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認定NPO法人となりました !!

理 事  小 野 英 樹

「認定NPO法 人」この市1度 では、一定の要件を満たすNPO法 人に寄付を した場合、その寄付者には税制

Lの恩典 (所得控除)が認め られます。 NPO法 人が活動資金を外部か ら受けやす くする、いわば国のNP

O法人支援策です。

しか しこの認定NPO法 人は、認定要件などのハー ドルが高いことt)あ って全国にあるNPO法 人約 4万

法人の うち 2百法人弱 (全体の 04%)に とどまつているのが現状です。

当協会は、「ネパール遠隔地の小学校教育の向上をめざして、その女性教員 を育成す る」この活動をさら

に充実 し成果をあげてい くためには、ご支援をいただく皆様に少 しでもお役にたつ 「認定NPO法 人J市1度

の活用が足非 とも必要と考え、その認定に向けて条件の整備をすすめてまい りま した。そ して、この 7月 1

日に認定中請を行い、10月 1日 付
^を

もって国税庁長官か ら「認定NPO法 人J認定の通知をいただきましたし

認定を受 けるにあたつて当協会の活動に関 し国税 当局の調査があ りま した。「さくら寮Jの建設、現地学

校法人 「KoCoPJと の提携による教員の養成、教員になつてか らの給与支給などの活動面、さらには活

動を支える支援者の状況や経理の的確性な ど細部にわたるもので したが、問題は全 くなく、活動全般につい

て当局にご理解をいただくことができま した。

皆様のお力添えにより認定NPO法 人 として認めていただきま した。 しか し、このことで良 しとい うこと

ではあ りません。今後は、本制度の主旨に沿い、活動を充実す るとともに 日本 とネパール、この国際的な社

会貢献活動に一人で も多 くの方に参画 していただ くよう努めてまいる所存です。皆様のご支援 ご協力を重ね

てお願い申 し上げます。
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第 3期生が巣立ちました。

師になるとい

う夢を持つことが出来た。村に帰って教育の面で置き去 りにされ

ている村の女の子のために尽 くしたい と書いています。

卒業式 とい うt)の がないネバールで、学41た ちは緊張 した面持

ちで卒業証書を晴れがま しく授 与され、つづいて来賓の方々の励

ましの祝辞をいただきま した。卒業式の歌は、寮の歌 となった

「さくら、さくらJそ して、 「今 日の 日はさようならJを今村務

さんの指揮で歌いま した。

続いて、謝恩会にはい り、今村美知 子さんの指導のもとに作ったカ ップケーキとゼ リーのスイーツを戴き

なが ら、H年生によるダンスを楽 しみま した。また、金 さんは昨年 さくら)寮で指導 した絵画教室の成果をま

とめた冊子を生徒たちにプ レゼン トして 下さいま した。最後は、 JNFEA現 地代理人のクリシュナ さん作

詞の歌 「100本 のさくらJ― ネパールの各地に私たちは100本 の桜を植 えます― とい う歌を歌って楽 しい謝恩

会を終わ りま した。最後は、KCPの 先生たちと名残 を惜 しみなが ら、開会 とな りました。

この後。ス トライキでのびのびになっていた、修学旅行― カ トマンズヘの旅行に出かけ、友達 との最後の

ひ と時を過 ごし、 6月 7日 か ら、各々の故郷に向けて帰省 しました。現在は、各村の小学校で教鞭をとって

いることで しょう。

第 5期生の紹介

7月 10日 今年度の新入生選考委員会がさくら寮で開かれ (バ リジュウ校長、クリシュナ、岩谷栄了^、 マン

ジュ寮母出席)10人 の新入生が選ばれました。下記地図上の通 りです。名前の下は生年月日です。

今年で合計50人の生徒を受け入れたことになりますの100人 の女先生を育てるという日的の半分になります。

K.Gurungほ か、KCPの 先生方、そ して 日本か ら,

②
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2009句:店二7夫算 (Rs)

