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ラリグラス・ジャパンがネパール・インドの支援活動を開始し、今年で 20 年目を迎えます。その間、
さまざまな出来事がありましたが、3 つのパートナー団体、「マイティ・ネパール」「ネパール障害者女
性協会」
「レスキュー・ファンデーション」と連携し、多くの女性や子どもたちを支えてまいりました。
私たちの活動が今日まで続いているのは、一重に皆さまのご協力によるものです。ここに改めて感謝
申し上げます。
今回は、2017 年 4 月 15 日（土）～27 日（木）まで、ラリグラス・ジャパン代表・長谷川まり子がネ
パール・インドに滞在し、現地調査および支援先団体とのミーティングを行いました。
本書にて、現地の最新情報をご報告します。

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

現地報告
マイティ・ネパール本部
■毎年 4 月上旬、マイティ・ネパールでは設立を
記念して祝賀会が行われるが、今年はマイティ開
設から 25 年の節目ということで、例年以上に盛
大に執り行われた。広大な軍の施設を借り、各国
のドナーやインドのレスキュー・ファンデーショ
ンをはじめとする提携団体、来賓としてネパール
大統領も参列するすばらしい催しとなったようで
ある。
ラリグラスも招待を受けていたが、どうしても
都合をつけられず、欠席せざるを得なかった。古
くからのドナー仲間であるドイツの BONO 代表・
ゲリオンや、スペインのペトロも、ラリグラスが
欠席と聞いてとても残念がっていたそうである。
20 年にわたってともにマイティの活動を支えて
きた同志。再会はかなわなかったが、メールでお
互いの尽力を讃えあった。
マイティが活動を始めて 25 年。その間、人身売
買問題を主軸に、レイプ犯罪や孤児の保護など、
女性と子どもを取り巻く多くの問題に、精いっぱ
い取り組んできた。それでも今なお、問題解決の
糸口はつかめていない。政治、宗教、経済など、
さまざまな要因が複雑に絡み合い、それを解きほ
ぐさない限り、根本解決には至らないからだ。
しかし、悲観してはならない。1 本ずつではあ
るが、絡み合った糸を、マイティはたしかにほぐ
しつつある。マイティだけではない。ともに尽力
するほかの NGO や、隣国インドのレスキュー・フ
ァンデーションもまた、力の限り取り組んでおり、
着実に歩を進めているといえる。
そうした彼らの活動を支えるのが、私たちドナ
ーの役目だ。これからも、欧米の NGO とともに、
できる限りのサポートを続けていく所存である。

25 周年を祝って子どもたちが作った 25 の人文字

子 ど も や 女 性 た ち か ら も 、「 ど う し て 来 て く れ な か っ た
の！」との声が聞かれた。この日、発表するために、ダン
スや歌、楽器演奏などをずいぶん練習したとのこと。その
成果を見てほしかったようだ

全員参加の出し物は完成度が高い

2

現地報告：マイティ・ネパール本部
■ネパールには、政府が運営する孤児院がいくつ
かある。1 カ月前、そのうちの 1 つであるカトマン
ズの施設「バルマンディル」から、警察を経由し、
2 歳の女の子がマイティに送り届けられた。名前は
プラプティちゃん。HIV 感染が判明したものの、
十分な医療設備がないため、受け入れを要請され
たという。
マイティに保護されたときのプラプティちゃん
は、健康状態がかなり悪かった。ART をはじめと
する治療を施した結果、少しずつ快方に向かって
いるとのことだが、その様子から、いかに危機的な
状態で運び込まれたのかがうかがわれた。
平均的な 2 歳児と比べ、プラプティちゃんはか
なり小柄だった。棒切れのような手足に、丸く膨ら
んだお腹。典型的な栄養失調の体型だ。
血液に溶け込んでいるタンパク質を血漿タンパ
ク質という。この血漿タンパク質が、血管の中に水
分を溜め込むわけだが、重度の栄養失調になると、
肝臓の血漿タンパクを作る機能が弱まる。すると、
血漿タンパクの量が減るため、血管の中に水を溜
め込む力がなくなり、血管の外ににじみ出てくる。
それが腹水となり、お腹が丸く膨らんで見えるの
だ。
アジア最貧国とされるネパールではあるが、こ
こまで栄養状態の悪い子どもを見かけるのは稀だ。
しかもプラプティちゃんは、一言の発語もなく、訴
えたいことがあるときは、両手を差し出し「うー、
うー」とうなるだけである。かなり劣悪な環境に置
かれていたのではないかと推察されたため、
「バル
マンディル」を訪ねてみることにした。

高学年の子どもたちはネパールの古典楽器と洋楽器で演
奏。みっちり練習を積みました

祝賀会では、ビュッフェのご馳走をたくさん食べまし
た！

マイティから感謝の盾をいただいた
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現地報告：マイティ・ネパール本部
タッフ数が計 75 人。1 か所平均 7.5 人と、明らか
に人手不足とのことだった。
施設の運営費は、政府からの年間 1000 万ルピ
ー（約 1000 万円）と、スペイン、スイス、スウェ
ーデン、アメリカなどからの寄付金によってまか
なわれているという。欧米のドナーの寄付金は、
“個人スポンサー制度”によって、マッチングさ
れた子どもの学費に充てられるとのことだ。
「スポンサーがついている子どもは、93 人中 80
人ほど。教育の機会の提供はとても大切なことな
のですが、困っていることもあります。欧米のス
ポンサーの多くは、寄付金が人件費に充てられる
ことを好まない。なので、十分な給料を約束でき
ないため、スタッフの確保が難しいのです」
政府から年間 1000 万ルピーの支援があるもの
の、施設管理費や子どもたちの衣食住にかかる費
用を差し引くと、人件費に充てられる予算は十分
ではないという。たとえば、24 時間常駐し、子ど
もたちの世話をするアマと呼ばれる寮母さんの給
料は 8900 ルピー（約 8900 円）。カトマンズ市内
の一般的なお手伝いさんの給料が 10000 ルピー
程度であるから、決して好待遇とはいえない。
自分の寄付金が“人件費”に充てられることを
好まないドナーは少なくない。子どもを直接支援
し、その成果を明確に感じたいということだろう。
気持ちはよくわかる。が、子どもたちの健やかな
成長には、それを支えるスタッフの存在が必要不
可欠であり、そうした人たちをサポートすること
も大切な支援のひとつなのだ。

