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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８号刊行 ごあいさつ
今年も残りあとわずかとなりましたが、日本全国の会員様、いかがお過ごしでしょうか。私共の社会貢献活
動にご理解とご協力を頂き、心より感謝しております。
今年で来日して 33 年が経ち、現在当団体の拠点となっているお店「カトマンドゥ」は今年 10 周年を迎
えることが出来ました。交流倶楽部が生まれたのはオープンして間もない頃。今とは違ってまだ当時仙台に
はネパール人留学生が数えられるほどしか来ていませんでした。求人や暮らし全般に関する情報を求めて学
生たちが訪ねて来ては、日本語ができない学生たちと親切に交流をし、ネパールに興味を持ってくださった
お客様たちが中心となり、自然発生的に始まったのが日本・ネパール文化交流倶楽部です。
それから数年かけて、観光地ばかりでなく、ネパールの田舎の暮らしに触れ日本人が忘れかけている“何
か”を見つけて欲しいと思い、交流ツアーを継続してまいりました。その参加者の一人から始まった 1 対 1
で顔の見える学費支援は、6 年目の今、全国 120 名以上の支援者が 140 名以上のネパールの子供達の通学
を支えるプロジェクトになりました。
今年の 4 月にネパールが大地震に見舞われた時は、ただでさえ貧弱な社会基盤で生きていくことさえ大変
な底辺の人たちの為に義援金や、私共の活動にたくさんの応援の言葉を頂き、大変心強く感じております。
さらに諦めかけていた 9 月のツアーも少ない人数ではありましたが、わざわざ子供に会いに参加してくださ
った会員様。お陰様で、生まれて初めて会う外国人と夢のような交流の時間をあの子供たちに与えられた
ことは、彼らの輝く純粋な目を見て本当に大きなことだと感じました。
私の故郷はようやく雨季が終わり、寒い冬が来る前に地震で倒壊した家
や学校、道路などの再建を始めなければいけません。しかしインドとの国
境問題による燃料不足が深刻さを増し、明日の見通しも立たない生活が続
きます。そんな状況でも、“今”をたくましく明るく生きている故郷の人々、
特に子供達への支援を続けていきます。大地震でも壊されなかったネパー
ル人の“give and give”の精神がもっと日本や世界に広がりますように。
9 月カトマンドゥタメル地区の弟さ
んのお店で

今後とも宜しくお願い申し上げます。

この度、大地震後初の交流ツアー
に参加した、新会員でフリーライ
ターの平間真太郎さんから感想を
頂きました！

理事長 アリアルサンジブ

子どもたちの笑顔が忘れられない。
学費支援を受けている子どもたちと
のピクニックで、色とりどりの風船や絵本、お菓子に目を輝かせていた。
夢は学校の先生や医者と話す子たち。「教育は将来に希望を持たせ、
人生に選択肢を与えてくれる」。出発前、私にそう話したサンジブさん
の言葉がよみがえる。ネパールの子どもたちにとって勉強を続けること
は簡単ではない。学費支援で希望の灯がともる子どもが１人でも多く増
えることを願う。 平間真太郎

