに悠々と乗ってしまう彼女
たちはパワフルなだけではなく、私たちが名前を
覚えて呼ぶだけで嬉しそうに笑ってくれたピュア
な面もあった。

直海

ネパールに発つ前は彼女たちの世界を広げてあ
げたい、と思っていたが果たしてできたのだろう
か。日本に帰ってきた今になって思い返してみる
とどうやってか逆に彼女たちに私の世界を広げて
もらったような気がした。
生まれた国や地域が異なるだけでなんの罪もな
い子どもたちの境遇がこんなにも変わってしまう
世界の不条理さをツアー中に何度も感じました。
学生の私たちだからこそできることとして彼女た
ちのために今後の活動で 1 人でも多くの人に人身
売買の現状を知ってもらい、遠回りでも支援に繋
げ、力になれればよいと思っています。

「思っていたのと違う」。事前学習でまり子さん
からお借りした DVD を見てそう感じていた。私が
思っていた少女売買の実態とその現状は異なって
いる、と。このスタディツアーに参加するために
は校内で作文選考があった。
「 少女売買のない世界
があることを彼女たちに知ってほしい」
「 少女売買
はおかしいことを知ってほしい」そんなことを書
いた気がする。しかし少女売買の現状はそう単純
なものではなかった。まず少女たちを保護する
NGO は彼女たちの命を脅かすものだと洗脳されて
いる、売春宿で働けなくなった年になって故郷に
戻っても受け入れてくれる家族がいない、ろくな
仕事をもてず売春宿に自ら戻る。
「少女売買」を発
端にさまざまな要因が絡まり合い、連鎖のように
少女たちの人生を狂わせる。この現状を知り想像
に及びもつかなかったが私はラリグラス・ジャパ
ンさんやマイティ・ネパールさんの活動のように
彼女たちの世界を広げてあげたいと思った。ネパ
ールに発つ前にスタディツアーに対する姿勢はよ
り確かなものになっていた。
印象的だったことは、プリベンション・キャン
プのみんなとのピクニックで「村の人からプリベ
ンション・キャンプについて聞いて自分で来た」
という声だ。これを聞いたまり子さんが「これが
私たちのめざしていることなんです」とおっしゃ
ったとき、
「すごい」と感じた。このこととマイテ
ィ・ネパールのアヌラダさんの「私たちの目標は

今、スタディツアーを通して感じたことがたく
さんありました。少女売買の現状だけでなく、ま
り子さんやラジェンドラさん、参加者の皆さんに
いただくお話は私たち高校生にとって新鮮かつ刺
激的なものでした。この年齢でこのスタディツア
ーに参加できたことは私の人生において今後も大
きな影響を与えるものになりました。いつになる
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かはわかりませんが、いつかまたこのスタディツ
アーに参加させていただきたいです。子どもたち
や女性たちとのピクニックを通して初対面の私た
ちにも心を開いて一緒に楽しむことができたのは
ラリグラス・ジャパンさんが 20 年間彼女たちの
ために活動してきたご尽力を感じました。
まり子さん、ラジャさん、参加者の皆さん、本
当にありがとうございました。
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see you again
峰﨑はなこ

◎2年前との変化
2年前と比べて感じたことは、子どもたちの成
長とインターネットの普及です。2年間での子ど
もたちの成長はとても大きく、ハイハイしていた
子が走ってお話ししている姿を見るととても嬉し
くなりました。また女の子たちはまた一段と大人
っぽくなっていて、大人たちは再会できたことが
本当に嬉しかったです。正直、また会えたとホッ
としました。
インターネットの普及はとても著しく、この2
年の間で携帯電話を持っている子が増えたと感じ
ました。Facebook教えてと言われたときは嬉しい
反面、驚きました。売春の手口としてSNS利用が
大きくなっているというお話はまり子さんから聞
いていましたが、それを実感しました。時代も変
われば犯行の手口も変わり、予防の方法も変わっ
てくる。本当に難しい問題だと改めて感じまし
た。

◎2回目の参加理由
私は2年前のツアーに参加させていただいた
際、女の子に「see you again」と軽々しく使っ
ていました。当時の私は使える英語がそのくらい
しかなく、コミュニケーションの一環で使ってい
ました。しかし、それは間違っていました。ツア
ー中、一緒に行くピクニックは「お正月とクリス
マスと誕生日が一度に来たような感じ」とまり子
さんはおっしゃいます。そのくらい1年の中でも
ビッグイベントで、その中で「see you again」
と言われたら子どもたちは本当に待っているとの
ことでした。その言葉の重さを知ったのはツアー
の後半。そのときには、すでにまた戻って来よう
と決めていたのを覚えています。それと同時に留
学を決意し、ネパールに戻ってきたときにはもっ
と英語でコミュニケーションを取れるようにな
る！ と決心していました。