よく食べよく眠り、少しずつ回復しているプラプティち
ゃん。保護されたばかりの頃は、これ以上に痩せていたと
いう

■「バルマンディル」は、ラナ家の土地建物を借
り上げて運営されている。ラナ家とは、1846 年か
ら 1951 年までネパール王国を支配した宰相家だ。
いわば事実上の王家であり、宰相の地位を代々世
襲してきたため、ラナ王朝とも呼ばれている。
1950 年代初頭、民主化の波が押し寄せ、ラナ家
による支配は終焉を迎えた。が、代々受け継がれ
てきた広大な土地や多数の建物などの財産をもと
に、一族の多くが今も豊かな暮らしを送っている。
「バルマンディル」は、そうした不動産の一部を
活用して運営されており、その数は孤児院 10 カ
所、学校 784 カ所にのぼる。
■施設の印象は、想像したとおりだった。子ども
たちの居室の入り口は靴が散乱しており、洗濯済
なのかこれから洗濯するものなのか、はっきりし
ない衣類が通路の隅に山積みされている。掃除も
行き届いているとはいいがたく、全体的に雑然と
した様子なのだ。
責任者の男性の話によれば、保護する子どもの
数は 93 人。それに対し、全 10 カ所の孤児院のス

ラナ家の建物を借り上げた孤児院。外観は立派だが・・・

4

現地報告：マイティ・ネパール本部
判明。警察に通報し、マイティに保護を求めるに
至ったとのことだ。
マイティのスタッフによれば、プラプティちゃ
んはほかの子どもと隔離され、1 人ぼっちで寝か
されていたという。どのくらいの期間、そのよう
な状態にあったのか定かではないが、尋常ではな
い痩せ方から、体調悪化に気づいた後、すぐに病
院に連れていったわけではないようだ。言葉を話
せないのも、人と関わる機会が極端に少なかった
からと推察される。
しかし、話を聞かせてくれたナースの様子をみ
ると、意図的に職務を怠けていたわけではなさそ
うだった。聞けば、看護学校を卒業して初めて就
いた職がこの施設の常駐ナースとのこと。プラプ
ティちゃんが適切な処置を受けられなかった要因
は、ナースとしての経験不足、知識不足にあった
と思われる。
このナースの給料は 12000 ルピー（約 12000
円）とのことだった。ネパールにおいて、看護師
の資格を取った後、スタッフナース（正看護師）
として就職した際の初任給は 28000 ルピー（約
28000 円）が相場だ。平均より低い給料が意味す
るところは、経験・実力ともに充分ではないとい
うことである。

脱ぎっぱなしの靴。子どもたちの居室は整理整頓されて
いない。中には乱暴な子も。施設に保護されるまでの間、
虐待を受けていた子などに見られる傾向だが、心のケア
にあたるカウンセラーはいない。高給を求められるため、
予算的に雇えないとのことだ

■『バルマンディル』には、病院や警察、郡の事
務所などで保護した孤児が送られてくる。病院か
らは、養育放棄して逃げてしまった母親の子ども
が大半とのことだ。
プラプティちゃんの場合は、警察から保護を求
められ、受け入れたという。出身地や両親の名前
など、身元は一切わからないらしい。プラプティ
という名前も施設でつけたとのことである。
両手を広げ、プラプティちゃんに「アジャ（お
いで）」と声をかけると、少しもためらうことなく
小さな手を差し出してくる。抱っこすると、小さ
な頭を胸元に押し付けてくる。スタッフが同じよ
うに声をかければ、今度はそちらで抱っこをして
もらいたがる。ふたたび「アジャ（おいで）」とい
えば、また筆者にしがみついてくる。これまでほ
とんど抱っこされる機会がなかったのだろう。満
たされなかった分を、必死に取り返そうとしてい
るかのようだった。
筆者がネパールに滞在した 2 週間、時間の許す
限り、プラプティちゃんのもとへ足を運んだ。手
厚い看護により、帰国時には健康状態もずいぶん
安定していた。今後、プラプティちゃんは、ホス

通路に山積みされた子どもたちの衣類

■予算的な問題から人手不足の状態にある「バル
マンディル」。プラプティちゃんのケースには、そ
の弊害が見られた。
施設には、ナース２名が交代制で 24 時間常駐
している。そのナースに話を聞いたところ、ある
ときからプラプティちゃんの発熱が続き、やがて
食事が摂れなくなったという。解熱剤を与えるな
どして状況を見ていたのだが、回復の兆しがなか
ったため、病院に連れて行ったところ HIV 感染が
5

現地報告：マイティ・ネパール本部
ピスに移され、養育されることになる。きっと、
ホスピスの女性たちが母親代わりとなり、大切に
育ててくれることだろう。

空港からマイティに送り届けられた 44 名

筆者帰国時、さらに回復していたプラプティちゃん。次回
8 月訪問時には、言葉も話せるようになっているだろう

■5 月 2 日、44 人のネパールの女性と少女が UAE
の政府によって、カトマンズの国際空港へと送り
返された。女性らは、家政婦として働くため、ク
ウェートへ向かう途中だった。経由地の UAE にお
いて、渡航に関する公正証書を示すことができな
かったため、
“怪しい渡航”とみなされ送還された
とのことだ。
ネパール国内には、出稼ぎをアレンジする業者
が数多く存在する。女性の場合、50,000～70,000
ルピー(約 50,000～70,000 円)の手数料を業者に
支払い、仕事を斡旋してもらうのだが、人身売買
を担う悪徳業者も少なくない。
そのため、ネパール政府は女性のアラブ諸国や
マレーシアへの出稼ぎを禁止していたが、数年前
に解除されたことにより、出稼ぎ希望者が急増。
人身売買犯罪に巻き込まれるケースも増えている。
が、ネパール政府とアラブ諸国政府の間には、行
方不明人の捜索や被害者を保護するうえでの協力
関係がない。そのため、ひとたびアラブの国に渡
ってしまえば、被害者の救う手立ては皆無といえ
る状態だった。
こうしたなか、UAE 政府の対応は非常に大きい。
人身売買犯罪を未然に防ぐべく、今後も、アラブ
諸国の政府に働きかけていくとのことだ。
現在、44 名の女性と少女は、マイティの保護下
にあり、医療・カウンセリング・法的サポートを
受けている。今後はネパール国内で生計を立てら
れるよう雇用の機会を提供していくとのことであ
る。
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カウンセリングの様子

家庭環境や出稼ぎをアレンジした業者に関する情報の聞
き取り

現地報告：マイティ・ネパール本部
■1998 年に開始し、訪問時の恒例となっているお
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 15 人に手伝ってもらい、
合計 600 セットを用意した。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！
【お菓子プレゼントにご協力くださった皆さま】
上田朋子様
櫻井るり香様
武藤禎様

漆原万里子様
宋尚子様
吉田茂様

角谷三樹子様
丸山竹士郎様
匿名希望

以上の方々から、計 38000 円のご支援をいただき
ました。

長蛇の列が続きます。全員に配り終わるまでにゆうに 30
分は要する
いつもポカ（ネパール語でお菓子の詰め合わせの意）づく
りを手伝ってくれる女の子たち。わずか 20 分で 600 個を
仕上げてくれた