10 月 3 日のピクニック集合写真/平間さん提供

また、平間さんは当倶楽部のネパール大地震の支援活動についてのレポー
トを執筆され、東北学院大学発行で現在発売中の「震災学 vol.7
vol.7」
」に掲載され
ています。多くの方に読んで頂きたい内容となっておりますので、是非ご覧
ください！（発行：東北学院大学，出版：荒蝦夷，定価本体 1800 円）
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フューチャーフラワー基金第 12 期は、新たに 15 名の支援者が加わ
り、子供の数は合計 147 名に達しました！ 新しい支援者（宮城県 3
名、東京都 2 名、神奈川県 2 名、新潟県 2 名、沖縄県 2 名、岩手県・
福島県・栃木県・奈良県それぞれ 1 名）の皆様、これからどうぞ宜しく
お願いいたします。
2015 年 10 月から支援を受ける子供たちを選ぶため、サンジ
ブ理事長が応援ツアーご一行と共にネパール
ネパールへ。10
月3日
ネパール
にはダディン郡ササ村にてマイディ村の子供達とピクニック
を開催しました（片上さん・淡路さんレポート参照）。今期か
ら支援に参加し、さらに現在青年海外協力隊でダディン郡に
赴任されている新会員の阿部さんも、現地の学習教材等のお土産を沢
山持ってピクニックに合流してくださいました！
ツアー終了後も深刻な燃料不足が続く中、3 日間かけてようやく闇ル
ートでガソリンと車を手に入れ、理事長は故郷マイディ村へ。悪路の為
車が立ち往生し、途中から徒歩で片道 4 時間歩いたそうです。
数日後、別の車でヌワコット郡へ。ヌワコットは 4 月の大地震で甚大な
被害を受け、ネパール政府から優先地域に指定されています。子供が
我々の支援を受けて学校に通うシングルマザー、ラクシュミ
さんの協力を得て、ヌワコット郡の農村でまだ学校にいけな
い子供達を面接しました。
ラクシュミさんの一人息子アシス君は現在 5 年生で毎日
学校に通っています。夫を亡くした後自立の為義理の両親
を説得し、自ら高校を卒業した彼女は、大地震後、現地サポ
ーターのサルミラさんを通して、所属する「シングルマザー
の会」約 50 名への緊急支援を要請。5 月中旬に日本で集め
た義援金を使い緊急物資を届けることが出来ました！
今回、彼女が探してくださった子供は、親が精神的に弱かったり、大
地震で親を亡くしたり、もともと孤児で学校に通わせてもらえなかった子
供等が目立ちます。現在仮のテントやトタンを張り合わせただけの仮設
住居に暮らす彼らは今後ますます通学が困難になるだけでなく、労働
者として搾取される可能性も高まってきます。
日本円にして月 1000 円の支援が今の子供達とこ
れからのネパール社会にどれほど大きな希望と変
化をもたらすか。ますます多くの理解と賛同、そして
与える喜びを分かち合う仲間を増やしていきますの
で、皆様のご協力どうぞ宜しくお願い致します。
ラクシュミさんと息子のアシス・フヤル君（8 歳）

今年 4 月のネパール大地震を受け、発生翌日から仙台事務局と銀行
口座に集まった義援金は総額
総額約
総額約４１５万
４１５万円になりました！本当に多く
の皆様のご協力に心より感謝いたします。6 月～9 月にかけ、募金に
ご協力いただいた東北学院大学災害ボランティアステーション様、東
北学院中学高等学校様、そして東北公益文化大学の武田ゼミの皆様
へ、ネパールの現状と被害の状況、私達の支援の仕方について講演
させていただく機会も頂き、学生さん達とも交流を深めることが出
来ました。12 月にはロータリークラブでの講演を予定しております。
もし皆様の地域でもネパールの
ネパールの話を直接聞いて
直接聞いて現状
いて現状を
現状を知りたいとい
った場合は、遠慮なくご相談ください！
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127
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今年度卒業生が２名！
７年目を迎えたフューチャーフラワー基
金ですが、なんと今年 2 名の学生がめでた
く卒業し、このプロジェクトを終了しまし
た！一人は学生第 1 号のケシャブ・アリア
ル君(17 歳)。現在は 6 年間支援を続けてく
ださった仙台の佐々さんの別口の奨学金
により、日本留学を目指し村から首都に移
り住み日本語学校に通っています。もう一
人は第 14 号のビノド・カナル君(18 歳)。彼
は短大のビジネスコースを終了し現在首
都で就職し、自立の道を歩み始めたばか
り！次回のニュースレターでは、この二人
の卒業インタビューを掲載する予定です。
お楽しみに★

当倶楽部では毎年ネパールツアーを企画し
参加者を募集しております。今年は会員４
名が参加し、子供達と大自然の中ピクニッ
クやヒマラヤ遊
覧飛行等を楽し
みました！

編集後記 今年はネパール大地震といった想定外の出来事に見舞われ、震災当時の学費支援の子供達 136 名全員が無事だったこと
は不幸中の幸いでした。しかし 9 月から続いている物資不足でさらに大変だろうと心配しておりましたが、ピクニックでの子供たち
には飛び切りの笑顔がありました。どんな苦難でもあの笑顔なら子供たちは乗り越えられるのではないでしょうか。(事務局長)
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