◎おわりに
今回のツアー参加者で高校生がいたことも新鮮
でした。心からまた高校生に戻りたいなーと思っ
ておりました（笑）。そういった高校生からの目
線、人生の先輩方からの目線、さまざまな目線か
らまたネパールを見られることもこのツアーの魅
力です。
まり子さん、ラジャさん、野香さん、ラリグラ
ス・ジャパン皆さま、このような機会を提供して
くださり、ありがとうございます。そしてツアー
参加者の皆さん、皆さんに出会えたことに感謝で
す。またお会いしましょう！
ありがとうございました！

◎再会
「see you again」と約束した女の子とは無事
再会することができ、会った瞬間にとっっっても
喜んでくれたことに感動しました。「なんで去年
来れなかったの？ 待ってたよ！ けど会えて本
当嬉しい！」と言ってくれて、これはまた来るし
かないなと思いました（笑）。また英語を使って
少しながらコミュニケーションを取ることがで
き、2年前伝えられなかった思いや将来の夢のこ
となども話すことができ、また来てよかったと思
いました。日本からネパール（カトマンズ）、か
らのヘタウダは本当に長い道のりですが、その道
のりを経験してでもまたあの笑顔に会いたいなー
と思ってしまうので不思議です。
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す。そのため、学校には小学2、3年ほどしか通わ
ずにやめてしまう子どもが多数であるという現状
があります。教育を受けていない子どもたちは純
粋で無垢であり、社会をあまり知りません。そし
て早くこの苦しい生活から抜け出したい一心で重
労働を担っています。そんな子どもたちが人身売
買の大人に狙われ、だまされてしまうのです。人
身売買被害者を減少させるためには1つ、教育の
提供があげられるのです。そのためにこのプリベ
ンション・キャンプが存在します。
今までただただ楽しく向き合い踊り続けていた
あの少女に、私はかわいそうという感情よりも尊
敬の感情を強く抱きました。私は当たり前のよう
にお母さんが作った朝ご飯を食べ、当たり前のよ
うに電車を使って学校に行き、当たり前のように
勉強をし、当たり前のようにベッドで寝る、そん
な生活を17年間送ってきました。しかし、私と同
世代の女の子が国の違いでこんなにも過酷な毎日
を送っているなんて想像すらもしませんでした。
日本での生活が普通だと思っていた私にとって、
この少女との出会いは大きなカルチャーショック
を受けたと同時に、さまざまな感情とこれからの
行動について考えるようになりました。いったい
何が幸せなのか、どんな生活が幸せなのかを考
え、この少女に、ネパールの子どもたちの幸せを
感じてもらうために私は何かできることがある、
できることをしていきたい、そんな想いが強く表
れました。ネパールの子どもたちに幸せを感じて
もらうためのピクニックもどれだけ大切であるか
を実感した瞬間でした。
ピクニックが終わった翌日、プリベンション・
キャンプの視察に行きました。そしてそれは少女
との別れの日でもありました。そして別れのと
き、全員で別れの挨拶を述べた後、私はしっかり
少女に別れを述べられずにプリベンション・キャ
ンプを後にしました。しかしどうしても名残惜し
く、もう一度プリベンション・キャンプに足を踏
み入れたその時、あの少女が私のところに駆け寄
ってきました。しっかり別れを述べたい、同じ想
いが私にも少女にもあったのだと思います。そし
て別れの瞬間、少女はある物を手にしていまし
た。それは黄色いネックレス。これを私に手渡し
てくれました。「このネックレスが私たちの友情
の証だよ。私を忘れないでいてね」と言っている
ように感じました。言葉が通じない中でも通じる
何かがありました。