お菓子の配布はちっちゃな子から
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ホスピス

■一昨年春、マイティの運営方針変更により、ホ
スピスに入所中の母子と希望者に就職先を斡旋し、
独立を促すことになった。
そのうちの 1 人、ラクシュミさんは、ベビーシ
ッターの仕事に就き、知り合いの女性と共同で住
まいを構えた。ところが最近、体調を崩し、ふた
たびマイティに身を寄せることになった。
検査の結果、ガンの診断が下った。現在、本部
のクリニックで療養中だ。まわりから、治療すれ
ば必ずよくなると励まされているようだが、とて
も不安な様子だ。
ホスピスのメンバーは、一見すると元気にみえ
る。しかし、それは ART 治療と適切な食生活に支
えられてのことである。
ホスピスを退所し、独立した生活を送るように
なっても、マイティから ART 治療の薬は配給さ
れる。しかし、生活上のさまざまなことは、すべ
て自分で手配しなくてはならない。バランスのと
れた食事はとても大切なものだが、ホスピスの食
生活ほどには十分ではないであろう。結果、ラク
シュミさんのように体調を崩してしまうケースが
少なくないのだ。
ガン発症の直接的な原因が、ホスピスを退所し
たことにあるわけではないだろう。が、独立した
生活を成り立たせるためには、ホスピスの暮らし
のように、のんびりしてはいられない。おそらく、
無理しなくてはならないこともあったと思われる。
免疫力の低下が、さまざまな病気を引き起こす。
単調ながらより安全なホスピスでの生活。自由で
はあるが、健康状態を悪化させるリスクが見込ま
れる独立生活。女性たちにとって、どちらがより
幸福であるのか改めて考えさせられるのだった。
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前述のプラプティちゃんとともに、マイティ本部のクリ
ニックで療養するラクシュミさん（中央）。投薬治療を続
けている

■前述のように、今年 25 周年を迎えるマイティ。
その記念日を盛大に祝うため、スタッフたちは半
年前から準備に勤しんだという。そうした業務が
加わったせいだろうか。今回、ホスピスを訪問し
て感じたのは、明らかに空気が緩んでいたという
ことである。
現在、ホスピスには HIV に感染している人身売
買被害者と、精神疾患を抱える性犯罪被害者が保
護されている。後者は 3 年前、サッチガッタのメ
ンタルケア施設から移転してきた女性たちなのだ
が、その彼女たちの体重が異常なまでに増加して
いたのである。
もともと彼女たちは食欲旺盛だ。しかも、自ら
食欲をコントロールするのが難しいため、際限な
く食べてしまう傾向がある。それを律するのがス
タッフの仕事の 1 つなのだが、どうやら、食べた
いだけ食べさせてしまっているようなのだ。
太りすぎは、関節や心臓に負担をかけることに
なる。これ以上、体重を増やさない対策として、
寮母のガウリさんにダンス・エクササイズを行う
ように指導した。といっても、難しいことではな
い。毎日１時間、音楽に合わせてみんなで踊るよ
うアドバイスしたのである。
ネパール国民は、ダンスが大好きだ。ホスピス
のみんなも同様である。しかし、備品のラジカセ
が壊れてしまったため、しばらく音楽を聴くこと
もできなかったという。
寮母のガウリさんの話によれば、本来、毎週、
様子を見に来るはずの本部スタッフが、ここのと
ころほとんど足を運んでくれていないという。結

現地報告：ホスピス
果、ラジカセが壊れてしまったままの状態にある
のだ。
そこで、ミュージックシステムを緊急支援する
ことにした。これで、毎日、楽しみながらエクサ
サイズしてくれることだろう。

【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、サンティさんも急逝してしまった
ため、ビーズ・プロジェクトがこれまでどおりに
進められるかどうか、懸念していた。ところが、
新たなリーダーとなったソンマヤさんの指導によ
り、サリタ、プシュパ、ディプ、マイリー、マヤ、
アヌー、カマラ、もう 1 人のマヤの 8 人が制作者
としてがんばってくれているようだ。技術レベル
に差はあるものの、何人かは合格レベルのオーダ
ー品の製作を担うことができる。よって、会員の
大野国貢さんより承った三つ葉のクローバーのコ
ースター50 枚を追加発注してきた。
■しかし、ソンマヤさんと 8 人の女性以外は、ビ
ーズ制作には携われそうにない。つまり、現金収
入の糧が 1 つもないわけだ。
施設にいれば、衣食住に事欠くことはない。が、
それらはすべて一方的に与えられるもので、自ら
選んで手にするものは 1 つとしてない。
お小遣いで好きなモノを買う。小さな子どもだ
って、ワクワクすることだ。訪問時は、ネパール
暦のうえで新年早々。そこでお年玉として、全女
性に 500 ルピーずつを贈ることにした。
外出は自由にはできないものの、ホスピスには
時折、アクセサリーなどの小物を扱う行商人が訪
ねてきてくれる。そこで、ささやかなショッピン
グを楽しんでくれればと思う。

緊急支援した中国製のミュージックシステム。問屋街で
値切り倒し、わずか 5500 円ほどで確保！

自閉症を抱えるワイバちゃんも音楽が大好き。スピーカ
ーから音楽が流れるのが不思議でならない様子

今回のお土産は、ヘアアクセサリー各種とオールインワ
ンのスキンケア！

ワイヤレスのヘッドマイクもセット。大好評につき、代わ
る代わるスピーチを始めていました
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プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム

プリベンション・キャンプ

においてニーズの高いタマン族が多く暮らすマク
ワンプールは、主要な供給地とされており、出稼
ぎのアレンジを口実に人身売買されるケースが多
発しているのだ。
「 パスポート取得に関するカウン
セリング」は、こうした犯罪を未然に防ぐために
行っており、ハイリスクと判断した少女や女性は、
出稼ぎを思いとどまるよう説得するとのことだっ
た。

■人身売買犯罪から少女たちを守るため、国内各
地でプリベンション・キャンプを運営するマイテ
ィ・ネパール。そのうちの 1 つである「ヘタウダ・
プリベンション・キャンプ」では、貧しい家庭の
少女 20 人を対象に、読み書き計算といった基礎
教育および職業訓練を行っている。危険を伴う出
稼ぎを防ぎ、村の中で生活できるよう、手仕事の
スキルを習得させることが目的だ。
プリベンション・キャンプは、前期・後期の 2
期制。2 月から始まった１期目のメンバーは、16
～24 歳の 20 人だ。暑い季節を迎え、6 人が体調を
崩して村に一時帰宅していたため、今回訪問時は
14 人が学んでいた。

