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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、2019 年 8 月 3 日（土）～8 月 13 日（火）までの 11 日間。4 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 7 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、2019 年 4 月に行った現地調査とともに本書にてご報告します。
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第39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

8／3(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

8／4(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／ビーズアクセサリー等の検品）

8／5(月)

◆ヘ タ ウ ダ へ 移 動
◆プリベンョン・キャンプ訪問

8／6(火)

◆ 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

8／7(水)

◆ 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

8／8(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.）

8／9(金)

◆NDWS ネパール障害者女性協会・デイケアセンター訪問
◆フィールドワーク（障がいを持つ子どもたちの家庭訪問）

8／10(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

8／11(日)

◆ホスピス訪問
◆ フリータイム（パシュパティナート、ボダナート観光）

8／12(月)

◆帰国の途へ

8／14(火)

◆日本帰着
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現地報告
マイティ・ネパール本部
【4 月訪問時の報告】
■昨今、人身売買犯罪の手口は巧妙化している。
また、これまでのようにインドへの出稼ぎだけで
なく、アラブ諸国での仕事の斡旋を口実に騙され
るケースが急増している。そのため、7 月 30 日の
人身取引反対世界デーに先立ち、マイティに保護
される女性たちが、ダーディン、カブレパランチ
ョーク、モラン、ジャパ、ドラカなどにおいて、
大々的な啓発キャンペーンを行うとのことだ。被
害者から聞き取った実例をもとに、いかなる手口
で犯罪に巻き込まれることになったのか、どうし
たことに気を付けるべきかなどを、演劇や歌を通
じて人々に伝える計画だという。同時に、パンフ
レットやポスターの配布も行うとのことだ。
後日、6 月下旬にキャンペーンを実施したとの
報告があった。多くの人々が集まり、演劇や歌を
通して、理解を深めてくれたという。以下、当日
の様子を収めた写真を掲載する。

人身売買廃絶を訴えながら街を歩くマイティの女性たち

パンフレットを配布しながら、人身売買犯罪についてレ
クチャー。こうした地道な活動を、マイティ設立当初から
続けてきた

■3 月末、インドとの国境に接するバラ郡を、ネ
パール観測史上初の竜巻が遅い、大半の家屋が吹
き飛ばされ、死者は 28 名にのぼった。
マイティは、被害状況を把握するため、即、ト
ランジット・ホームとヘタウダ・プリベンション
キャンプのスタッフを派遣。その結果、食料やテ
ントなどの物資は十分であることがわかり、被災
家庭の子女 10 人に対し、教育支援を行うことを
決定した。全寮制のテレサ・アカデミーに迎え入
れ、高校卒業まで教育のサポートを行うというも
のだ。
人身売買被害に遭う要因は、貧困と教育機会の

演劇や歌で人身売買犯罪の実態を知らせる。たくさんの
村人が集まった
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不足にある。自然災害発生後は、貧困度がさらに
加速し、貧しい家庭の子女は大きな危険にさらさ
れることになる。ラリグラスもマイティの支援方
針に賛同し、6 月発行のニュースレターにおいて、
生活支援里親（年 18,000 円）、生活・教育支援里
親（年 36,000 円）を募らせていただいた。
早速、4 人の女の子がマイティ本部に送り届け
られた。関係者のみなさまから里親のお申し出も
いただいた。ところが、この 8 月訪問時、4 人の
女の子の受け入れ先が変わることになった。
4 人はいずれもイスラム教徒だ。一方、マイテ
ィはヒンドゥーの教義にのっとっている。当初か
らわかっていたことであり、彼女たちの両親も理
解を示していたはずだが、やはり無理が生じたと
いうのだ。
ネパールは世界でいちばん祝日が多い国とされ
ている。毎週のようにヒンドゥー教のお祭りがあ
り、マイティもその都度、お祝いする。そうした
行事に女の子たちが馴染めなかったというのだ。
マイティは、ガチガチに宗教がかった団体では
ない。よって、女の子たちの信教にも理解を示し
ていたのだが、これまで学校教育を受けたことが
なく、異教徒との集団生活に馴染みのない彼女た
ちには居心地が悪かったようだ。
そこでマイティは、彼女たちをイスラム教徒が
通う全寮制の学校に委ねることにした。カトマン
ズ市内にあるため、長期休暇の際は、マイティに
帰ることもできるらしく、引き続きケアしていく
とのことである。

【8 月訪問時の報告】
■毎度のことながら、今回のツアーもお菓子のパ
ッキングからスタート。深夜便で日本を出発し、
翌日昼に現地到着した直後の作業はなかなかたい
へんだ。しかも、今回の参加者は少人数であるた
め、ひとりにかかる負担はより大きくなる。それ
でもテレサ・アカデミーの女の子たちの助けを借
りながら、ツアーメンバーのみなさんには実にが
んばっていただいた。
パッキングの後、すぐにお菓子を配るのが恒例
だ。が、スケジュールの都合上、今回は翌日配布
することになった。この決定に、不満の態度を見
せたのがテレサ・アカデミーの保育クラスの子ど
もたちである。作業を終え、帰ろうとした我々が、
口々に「ナマステ！」と声をかけても、無言を決
め込んでいるのである。いつもなら、大きな声で
「ナマステ～」と返してくれるのに…。その目を
見ると、
（どうしてくれないのっ！）と怒っている
ようである。それほど楽しみにしてくれているの
だと、改めて知った次第である。
翌日、お菓子を手渡しすると、ご機嫌はすっか
り回復。口々に「サンキュー！」といいながら、
満面の笑顔を見せてくれた。
パッキングを担ったツアーメンバーの皆さま、
カンパにご協力くださった皆さま、ありがとうご
ざいました。

※ 里親募集の呼びかけをさせていただいた折、
すぐにお申し出をいただいた方にはたいへん
申し訳なく思っています。ご了解いただけれ
ば、ホスピスの子どもたちの里親さんとして、
引き続きご支援いただければ幸いです。改め
てご意向をうかがわせていただきますので、
ご検討いただければ幸いです。

詰めます
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並びます

ひたすら配ります

配ります

よろこびます

次から次へと配ります

大きい女の子だって大いによろこびます
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クト継続もあり得るという。給料も月額 8,000 ル
ピー（約 8,000 円）となかなかである。ホスピス
の出身者からはトゥラサとシータが抜擢され、と
もにがんばっていた。

【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）
石原正行 上田朋子 宇田川江美 大田多恵
春日恵 角谷三樹子 工藤節子 國森佳子
小手川弘子 櫻井るり香 佐藤圭都
鈴木明子 瀬谷直子 宗尚子 タカマスワタル
瀧口修薫 竹林早苗 堤田芳和 手島綾
土居裕見子 永尾渉 野口みどり 三橋久子
松永一夫 丸山竹士郎 武藤禎 吉田久美子
吉田茂 誉増渉
以上の方々から、計 147,800 円のご支援をいただ
きました。

マイティ本部の一角に、裁断機や貼り 付けのための機械

■マイティ本部で新たなプロジェクトが始まった。
対象は、10 年生終了後、SLC（全国統一試験）を
パスし、マイティの支援を受けながら進学したテ
レサ・アカデミーの卒業生たちだ。
先のレポートでご報告したとおり、SLC 卒業後
は施設を退所し、自活するよう促されることにな
った。家族がある者はその家へ。家族がないもの
は、同級生や先輩と部屋を借り、共同生活するな
どしている。学費は引き続き、マイティから支援
が受けられるが、生活費は自分で稼がなくてはな
らない。ネパールでは、勤労学生はあたりまえの
ことであるため、とくに厳しい措置というわけで
はないが、これまで一般社会と離れたところで生
活してきた子どもたちであるため、はじめての試
練といえる。
もちろんマイティは、テレサ・アカデミーの教
員や、レストランのウェイトレスなど、仕事のア
レンジも行っている。よって、がんばりさえすれ
ば、生活に窮することはない。今回、新たにはじ
まったプロジェクトも、そうした仕事のひとつで
ある。ネパールの大手銀行、スタンダード・チャ
ータード・バンクのサポートによる、サニタリー・
ナプキン・プロジェクトだ。
ネパール女性の大半は、生理の際、布で対処し
ている。彼女たちの日常着は、クルタという民族
衣装なのだが、それを仕立てる際に出る端切れを
活用しているのだ。しかし昨今、都市部の一部の
女性たちの間は、使い捨ての紙ナプキンを使用す
る者も現れるようになった。それを見越し、同銀
行の支援をもとに、サニタリー・ナプキンの制作
を始めたのだ。
期間は 6 カ月と短いが、需要があればプロジェ
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などの設備が導入されていた

手作業で 1 枚 1 枚製作する。慣れるまでに、何度も失敗
してしまったそうだ

現地報告：ホスピス

カトマンズ・ホスピス
【4 月訪問時の報告】

しく、知識に欠しい家族のもとでは十分なケアが
望めない。両親がすでに他界している場合、滞在
するのは親戚の家であるため遠慮もある。多少、
体調が悪くても、家事を手伝うなど、どうしても
無理をしてしまうのだ。
それでも、家族のもとに帰りたい。ほんのひと
ときであっても、普通の暮らしがしたいのだ。ア
ンジャリちゃんが、お祖母さんのもとで、安らぎ
のひとときを過ごせたことを祈りたい。

■9 月下旬～10 月上旬に行われるダサインは、ネ
パール最大のお祭りだ。その休暇を利用し、マイ
ティの女性や子どもたちの中には里帰りをする人
がいる。アンジャリちゃんもそのうちの 1 人だ。
彼女は、両親が AIDS で逝去した後、彼女同様、
HIV 感染している妹・アシュミータちゃんととも
にマイティのホスピスに保護された。家族は年老
いたお祖母さんのみ。そのため、これまで里帰り
することはなかったのだが、16 歳になった 2018
年、はじめて一時帰宅することにした。
マイティでの寄宿生活は、規律を重んじられる。
家族のもとで自由なひとときを過ごす友達をうら
やましく思っていたのかもしれない。しかし、休
暇を終えてマイティに戻った直後、体調を崩して
しまった。
診断の結果、結核であることがわかった。CD-4
（ヒトの免疫系において必要不可欠な白血球）数
値もひどく低下していた。治療後、一旦は退院し
たものの、再び具合が悪くなり再入院となる。結
核が完治していなかったのだ。
病院を変え、1 カ月余りの治療の後、再度退院
した。しかし、髄膜炎を発症し、再々入院するこ
とになった。
ネパールの病院には、完全看護のシステムがな
く、当初は 75 歳の祖母が付き添っていた。しか
し、貧しく教育を受けた経験のない祖母には十分
な介護ができなかったようだ。そのため、ホスピ
スの古参メンバーで、現在は子どもたちの世話を
するスタッフとして働くポンパを付き添いにつけ
ることにした。アンジャリちゃんも幼い頃、彼女
に面倒をみてもらっていたため、心強かったであ
ろう。
だが、治療の甲斐なく、わずか 16 歳で旅立って
しまった。「将来は学校の先生になりたい！」と、
がんばっていた彼女の無念を思うと残念でならな
い。
訪問時、妹のアシュミータちゃんはじめ、ホス
ピスの子どもたちは深い悲しみのなかにあった。
そんな彼女たちと一緒に、施設の中庭に設けられ
たヒンドゥー教の祠に祈りを捧げた。