柳澤佑奈

私は2017年8月4日から8月15日までの11日間、
ラリグラス・ジャパンさんのもと、学校の SGH活
動の一環としてネパールスタディツアーに参加さ
せていただきました。今回の感想文ではたくさん
のかけがえのない経験の中から絞り、11日間をネ
パールで過ごした私の感情と学びを書き記させて
いただきます。
まずはじめに、私が一番心に残っているある少
女との出会いについてです。村の奥地で生活をし
ている少女たちに教育を提供するため作られたプ
リベンション・キャンプ、そのプリベンション・
キャンプにいる女の子たちとピクニックをする日
に私はその少女と出会いました。その少女はネパ
ールの現地語しか喋ることができません。私と少
女は言語でのコミュニケーションはまったくとれ
ない同士でした。しかし、そんな私たちを結びつ
けたのはダンスでした。暑い中、1つの小屋で何
曲も何曲も向き合い、互いに最高の笑顔で踊り続
けるあの瞬間は今でも忘れられないものです。あ
の少女の笑顔は純粋で汚れのない、まさに「少
女」という文字が表現するそのものでした。しか
し、そんな少女の純粋な笑顔の裏には想像もつか
ないような過酷な現実がありました。楽しい時間
が続く中、通訳のラジャさんのもと、その少女が
プリベンション・キャンプに入る前までの生活を
聞かせてもらったとき、私は驚きました。私とほ
とんど年齢が変わらないその少女は、村で何時間
も過酷な山道を重い荷物とともに上っては下り、
少女の何倍も大きな水牛を操る、過酷な重労働を
毎日行っていました。少女が住む貧しい村では生
まれた子どもも1つの大事な労働力となるので
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私は今でもこのネックレスを大切にしまってい
ます。まるでこのネックレスは日本の私とネパー
ルの少女を結ぶ糸のようです。少女の夢は村のテ
ーラーになることです。いつかこのネックレスと
ともに少女のテーラー店に行き、大好きな少女に
再び会うことが私の1つの夢です。

最後に、ネパールスタディツアーに参加して学
んだこと、感じたことを大きく述べていきます。
まず、私はもともと国際活動に興味があり、高校
生になったら自分でなにか行動しようと考えてい
ました。しかし、いざ行動をしようとしても実際
に何をどのような方法で支援すればいいのかまっ
たくわからず、現地の人々はいったい何を欲して
いるのか、どんな支援が一番必要とされているも
のなのか、知りませんでした。今現在、メディア
が活発になり、インターネットでたくさんの情報
を得ることができます。しかし、現地からメディ
ア媒体、メディア媒体から私たちの元に届く過程
で、現地と私たちとの間でその情報はどこかでズ
レが生じてしまうものです。知ることの先に真の
支援があると感じ、このツアーに参加しました。
そして実際に現地に行くと、表面上の理解の上
での支援、例に出すと、むやみに学校施設を村に
建てたりなどがあげられますが、実際にはまった
く施設が使われないという現実もありました。な
ぜなら根本的部分、貧困が解決されていないから
です。このように実際に現地に赴き、実際に自分
の目で見て、実際に現地の人とふれあうことで得
られる現実があります。私はまず知ること、この
重要性を改めて感じました。

次にネパールの食事についてです。ネパールで
は毎日が初体験で、中でも食事は驚きと挑戦だら
けでした。初めて手で食べたカレー、野良犬と少
女とともに地面にしゃがんで食べたピクニックの
ご飯、あまりのおいしさにびっくりしたネパール
料理モモや、ネパールの伝統料理である水牛の脳
や腸、目玉の煮込みなど、忘れられない食事ばか
りです。食べることが大好きな私は、せっかくネ
パールに来たのだから食べられるものは全部食べ
ようと決断し、その結果たくさんの経験を積むこ
とができました。そしてなによりおいしい食卓を
囲むツアー参加者の方々とたくさん語った楽しい
日々は私の大切な思い出です。
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そして今高校生である私には何ができるのか考
えました。それは「ネパールの現状を伝え広げる
こと」です。知ることの重要性を実感した私だか
らこそ、この活動がいかに大切であるかを感じま
した。この現状を、そしてそれを目の当たりにし
た私の感情を、伝えていく使命があります。高校
生である私は同世代の高校生にも伝え広げること
ができます。大人になった私たちがネパールの子
どもたちのために支援をするため、伝え続けてい
きたいです。そして、少しでも人身売買という最
悪な現状がなくなるように、私は今もこれからも
ずっと今の自分ができる支援を行い続けていきま
す。
私の人生を変えた11日間、出会い、感情。高校
生という時期にネパールスタディツアーに参加で
きたことは私にとって大きな糧です。参加できる
環境を作ってくださった学校の先生方、ともに過
ごしたツアー参加者の方々、ネパール班の6人、
どうしても行きたかったツアーのために大金を払
い、常に支えてくれた家族、たくさんの交流を楽
しんでくれたネパールの方々、本当にありがとう
ございました。
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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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