出稼ぎを希望していたスジータさん(左から 2 番目)だが、
キャンプで学ぶうちに気持ちの変化が。
「自分の仕立屋を
開くことが夢です！」と、がんばっていた

今学期のメンバーも、ほとんどがタマン族の女の子。勉強
はとっても楽しい！

と話していた

最年少のスジータ・ブロンさん（16 歳・タマン
族）は、キャンプからバスで 6 時間、そこから徒
歩 30 分のライガオンという村の出身だ。「ヘタウ
ダ・プリベンション・キャンプ」を含む地域の
NGO28 団体がネットワークを結び、合同で「パス
ポート取得に関するカウンセリング」を行った際、
キャンプで学ぶように勧めたという。
責任者のマヤさんいわく、
「スジータは、サウジアラビアに出稼ぎに行くた
め、パスポートをとろうと、カウンセリングに来
ました。話を聞くと、本当に世間知らずでかなり
危なっかしい。なので、キャンプで勉強するよう、
時間をかけて話をしたのです」
女性や少女の出稼ぎ希望者が、トラブルに巻き
込まれるケースが急増している。とくに、売春宿

ミシンのトレーニングで制作したクッション。出来のい
いものは近隣の市場で販売される
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【テーラー開業支援プロジェクト】
縫製技術を学んだ 40 人の女性（年間）に対し、
1 台のミシンと仕立屋開業に必要とされる道具一
式を提供する「テーラー開業支援プロジェクト」。
前期、トレーニングを受けた 20 人のうち、すでに
5 人が開業したとの報告を受けた。
「仕立てを請け負うだけでなく、ちょっとした化
粧品なども置いてみたそうです。その結果、結構な
数の女性客を集めているらしい。とてもよいアイ
デアなので、今後、開業する生徒たちにも、アドバ
イスしたいと思っています」とのことだ。
キャンプ卒業後の成功例は数ある。スシュミー
タ・シャンドさん（27 歳）もそのうちの 1 人だ。
故郷のハルナマリ村で仕立屋を開業し、この度、良
縁に恵まれて結婚が決まったという。嫁入り道具
は自分が稼いだお金で準備するそうだ。
ほか、仕立屋の売り上げをコツコツ貯め、土地を
購入した卒業生もいるという。彼女たちのような
成功例は、後輩たちの大きな励みになることだろ
う。ご協力くださった皆さま、ありがとうございま
した！

カジャ（軽食）の時間。今日のメニューはみんなに大人気
のワイワイヌードル（インスタント麺）。都会の味がする
のです

■年頃の女の子 20 人が共同生活を送っているこ
とを、近隣住民であれば皆知っている。そこで発
生するのが男女の問題。女の子たちを目当てに、
若い男性が施設のまわりを頻繁にうろついている
というのだ。
トラブルを回避するため、キャンプは自由な外
出を禁止してはいる。が、スタッフの目をかすめ、
屋上で涼む女の子たちに、隣の建物の屋上から声
をかけるなどして、親交を結ぶのだという。その
うち恋愛に発展し、夜中に屋上伝いに脱走を図っ
た女の子もいたそうだ。恋に恋するお年頃。その
管理・指導はなかなか大変とのことだった。

【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】
（2016 年 4 月～2017 年 3 月）
伊藤芳樹様
國森佳子様
永本智美様
吉田茂様

上田朋子様
櫻井るり香様
松永一夫様

漆原万里子様
千葉きく代様
武藤禎様

以上の方々から、計 152000 円のご支援をいただき
ました。
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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】

トランジット・ホーム
■東ネパール・ジャパ郡カカルビッタで運営され
る「カカルビッタ・トランジットホーム」。サッチ
ガッタのメンタルケア施設の入所者がカトマンズ
のホスピスに移転して以来、訪問の機会を逸して
いた同施設を 3 年ぶりに訪ねた。
昨今、人身売買ルートに変化があり、カカルビ
ッタを経由して連れ去られる被害者が増加傾向に
あると聞いたからだ。
インドの売春宿で人気の高いタマン族の少女は、
ヌワコット郡やシンドパルチョーク郡の出身者が
多い。そのため、これらの地域は古くから人身売
買犯罪の多発地帯とされ、ネパール中央部の国境・
バイラワやネパールガンジを経由して、デリーや
ムンバイの売春宿に供給されるのが主流だった。
近年、この形に加えて、新たな売買ルートが増
えてきているという。ヌワコット郡、シンドパル
チョーク郡→カカルビッタ、イラム、パシュパテ
ィナガル→シリグリ、アッサムの売春宿というル
ートだ。
インド・ウエストベンガル州シリグリは、州都
のコルカタに次ぐ大都市である。インド経済の発
展に伴い、この 10 年で一気に近代化を遂げた。今
回 10 年ぶりに足を延ばしたのだが、高層ビルや
大型ショッピングモールが立ち並び、あまりの変
わりようにたいへん驚いた。
だが、まったく変わらない世界も存在する。カ
ルパラというエリアの売春街だ。

縫製技術を学んだ年間 40 人の女性に対し、仕立
屋開業に必要とされるミシンと道具一式を提供す
る「テーラー開業支援プロジェクト」。1000 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
○郵便振込みの場合
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
支援プロジェクトカンパ」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

■国境を越え、カルパラの売春街に足を延ばし、
調査を行った。これまで、インド各地の売春街を
訪ねてきたが、この地のそれは、これまでに見た
ことのない特殊なつくりだった。
インドの売春宿の多くは、ビルの 3 階以上に店
を構え、窓辺に立つ女性たちが、通りを行き交う
男性に声をかけて誘い込むというスタイルだ。と
ころがカルパラの売春宿は、3 メール幅ほどの水
路沿いに小さな 1 軒屋が軒を連ね、水路越しに客
とやりとりするという仕組みである。
先頃、売春宿と通路の間に長い塀が作られてか
らは、水路越しのやりとりが難しくなり、売春宿
をダイレクトに訪ねるようになったとのことだが、
ところどころ見られる塀の隙間から、様子をうか
がう男性の姿が今も認められる。
築 100 年以上ともいわれる一軒家は、泥で造ら
れている。内部は日中でも薄暗く、カーテンで仕
12
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切られただけのスペースで、客の相手をしている
らしい。
働かされているのは、ベンガルやアッサムなど
のインド人とネパール人。マイナー（18 歳未満）
も多数みられるという。
■こうした状況を憂い、マイティは、シリグリ
にトランジット・ホームの開設を計画している。
代表・アヌラダさんの友人の家を借り、ベッドル
ーム 2 部屋、キッチン、オフィスを設けるだけの
こぢんまりしたものだが、増加傾向にある人身売
買犯罪を抑止するため、一刻も早く取り組みをは
じめたいとのこと。今年中に、インドの関係 NGO
や警察関係者などと会議の場を設ける予定であり、
ラリグラスも出席を要請された。
売春宿への潜入は、スケジュールの都合上、断
念せざるを得なかったが、アヌラダさんが懇意に
する現地ジャーナリストのサポートを得、次回は
内部の様子についても再調査する予定である。