2018 年のツアー時。元気にピクニックを楽しんだ

■4 年前、乳がんが発覚したラクシュミさん。告
知を受けた当初は、精神的にかなり落ち込んでい
たが、抗がん剤治療と手術を受け、心身ともに以
前と変わらない生活を送れるまでに回復した。
ラクシュミさんは、おしゃべり好きだ。今回訪
問時も、ビーズアクセサリーの検品作業中、自身
の近況やホスピスの仲間たちの様子など、たくさ
んの話を聞かせてくれた。そうした様子から、彼
女は完全に健康を取り戻したものと誰もが信じて
いた。
ところが、7 月上旬、ラクシュミさん危篤の一
報が入る。
6 月中旬、体調不良を訴えたため、病院に連れ
ていったそうだ。そこで胆管がんが発覚し、即入

■一時帰宅の後、体調を崩すホスピスのメンバー
は少なくない。マイティでは、適切な食事を提供
し、朝夕の薬の管理も徹底している。しかし、貧
6
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院となったものの、医師からは手の施しようがな
いと告げられたとのことだった。
一 報 の メ ー ル に 添 え ら れ て い た “ She may be
gone from our sight but she is never gone from our
heart”（彼女は私たちの視界からいなくなるかも
しれないけれど、私たちの心の中にずっといつづ
けることでしょう）とのメッセージから、ラクシ
ュミさんが深刻な状態にあることがうかがえた。
なんとか持ちこたえてほしいと願ったが、しばら
く後、静かに旅立ったという。
ラクシュミさんは、ビーズアクセサリー作りの
担い手のひとりだった。あまり手先が器用ではな
いため、検品ではねられることも度々だったが、
恨めしそうな顔をしながらも、ツアーメンバーが
帰国する前にはきちんと作りなおしてくれた。
「ア
ンティ、これでどうですか？」と尋ねる少しハス
キーな声を、ずっと忘れないでいたいと思う。

援助してくれなかった。だから彼女は娘と一緒に
マイティに身を寄せるしかなかったのです。その
くせ、葬儀は自分たちでやると言い出した。体面
を考えてのことでしょう。でも、娘がきっぱりと
断りました。これまでなにひとつ力になってくれ
なかったのに、今さらという気持ちだったのでし
ょう。なので、葬儀はマイティで執り行いました」
娘は、テレサ・アカデミーで学び、現在は働き
ながら大学に通っているという。時折、賢くしっ
かり者だと目を細めていた自慢の娘だ。彼女であ
れば、悲しみを乗り越えて、立派にやっていって
くれるだろうとのことである。パビットラたちも、
なにか困ったことがあれば、いつでもサポートす
るつもりにしているという。
ラリグラスからは、ラクシュミさんの遺作とな
ったビーズアクセサリーの賃金とともに、お悔や
みのメッセージを送った。
■悲しい報告が続き、非常に残念である。訃報を
受けるたび、もっとできることがあったのではな
いかと悔やまれる。だが、マイティは可能な限り、
女性や子どもたちをケアしてくれている。ラリグ
ラスも、女性や子どもたちの生活を支えるための
経済支援や職業訓練のサポート、仕事の提供など、
できることをできるだけ続けていくしかすべはな
い。
恒例のピクニックも、そんなできることのひと
つだ。ピクニックと聞くと、それがどれほどのも
のなのか、疑問に思われる方もおられるかもしれ
ない。だが、閉鎖的な環境で暮らす彼女たちにと
って、ピクニックは滅多にない外出の機会であり、
懐かしい面々や、顔ぶれは違うものの毎年訪ねて
きてくれるラリグラスメンバーとの再会の場であ
る。ダンスや手品で盛り上がり、お互いの近況を
報告し合い、悩み事を相談できる貴重なひととき
なのだ。
ホスピスのメンバーは、一見、元気そうだ。だ
が、重い病気を抱えている事実を消し去ることは
できない。そして、別れはいつも突然、やってく
る。だから、その日を迎えるまでに、ひとつでも
楽しい思い出を作ってほしいと願い、ピクニック
を続けているのである。
今年のツアーは、少人数ではあったが、メンバ
ーの皆さんのおかげで、大いに盛り上がった。暑
い中、ダンスにがんばってくださった皆さん、あ
りがとうございました。

生前のラクシュミさん（右）。ビーズプロジェクトの中心
的な担い手だった

【8 月訪問時の報告】
■アンジャリちゃんに続き、ラクシュミさんが亡
くなったことで、ホスピスのメンバーの悲しみは
より深さを増していた。同時に、大きな怒りも抱
えていたのである。
ラクシュミさんととりわけ仲のよかったパビッ
トラによれば、マイティのスタッフがラクシュミ
さんの訃報を親族に伝えたところ、新たな事実が
発覚したという。カトマンズ市内に、何人もの親
戚が住んでおり、いずれも豊かな暮らしをしてい
る様子だったというのだ。
パビットラが語気を強める。
「身なりを見て、いい生活をしていることがわ
かりました。なのに、誰 1 人としてラクシュミを
7
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ピクニック＝ダンス大会がネパール流

そしてミツコとなってダンス！

ケータリングサービスのランチは豪華版！

女の子にヘアアレンジしてもらうツアーメンバー。これ
も恒例だ
食後は車で 20 分ほどの有名な寺院を観光

女の子にメイクをしてもらいミツコに変身中
風光明媚だが、とにかく暑い！
記念撮影

8

それでもパシャパシャ

現地報告：ホスピス

今年は子どもたちが歌や手品、ボイパなどの一芸を披露
してくれた

ローシャンくんの手品の腕はなかなかのレベル！
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プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム
【4 月訪問時の報告】

なく、出稼ぎのリスクについてレクチャーするな
ど、啓発活動にも力を入れている。そして出稼ぎ
を希望する場合は、決してひとりでことを進めず、
必ず相談を寄せるよう指導しているのである。
出稼ぎには少なからずリスクが伴う。ゴマさん
にがんばってもらい、多くの後輩が後に続くこと
を願うばかりだ。

■ラリグラスが取り組んでいるテーラー開業支援
プロジェクト。職業訓練のひとつとして縫製技術
を学んだ女性たちに、故郷で仕立屋を開業しても
らうため、ミシン 1 台、糸や針、はさみなどを提
供するというものだ。
訪問中、このプロジェクトを通じて、ゴマさん
がミシンをはじめとする道具一式を贈呈された。
彼女とともにトレーニングを受けていた 24 人の
女性たちの中でもっとも熱心かつ優秀であったこ
と、とりわけ経済的に困窮していたことが理由だ。
当初、縫製技術のトレーニングを修了した生徒
には、全員にミシンを提供する計画だった。
結果、多くの女性が仕立屋を開いたり、既存の
仕立屋に就職したりして修行を続け、開業に向け
て準備を整えるなどの成果が見られた。ところが
その一方で、卒業後しばらくして出稼ぎを決め、
せっかくの技術やミシンを無駄にするケースも報
告されていた。
こうした状況を受け、プロジェクトの見直しを
図ることになった。開業するだけの技術を身に付
けているか、仕立屋の運営について具体的なプラ
ンを立てているかなどを聞き取り、その将来性が
認められた女性に限りミシンを提供することにし
たのだ。
もちろん、やる気はあるものの技術が未熟な場
合もある。その際は、アドバンスコースでの訓練
の継続を勧めるそうだ。また、技術的には問題が
なくても、店の運営のノウハウが乏しい場合は、
仲間との共同運営や、ほかの仕立屋への就職を勧
めるとのことである。
ネパールの女性にとって、出稼ぎは魅力的に映
る。出稼ぎで稼いだお金で家を新築したといった
成功談を耳にするからだ。たしかに、出稼ぎを機
に貧しい生活を立て直した人は少なくない。ただ
し、優良な斡旋業者を通し、好条件の仕事を得た
場合に限る。出稼ぎ先に頼れる親族がおり、困っ
たときには相談に乗ってもらえるなどの条件も成
功には重要な要素となってくる。
しかし、悪徳斡旋業者も少なくなく、渡航した
ものの仕事が得られなかったなどのトラブルは枚
挙にいとまがない。 出稼ぎ斡旋を口実に人身売
買されるという最悪のケースもある。そのため、
プリベンション・キャンプでは、職業訓練だけで

ミシンを贈呈されるゴマさん。村で仕立屋を開き、たくさ
ん稼いで家族を助けたいと話していた

【8 月訪問時の報告】
■自然災害発生後、犯罪が増加するといわれてい
る。ネパールにおいても、2015 年の大地震発生後、
人身売買犯罪が増加した。例として、プリベンシ
ョン・キャンプに届出のあったケースを紹介する。
カブレ、シンドパルチョークは、もともと人身
売買犯罪の多発エリアだ。このふたつの地域は、
先の地震でも大きな被害を被った。多くの家屋が
倒壊したため、インド人の建築作業員が村に出入
りするようになった。そのなかのひとりに、イン
ドでの仕事を紹介すると声をかけられた 20 代女
性が村を後にした。ヘタウダでほかのインド人に
引き渡されるところで、プリベンション・キャン
プに保護されたという。
女性は既婚者だが、夫は長期にわたる出稼ぎで
不在。十分な教育を受けていないうえに、相談す
る相手もなかったため、容易に騙されてしまった
らしい。
人身売買の被害は、かつてのように未成年に限
られたことではない。老人を除き、たいていの女
性がターゲットとなり得るのだ。出稼ぎ中の夫を
持つ既婚女性が、色恋仕掛けで騙され、人身売買
されたという話もある。こうしたケースを例にあ
10
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げ、地域の女性に対する啓発活動も行わねばなら
ない現状である。

