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【日本・ネパール文化交流倶楽部の目的】この法人は、日本とネパールの国際交流と相互理解を目的として、
文化振興・国際交流に関する事業を行い、異国間交流により相互理解を深める機会を提供することにより、日
本とネパールの友好関係の構築に寄与することを目的とする。
（定款より抜粋）
【歩み】第７号刊行 ごあいさつ
４年前の３月、死者２万人を超える東日本大震災が起きました。私が長年お世話になっている東北で、し
かも自宅がある宮城県七ヶ浜町も甚大な被害を受けました。当時、日本・ネパール文化交流倶楽部はまだ学
費支援も２年目、会員数も 40 名に満たない市民団体でした。１か月と経たないうちに当時の県内外の会員
様から暖かいご支援を頂き、自分たちが出来ることを、と、津波の傷跡を眺めながら、炊き出しで避難所を
回ったのを鮮明に覚えています。
日本全体が自粛ムードの中、ネパール交流ツアーは参加者が集まらずキャンセル。今でもそうですが、多
くの日本人が心の安らぎとケアを必要としていました。そんな中でも学費支援事業に参加し続けてくださる
方のおかげで、今年で学校に通える子供が 130 人を超えるまでなりました。
そして今度は生まれ故郷が大地震に見舞われ、一瞬、頭が真っ白になりました。しかしある会員さんから
の声が聞こえた様な気がしました。その方は、私に誘われネパールに２度も足を運び、学費支援から炊き出
し、NPO 法人設立まで心から応援してくれた友人。悲しいことに 2 年前、天国へ旅立ってしまいましたが、
「今度もしっかりやって！」と言ってくれてるんじゃないかと。そこでネパール大地震の次の日、さっそく
事務局から支援を呼びかけ、集まった義援金を持って、6 月にネパールへ帰りました。
行ってみると、故郷の村人たちは初めて経験する大地震と甚大な被害に対する恐怖と悲しみの中、本当に
大変な日々を送っているはずなのに、明るく前向きに生きようとしていました。それを見て、これからもっ
と大変な 2 次災害や生活再建の苦労にも負けずに、何とか笑顔に生き続けられれば、と学費支援している親
を中心に、見舞金として配布いたしました。皆様の温かいご協力に、心から感
謝いたします。東北の復興もまだ途中です。この身近な 2 つの大震災で、生き
残った人が楽しく生きられる力になりたいと思います。そして未来の希望とな
る子供たちの教育が後回しにされないよう、底辺の子供たちへの学費支援を続
けていきたいと思います。これからの長いネパール発展の大きな力になると信
じて。これからも宜しくお願いいたします。

理事長 アリアルサンジブ

ネパール中部大地震の発生につき、メディア取材や募金活動に追われる中、5 月
31 日をもって平成 26 年事業年度が終了いたしました。理事長が第 1 弾支援と視
察の為、ネパールへ帰国中の間の決算と報告書作成となりましたが、予定してい
た 7 月 5 日（日）に無事、NPO 法人の正会員で構成される第 2 回通常総会を開
催することが出来ました。前年度、新たに 8 名の支援者の方が正会員の仲間入り
してくださいました。
総会では、理事、監事を含む合計 9 名が参加
され、事業・決算報告、今年度の事業計画と予
算、又理事の選任などについて審議し、また大
震災における影響なども理事長から詳しい報
告がありました。当日、遠くから参加された正
会員の皆様、本当にお疲れ様でした。今後とも
どうぞ宜しくお願い致します。
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第1期
フューチャーフラワー基 第 2 期
金第 11 期は、新たに 18
第3期
名の支援者が加わり、今
第4期
期までで子供は合計 136
第5期
名に達しました！新しい
支援者様（宮城県５名、
第6期
東京都３名、神奈川県２
第7期
名、石川県２名、大阪府２
第8期
名、大分県 3 名）、これか
第9期
らどうぞ宜しくお願いいた
第 10 期
します。口コミとご紹介くださった会員様、有難うございました。
今回から支援する子供たちを選ぶため 3 月 15 日より事務局の鈴木 第 11 期
がネパールへ。同月 28 日に無事帰国し、短い滞在でしたが、
3 日間のカトマンズでの調整日以外はネパール農村の村々を
転々と移動しながら今年の春から第１１期、新規学費支援を
受ける子供１７名を選びました。行った先々ではこれまで支援
を受けて通学している子供たちとの面会、それから新しい子
供の面接を行いました。