■カカルビッタを経由し、インドへと連れ去られ
るケースが増加傾向にあることを受け、
「 カカルビ
ッタ・トランジットホーム」は新たな取り組みを
はじめた。
1 つは、監視業務の強化である。これまで国境
では、警察と協力し、ボーダーガードが二交代制
で見張りを行い、人身売買犯罪を水際で阻止する
任務にあたってきた。それに加え、カカルビッタ
の街から 20km ほどに位置するパスポート発行所
においても、監視をはじめたのだ。
近年、中東諸国への出稼ぎを希望する女性が急
増している。そうした女性がパスポート発行の申
請にやってきたところで話を聞き、出稼ぎの斡旋
を口実とした人身売買が疑われたら、その場でマ
イティが保護するのである。

責任者のゴビンダさんとは 3 年ぶり。変わりなくがんば
っていた

幼少期、国境で迷子になっていたところを保護され、トラ
ンジット・ホームで養育された ビシャールくん。大学で
BBS を学びつつ、スタッフとして働いていた。立派な成長
に感激！
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■国境とパスポート発行所において業務にあたる
のは、合計 7 名の女性スタッフ。最後の砦となる
重要なポジションで、着実に成果をあげていた。
以下は、2016 年 1～12 月までの 1 年間および 2017
年 1～3 月までの３カ月間で、トランジット・ホー
ムが扱った事案である。
【2016 年 1～12 月までの 1 年間】
国境で食い止めた少女と女性の数……331 人
国境に接したインド領の街・シリグリの売春宿か
ら救出した被害者……31 人
レイプ被害……9 件

職業訓練の 1 つ、パーパル作りの様子

【2017 年 1～3 月までの３カ月間】
国境で食い止めた少女と女性の数……86 人
国境に接したインド領の街・シリグリの売春宿か
ら救出した被害者……7 人
レイプ被害……4 件

■人身売買犯罪とともに、性犯罪も増加傾向にあ
る。今回訪問時、レイプ被害にあった 5 人の女の
子が保護されていた。いずれも加害者は親族。し
かも 4 人が 10 代前半、1 人は 8 歳の女の子であ
る。
ドゥディン・ヒムランちゃん（12 歳）とスミ・
ヒムランちゃん（8 歳）姉妹は、実の祖父（56 歳）
にレイプされた。トランジット・ホームが訴訟を
起こし、祖父は現在、懲役刑に服しているとのこ
とだが、心情的には極刑を下してほしいところで
ある。
児童性愛（ペドファイル）をはじめとする犯罪
行為の多くには中毒性がある。ゆえに、適切な治
療や処遇プログラムを含む包括的な社会システム
がない限り、性犯罪は決してなくならない。ネパ
ールにおいて、性犯罪治療は行われておらず、対
策はまったくなされていない。一時的に刑務所に
閉じ込めたとしても、出所後、再犯の可能性が極
めて高いといえる。死刑制度を廃止したネパール
に極刑を求めることはできないが、ならば生涯に
わたって拘束してほしいものである。

■人身売買犯罪を抑止するため、女性たちのエン
パワメントにも力を入れている。貧困家庭の出身
者や父親から DV を受けていた少女など、ハイリ
スクと判断した地域の女性や少女を対象に、職業
訓練を行っているのだ。
訪問時は、10 日間 1 クール。15 人に対し、パー
パルの作り方を指導していた。パーパルとは、豆
粉で作った薄焼きせんべい。ネパールの定食、ダ
ールバートに必ずついてくる需要の高いスナック
だ。
トランジット・ホームは、地域の食堂等に販路
を確保しているとのこと。10 日間の職業訓練だけ
では売り物になるものを作ることはできないもの
の、自宅で引き続き練習してスキルを磨けば、買
い取ってもらえるそうだ。ほか、ポテトチップス
やアチャール（漬物）、キャンドルづくりも指導す
る予定だ。出稼ぎに行かずとも生活が成り立つよ
う、サポートしていくとのことである。
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サンディアちゃん（右・14 歳）、ガウリちゃん（中央・13
歳）、ユニサちゃん（左・14 歳）。ふたたび性犯罪に巻き
込まれることのないよう、故郷に帰すことなくトランジ
ット・ホームで生活することに。近隣の学校にも通い始め
た

ドゥビンちゃんとスミちゃん姉妹。生涯、心に傷を残すと
いわれる性犯罪被害。丁寧なカウンセリングを行ってい
るという
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レスキュー・ファンデーション

■危険を顧みず、果敢に救出活動を行う「レスキ
ュー・ファンデーション」。ムンバイ、デリー、プ
ーネを拠点に大きな成果をあげている。その 1 つ
であるデリー事務所が、先頃、メーラットの売春
宿から 10 人の被害者（内 5 人が未成年）を救出
し、売春宿のオーナーと客 4 人を逮捕した。
続いて、ナンダーバールの売春宿から 68 人の
女の子をレスキューした。そのうちの 1 人は、わ
ずか 9 歳の女の子だったという。
また、ウエスト・ベンガル警察から捜索を要請
された 14 歳の少女の救出にも成功した。少女は
28 歳の男とともに姿を消したとのことだ。娘の失
踪から 2 日後、父親が警察に届け出たところ、人
身売買された可能性が疑われたため、「レスキュ
ー・ファンデーション」に捜索の依頼があったと
いう。
「レスキュー・ファンデーション」による懸命
な捜索の結果、男と行動をともにする少女を発見
した。
「レスキュー・ファンデーション」は少女を
親元に送り届け、男を警察に引き渡した。取り調
べの結果、結婚話を持ちかけ、売春宿に売り飛ば
すつもりだったことが判明。失踪から数日しか経
過していなかったことが、早期解決に幸いした。
「レスキュー・ファンデーション」は、売春宿
から被害者を救出するだけでなく、こうした行方
不明者の捜索依頼も引き受けている。捜索、救出、
裁判、リハビリ。これら一連の仕事を担うには、
想像を絶する時間とエネルギーを要する。そんな
彼らの活動を支えるため、当会もますます尽力し
たいと思う。

犯人の男（左から 2 人目）に連れ去られたベンガルの少
女。甘い言葉をささやかれ、ついていってしまったという

■「レスキュー・ファンデーション」は、保護し
た女の子たちのリハビリのために、さまざまな取
り組みを行っている。新たな未来を切り開くため
の実践的な職業訓練はもとより、楽しみながら学
べるコースも用意されている。
アートコースでは、絵画や食器の絵付けなどが
学べる。上達すれば現金収入の道が開ける人気の
カリキュラムだ。そんなアートコースで先頃、新
たなトレーニングが行われた。5 日間限定ではあ
るが、ネイルアートテクニックのトレーニングで
ある。オシャレに関心の高い女の子たちに大人気。
次回訪問時、ネイルアートに必要なキットを持参
しようと思う。