う政党の村の要職に就いているため、警察に手を
回し、うやむやにしようと図っていたとのことだ。
そこで、知事を務めるアヌラダさんに訴え、警察
を動かしてもらうことにした。結果、前日に犯人
逮捕に至ったわけだが、それを不服として、犯人
の親族や友人知人が大挙して押しかけてきたとい
う。
「誘ったのは女の方。いつも酒を飲んでおり、そ
の日も酔っぱらっていた。もともと身持ちの悪い
女だった。冤罪だから釈放しろ」との主張だ。
プリベンション・キャンプは、女性と子どもの
福祉省の地域責任者や、市役所の担当者にも立ち
会ってもらい、釈放には応じられないと諭したが、
冤罪だ、釈放しろの一点張りだ。
犯人の妻も同席していた。幼子に乳を飲ませな
がら座っている。その不貞腐れたような表情から、
彼女が夫の無実を信じているようには思えなかっ
たが、立場上、その場にいるしかないのだろう。
翌日にはさらに大人数が押し掛けてきた。これ
では収集がつかないと、マヤさんは懇意にする地
元メディアを呼び寄せる。そして、
「冤罪だというのなら、記者の取材に応じてくだ
さい。報道してもらって、世間に問うてみましょ
う」と伝えたところ、一団は潮がひくように去っ
ていったという。やはり、彼らとて無実を信じて
いるわけではなく、記者の追求を受ければ分が悪
いと思ったのだろう。
マイティが力になってくれたおかげで、この一
件は正しく処理されることだろう。だが、もし女
性がマイティに駆け込んでこなければ、きっと泣
き寝入りしていたはずだ。
ネパール社会は、地縁血縁で成り立っている。
その絆がよいことに使われればいいが、こうした
ことに悪用されてはならない。
女性と一緒にマイティに駆け込んだ子どもたち
は、11 歳の女の子、8 歳の男の子、6 歳の女の子。
お姉ちゃんは、近所の人に借りたという服を着て
いた。街に出かけるような服を持っていないのだ。
きっと、1、2 枚程度しか、着るものがないのであ
ろう。
「借りた服を返しにいかなくてはならないけれ
ど、村に帰れば、みんなにひどいことをされるで
しょうね…」
力のない声で女性がいう。それまでの言動から、
軽度の知的障害があるようだ。そうしたことも、
一家が蔑まれる理由のひとつであろう。
救われたのは、女の子が明るく聡明そうだった

■レイプ犯罪も増加傾向にある。この 7 月、プリ
ベンション・キャンプに、7 歳の女の子が 22 歳の
親戚の男にレイプされたとの通報があった。屋外
で遊んでいたところ、チョコレートをあげると留
守宅に誘い込まれたという。女の子の異変に気付
いた母親が問いただしたところ、被害が発覚した。
母親は警察に届出たいと訴えたが、相手が親戚で
あることから事を大きくすべきでないと家族に反
対されたそうだ。しかし、到底、見過ごすことな
どできるはずもなく、プリベンション・キャンプ
に相談を寄せてきたという。
スタッフは、すぐに警察に通報したが、母親の
動きを察知した男は逃亡を図った後だった。親戚
家族が彼をかくまっているらしく、未だ逮捕には
至っていないという。
プリベンション・キャンプの責任者・マヤさん
によれば、大半のレイプ犯罪は親族間、もしくは
近隣住民との間で発生するという。そのため、人
間関係を重んじる家族に諭され、泣き寝入りせざ
るを得ないケースが少なくないらしい。
女の子が心身に負った傷は図りしれないほど深
いはずだ。医療的にも心理面的にも法的にも、速
やかに対応すべきであるが、ことなかれ主義がそ
れを阻んでいるのである。
■スタディツアー中、そんな理不尽なケースに遭
遇した。
早朝、カトマンズを出発し、ホテルで昼食をと
った後、プリベンション・キャンプを訪問すると、
入口を入ってすぐの部屋に、30 人ほどが詰めかけ
ていた。聞けば、レイプ犯（26 歳）の親族と近所
の人たちだという。
被害者は同じ村に住む 36 歳。3 人の子どもの母
親だ。夫は 1 か月前に急逝したという。一家は、
村はずれの借家に住んでいた。貧しく、村八分の
ような扱いを受けており、隣家とはずいぶん離れ
ていた。そんなポツンと建つ家に男が押し入り、
犯行に及んだという。
女性はすぐに警察に通報した。しかし、5 日経
過しても逮捕される気配がなかった。そこで、近
所の人に相談したところ、マイティに訴えるよう
勧められ、プリベンション・キャンプを訪ねてき
たという。
マヤさんいわく、犯人の家族はコングレスとい
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ことだ。つねに母親を気遣い、弟の世話を焼いて
いるのである。その健気な姿に胸が詰まった。少
しでも元気づけたいと、市場で 3 人の洋服を調達
し、プレゼントした。

調から、頭の回転のよさや、物怖じしない性格が
うかがえる。彼女たちなら、きっとうまくやって
いけることだろう。
前術のとおり、テーラー開業プロジェクトは当
初の計画を修正しつつ、今後も継続していく予定
だ。女性たちの未来のために、ご協力をお願いし
たい。

被害に遭った女性と子どもたち

仕立屋を開業した昨年後期の卒業生・サビーナさん

【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）
石原正行、伊藤芳樹、國森佳子、堤田芳和、
藤田一彦、前澤洋子、松永一夫、三橋久子、
武藤禎、吉田茂、誉増渉
以上の方々から、計 320,800 円のご支援をいただ
きました。

押し掛けてきた犯人側の親族や友人知人

■8 月訪問時は、後期の生徒が訓練をスタートし
て間もなくの頃になる。しかし今回は、大雨の影
響により、新学期の開始がかなり遅れ、新たな生
徒が集まっていなかった。その代わり、20 人以上
もの前期の卒業生が待ち受けてくれていた。同窓
会を兼ね、ラリグラスのメンバーとピクニックに
行くために集まってくれたのだ。
卒業後の話を聞くと、サビーナさんは仕立屋を
開いたそうだ。近所の人から時折、クルタの仕立
てを請け負う程度で、繁盛にはまだまだ程遠いが、
腕を磨いてより多くの注文を受けられるように頑
張りたいと話す。
ロミータさん、リトゥさんの 2 人は仕立屋に就
職したとのことだ。修行を積んで、ゆくゆくは共
同で自分たちの店を持ちたいと意気込む。ふたり
とも、8 年生まで学んでいるため、読み書き計算
などの基礎学力は問題ない。ハキハキと明るい口
12

現地報告：プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム
【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、縫製技術を学んだ生徒の
うち、優秀かつ意欲的な女の子に、上級コース終
了時、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。

インドとの国境で監視にあたるボーダーガード

【寄付の方法】
○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

リクシャーやオートリクシャーを一時停止させ、氏名年
齢、住所や行先を確認する

■ビールガンジのトランジット・ホームを訪問。
国境での監視業務は、重要な活動のひとつであり、
ボーダーガードと呼ばれる女性たちが、雨の日も
酷暑の日も見張りに立っている。そうした地道な
活動が功を奏し、ビールガンジ経由で連れ去られ
る被害者数は減少傾向にあるというが、それでも
この 7 月中に 24 人の少女や女性を保護したとい
う。
彼女たちから聞き取りを行った結果、新たな手
口が判明した。
「インドにいい仕事がある。まずは
トレーニングを受けなくてはならない」と誘われ
たケース。携帯電話に「宝くじに当たった。受け
取りのためにインドに来てください」とのショー
トメッセージが届き、鵜呑みにしてインドに赴こ
うとしたケースなどだ。このような稚拙な誘い文
句に乗ってしまうとは信じられないが、十分な情
報の届かない農村社会で教育を受けることなく生
きてきた女性たちは、怖くなるほど視野が狭く、
イノセントなのである。

いい仕事があると声をかけられ、連れ去られかけた女の
子たち。ボーダーガードが国境で保護した

■恒例のプリベンション・キャンプの女の子たち
とのピクニック。今回は新学期の開始が遅れ、新
たな生徒たちには参加してもらえなかったが、昨
年の卒業生が駆けつけてくれ、賑やかな 1 日とな
った。
場所は昨年と同じリゾート公園。昨年の動物園
13
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の開設に続き、今年はプールまでオープンしてい
た。雨季であるにもかかわらず、雨に見舞われる
ことなく、ダンスをしたり、観覧車に乗ったり、
ツアーメンバーの手品披露などで盛り上がった。

延々、止まらないバイキングにも！

女の子たちにステップを教わりながらダンス！

ランチタイム。肉あり魚ありチーズありのご馳走だ！

ネパールの女の子はちっちゃい頃からダンス好き。一度
踊りだしたら止まりません

ネパールの女の子は自撮りが大好き。ひっきりなしにパ
チリ！

今年も恐怖の高速観覧車に挑戦！
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ミツコさんもパチリ！

ツアーメンバーによる恒例の手品ショー

不思議な展開にみんなの目は真ん丸！

15

現地報告：レスキュー・ファンデーション

レスキュー・ファンデーション
■売春宿で強制的に働かされている女性たちの救
出は、レスキュー・ファンデーションの重要な仕
事のひとつだ。情報収集、内偵捜査、そして摘発
と、いずれも相当の危険と労力を伴うが、勇気あ
るスタッフたちは、毎月のように成果をあげてい
る。
5 月には、3 回の摘発を行い、10 人の被害者を
救出した。うち、マイナーと呼ばれる未成年は 5
人。人身売買および強制売春に関わった罪で、8 人
が逮捕された。以下は各月の活動実績である。

らせるようになった。
「母親が娘に売春させている」との情報を得た
レスキュー・ファンデーションは、内偵捜査を始
めた。そして、母親が自宅に客を招き入れたとこ
ろへ警察とともに踏み込み、母親と長女の夫を逮
捕した。
3 人の娘は、レスキュー・ファンデーションが
保護した。1 歳半の子どもを抱える長女は 17 歳で
妊娠 5 カ月。次女は 16 歳で客の子を身ごもり、妊
娠 3 カ月。末娘は 14 歳だった。
生活苦から、娘を売った母親は、厳しい処罰を
受けることになるだろう。

6 月…摘発 6 回、37 人の被害者救出（内未成年 12
人）、9 人逮捕
7 月…摘発 4 回、11 人の被害者救出、7 人逮捕
8 月…摘発 8 回、43 人の被害者救出、11 人逮捕
9 月…摘発 2 回、5 人の被害者救出、3 人逮捕

