発行：特定非営利活動法人

日 本 ・ ネ パ ー ル
文 化 交 流 倶 楽 部
発行日：
発行日 ： 平成２
平成 ２ 9 年 01 月 22 日

【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１０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。当会発足4年目の2009年に、フューチャーフラワー基金という教育支援を一人の子供からスタートし
ました。おかげさまで8年目となり170名を超えるまでになりました。心から感謝いたしております。
その第1号は今日本に留学しています。この支援で学校に通えたことにより、日本とこの国の人たちを好き
になり、実際に来て日本語を勉強しようという夢を持つことができたことで、ここまでやって来ました。この
就学支援に対する皆さんのご理解と強いサポートが無かったらここまで続けることは不可能でした。
まだ我々の支援が届いていない場所でそもそも学校に通うことが難しかった子供達が、大地震で親や家を失
いました。そういった子供たちが大勢います。もっと支援の輪を広げる必要があります。ぜひ皆さまの周りに
も支援している子供や他の困っている子供の話をして、広めるお手伝いをお願いいたします。実際見ないと説
明が難しいという方は、ネパールまでお連れします。そして子供に一度でも会ってあげてください。

本年 9 月彼岸明けに、私共
が寺として支援をしている
ネパールの生徒たちに逢っ
て来ました。以前よりサン
ジブ理事長から現地視察訪
問の打診を受けておりまし
たが、なかなか叶わず今般
漸くの運びとなりました。交流俱楽部のツアーの日程
とは都合がつかず、一人のみの訪問となり、また寺の
行持の都合もあり二泊三日の強行軍で、理事長をはじ
めスタッフの皆様には面倒をお掛けし恐縮しておりま
す。結果的には、悪天候による道路状況で村には入れ
ず、支援している生徒 6 人のうち 3 人に面会しました
が、理事長曰く「精一杯いい格好をして支援者に会い
に来ている」と云う事もあり、生活状況を生で確認す
ることは出来ませんでしたし、意思の疎通も儘成りま
せんでしたが、彼らの仕草や表情から、支援への感謝
や未来への希望は充分くみ取れた気がします。
私共は「気の毒であるから。かわいそうであるから。」
と云う理由でネパールに支援しているのではありませ
ん。子供たちの表情を比べれば、我が国の子供たちの
ほうが余程気の毒かもしれません。屈託なく遊んでい
るネパールの子供を見れば、
「騒がしいから、保育園や
公園を作るな。運動会は音楽なしでやれ。」と言う訴訟
があったり、学校での虐めや親から虐
待が日常の問題になったりしている日本
の子供のほうが可哀そうな気がします。
それを放っておいて良い訳は無いのです
が、私たちの力には限りがあります。

私共の寺としては、鎭守神社の復
興・小学生の通学合宿・オヤジの
会の拠点化など通じて、地域の子
供の成長を御手伝いしております
。その広がりにおいて、親日・佛
ラマさんとアプサラさん
ラマさんとアプサラさん
教という関わりの中でネパール
の子供の支援を考えております。現在、海外に行いる
日本の子供たちが、従軍慰安婦や南京虐殺」などの謂
れのない捏造の過去で虐められる事案が有ると聞きま
す。そのような時、ネパールの子供たちが「手を差し
伸べてくれる、友人」に、やがて育って貰うため、そ
の心に「友人としての日本人」のタネを蒔くための支
援を、私共の寺ではしているつもりです。
「おカネを出すから友達に成ってくれ。」という事で
はありません。支援を通じて日本を知り、日本の真実
に気づいて貰えれば、政治的な「過去の捏造」など直
ぐに濡れ衣と判るはずです。「情けは人の為ならず」
と云う諺がありますが、
「対等な友人として手を貸す」
ことを目的とし「有限の資金から最大の効果を引きだ
す」為には基金の教育支援が最適であることが今回の
視察で確認できました。サンジブ理事長も此処の必要
性から、万端の準備をしてくれたものと存じます。
「百聞は一見に如かず」とは謂いますが、もともと事
業に微塵も疑いは無かったので、
「しんどかったなぁ」
という思いは正直なところ否定できま
せん。しかし、確認できた以上「今後も
寺檀一致して、出来る限り手伝おう」と
云う決心は固まりました。(おわり)
高校を卒業するプラディプ君
高校を卒業するプラディプ君
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【会員レポートへの事務局からのコメント】
新聞掲載がきっかけで６年前より当法人のフューチャーフラワー基金で学生を支援されている正会員の金山さん、お忙
しい中時間を作って子供達に会いに行ってくださり、またご報告をいただき、ありがとうございました。滞在日数はたっ
たの 2 日ということでしたが、先に行っていたサンジブ理事長とダディンベシ（ダディン郡の郡庁所在地）まで行き、無
事に子供達と面会できました。彼らの表情から、“この人に支えられている”という「感謝」と「安心感」をより強く感じる
体験になったのではないかと読み取れます。また、支援候補の子供の面接にもお立ち会いいただき、当会の「なるべく
必要なところに直接支援を届ける」というやり方にも深くご理解を頂きました。本当にお疲れ様でした。
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ラクシュミさんと支援を
受 ける 息 子 のアシ ス君
とヌワコット郡で ↓