メーラットの救出現場の様子。この日、10 人の少女の人
生が救われた

インドではまだ一般的ではないネイルアート。5 日間のト
レーニングでは十分なスキルは身につかないが、楽しい
時間を過ごしたようだ
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■精力的な活動を続けるレスキュー・ファンデー
ションの存在は、インド国内でも徐々にその名が
知られるところとなってきている。先日も、イン
ドの学生ボランティアたちがボリヴァリの本部を
訪れ、シェルターを囲む塀を美しくペイントして
くれたとのことだ。
インド国内の若者たちが、人身売買問題に関心
を持ち、自分たちの力で社会を変革していってく
れるといい。母国の問題を解決できるのは、あく
までその国に生きる人たちだからである。
実践的な職業訓練として、3 月 24 日に行われたベーカリ
ー・トレーニング。ケーキの作り方を学ぶため、初日の講
義を受けた

■女の子たちの健康管理のため、有志の医師が施
設を訪れ、ヘルスキャンプを実施してくれた。骨
密度を測り、歯のチェックも行ったという。劣悪
な環境で売春を強要され続けていた女の子たち。
栄養状態も悪かったため、健康になんらかの問題
がある場合が多い。検査でひっかかった女の子た
ちには食事指導が行われ、歯科治療も施されたと
のことである。

Rizvi College of Architecture という建築を専攻する
大学生たちが、施設の雰囲気を明るくしてくれた

検診を受ける女の子たち。長期にわたる栄養不足から骨
密度の低さが目立つ

活動が評価され、3月30日、Galaxy Surfactants
Limitedより表彰された「レスキュー・ファンデーショ
ン」。国内の評価も年々高まってきており、職業訓練の
機会の提供や、少女たちに雇用の場を提供してくれる企
業が増えてきている
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■ 【ブライダル基金にご協力くださった皆さま】

（2016 年 4 月～2017 年 3 月）
伊藤芳樹様
漆原万里子様
佐藤圭都様
野口恵里香様
藤岡すみれ様
元田智子様

上田朋子様
國森佳子様
高橋国和様
河朱美様
松永一夫様

上原亜美様
櫻井るり香様
手島綾様
平井英津子様
武藤禎様

以上の方々から、計 189000 円のご支援をいただき
ました。ありがとうございました。
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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
を持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
の障がいを持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持つ子どもた
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
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およ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。2017 年は、ちょうどゴダワリ地域の
選挙の年であったため、選挙活動の影響を受けて
さまざまな活動が一時的に休止となり、政府の委
託を受けた障がい者手帳発行手続きを実施するこ
とができなかった。また、行政区の統合合併もあ
り、VDC 制度が廃止され、ゴダワリ地域の南部が
ゴダワリ市に、それ以外の地域がバージラバラヒ
市へと統合された。

であるサルミラ先生は、子どもたちになるべく多
様な経験をさせたいとの願いから、歌やダンス以
外にも、デイケアセンターの回りを散歩したり、
ロールプレイを取り入れるなど、授業に工夫を凝
らしているという。デイケアセンターに通いたい
と希望する子どもたちは年々増えているとのこ
と。しかしながら、送迎車やスタッフに限りがあ
るため、現在は追加で受け入れることができてい
ない。支払える保護者からは若干の月謝を徴収す
るなどでなんとか一人でも多くの子どもを受け入
れることができるよう、現在スタッフ間で検討中
である。
●ヘルスキャンプの実施
NDWSでは、毎年病院と協力してヘルスキャンプ
を実施している。ネパールでは日本のように健康
診断のシステムが整っておらず、また受けたとし
ても有料のため、毎年健康診断を受けている人は
非常に少ない。NDWSは障害の状態を確認すること
や、障害の早期発見を目的として、ヘルスキャン
プを無料で実施している。今年は、パタン病院と
協力して、NDWSの事務所と近くにあるレンガ工場
の2カ所で2月に実施した。NDWSでは普段デイケア
センターに通っている子どもたちを含む約30名が
無料で医師から健康状態のチェックや障害の状態
の確認をしてもらった。レンガ工場では約55名が
同様のチェックを受けることができた。

●デイケアセンターでの活動
デイケアセンターには現在13人の子どもが通っ
ている。昨年送迎用の新車を購入し、これまで使
用していたトヨタの四駆車は修理工場に預けてい
るそうだ。老朽化が激しいため、近いうちに廃車
にし、スクラップとして売却することを検討して
いる。
前回のレポートでご報告した通り、財政難によ
るスタッフ数削減や減給により、デイケアセンタ
ーの教員2名が保護者となった。ハシーナの母親

●イベントの実施
ネパールでは、知的障害の人たちのオリンピッ
クとして知られる、スペシャル・オリンピックが
盛んである。世界大会だけではなく、県や地区ご
との大会も頻繁に開催されている。NDWSは、カト
マンズ市内で行われた全国大会に出場し、子ども
たちはソフトボール投げや100メートル走などに
参加した。
また、秋にはデイケアセンターの子どもたちと
教員でピクニックにも出かけた。信仰心の厚いネ
パールでは、ピクニックの行き先が寺院であるこ
ともしばしば。今回は、ヒンズー教の神様のひと
りであるビシュヌ神が祭られているブダニールカ
ンタ寺院に出かけた。お祈りをしたり、水で手を
清めたりした後、歌を歌ったりダンスをして楽し

1

と。

自治体単位のひとつである村落開発委員会のこ
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んだ。ピクニックで食べるランチは、普段の給食
とは違い味も格別である。障害があると、移動に
制限があったり、家族が恥ずかしいという思いか
ら連れて出なかったりして、外出の機会が限られ
てくる。このようにNDWSで外出することは、子ど
もたちの社会性を身につけるうえで重要な場面と
なっている。
ゴダワリには、有名なゴダワリ植物園がある。
山間部が多く、緑豊かなゴダワリ地域は、様々な
植物が生息することでも有名で、春や秋など多く
の人々がピクニックに訪れる。NDWSも、子どもた
ちと一緒に植物園の見学に出かけた。ちょうど植
物園ではNGO団体による寸劇が行われていたよう
で、内容は子どもの事故についての啓蒙という少
し難しいものではあったが、普段見ることのない
ものを見て、子どもたちも大喜びだったと言う。