■救出された被害者は、心身の健康を取り戻すた
めのリハビリプログラムを受ける。その一環とし
て、10 年以上前から取り組まれているのがヨガだ。
代表のトリベニさんは、起床後、瞑想のひととき
をもち、日常的にヨガも行っている。そうした経
験上、ヨガが身体の健康を回復させ、心に平穏を
もたらすものであることを実感しているからだ。
救出されたばかりの女性たちの健康状態は芳し
くない。イラついたり、ふさぎ込んだり、反抗的
だったりと、精神的にも不安定な状態にあるが、
ヨガを続けていくと目に見えてコンディションが
よくなっていくとのこと。8 月の訪問時、ヨガを
はじめて 2 カ月という女の子の話を聞いたところ、
7kg のダイエットに成功したという。以前は、ス
トレスによる過食から 80kg 近くあったそうだ。
体調もすっかりよくなったと笑顔で答えてくれた。

■救出された被害者のストーリーを紹介したい。
インド西部の小さな村に、両親と祖父母、3 人
の娘が暮らしていた。貧しいながらも、大きな問
題もない毎日だった。ところが 15 年前、父親が交
通事故で急逝する。母は仕事を求めて単身プーネ
に移転し、中産階級家庭のメイドとして働くこと
になった。
数年後、祖父母が相次いで亡くなる。これを機
に、3 人の娘はプーネの母のもとで暮らすことに
なった。
しばらくして、ある男性と恋に落ちた長女・ア
ヌパ（仮名）が妊娠した。まだ成人に達していな
かったが、結婚を許すことにした。
母の稼ぎに頼った生活は苦しかった。そこへ、
顔見知りの女が次女に仕事の話をもってきた。母
にも勧められ、女についていくと、客の相手をす
るよう指図された。
もちろん拒んだ。するとひどい暴力を加えられ
る。
「 お前の母親が受け取った金の分だけは働いて
もらう」と言われた。抗いきれず、言われるまま
に働いた。
ところが、彼女の手には 1 ルピーたりとも渡さ
れなかった。母親に相談し、一家で故郷の村に逃
亡することにした。
しかし数日後、居所を知られてしまう。今度は
末娘のサンティ（仮名）が連れていかれ、売春を
強要された。彼女もまた隙を見て逃げ出したが、
今度は母親と長女の夫が手配し、娘たちに客を取

■職業訓練も大切なリハビリプログラムのひとつ。
美容技術、縫製技術やアクセサリーづくりなど、
さまざまなクラスが設けられ、実際にマーケット
に出せるレベルまでトレーニングを受けることが
できる。
もっとも人気の高いクラスは、イヤリングやネ
ックレスなどのアクセサリー製作と、ヘアカット
やフェイシャルを学ぶ美容訓練だ。おしゃれに関
心が高い女性たち。楽しそうにトレーニングを受
けていた。
■ラリグラスが受けた国際ボランティア貯金補助
金をもとに開設されたリカバリー・ケア・センタ
ー（ターネ地区ボイサル）は、レスキュー・ファ
ンデーションに保護される HIV/AIDS 患者だけで
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なく、地域のヘルスセンターとしても活用されて
いる。6 月にはヘルスキャンプを行い、地域の人々
に対し、検査や予防方法のレクチャー、感染がわ
かった人に対する治療のアドバイスなどを行った。
リカバリー・ケア・センター近辺は、貧困層が
多く暮らし、健康面に関する知識を持ち合わせて
いない人も少なくない。こうした地域に根差した
活動にも力を入れている。
代表の女の子が警察官の制服姿で来賓に最敬礼

■8 月 15 日はインドの独立記念日。ボイサルのシ
ェルターにて、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 代表らを招い
た祝賀イベントは、毎年恒例の一大イベントだ。
国旗掲揚、国歌斉唱、主賓の挨拶に続いて行わ
れたのは、本部ボリバリと、ボイサルのシェルタ
ーの女の子たちによるダンスやヨガ、演劇、歌な
どのプログラムだ。チームに分かれ、何日もかけ
て練習した成果を発表するのである。リハビリの
一環として行われているヨガやダンスはかなりハ
イレベルだった。
もっとも感動的だったのは、女の子たちの経験
に基づき、自分たちでシナリオを作った演劇だ。
女の子だからという理由で十分な教育の機会を与
えられず、横暴な父親に虐げられ、騙され、売ら
れてしまう。売春宿での過酷な生活の中でも希望
を捨てず、やがて警察によって救出される。レス
キュー・ファンデーションに保護され、立ち直る
というストーリーだ。ディテールに多少の違いは
あるものの、保護される大半の女の子たちが同じ
ような過去をもつ。
「 私たちは強い！ 私たちは負
けない！」との主人公の言葉に、大きな拍手を送
っていた。

女の子たちも敬礼！

チームごとに練習を重ねたダンスを披露

厳粛な雰囲気の中、国旗掲揚

トリベニさんの故郷・グジャラート州のフォークダンス
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■今年の独立記念日は、ラーキーのお祝いと重な
った。ラーキーとは、女の子が自分を守ってくれ
る兄弟の手首にデコレーションを施した糸を巻き、
情愛や感謝の意を伝え、絆をより深めるというも
のだ。女の子たちは、事前にたくさんの糸飾りを
手作りし、男性スタッフに感謝の意を伝えていた。

実体験に基づいた演劇

煌びやかな飾り糸を手首に巻く。男性からのお返しは 甘
いお菓子
優秀なパフォーマンスを披露したチームを表彰。といっ
ても、全チームがなんらかの名目で表 彰されるのがお約
束だ

たくさん巻いてもらってご満悦の男性スタッフ 。とても
楽しみな行事のひとつとのこと。レスキュー・ファンデー
ションは、スタッフと女の子たちの距離がとても近く、本
当のお兄さんのように慕われている

学業優秀者もこの日に表彰される。ラリグラス代表とし
てプレゼンターを務めさせていただくのも恒例だ
糸飾りは女の子たちの手作り
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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
政府から委託を受けて実施している各村の障が
い者の現状調査および障がい者手帳発行手続きは、
一時期政府の予算不足のため止まっていたものの、
現在は再開されているという。また、パタン市役
所の障害調整委員会が設置されることになり、こ
の委員会のメンバーに NDWS の代表リタさんが
選定された。この委員会は、市の障がい者支援施
策の策定やその活動モニタリングなどを担う非常
勤の委員会で、警察、医師、教員、障がいセクタ
ーで活動する NGO 職員などがメンバーとして選
定されている。
ネパールは 2017 年に障がい者権利法を制定し、
この法律ができたことにより国や地方自治体が障
がい者への支援に以前よりは積極的に取り組むよ
うになっている。2019 年 3 月から 4 月にかけて、
パタン市の要請を受けて 3 つの村で教員や保健所
のスタッフ、ソーシャルワーカー、当事者などを
対象とした障がい理解のための研修会も実施した。
今後も、NDWS は政府からの委託を受けてさまざ
まな活動を実施していく予定である。
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NDWS が開催している研修会の様子。手を使わずに水を
飲むことを体験するなど、参加者が体験して考えること
のできる活動も研修に取り入れている

【スタディツアーメンバーの訪問】
8月9日、スタディツアーのメンバーが、NDWS
を訪問した。今年は、もともとツアー参加者の数
が少なかったが、参加者の1人の峰崎さんが短縮
日程で帰国、スタッフの上原も所用により帰国し
てしまったため、さらに少人数でのNDWS訪問と
なった。参加者を小さな花束で歓迎した後は、子
どもたちとの交流。いつも子どもたちが楽しみに
しているお菓子を配布した後、NDWSのスタッフ
より団体の概要や活動内容について説明を聞い
た。
そのあと、NDWSのスタッフであるサントシュ
さんが最近オープンしたレストランにてみんなで
ランチを食べる。メニューはあらかじめリクエス
トしてあり、モモ（ネパール風餃子）とチョウメ
ン（やきそば）を用意してもらった。
2018年のラリグラス・レポートでご報告した、
サラスワーティさんのことを覚えていらっしゃる
だろうか。NDWSが最近調査の過程で発見した新
しい家庭で、母親とともに家の敷地にあるトタン
屋根でできた小屋で生活をしている。話を聞く
と、兄弟がおり、立派な家に住んでいるようだ
が、兄弟はその家にサラスワーティさんが入るこ
とを許さず、小屋での生活を強いているとのこ
と。海外からのドナーが行くことで、家族の意識
が少しでも変化すればとの願いから、ランチの後
に彼女の家を訪問することにした。
サラスワーティさんは母親と兄夫婦とともに暮

現地報告：ネパール障がい者女性協会（NDWS）
らしている。山道の中腹にある家は、2015年に起
きた地震で崩壊し、トタン屋根でできたシェルタ
ーに家族は一時期避難していた。その後、政府か
らの支援などを受けて新しい家を建てた。ところ
が、兄夫婦は新しい家に移ったものの、サラスワ
ーティさんと母親はトタン屋根の小屋での生活を
続けている。NDWSのスタッフが家庭訪問をして
も、母親以外の家族は不在で、スタッフも話をし
たことがないという。兄弟がもう一人、別のとこ
ろで暮らしているということだが、その兄弟とも
話をしたことがないため、なぜこのような状況な
のかがわからない。
ツアーのメンバーが訪問した際も、結局家族に
は会うことができなかった。シェルターは、床は
土がむき出しのままで、その上に布団を敷いてい
るため、夏は暑く冬は寒い。雨期は湿気で衛生状
態も悪化する。NDWSはビニールシートや布団な
どを寄付しているが、根本的な解決にはなってい
ない。スタッフは9月に彼女を再訪し、ダサイン
というネパールで一番大きなお祭りのための新し
い服や食費などを渡してきたそうだ。その際、理
学療法士であるガンガさんがボランティアとして
同行してくれ、サラスワーティさんにマッサージ
などのセラピーを施してくれた。

NDWS のスタッフ、サントシュさんが開いたレストラン
で昼食をとるツアーメンバーたち

サラスワーティさんの家。左側が新しく建てた家。右側の
トタン屋根がサラスワーティさんと母親が住む小屋

ツアーメンバーを歓迎する子どもたち

理学療法士のガンガさんからセラピーを受けるサラスワ
ーティさん。小屋のなかは狭く暗いため、庭の軒先で実施
した
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【デイケアセンターでの新たな取り組み】
デイケアセンターは、家族が昼間の時間を有効
活用できるよう、また子どもたちの社会性を伸ば
せるように設立された。毎日定期的に通い、そこ
で認知面の発達や身辺自立、友達とのコミュニケ
ーションなど、さまざまな能力を伸ばすことがで
きたものの、学校のように卒業年齢が決まってい
るわけではないため、デイケアセンターに何年も
通い続けている子どもたちも多くいる。特に初期
のメンバーは10代の後半～20代になり、保護者も
高齢化が進む中、いつまでもデイケアセンターに
通うのではなく、何か社会とつながりのある働く
場所を提供できないかとスタッフたちは考えてい
た。
そこで、スタッフの1人であるアディカリさん
が立ち上がった。彼の所有する土地を畑として無
償提供するので、住み込みで畑の世話をする人を
雇い、その人と一緒にデイケアセンターの子ども
たちにも農作業をしてもらおうというアイデア
だ。畑のそばには小さな雑貨屋も営めるようにな
っている家があり、そこで雑貨屋をしながら農作
業ができる。当初、サリナさんというダウン症の
女の子の父親が住み込んでやりたいと申し出てい
たが、サリナさんの祖父が病気になり、父親は看
病のために働くことができなくなった。NDWSで
は他の家族に声をかけたり、Facebookで住み込ん
でやってくれる人を募集したが、なかなか候補者
が見つからない状況である。デイケアセンターに
通っている子どもたちの保護者はすでに仕事をも
っているため、難しいという。NDWSでは引き続
き候補者を探す予定である。ラリグラスとして
も、子どもたちの就労は今後必ず考えていかなけ
ればならないため、この農業プロジェクトをでき
る限り支援したい。

