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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９号刊行 ごあいさつ 理事長 アリアルサンジブ
親愛なる日本・ネパール文化交流倶楽部の会員の皆さま、いつも多大なるご理解とご支援をありがとうござい
ます。おかげさまで無事にこうして当会発足 9 年目、NPO 法人となって 4 年目を迎えることができました。
東日本大震災や最近では熊本大地震など日本国内だけでも悲しい出来事が続いている中、私の故郷である遠く
小さいヒマラヤの国の子供たちにご支援をいただいて、また直接ネパールまで足を運んでいただいて、本当に
幸せを感じる日々を過ごしております。
今回の 3 月の滞在は、実家の両親の世話、新サポーターのラクシュミさんとのヌワコット郡での打ち合わせ、
ダディン郡訪問、「交流の家」建設予定地調整などの業務に追われ、慌ただしい 2 週間でした。
去年は４月の大地震に加え、秋ころから続いたインド国境封鎖による深刻な燃料不足等により、ネパールの
人々は辛抱強さを試されたような一年でした。今年３月ごろからようやく封鎖が解除され物資の輸送が再開し
ました。しかし震災以前より続く急速なインフレと震災による観光業への打撃は、現金収入が極めて低い人々
の生活を大変苦しめています。そんな中ネパール政府は弱いなりに、インド頼みだった輸入を隣国の中国から
も入れるようにするなどの改善を試みました。世界遺産の再建や被害者の救済はまだ道半ばです。しかしネパ
ール人が共通して願っているのは、観光業をもう一度盛り上げたいということです。神聖なヒマラヤと熱いホ
スピタリティーで皆さんを待っていますので、是非一緒にネパールに行きましょう！

日本・ネパール文化交流倶楽部の学費支援フューチャーフラワー基金で第１期（平成 20 年春）より支援を受けていたマ
イディ村出身のビノド・カナルさん
ビノド・カナルさん。去年めでたく日本の教育に当たる高校を卒業し、首都にあるインド系製菓卸会社で
ビノド・カナルさん
働きながら、短大に通う生活を始めました！
長年支援してくださった支援者はもちろん、皆様にこうして成長の姿をお見せできること、本当
にうれしく思います。今回、ネパール在住サポートスタッフのサルミラさん（以下、Ｓ）に、ビノド君
（以下、Ｂ）のインタビューをしてもらいましたので、一挙ご紹介しちゃいます！

初めての面接
時のビノド君
（当時 10 歳）

S. まず第一に、高校ご卒業そして自立で 自分で商売できるようになりた 5 年前マイディ村で
お母さんと（当時 13 歳）
きるようになったこと、おめでとうござい いです。
S. どうやったら故郷の村や国の発展に一番貢献でき
ます！首都での暮らしはどうですか？
ると思いますか？
B. まだ街での生活に慣れていないせいか

もしれませんが、ダディン郡での生活の方
が楽しくて幸せだったように感じます。街の暮らしは
ものすごく退屈です。でも良い点もありますよ。ここ
で仕事をし始めてから、私はもっと自信を持てるよう
になり、人と話をすることに抵抗がなくなりました。
それから教育面でも収入面でもダディン郡よりカトマ
ンドゥの方が良いです。自立して生きられることが今
の喜びになっています。

S.今後ダディン郡に帰ることは考えていますか？
B. はい…出来る形で故郷の発展に貢献したいと思っ
ていますが、今のところ具体的な道は見えません。今
の仕事は自立して生活するために何でもやらなければ
いけないという気持ちだけでやっています。正直に言
えばあまり興味のある内容ではありませんが、いつか

B. ビジネスを勉強している学生として私はビジネス
マンになりたいですね。今は経験もアイディアもあり
ませんが、商売で経済的に貢献するだけではなくて、
社会的、道徳的にも良くなる方法を考えられるように
なりたいです。

S. 日本・ネパール文化交流倶楽部を通して、日本の支
援者から受けたサポートについてどう思いますか？
B. 一番助けが必要だったときに助けていただいて、本
当に心からありがたいと思っています。日本人という
のは世界で最も働き者で余裕がある人たちだと聞いて
育ちました。そして私が長年受けたこの支援で、本当
にそうだと強く感じています。出来ればいつか私も同
じように、より恵まれない人を助けてあげられるよう
になりたいです。自分の様に田舎で良い教育を受けら
れない子供たちの為に出来る形で貢献したいです。
（裏面へ続く）

ＮＰＯ法人 日本・ネパール文化交流倶楽部 事務局（「ネパールの家庭料理カトマンドゥ」内）：
宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-7-8

AD ビル１F

Tel/Fax: 022-256-7851

E-mail: japanxnepal@gmail.com

S. 日本・ネパール文化交流倶楽部について、こうしたほうがいいなどの提案はありますか？

少年から青年に
成長したビノド
君（18 歳）

B. 私達が受けた支援にはとても満足しています。街と違ってほとんどの村にはＡＴＭのような
銀行システムやバスもない為、世話してくれるカルパナさんが支援金を一人ひとり歩いて手渡す
のは大変な苦労だと思います。また私たちの家は十分な設備が無いので、日本からわざわざ来る
スタッフや支援者が安心して泊まれる家もあったら良いのではないかと思います。