《NDWS からのお願い》
デイケアセンターでは、子どもたちの認
知能力や手先の運動を育てるため、パズル
や絵本などを教材として活用しています。
フェルトでできた、果物がマジックテープ
で取り外せたりするような絵本や、ピース
が大きめのパズ ルなど はネパールでは 手
に入りにくいため、日本のものを持参でき
たらと思っています。ご寄付いただける方
は、info@laligurans.org までお知らせい
ただけますようお願いいたします。

●他ドナーからの支援
運営資金が十分ではなく、ラリグラス・ジャパ
ン以外のドナーを探し続けているNDWSだが、他の
NGOや個人、ライオンズクラブなどから、一時的
な支援を受けることができるようになってきた。
今年は、個人の女性から支援を受けてノートパソ
コンを購入、さらにライオンズクラブとNGOから
の支援で給食のための食器や食材を購入すること
ができた。また、NDWSの代表リタ・サッキャ氏の
母校であるSt. Xavier学校の同窓会メンバーの協
力で、デイケアセンターのプレイルームのカーペ
ットを張り替えることができた。ネパールの家は
コンクリートとレンガでできていることが多く、
冬は底冷えがして子どもたちはすぐに体調を崩し
てしまう。ふかふかのカーペットに貼り替えられ
たことで、冬でもデイケアセンターで快適に過ご
すことができる。また、ハロゲンヒーターも寄付
してくれたため、電気があるときにはヒーターで
暖をとることができる。
この同窓会のメンバーは、定期的に支援をして
くれている団体の一つである。NDWSでは、この団
体から継続的に支援を受けられるよう依頼中であ
り、ラリグラス・ジャパンも8月にスタディツア
ーで訪問した際はこの団体の代表と会合を持ち、
支援を一緒にお願いしたいと考えている。

スペシャル・オリンピックの大会にて ソフトボール投げ
に挑戦する China ちゃん

絵を教えるサルミラ先生
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ゴダワリ植物園を探索する子どもたち

お寺では手と足を清めます

ピクニックの一番の楽しみはランチ

フカフカのカーペットで勉強する子どもたち
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イベント・その他の活動（2016 年 10 月～2017 年 3 月）
●グローバルフェスタ JAPAN2016
2016 年 10 月 1 日（土）、2 日（日）、東京・お台場
のセンタープロムナードにて開催された国内最大
級の国際協力イベント「グローバルフェスタ
JAPAN 2016」に参加した。お台場でのグローバル
フェスタ開催は今回で 2 回目となり、2 日間で約
10 万人が来場したという。

たくさんの方がブースにお立ち寄りくださった

ラリグラスのブースでは、ネパールで買い付け
てきたフェルトのポーチやバッグが一番の人気商
品だ。日本ではなかなか手に入らないデザインの
ものから飛ぶように売れていった。そして、レス
キュー・ファンデーションの女性たちが作った、
インド伝統のミラーワークが施された刺繍の商品
は、質が高くてデザインも素敵と好評であった。

お台場での開催は 2 回目！

運搬上の問題もあって昨年に引き続き食販ブー
スでの販売は今年も断念。物販ブースでの出展と、
ワークショップの参加となった。
初日は朝のにわか雨で足元が濡れており、その
後も雲行きは怪しかったものの、イベント開催中
にはほとんど雨に降られることがなかった。翌日
は快晴で、汗ばむほどの陽気であった。

フェルトのバッグは一点もの。早い者勝ちだ

初日はあいにくの曇天だった

出展ブースでは、マイティ・ネパールのホスピ
スの女性たちが 1 つひとつ心を込めて作ったビー
ズ製品やフェルトの小物、レスキュー・ファンデ
ーションの女性たちがトレーニングを受けて制作
した民芸品、ネパールで買い付けてきたかわいら
しい雑貨など、たくさんの商品を販売した。強い
日差しの中、ボランティアの皆さんが現地のこと
を思いながら一生懸命に商品を販売し、ネパー
ル、インドの実情について、来場した方たちに熱
心に伝えてくださった。

レスキュー・ファンデーションの女性が作ったバッグ。
細かいミラーワークが施されている

マイティ・ネパールのホスピスで作られたキラ
キラ輝くビーズアクセサリーは、女性たちに人気
で、人だかりができることもあった。中でも昨年
急逝したサンティが制作したビーズアクセサリー
22
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はとてもきれいな仕上がりで、店頭に並べる度に
売れていくほどであった。

キラキラ光るビーズ製品は女性に人気

皆さんの素晴らしい連携プレーでリポートが完成！

●委託販売
ラリグラス・ジャパンでは、グローバルフェス
タなどのイベントでマイティ・ネパールのホスピ
スの女性たちが制作したビーズ・フェルト商品、
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、その他ネパール、インドで買い付け
てきた雑貨を販売している。しかしラリグラスが
出展できるのは年 1～2 回の東京近郊のイベント
のみであり、どうしても販売の機会が限られてし
まう。そこで、委託販売という形で全国各地の皆
さんにもご協力をいただいている。
香川県の佐藤圭都様は、毎回当会の出展イベン
トに参加され、その時に持ち帰った商品を地元で
販売してくださっている。
北九州看護大学校の皆さまは毎年学校祭で当会
の商品を販売してくださっており、継続的にご協
力いただいている。今年は安部友里様をはじめ、
有志の皆さまにご協力いただいた。
早稲田大学本庄高等学院の「早稲田大学本庄高
等学院思い愛隊」の皆さまは、稲稜祭（文化祭）
と六高祭にて商品を販売してくださった。2016 年
のスタディツアーに早稲田大学本庄高等学院の生
徒さんたちが参加され、その際、文化祭用にネパ
ールで大量に仕入れてきた商品が、ほぼ完売して
いる。
皆さまの委託販売のご協力に、心より感謝申し
上げたい。