アディカリさんが提供してくれる予定の土地。この地域
は山が多く水が豊富なため、農業を営みやすい
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イベント・その他の活動（2018年10月～2019年9月）
【印刷・封入作業】
2018 年 11 月 25 日(日)に飯田橋の東京ボランテ
ィアセンターにてレポート印刷・製本・封入作業
を行った。また、2019 年 3 月 24 日（日）、6 月
16 日（日）にはニュースレターの封入作業を行
った。ボランティアの皆さんが協力し合い、手早
く作業を終え、無事に会員・関係者の皆さんにお
届けすることができた。
イベント日和

当会では今年も物販ブースにて商品を販売した。
マイティ・ネパールのホスピスの女性たちが作
ったビーズやフェルトの商品は定番の人気商品だ。
今回の新作「フェルトのピアス＆イヤリング」の
売れ行きは上々。キラキラ輝くビーズのチョーカ
ーやブレスレットは女性だけでなく、ご家族や友
人のためにとお買い上げされる男性も何名かいら
っしゃった。

新作のフェルトアクセサリー
ニュースレターを皆さまにお届け！

レスキュー・ファンデーションで行われている
職業トレーニングでは、さまざまなグッズを制作
している。ブレスレットやピアス、ミラー刺繍さ
れたバッグなど、インドの伝統的な技術がちりば
められた商品は、目にも鮮やかだ。カラフルなし
おりはまとめ買いされる方もいらっしゃった。
ネパール雑貨は 8 月に仕入れたばかりの物で、
今回のメインはヒツジのフェルトポーチ。一点一
点微妙に顔立ちが違うので、皆さま時間をかけて
自分のお気に入りのヒツジを選んでいらっしゃっ
た。そして、以前から「キモカワイイ」と人気の
不思議な生物のキーホルダーに丸い頭の新作が登
場。その名も「ナマステさん」。大人気ですぐに完
売した。

【グローバル・フェスタ JAPAN2019】
2019 年 9 月 28 日（土）、29 日（日）にお台場セ
ンタープロムナードにてグローバル・フェスタ
JAPAN 2019 が行われた。
2018 年のグローバル・フェスタは台風の影響で
2 日目の開催は中止となり、今回も天気予報では
雨が心配されていたが、両日とも天候に恵まれた。
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謎の生き物のキーホルダー

暑い中、皆さん真剣に耳を傾けています

9 月末とは思えない暑さの中、ボランティアの
皆さまが声を上げ、イベント会場を練り歩いてく
ださったり、ブースにいらっしゃったお客さま 1
人ひとりに丁寧に説明してくださったりした。そ
のおかげで、多くの方に商品をお買い上げいただ
き、当会の活動に関心を持っていただけた。イベ
ントボランティアにご参加くださった皆さま、前
日の準備にご協力くださった方々にお礼申し上げ
たい。忙しい中少しだけでもと顔を出してくださ
った方、委託販売として商品を持ち帰ってくださ
った方もいらっしゃる。皆さまのご協力により当
会の活動が成り立っていることに、あらためて感
謝したい。

ネパールのトピー帽をかぶって呼び込みです

フェアトレード商品はどれもかわいらしくて人気

2 日目には活動報告コーナーにて、代表の長谷
川まり子による活動報告「南アジアの人身売買～
被害に遭った少女たちを救う活動の現場から」が
行われ、大勢の方がお集まりくださった。活動報
告ブースのテント内は大変暑く厳しい環境であっ
たが、皆さま最後まで真剣に報告を聞いてくださ
った。
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【委託販売】
ラリグラス・ジャパンでは全国各地にお住まい
の皆さまに、マイティ・ネパールのホスピスやレ
スキュー・ファンデーションで作られた商品など
を委託販売することで、活動にご協力いただいて
いる。2018 年 10 月～2019 年 9 月に委託販売をし
てくださった方々は次の通りだ。
2018 年 10 月 27 日、28 日に開催された早稲田
大学本庄高等学院の稲稜祭にて、2018 年のスタデ
ィツアー参加者を中心に、ネパールの活動報告の
展示及び委託商品の販売をしてくださった。今年
も大盛況であったとのこと。また、11 月 15 日か
ら 18 日に行われた国際高校生学会「WaISEC」で
はネパールに行ったメンバーが発表を行い、
keynote speaker として当会代表の長谷川まり子が
参加した。皆さん、精力的に活動を続けている。
2018 年 10 月 27 日、野田禮子さま宅にて行われ
たチャリティーバザーでは、当会の商品を販売い
ただいた。野田さまは長年バザーでの販売にご協
力いただいている。
2018 年 11 月 3 日に行われた専門学校北九州看
護大学校の学校祭では、三原菜々子さまほか有志
の皆さんが委託販売にご協力くださった。2008 年
にスタディツアーに参加された卒業生から引き継
ぎ、現在まで継続して委託販売を行ってくださっ
ている。
2018 年のスタディツアーに参加された倉田春
香さまは 2019 年 2 月 23 日にイベントを開催され、
ホスピスの女性たちが制作した作品を販売くださ
った。
香川県の佐藤圭都さんは、お住まいの香川県を
中心にさまざまな場所で当会の活動紹介や商品の
販売を継続的に行っていらっしゃる。
東京都世田谷区・三軒茶屋にあるカフェ「Cafe
ゆうじ屋」さんでは店舗の一角にホスピスの女性
たちが作った作品を置いてくださっている。
たくさんの方に委託販売のご協力をいただき、
心より感謝申し上げる。

【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。

ラリグラス・ジャパンでは、マイティ・ネパー
ルのホスピスで暮らす女性たちやレスキュー・フ
ァンデーションの女性たちが作ったフェアトレー
ド商品およびネパール雑貨を販売していただける
方を募集している。彼女たちが 1 つひとつ心を込
めて作った作品を販売いただける方は、ぜひご連
絡いただきたい。
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201９年度決算

2018年度 活動計算書(報告書・費用別)
2018年 04月 01日 ～ 2019年 03月 31日 (配 賦 )
特定非営利活動法人 ラリグラス・ジャパン 特定非営利活動に係る事業
の会計

科
科目
目
1.経常増減の部
(1)経常収益
受取会費
## 正会員受取会費
61 賛助会員受取会費
71 - 里親賛助会費（教育）
- 里親賛助会費（教育＆生活）
2- 一般賛助会費
3- 学生賛助会費
4
受取会費計
受取寄付金
65 受取寄付金
01 - 一般
- ブライダル基金
2- 洋服
3- お菓子
4- 職業訓練
5- 文房具
7- テーラー開業支援
9
受取寄付金計
事業収益
62 普及・啓発事業収益
01 - ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ（物版）
- 委託販売
6- ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ
7- その他
10
62 情報収集・情報提供事業収益
02 - 書籍販売
事業収益計
その他収益
## 受取利息
## 為替差損益
その他収益計
経常収益合計
(2)経常費用
事業費

【その他費用】
マイティ本部運営費（寄付金支出）
ﾎｽﾋﾟｽ運営費（寄付金支出）
ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ支援費（寄付金支出）
NDWS運営費（寄付金支出）
RF運営費（寄付金支出）
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ支援費（寄付金支出）
テーラー開業支援
お菓子
職業訓練
文房具
アーシャネパール運営費
材料費購入
ビーズ購入
寄付物品

(円 )

金 額

220,000
468,000
468,000
438,000
6,000
1,600,000
3,785,450
167,000
43,000
128,500
199,000
3,000
240,000
4,565,950
61,470
277,206
1,534,320
17,324
1,028
1,891,348
26
4,837
4,863
8,062,161
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65,537
592,724
230,000
2,120,000
3,498,999
501,077
500,000
44,625
60,000
10,000
106,358
118,798
26,622

-

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ支援費（寄付金支出）
テーラー開業支援
お菓子
職業訓練
文房具
アーシャネパール運営費
材料費購入
ビーズ購入
寄付物品
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ
物品仕入・購入
現地イベント費
食費
通訳代
通信運搬費
会議費
宿泊費
旅費交通費
ｳｴﾌﾞｻｲﾄ運営
消耗品費
事務用品費
印刷製本費
送金手数料
雑費

501,077
500,000
決算・事業計画・予算 44,625
60,000
10,000
106,358
118,798
26,622
19,592
21,820
39,646
138,929
126,752
200,000
75,459
9,990
458,905
680,833
14,904
780
11,155
14,338
22,608
110,014

【その他費用計】
事業費計
管理費

9,820,465
9,820,465

【その他費用】
通信運搬費
旅費交通費
消耗品費
事務用品費
N-Books会計ソフト使用料
研修費
支払手数料
為替手数料
送金手数料
-

63,147
3,368
7,750
6,340
10,800
1,000
930
270
1,080
64,233

為替差損

【その他費用計】
管理費計
経常費用合計
当期経常増減額
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益合計
(2)経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高

158,918
158,918
9,979,383
-1,917,222
0
0
0
-1,917,222
-1,917,222
11,543,894
9,626,672
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書式第１６号（法第２８条関係）

平成30年度

計算書類の注記
特定非営利活動法人 ラリグラス・ジャパン

１．

重要な会計方針
計算書類の作成は、 N-Books（ネット帳簿）

によっています。

（１） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産無し

（２） 固定資産の減価償却の方法

固定資産無し

（３） 引当金の計上基準
退職給付引当金 無し
・
（４） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
無し
（５） 消費税等の会計処理
２．

無し

事業別損益の状況
（単位：円）
科目
Ⅰ 経常収益
１． 受取会費
２． 受取寄附金
３． 受取助成金等
４． 事業収益
５． その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用
（１） 人件費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
･･････････
人件費計
（２） その他経費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
スタディツアー
現地調査
イベント出展費
物品購入