S. 最後に、あなたに支援をくれた日本・ネパール文化交流倶楽部の会員さんに何かメッセージ
があったらお願いします。

B. 私の家族が経済的にどん底に落ちてしまい食べ物にも困った時に私を見つけてくれ、これまでの支援を与
えてもらったことにいくら「ありがとう」と言っても足りません。もしこの支援がなかったら、今こうしてい
る自分がいたかどうかもわかりません。感謝という言葉だけでは言い表せないくらい、有難い気持ちです。
（完）
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16
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3 月中旬から 2 週間、ネパールへ里帰り＆出張に行っていたサンジブ理
第2期
2010・10
28
31
事長。無事に村での子供達の面接などの忙しい日程を終え、予定通り帰
第3期
2011・4
37
41
国しました。今回の第 13 期フューチャーフラワー基金（学費支援）では、新
第4期
2011・10
47
61
規支援者 14 名（宮城県 10 名、群馬県１名、神奈川県１名、大阪府１名、福
岡県１名）、子供 16 名分のお申し込みがあり、子供の数は合計 155 名にな
第5期
2012・4
56
74
りました！口コミ、ご紹介いただいた既存会員の皆様、ご理解いただいた
第6期
2012・10
67
87
新規会員の皆様、本当にありがとうございます！
第7期
2013・4
78
99
しかしながら、今期から様々な事情で支援を続けられなくなった方はこれ
第8期
2013・10
84
106
までで一番多く 7 名。その方々の支援を受けていた子供達を再度訪問し、
第9期
2014・４
91
112
まだ全員が中学を卒業しておらず、家庭も未だ困窮していることを確認い
たしました。誠に勝手ですが、今回は支援中止の人数が多い為、新規の支 第 10 期 2014・10
98
119
援者の方にも 6 名分お引継ぎいただき、残り 1 名はあと一年で中学を卒業 第 11 期
2015・4
112
136
する予定ということなので当倶楽部がこれまで頂いた寄付金からサポート
第 12 期 2015・10
127
147
を継続します。ご了承ください。
132
155
今回もダディン郡とヌワコット郡の本当に大変な状況の子供たちを選 第 13 期 2016・4
ぶことが出来ました。家族や保護者の話を聞いていると、本人たちはまだ幼く自
分の置かれている状況が分かっていないことがせめてもの救いに感じてしまうほ
どの現実がそこにはあります。毎年の支援で学校に通い、子供たちに笑顔がもっ
と増えればきっと家族にも希望も見えてくるはずです！
ひとまず支援を決定した子供達に、人生の方向性を自力で決められる大人に
なる手助けをするのがこの基金の目的です。ネパールの教育や設備自体の不十
分さを指摘する声もありますが、だからと言って読み書きを覚えることにまったく
意味がなく、農業や家畜の世話だけを覚えれば十分ということではないのです。
成績や将来の職業も大切ですが、学校での経験
経験や中学や高校をちゃんと卒業し
経験
たという“
“自信”
自信”がきっと彼らをもっと強くするでしょう。これからも皆様の温かいお
気持ちとお力をどうぞお貸しください。宜しくお願いします！！

当倶楽部ではこれまで日本とネパール両サイドで、お手紙の働きかけを続けています。
今回は日本から 4 通、ネパールから 16 通のお手紙を届けました。ネパールでは義務教育
が未だ普及途中で長年識字率が低かったといった理由で文通の文化がありません。家に固
定電話も携帯電話もない村の子供達にとっては、お手紙しか日本の支援者とやり取りする
方法がありません。カメラを持っていない為、写真に一言添えでも、大変喜ばれます。便
せんなども事務局へメールで言葉を添えて送って頂ければ、こちらで用意したもので代筆
のお手伝いもいたします。
「こちらからお手紙を出したけれどまだ返事が来ない（泣）」と
いう方は、どうぞ気長にお待ちください。子供たちにとっては、家のお手伝いに加え、初
めて学校で勉強することや友人と遊ぶことで精いっぱいかもしれません。いっそこちらか
らツアーに参加して会いに行ってしまうっていうのも手かもしれませんね。

ある女の子の絵手紙。
気持ちが伝わってきます。
お手紙のヒントは
手紙のヒントは当倶楽部
のヒントは当倶楽部
HP でより詳
でより詳しくご紹介
しくご紹介して
紹介して
います！
います！

編集後記 卒業したビノドさん、本当に良かったですね。そしてもう一人現在理事長の甥っ子でフューチャーフラワー基金第１号のケシ
ャブ君も、日本留学を目指して勉強中です。日本留学が叶えば、当プロジェクトの初快挙。そして卒業する学生がこれからどんどん増えま
すが、お気持ちのある方は、まだ小学校さえ通えない子供達へ支援を是非続けていただけることを切に願います。 (事務局長)
NPO 法人 日本・ネパール文化交流倶楽部 事務局（「ネパールの家庭料理カトマンドゥ」内）：
宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-7-8

AD ビル１F

Tel/Fax: 022-256-7851

ホームページ: http//japanxnepal-club.com