子供計

1

まず首都から向かったのは、今回が交流倶楽部として
は初めての訪問、インド国境のバラ郡。その村出身の若者
の案内で、村までの直行ジープに乗り込み約 7 時間。初
の車酔いと疲れでもうろうとした意識の中、急な山脈を
幾つも超えていった先にサパヒ村はありました。そこに
住む 3 人の子供が支援を受けて学校に通っています。そ
の晩は蛍の光と蚊帳の中、早めに就寝。次の日早朝、子
供達と一緒にスクールバスで学校へ。生まれて初めて見
る外国人（私）に対する、憧れと混乱のまなざしの子供た
ちと逢いました。別な学校にも立ち寄りながら村を歩い
ていくと、全員裸足の集落にも立ち寄り、まだまだ教育
が必要な人々がいることも実感しました。
翌朝、バラ郡からカルパナさんと二人で、来た道とは
別のルートでバスを 4 つ乗り継ぎ、夕方ダディン郡ナラン
グ村に到着。そこでお世話になったお家には近くにトイレ
がなく大変な経験をしました。翌朝、4 人の面接後、炎天
下 2 時間歩き、別の子供の家へ。お世話になるお宅では
貴重なミルクやヨーグルトがよく出されますが、おなか
の調子が悪く受け付けなくなっていた時に、このお宅で
はゆで卵を頂き感激。体調を考えてその日はその家に泊
めてもらうことに。その家の長女が、私に見せたいと村散
策に連れだし、外資系のコーヒー園や新しくできたロッジ
式ホテルを見学だけしました。

そこには近くに水場があり、なんと 5 日ぶりの水浴び！
カルパナさんもようやく故郷の村に辿り着き、やっと一
息といった感じでした。
私のマイディ村の滞在はこれが 4 度目。再会した学生

たちは、私の手伝いで、嬉しそうに日本の支援者に手紙
を書きました。泊めてもらうお宅は、夫を亡くしたり、現
金収入がなくただでさえ毎日の生活も大変な家庭で
す。子供全員の様子を確認したい気持ちはありますが、
村に長く居ればいるほど、彼らの負担になってしまいま
す。100 名以上の子供が暮らすマイディ村でさえ、私たち
が自活できる専用の宿舎がありません。支援の枠はすぐ
さま埋まり、カトマンズを出て 7 日目の朝、雨が降る前に
と、バスで約６時間かけ首都に戻りました。
村でも町でもお世話になる現地コーディネーターの
カルパナさんは、パソコンも英語も不自由です。そんな
彼女の為に、手書きで子供リストを作ったり、支援金を包

む封筒に名前を書いたりといった作業をしました。ネパ
ール語がまだまだ不自由な私ですが、回数を重ねるに
つれ、学校にいけない子供に教育の機会を与えるとい
う共通の目的の下、絆が深まっていくのを実感しまし
た。また、純粋で我慢強くて、心優しい村人

翌朝、おなかの不調が続いていた私を

の協力も、この事業にはなくてはならない

気遣い、親切な村の先生がバイクに乗せ

ものです。今後も彼らに寄り添い、共に理解

てくださいました。元気を取り戻し、子供に

しあえるレベルでの教育支援を続けていき

逢いながら丘を登り、前回もお世話になっ

たいと、心を新たにしたのでした。
（報告者：鈴木涼子）

ているマイディ村のおばあさんのお宅へ。
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