書籍購入
N-Books会計ソフト
ウエブサイト
消耗品

事務用品
送金手数料
為替差益
施設等評価費用
減価償却費
寄付金支出

その他
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額
過年度損益修正益
過年度損益修正損
経常外増減額

国内事業

海外支援事業

事業

事業部門計

管理部門

合計

1,600,000
4,565,950
0
1,891,348
4,863
8,062,161

0
0
0
0
0
0

1,600,000
4,565,950
0
1,891,348
4,863
8,062,161

0
0
0
0
0

1,600,000
4,565,950
0
1,891,348
4,863
8,062,161

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

8,990
34,827
61,319
10,763
0
563,610

0

0
3368
63,147

0

0
1,123,550
0
0
0
0

8,990
34,827
61,319
10,763
1,123,550
563,610
21,820
33,048
0

8,990
38,195
124,466
10,763
1,123,550
563,610
21,820
33,048
0

14,904

0

14,904

10,800

25,704

0
11,155
108
0

0
0

0
0
0
14,521
775,065
775,065

0
0
7,921,850

7,750
6,340
2,280
64,233
0
0

0

0
11,155
108
0
0
0
7,921,850
14,521

9,045,400
9,045,400

9,820,465
9,820,465

158,918

7,750
17,495
2,388
64,233
0
0
7,921,850
15,521
9,979,383
9,979,383
-1,917,222

21,820
33,048

0

0

0
0
0
0
0

1,000
158,918

0
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３．

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
内容

４．

金額

算定方法

使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は9,626,672円ですが、そのうち-1,694,808円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は11,321,480円です。
（単位：円）
内容
ブライダル基金
子供服
お菓子
職業訓練
文房具
地震支援

テーラー開業支援
合計
５．

期首残高
-187,170
-86,200
26,719
193,000
10000

21,545
-760000

当期増加額
94,000
4,000
4,000
54,000
0
0

-782,106

47,000

当期減少額
501,077
0
44,625
60,000
10,000
0
500,000

期末残高
-594,247
-82,200
-13,906
187,000
0
21,545
-1,213,000

203,000

1,115,702

-1,694,808

備考

固定資産の増減内訳
（単位：円）
科目
有形固定資産
車両運搬具
什器備品
･･････････
無形固定資産
･･････････
投資その他の資産
敷金
･･････････
合計

６．

取得

減少

減価償却累計額 期末帳簿価額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

借入金の増減内訳
科目
合計

７．

期首取得価額
0

期首残高

当期借入
0
0

当期返済
0
0

0
0

役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目
（活動計算書）

（単位：円）
計算書類に計 内役員及び近親
上された金額
者との取引
0
0

活動計算書計
（貸借対照表）

0
0

0
0

貸借対照表計

0

0

８．

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な
事項
・ 事業費と管理費の按分方法
国内事業に係わる管理費用は国内事業に計上。それ以外は管理費に計上
・ その他の事業に係る資産の状況
その他の事業はありません
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2018年度 貸借対照表
2019年 3月 31日 現 在
特定非営利活動法人 ラリグラス・ ジ ャパン 特定非営利活動に係る事業の会計
(円)

科

目

金

額

資産の部
流動資産
現金

1,203,682

現金（外貨）

3,258,467

普通預金

5,145,793

立替金

-3,923

現金過不足

22,653
9,626,672

流動資産合計
固定資産

0

固定資産合計

9,626,672

資産合計
負債の部
流動負債

0

流動負債合計
固定負債

0

固定負債合計

0

負債合計
正味財産の部
正味財産期首残高

11,543,894

当期正味財産増減額

-1,917,222

正味財産合計

9,626,672

負債及び正味財産合計

9,626,672

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
2019年 3月 31日 現 在
特定非営利活動法人 ラリグラス・ ジ ャパン
(円)

科

目

摘

金

要

額

資産の部
流動資産
現金

1,203,682

現金（外貨）

3,258,467

普通預金

5,145,793
-3,923

立替金
--その他

-3,923

22,653

現金過不足

9,626,672

流動資産合計
固定資産

0

固定資産合計

9,626,672

資産合計
負債の部
流動負債

0

流動負債合計
固定負債

0

固定負債合計

0

負債合計

9,626,672

正味財産合計
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監査報告書
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201９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
・Facebook 広報の活用
（2）イベントの参加とフェアトレード商品の販売
・グローバル・フェスタ参加、ほか
（3）委託販売
（4）財政基盤の強化
・会員・里親会員の継続会員のフォローと新規会員の拡大推進
・寄付・募金活動の実施
・助成金申請の積極推進
（5）プロジェクト活動
・ビーズ製品新デザインの検討
・現地からの報告書などの文書翻訳（英文→和文）や（和文→英文）など
（6）勉強会・講演会の開催
・ラリグラス・ジャパンの活動や現地 NGO の現状、ネパール・インドの社会状況などについて理解し
てもらうことを目的とし、勉強会・講演会を開催。
（7）映画・DVD 製作
以上
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会員・寄付者リスト

会員・寄付者リスト
（敬称略）

【会員】
2018 年 10 月から 2019 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
伊東浩一
高橋国和 高橋奈美江 高柳ユミ
《里親賛助会員》
石原正行
伊藤芳樹
笠原礼子
北山絢子
鈴木樹代子 宗尚子
野口みどり 林和夫
持田季未子 元田智子
《一般賛助会員》
青井博
秋山洋子
上原準
漆原万里子
小俣富美香 春日恵
志賀素子 島村京子
名田文子 西野章男
松岡静枝 松本聡子
吉田茂
米山知得子

《学生会員》
浅野友里
荒川航輝
坂本明日香
白戸二花
蓮実直海
増田花凜

上原翔子
門垣裕子
長江さをり 中嶋野香

上中美穂
木村良枝
高橋多美子
平井英津子
森谷里美

阿部真里子
江口敏
角谷三樹子
下田伸子
野口恵里花
水﨑朋子

石澤知世
関智美
柳澤佑奈

亀尾麻彩子
長谷川まり子

宇田川江美
工藤節子
瀧口修薫
平野善之
山田千恵

大田多恵
國森佳子
土居裕見子
前澤洋子

生田卍
大黒やより
金田敦子
鈴木明子
河朱美
三谷理

石渡裕康
大関順子
木谷招子
竹内淳子
橋本篤
峰﨑はなこ

大畑璃子
高浦明香
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下窄あゆみ 須賀香奈
林亜紀子
武藤禎

奥井眞佐子
櫻井るり香
轟木元枝
松永一夫

稲葉資郎
大野国貢
木藤陽子
千葉幸子
長谷川隆三
三原一夫

小野桃
高田茉那

小野浩司
佐藤圭都
西部徹
丸山竹士郎

尾花好恵
渋谷修
西堀喜則
水上直樹

今村久美子
岩間加代子
岡部陵佳
小澤弘江
久保田明人
倉田春香
豊田健治
中野陽子
藤音晃明
藤城裕子
村上隆男
吉田久美子

栗本賢
永尾一晟

小松原もなみ
野口有希乃

会員・寄付者リスト

【寄付をしてくださった皆さま】
（2018 年 10 月～2019 年 9 月）
秋山洋子
浅野芳子
天井希
石原正行
石渡裕康
伊藤芳樹
稲葉資郎
イノウエアグリ
今中正次
上田朋子
宇田川江美 漆原万里子
近江京子
大島妃呂美 大田多恵
大野国貢
大山浩子
岡部陵佳
小澤弘江
小野浩司
小野寺一彦 小俣富美香 笠井育子
春日恵
角谷三樹子 神谷学
川村汎子
木藤陽子
工藤節子
國森佳子
久保田明人
倉田春香
古賀ミチ 小手川弘子
桑田真由美 坂本淳子 坂谷内勝明 櫻井るり香
櫻谷直美
佐藤圭都
佐藤佑介 篠原マリ
下田伸子
白浜定市
杉山弘子
鈴木明子
鈴木樹代子
瀬谷直子
宗尚子
高橋俊一
高橋多美子 タカマスワタル 瀧口修薫 竹林早苗 田中裕美
田邊浩一
田邊暢子 堤田芳和
手島綾
手塚恭子
土居裕見子
ドウトレイ紗都子
轟木元枝
トリイエリコ 永尾渉 永田萌奈
中野陽子
ナカムラ
那須龍之介
西部徹
西堀喜則
野口恵里花 野口みどり 橋本成一
平井英津子 平野善之
廣原麻美
福原匡伸
藤田一彦
別府浩一郎 前澤洋子
前原旭
俣野美代子 松永一夫
松山眞理
丸山竹士郎 三橋久子
武藤禎
村上隆男
元田智子
森谷里美
山口泰正
山下真奈
横田眞二郎 吉田久美子
吉田茂
誉増渉
ワキタアキラ
ワキタマサトシ
共栄学園ボランティア部
グローバル・フェスタ寄付
武藤禎さんのイベント
匿名
ATAKAN ORIHA
ECPAT/ストップ子ども買春の会
NPO Bonds of Hearts

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】
（2018 年 10 月〜2019 年 9 月）
秋山佳子
石川重美
久保田明人 佐藤圭都
藤城裕子
前原旭

上原翔子
鈴木明子
宮野雄弘

大野国貢
高柳ユミ
武藤禎

春日恵
亀尾麻彩子
長谷川まり子 林亜紀子
山田千恵 吉田茂

クシャール・サッキャ
氷室里

【活動にご協力くださった団体・皆さま】
（2018 年 10 月～2019 年 9 月）
株式会社風の旅行社

株式会社光文社 佐藤圭司

手島綾
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会員・寄付者リスト

【理事・役員】
理事
長谷川まり子
秋山佳子
石川重美
上原翔子
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

門垣裕子

会計監査

門垣裕子

顧問

間部俊明（弁護士）

評議員

高橋国和

武藤禎

朏博一（税理士）

新倉元彦

三谷理
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◆参加者◆

大野国貢
小松原もなみ
島村京子
峰崎はなこ

◆同行スタッフ◆ 長谷川まり子
上原翔子

東京
東京
大坂
千葉

社会人
学生
社会人
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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スタディツアーレポート

車内で食べることにして時間節約。その結果、な
んと、12 時前にヘタウダに到着。プリベンション・
キャンプには、本来であれば今期の研修生が集ま
っているはずであったが、しばらく前に発生した
水害の影響で、まだヘタウダまで出てこられてい
ないとのこと。この日事務所に集まっていたのは
女の子ではなく、レイプ犯の親族が濡れ衣を訴え、
被害女性を保護するマイティに抗議に来たという
もの。しかし、状況を見るに、明らかなレイプ事
案。困ったものだ。