去年は 9 月末に長年支援をされている仙台の会員さんが、子供に初対
面、そして 10 月末には非会員の方で初ネパールという 5 名を連れて交
流ツアーと、震災後から 1 年半が経ち燃料危機も乗り越え落ち着きを取
り戻したネパールでは、当交流倶楽部のイベント盛りだくさんの秋でし
た。訪問された方々は体調を崩すこともなく、楽しくネパールと私達の
オリジナルの旅を満喫されたご様子でした。
７月まで募集した第 14 期フューチャーフラワー基金では、新規支援
者 18 名（宮城県 15 名、北海道１名、福島県１名、群馬県１名）と追加
支援 2 名分が加わり、新しい子供 22 名に支援を届けることが出来まし
た。また、現地の新スタッフ、ラクシュミさんのおかげで、地震で大き
な被害があったヌワコット郡の子供 10 名も選ぶことが出来、これまで
で顔の見える学費支援は合計 172 名に届けられています。ラクシュミさ
んも私達と仕事が出来ることをとても喜んでくださっています。これも
ひとえに皆様の長期的なご支援のおかげだとネパールスタッフ共に感
謝しながら、面接や支援金を配る段取りなどの一連の業務を終え、残り
の仕事を託してまいりました。
初めて訪れたヌワコット郡は震災後崩れたままの家屋や、再建のため
に解体され積み上げられた材料などが置かれているのが見られ、多くの
人々は未だトタンを張り合わせた仮設の小屋での生活を余儀なくされ
ていました。ダディン郡では見た目は大丈夫でも内部は壊れ住めなくな
った家をどうすることもできず、しかし生きるために家畜と農業と祈り
（祭り）の自給自足の生活をつつましく続けている人々に出会いまし
た。面接に来た子供達に会うと、まだまだたくさんの困っている人たち
が私達の支援を待っていると実感し、改めてこの事業の大切な意義を心
に刻むことが出来た滞在でした。

募集期間

参加者から
の感想

・「楽しい旅でした。今回初めて日本・ネパール
文化交流倶楽部という団体を知りました。ピク
ニックという村の子供達との交流に参加し楽し
いひと時でした。他のツアーにはない、交流の
他のツアーにはない、交流の
場で、ネパール人の村の生活が少しだけみえ
た気がしました。団長にはいろいろ気を使っ
た気がしました。
ていただき、疲れもなく日本に帰れます。」（女性）
・「毎日がビックリの連続でした。皆様の交流ツアーの内容も深く理解も
せず、参加してしまいました。深く反省しております。また、サンジブさん、
鈴木さん等の方々の熱心な行動に、人として、日本人として、とっても感
動致しました。」（男性）
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なるネパールにさあ、Let’s Go!!

編集後記 支援を受ける子供達一人一人が、一度でもいいから夢に向かって頑張るきっかけになればと願っています。誰も何も与えてく
れない厳しい環境に置かれた子供達は、学校に通うことから「希望」が生まれ、経験が「自信」につながります。支援第 1 号で去年秋に来
日したケシャブ君が、アルバイトと日本語学校の超多忙な新生活を頑張っているのを見てますますその思いは強くなります。(事務局長)
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