「たくさんの商品に目移りしちゃう……」

今回のイベントには 2016 年にスタディツアー
に参加した高校生メンバーたちが友人を連れて参
加してくれており、若いパワーで元気いっぱい呼
び込みをしてくださった。そして、遠くから駆け
つけてくださった方、毎年欠かさずご参加くださ
っている方、搬入搬出作業をしてくださった方…
…たくさんのボランティアの方々にご協力いただ
いた。この場を借りて心より感謝申し上げたい。
また、数年前にスタディツアーに参加した方がブ
ースに顔を出してくださったり、長年当会の活動
を支えてくださる方たちもたくさん来場されたり
と、たくさんの方々に会うことができた 2 日間で
もあった。
●印刷作業
2016 年 11 月 27 日（日）、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
2016 秋リポート』の印刷作業を行った。たくさ
んのボランティアの方にご協力いただき、製本、
発送まで無事に終えることができた。
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当会では、マイティ・ネパールのホスピスで暮
らしている女性たちが作った商品をはじめとした、
ネパール・インド雑貨の委託販売をしていただけ
る方を募集している。特にマイティ・ネパールの
ホスピスで作られた商品は、スタディツアー時に
当会が作り方をレクチャーしたもので、材料費・
工賃も当会が提供している。ホスピスの女性たち
にとって、ビーズ製品やフェルト製品を制作する
ことは唯一の現金収入の手段であり、単調な生活
の中でハリをもたらすものとなっている。また、
自分たちの作品が海外で売れていることを、彼女
たちは誇りに思っている。
そんな彼女たちが一点一点心を込めて作った商
品を販売いただける方は、ぜひご連絡願いたい。
当会の委託販売の流れは次の通りである。
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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（価格がお客様層と合わない場合等はご
相談ください）。
送品、返品にかかる送料は当会が負担いたしま
すが、ご入金の際にかかる手数料はご負担願いま
す。また、売上金は全額当会にご入金をお願いい
たします。
またご希望の方には当会のパンフレット、ミニ
パネルを同梱させていただきます。
他にもご不明な点がございましたらお気軽にお
問い合わせください。
皆さまのご協力を、心よりお待ちしておりま
す。

会員・寄付者リスト

会員・寄付者リスト
（敬称略）

【会員】
2016 年 10 月から 2017 年 3 月の間に会員（継続も含む）になってくださった皆さまのお名前

《正会員》
秋山佳子
石川重美
須賀香奈
住友康人
長谷川まり子 林亜紀子

上原翔子
高橋国和
藤音晃明

加古紗都子
高橋奈美江
三原一夫

門垣裕子
高柳ユミ

亀尾麻彩子
中嶋野香

下窄あゆみ
新倉元彦

《里親賛助会員》
阿部真里子 石原正行
大田多恵
大西和江
北山絢子
木村良枝
宋尚子
鈴木樹代子
西堀喜則
野口みどり
細村嘉一
前澤洋子
森谷里美
山田しづ子

伊藤芳樹
稲垣すみ子
岡田順子
岡野孝博
工藤節子
國森佳子
高橋多美子 瀧口修薫
南風本いづみ 林和夫
丸山竹士郎 三浦優子
山田千恵

《一般賛助会員》
秋山洋子
有田千枝
小川理恵
小澤弘江
木谷招子
木藤陽子
鈴木明子
竹内淳子
西野章男
野口恵里花
松本聡子
三島正志
吉田久美子 吉田茂

石渡裕康
大野国貢
久保田明人
玉橋紳一郎
河朱美
水崎朋子
米山知得子

稲葉資郎
岡部陵佳
駒井咲久良
千葉幸子
長谷川隆三
峰﨑はなこ

今村久美子
小俣富美香
坂本淳子
塚野多木子
藤城裕子
武藤禎

入江まり子
鏡島元昭
柴田智子
豊田健治
松岡静枝
村上隆男

江口敏
春日恵
渋谷優子
中野陽子
松永一夫
山田都子

大黒やより
金田敦子
下田伸子
名田文子
松葉道代

金子奈央

清水詩絵

白井菜穂

永松若菜

藤本成美

松本祐美

《学生会員》
荒川久美
市川実花
宮野雄弘

上中美穂
奥井眞佐子
櫻井るり香
土居裕見子
平井英津子
水上直樹
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宇田川江美
尾花好恵
佐藤圭都
徳山明志
平野善之
宮田泰司

宇野ゆかり
小山田基香
渋谷修
轟木元枝
房賢孝
持田季未子

大関順子
笠原礼子
白石衣香
西部徹
藤本律子
元田智子

会員・寄付者リスト

【寄付をしてくださった皆さま】
（2016 年 10 月～2017 年 3 月）
朝倉和彦
上原亜美
小野浩司
小手川弘子
鈴木重男
中野陽子
平井英津子
丸山竹士郎
山本弥生

阿守優美
上原準
小野寺一彦
坂谷内勝明
田中裕美
永本智美
廣原麻美
水崎朋子
吉田茂

石原正行
伊藤友加
江口敏
近江京子
角谷三樹子 金田敦子
櫻井るり香 篠原マリ
タナベコウイチ
名田文子
西部徹
福原匡伸
藤岡すみれ
三谷理
三橋久子
横田眞二郎 吉田久美子

伊藤芳樹
稲葉資郎
漆原万里子 岡部陵佳
神谷学
加門崇生
下田伸子
宗尚子
田邊暢子
堤田芳和
西堀喜則
野口恵里花
毎日新聞大阪社会事業団
武藤禎
元田智子
LilyRose
匿名希望

岩村昭司
大野国貢
木藤陽子
鈴木明子
手塚恭子
河朱美
松岡静枝
森谷里美

上田朋子
オザキカナ
國森佳子
鈴木樹代子
轟木元枝
長谷川隆三
松永一夫
山口泰正

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】
（2016 年 10 月〜2017 年 3 月）
秋山佳子
大野国貢
清水詩絵
長谷川まり子
山田千恵

石川ウンジュ
岡本
白井菜穂
林亜紀子

石川重美
春日恵
鈴木明子
藤城裕子

市川実花（市川さん友人）
金子奈央
亀尾麻彩子
住友 康人（ご家族）
松井江利子
宮野雄弘

上原翔子
久保田明人
高柳ユミ
武藤禎

大関順子
佐藤圭都
中嶋野香
本橋鮎花

【活動にご協力くださった団体・皆さま】
（2016 年 10 月～2017 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・役員】
（敬称略）

理事
長谷川まり子
秋山佳子
石川重美
上原翔子
亀尾麻彩子
下窄あゆみ
須賀香奈
高柳ユミ
中嶋野香
林亜紀子

代表
渉外（info メール）担当
会計・会員名簿・ホームページ担当
NDWS・各種補助金申請担当
商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当
商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当
NDWS 担当・里親会員・年間スケジュール管理担当
翻訳チーム・渉外（info メール）・各種補助金申請担当
会計・渉外（info メール）
・各種補助金申請担当
里親会員・翻訳チーム・各種補助金申請・NDWS 担当

監事

三原一夫

会計監査

門垣裕子

顧問

間部俊明（弁護士）
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

久保田明人
高橋国和
新倉元彦
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ご寄付のお願い

【ご寄付のお願い】
ラリグラス・ジャパンでは、皆さまからの温かいご寄付、ご支援をお待ちしております。
「お菓子詰め合わせプレゼント」
（7 ページ）
、
「テーラー開業支援プロジェクト」
（11 ページ）
、
他レスキュー・ファンデーション「ブライダル基金」
（18 ページ）へのご寄付をお願いいたします。
＜寄付の方法＞
○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、通信欄に指定使途をご記載ください。

○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
※メール（info@laligurans.org）にて「住所、氏名、指定使途」をお知らせください。
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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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