大野国 貢

8 月 6 日（火）
本来であればピクニックへ行く予定であったが、
この春にヘタウダ近郊で発生した竜巻被害地域に
おける支援業務の都合でピクニックは翌日に順延。
その代わりに、翌日に予定されていた国境の町ビ
ールガンジ訪問を前倒し。昨年同様インドとの国
境ぎりぎりまで歩く。今年は暑い。国境でチェッ
クに当たるマイティの女性は、その暑さの中、き
びきびと動いて、怪しい国境通過者がいないかチ
ェックしている。頭が下がります。
ヘタウダに戻った後、プリベンション・キャン
プに立ち寄ると、前期に研修を受けた卒業生たち
が、翌日のピクニックに向けて集まっていた。女
の子の 1 人に「明日のピクニックには、日本から
来た美しい女性も参加するよ」と声をかけると「知
っている！」との返事。ミツコのことを覚えてい
てくれたのね！！

8 月 3 日（土）
前日 2 日（金)の夜に空港でチェックイン。今回
のツアーでは羽田に集合するメンバーは、もなち
ゃん（小松原さん）と私の 2 人だけ！ カトマン
ズに着いたところで空港にて、別便で到着の京子
さん（島村さん）と無事に落ち合うことができ、
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。少し遅れてカトマンズ到着のハナちゃん（峰
崎さん）も無事にマイティ本部で合流。通常であ
ればお菓子の詰め合わせはすぐに配られるのであ
るが、今回は準備の間に合わなかった品物があっ
たため、お配りは後日と決定。何も配らずホテル
へ移動する我々を見詰める子どもたちの怪訝な、
かつ、刺さるような視線……。

8 月 7 日（水）
毎度おなじみのヘタウダ近郊にあるリゾート公
園でのピクニック。これまた定番となったミツコ
の登場！ 今年のミツコは、新たに手に入れたキ
ラキラ光るヘアエクステを装着。美しい髪がさら
に輝きを増して、その光はまるで星の瞬きのよう。
トゥインクル・ミツコと呼んでね！
今年はキャンプの今期生が参加しておらず人数
が少ないため、少し淋しい感じ。それでも、いつ
も通りの高速観覧車（今年は乗り物酔いを避ける
ために係員にお願いして少し遅めの回転）に続い
て、定番化したバイキング船も皆で楽しみました。
その後、公園内を散策。昨年オープンしたミニ動
物園の先には、きれいな広場と噴水ができていて
びっくり。アトラクションと散策を楽しんだ後に
昼食を取り、その後はおなじみ手品の時間。その
時間を利用して、一人内職に励むミツコ。実はハ
ンディサイズのフォトプリンターで、ピクニック

8 月 4 日（日）
ツアーのほうは、昨日に続きマイティ・ネパー
ルを訪問。昨年同様、試験休みのためテレサ・ア
カデミーは休校で、ツアーメンバーはアカデミー
以外の施設を見学。お菓子配りの準備も整って、
ようやく子どもたちはにこにこ顔に！ ダルバー
ト（ネパールの定食）の昼食を取った後、ホスピ
スを訪問し施設見学とビーズ製品チェック。先日
ガンで亡くなったラクシュミの、遺作となったビ
ーズ製品を見るのが悲しい……。
8 月 5 日（月）
今年も早起きをしてタライ平原にある都市ヘタ
ウダへ移動。ホテルの朝食はキャンセルし、ホテ
ル近くのベーカリーで購入したパンを移動途中の
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の写真をせっせと印刷するわけです。村の女の子
たちが、自分が写った写真をプリントしたものを
手にする機会はほぼゼロ。そこで、せっかくの思
い出をしっかり記録として残すためにプリンター
を準備。一緒にいられる時間は短いので、写した
先から次々印刷。少なくとも 1 人 1 枚は自分の写
真がもらえたはず。
今年もピクニックの間、雨期にもかかわらず一
滴の降雨もなし。ほどよい曇り空は日差しを遮り
涼しく快適な気候でした。これはやはり、私の日
頃の行いの賜物ね。
8 月 8 日（木）
ヘタウダを後にしてカトマンズへ移動。途中、
トイレ休憩に立ち寄ったのは村の市場のような所。
そこではどう見ても学齢期の子どもたちが、親と
一緒に店番。家族の会話はネパール語ではなく彼
らの民族の言葉なので、ネパール語が話せる私が
聞いても分からない。制服も着ていないところを
見ると、おそらくは学校に行っておらず、ネパー
ル語の勉強もしていないのだろう。田舎の教育状
況は、まだまだ厳しいことを垣間見る。
途中崖崩れ等もなく帰り道も順調で、13 時くら
いにはカトマンズへ到着。カトマンズ到着後はホ
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。
8 月 9 日（金）
短縮日程のハナちゃんと翔子ちゃんとはこの日
の朝でお別れ。2 人を見送った後 NDWS に向かう。
昨年同様マヘンドラが顔を出してくれており、日
本からのお土産を渡す。NDWS のデイケアセンタ
ーを見学した後、昼食を取りフィールド訪問。今
年の訪問先は実の兄からほぼ見捨てられた状況に
ある、重度の障害を持つサラスワティの家。先の
震災で家が崩れた後、兄一家は家を再建したもの
の、サラスワティと母親とは再建した家で暮らす
ことができず仮設の小屋で暮らしていると言う。
そこまでの話は聞いていたものの、実際に家に行
ってみたらあまりの事実に驚いた！！ 兄が再建
した家はたいそう立派で部屋数も多く、サラスワ
ティと母親の暮らす小屋はその家の目の前！ 人
の生活する空間とはとうてい思えない、まるで物
置か大きな犬小屋！ 屋根と壁を兼ねるトタン板
と、2 面だけにあるレンガ壁の間には大きな隙間
があり、室内の気温は外気温と同じで、真冬であ
れば室内で氷が張るであろう。そのような小屋に

実の母親と妹を住まわせる人物とは一体？？？？
NDWS の職員も、いまだ兄とは会うことができて
おらず、今回も不在。兄嫁が一応面倒を見てくれ
てはいるようだが、それにしても生活環境があま
りにもひどい。車椅子もあるにはあるが、基本的
には寝たきりのようで、日の光を浴びたり外の空
気を吸うこともなさそう。もちろんリハビリなん
てしていない。今後の支援の方策について早急に
考えなくてはならない。ちなみに、兄の家のトイ
レ（住居とは別棟の小屋）はしっかりした 4 面レ
ンガ造りですきま風の心配のない立派なもの。こ
うした家に住む兄の子どもたち、すなわちサラス
ワティの甥や姪たちが、こうした状況に何ら違和
感を持っていないというのも、ある意味かわいそ
う。
8 月 10 日（土）
休日の土曜日はいつも通りのピクニック！ ピ
クニックの会場は昨年と同じバクタプール近郊の
リゾート。もちろんトゥインクル・ミツコも登場
よ！ ピクニック会場の近くには大きなヒンズー
寺院もあり全員で参拝に行く。そこに来ていたネ
パール人観光客から「一緒に写真を撮ってもよい
か？」と聞かれるミツコ。
「100 ルピーくれるなら」
と応じると引いてしまったので、仕方なく無料で
撮影に応じるミツコであった……。
さて、ピクニックといえば当然ダンス！ 今回の
ツアーは高校生の参加者がいないので、このとこ
ろダンス対応を高校生に任せていた大人たちは、
今年はダンスをサボることはできないのかと覚悟
を決めていたところ、意外や意外。マイティの子
どもたちもいつの間にか成長していて、
「 疲れてい
る大人たちにダンスを強要するのはかわいそう」
と配慮してくれた模様。これまでのように、無理
矢理踊りの輪に引っ張られずにすみました。自閉
症で他人とのコミュニケーションが難しいラダが、
今年はなんと踊りの輪に入ったのにはびっくり！
踊るというには動きが少ないものの、音楽に合わ
せてステップを踏んだり身体を揺らしたりして、
時には笑顔も見せる。以前と比べてずいぶんとよ
くなっているようだ。その一方で、去年はピクニ
ックに参加していたアンジャリが、天に召されて
しまい、この場にいないというのがとても哀しく、
そして淋しい……。
8 月 11 日（日）
マイティ本部でアヌラダさんとしばし面談。昨
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年はテレサ・アカデミーでツアーメンバーによる
出し物を行ったが、今年は人数が少ないのでマイ
ティにおけるツアープログラムもこれで終了。マ
イティ本部を辞した後は、最初で最後の市内観光
へ。例年通りパシュパティナートとボーダナート
とを廻る。
8 月 12 日（月）
ツアー最終日。ツアー後もしばらくネパールに
残りポカラ観光をする京子さんを、朝一番で見送
って、インドのレスキュー・ファンデーションに
向かうまりこさんとラジェンドラさんを朝二番で
見送って、最後に残ったのはもなちゃんと私の 2
人。出発時の羽田集合と同じメンツで帰国の途に
ついたのでありました。
終わりに
今年は参加人数が少なかったものの、その分「濃
いぃ」ツアーとなりました。ここには書けない、
あんな話やこんな話に、あんな場所の訪問。興味
のある方は是非、来年のツアーにご参加を！
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スタディツアーリポート
小松原 もなみ

ナマステ！ 今回のツアー参加者の小松原もな
みです。私は、スタディツアーに参加するのも、
発展途上国に行くことも初めての経験でした。ツ
アー参加のきっかけは、大学での海外ボランティ
ア説明においてラリグラス・ジャパンについて知
ったことでした。大学生活のどこかのタイミング
で、海外に行って学んでみたいと思っていたため、
今回ツアーに参加しネパールにおける問題やマイ
ティ・ネパールについて学びました。
カトマンズとヘタウダにおけるツアー内容は、
毎日が濃い内容で 10 日間があっという間に感じ
ました。日本にいると人身売買などの問題は身近
に感じられないため、私は女性や子どもたちが実
際どのような被害に遭っており、そしてどのよう
にして救済・保護をされているのか知りませんで
した。しかし、ネパールに行って売春宿からレス
キューされた人を保護したり、洗脳をといていく
こと、心身のケアから自立支援までをしている
方々に会って話を聞くことにより、その問題の多
さと深刻さ、そして教育の大切さを知りました。
ツアー中は、支援者だけでなく、売春宿からレ
スキューされて間もない女性や、性被害に遭った
人などにも会ったため、彼女たちの顔が笑顔を見
せつつも、どこか引きつっていて暗い表情であっ
たことから、きっと私が想像している以上にひど
い被害を受けたのだろうということを感じました。
また、現在ではスマホが普及しているということ
から、SNS で騙されてしまうケースもあることを
知り、情報に関する教育が必要であることも学び
ました。女性や子どもたちが壮絶な経験をしてし
まった上で、さまざまな支援や職業訓練を受けて
自立へと向かうにはとても長い時間がかかると思
39

いました。ですが、一人ひとりのペースに合わせ
て、少しずつ前にすすめるように支援しているス
タッフの方々に対して、私は本当にすごいと思い
ました。毎日のように相談が寄せられ、時には容
疑者と被害者の仲介をし、そして保護や自立支援
をするということは、とても労力をつかうだろう
と思いますが、1 つひとつの問題を丁寧にみて、
そして関わっているスタッフの姿に尊敬しました。
私がツアー中に驚いたことは、ネパール人がと
にかく音楽とダンスが好きなことです。ピクニッ
クでも NDWS という障がい者施設でも、音楽がか
かるととても楽しそうにリズムに合わせて体を動
かし、そしてノリノリになって踊る姿に驚きまし
た。私もダンスが好きであるため、子どもたちと
一緒に踊りましたが体力がもたず、ずっと踊るこ
とはできなかったです（笑)。お菓子の詰め合わせ
（ポカ）をもらった時や、踊っている時、またみ
んなでピクニックをしている時などの笑顔はとて
も素敵で、ネパール語は全く分からなかったけれ
ども、表情やボディランゲージなどでなんとなく
心を通わせられた気がして楽しかったです。
私は、今回のツアーで教育の大切さについて気
づき、そしてとても考えさせられました。適切な
教育を受けることによって、物事の善し悪しを判
断することができ、それは犯罪や人身売買から自
分の身を守ることにつながるということを、特に
感じました。女性や子どもの貧困など、日本にも
共通する問題は多々あると思いますが、それらの
根本は教育にあるのではないかと私は考えました。
ネパールの問題において、同情することだけでは
支援につながらないと思います。それらを知るこ
と、そして周りの人に伝え、考えていくことも支
援の 1 つの在り方なのではないかと私は考えます。
今回のツアーで会った子どもたちや女性にまた会
いに行きたいと思います。
最後になりましたが、まり子さん、翔子さん、
京子さん、大野国さん、はなさん、ラジャさん、
約 10 日間お世話になりました。とても楽しかっ
たです。ありがとうございました。
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た。最近病気で亡くなった人」と聞き、切なくな
った。

島村京子

8 月 5 日（月）
ヘタウダに移動。
午後、プリベンション・キャンプを訪問する。
ここでは、現在 10 人の女性を対象に、６カ月合宿
生活を送りながら縫製技術、文字の読み書き、簡
単な計算などを学ぶプログラムをしている。
そのプログラムの修了生の中には、実際に縫製
の技術を活かした仕事に就いている人もいるとの
こと。
8 月 6 日（火）
国境のビールガンジを訪れる。国境の検問で警
察と一緒に立ち、人身売買が疑われる女性をチェ
ックし、水際で食い止めるインターセプト活動を
している。インターセプトした人がこの 7 月に 24
人いたとのこと。インド国境の手前まで歩いたが、
暑くて暑くて 10 分 20 分いただけで倒れそうで、
検問に立っている女性たちは大丈夫だろうか。

8 月 3 日（土）
LCC を乗り継いでカトマンズ空港に降り立つ。
入国時の荷物チェックに長蛇の列で、あまりの効
率の悪さにイライラしつつも、空港でツアーメン
バーと無事合流できた。
マイティ・ネパール本部でお菓子の詰め合わせ
作業を施設に住む女の子たちと一緒にする。毎年
やっているとのことで、女の子たちの作業が早く
て競争のようになっていた。

8 月 7 日（水）
プリベンション・キャンプ卒業生とピクニック
に行く。食事の提供や、ダンスをしたり公園内の
散策、手品のお披露目をしたりと、野外活動（レ
クリエーション）の場を提供する。みんなとても
おしゃれして化粧していた。

8 月 4 日（日）
午前中、マイティ・ネパール本部を訪問する。
問題を抱えた女性たちのワンストップの相談窓口
で、弁護士２名が常駐しており、そのうち１名は
今抱えているケースが 20～25 件で、レイプケー
スが増えているとのこと。またカウンセラーもい
る。問題を抱えた女性から人身売買などの被害を
聞き出し、適切な支援に繋ぐ。女性 1 人で帰らせ
るようなことはしないのだと。
施設の中には寄宿舎があり生活ができて、別棟
には病院があり入院もできる。ここは日本でいう
と女性相談センターとか婦人保護施設といったと
ころだろうか。
午後、ホスピスを訪問する。HIV ポジティブの
女性たちの入所施設で、利用者の多くは知的障が
いや精神障がいがあるようだ。ある程度年のいっ
た人も見受けられ、行き場がないからとのことだ
った。利用者の何人かはビーズ作業をして現金収
入を得る人もいて、そのビーズ製品の検品を手伝
った。ビーズのもの作りはとても細かい作業。
「こ
れを作った女性は、最初は全くうまくできなかっ

8 月 8 日（木）
ヘタウダからカトマンズに移動する。午後、ラ
リグラスの商品買い付けに同行する。
8 月 9 日（金）
NDWS（ネパール障がい者女性協会）を訪問。
ここのデイケアセンターで約 15 人の障害のある
子（18 才まで）が送迎付きで毎日通所している。
一般の学校に受け入れてもらえない重度の子たち
とのこと。
NDWS は他にも外部への啓発プログラムや、日
本でいう障害者手帳の登録・発行手続きをしてい
る。
午後、就農プログラム予定地と、サラスワティ
という障がいのある女性宅を訪れる。
サラスワティの家族は地震で被害を受け自宅を
再建し、他の家族は新たな家に住んでいるが、サ
ラスワティと彼女の母親のみが、新居のすぐそば
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の仮住まいのあばら家のような所に取り残され生
活をしているのだという。日本で一昔前にあった
座敷牢のようで、何とも言えない気持ちになった。
障がい者差別はどこも同じだ。
ラリグラスは NDWS のドナーだけど、これがネ
パール国内で、海外からの支援なしに自分たちで
資金調達して活動できるようになれば、それが本
来の姿だろうと思った。
8 月 10 日（土）
ホスピスの女性と子どもたち、マイティで寄宿
舎生活をする子どもたちとピクニックに行く。
やはりここでも女性たちがおしゃれして来てい
た。
子どもたちのダンスがうまくてびっくり、聞く
とダンスクラスがあるという。それにしても子ど
もたちは元気。
近くのお寺参りにみんなで行く。ミツコも行く。
ミツコを見る周りの人の反応が超面白い。
特にマイティの寄宿舎生活をする生徒たちやホ
スピス入所者には日常において外出する機会がほ
ぼなく、年 1 回の貴重な外出になっているとのこ
と。
8 月 11 日（日）
マイティ本部訪問。
人身売買が日本人の私にはまったく身近ではな
くピンとこないのだが、ネパール人女性が組織的
に売買されインドなどに売られることが問題にな
っていて、それを支援する団体も複数あるという
ことを、私は今回初めて知った。人身売買の背景
には、貧困や女性差別があることも。
ツアーは、ただ参加するだけでなくラリグラス
の活動に一緒に参加させてもらったような感じで
ひとつの学びとなった。
また何年後かに、あの女性たち、あの子どもた
ちの姿に会いたいなあと思う。
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3 度目のネパール
今まで以上に DEEP なネパール

と思っていましたが、実際は会っていない他の時
間に女の子自身考えることがたくさんあって、い
ろんな決断があってカトマンズに来ていると思う
と全否定することもできず、とにかく変な人に捕
まらないでほしいと願うことしかできませんでし
た。
支援をし続けることによって助けられた子たち
も計り知れないと思います。しかし、それでも溢
れてしまう子、それでも出稼ぎに出る子、被害に
遭う子がいる事実を知るともっともっとやり続け
ていかないといけないなあと実感するばかりでし
た。

峰崎はなこ

◯カトマンズ
ここ最近マイティでは悲報が続いていると聞き
ましたが、その影響が子どもたちにも響いてい
て、普段は元気いっぱいな生活をしている子たち
もいつ最後に会うことになるかわからないという
不安で寝られなくなっている子に会うと何かでき
ることはないのかと思いました。
3 回目になると私のことを覚えていてくれる子
もたくさんいて、ささやかながらただいま！の気
持ちにさせてくれました。
こんなにもかわいくていい子たちが、HIV に
感染しているなんて、会っただけでは全然わから
なくて、けど毎日薬を飲んでいて、恋愛も好きに
できるのかな？ とか考えると胸がギューと今で
もなります。

◯はじめに
最初にツアーに参加したのは 4 年前の 2015 年
でした。そこから 2 年おきに参加させてもらって
いて、なんだかんだ今回で 3 回目のツアーになり
ました。
今回は少人数ツアーということで、ビールガン
ジの国境はインドギリギリまで行くことができ、
カトマンズのダンスバーにも行き、実際に女の子
たちにお金をばらまく男性たちを目の当たりにし
ました。タバコ片手にお金をばらまく男と少ない
額のお金でもありがとうと言ってその度に頭を下
げてお金を受け取るダンサー。人をお金で買って
いるとは違うかもしれないですが、すごくすごく
悔しい気持ちでいっぱいでした。

◯おわりに
“知ることも支援”
という言葉がありますが、そこから実際に自分が
どうアクションを起こせるかがとっても大切だと
思います。
“お金” “人に伝える” “現地で自分が活動す
る”
他にもいろんな方法がありますが、知って可哀想
だなと思うだけでは絶対終わりにしたくないで
す。アクションを起こし続けられるようにしたい
と思いました。

◯ヘタウダ
ヘタウダは本当にとにかく遠くて、暑くて行く
のは大変ですが（以前より道はよくなっているも
のの、ハリケーンの影響で崩れているところも
多々あり）カトマンズへ帰る道の中、やっぱりま
た来たいなあと思ってしまう場所でした。とにか
く女の子たちがかわいい。純朴できれいだからこ
そこのまま汚れないでほしいと切に願いました。
以前ヘタウダで仲良くなった女の子はカトマン
ズへ移動しており、会うことができませんでし
た。ドバイに出稼ぎに行くと言っており、なんの
仕事かもわからないとのこと。私が会った時間は
わずか 2 日×2 ですが、勝手にすごく近い存在だ

まり子さん、ラジャさん、しょうこさん、大野
国さん、きょうこさん、もなちゃん
短期間での参加でしたが、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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