I 授業料関連

l KCP納 入金

2 学生募集費用

Ⅱ 学生関連

1 奨学金

2食 費

3  学生制月長

4 旅 費

5 健康診断

6 医療傷害保険

7 卒業関連費用

Ⅲさくら寮関連

1 光熱水等運営費

2 寮メンテナンス費用

3 建物保険

Ⅳ 賃金関連

1 寮 母

2守 衛

3 会計係

4 会計事務所費用

V 教員給与関連

1 教員給与

合 計

371,492

336,100

35,392

805,207

330,000

276,000

5,250

126,336

18,989

21,852

26,780

177,480

114,175

54,460

8,845

319,500

104,000

179,400

28,600

7,500

1,395,000

1,395,000

3,068,679

さくら寮経費の決算について

現地理事会報告

8月 14日 (土 )ポカラさくら寮にて 「ポカラブ

ロジェク ト現地理事会」が開催 された。

出 席 者 Mr.s BharlJoo Ms.Chitra K.Gurung

Ms.」 agadamba Thapa 山下泰子理事長 山下威士理

事 小野英樹理事 通訳 :Mr.C Katewada会 計係 :

Mr.Kurishuna さくら寮寮母 :Ms.Manjoo。

議題は以下の通りです。① 2009年度さくら寮会

計報告 ② 2010年度予算についての打ち合わせ ③

第 5期生の選抜についての報告 ④経理上の確認事

項の打ち合せ

理事 月ヽ野英樹

2009年度の さくら寮関係経費は、左記の とお り

3068千Rsと な りま した。 lRs=1.2円 で換算 します と

368万円です。 これは、前年度にくらべます と781千

Rsの増加です。主な増加要因は、

。さくら寮 (第 2期 )卒業教員 10名 の増加による教

員給与の増695千 Rs

。さくら寮守衛の賃金増50千 Rs

などです。

(注)さ くら寮卒業教員給 与の変更

現地の要望等を受けて2009年度か ら次の とお

り変更

給与 1人あた り月額

従  来      5,000Rs
09年度か ら 教員初年度 5,000Rs

2イ l・ 1支 5,300Rs

3年度 5,600Rs

なお2010年度には、さくら寮生20名 。卒業教員30

名のフル人員 とな ります。 このため、今後のさくら

寮経費は年間概ね370万 Rsがベースとな り、現地の

物価や寮施設 メンテナンスの状況、さらには JN「

EAの特別な施策などによる変動のみになると考え

られますc

① 2009年 度の会計報告は、KCPか ら公認会計士

により作成 された書類があらか じめ提出されて

お り、JNFEAの 会計担当によるいくつかの問

い合わせを除けば、妥当であると認められた。

② 2010年度予算については、学校授業料等の値上

げ、物価の値上がりによる食費の値上り分一奨学

金の値上げ、ガー ドマンの給与の値上げや、寮母

の交通費の新設、新たに修学旅行 。卒業式の費用

をさくら寮会計に計上することが合意された。教

員給与は、第 1期生-5600ル ピー、2期生-5300

ルピーとなる。

④



0について、今回の選考について、一期生ラ ミラの

妹が 入っているが、選考の公平性 とい うことか

ら、このような選抜は出来るだけ避けたい とい う

lll iI長 の発 言に対 し、バ リジュウ校長 t)F解 し

た。

Oについて、日本からの送金について、Manjuさ ん

経山で着 /TR日 とル ピー換算額を早急に 」NFE

Aの会計へ知らせることが確認された。

その他、文京学院大学とKCPの 交換留学協定の

調印がイ11わ オし、KCPか らの派遣学生は、ラミラ・

ブッダ第 1期生であることが報告された。

フォローアップ研修 2010 報告

llll事  岩谷栄了、 理事 深 Fl洋 子

第 3陣 |フ ォローア ップ研修会を、現地ポカラのさ

くら寮で次σ)よ うに実施 しま した。

・期  F胡  20101110メ 121日 -23日

・研修生 卒業生 (第 1～ 3期 )の うち参加22名 、

欠席 7イ|(空路の欠航 、乳児保育、急病等 によ

る)

。指導者  山 ド理事長 、岩 谷理事 、深 田理事、

バ リジュウ学長、パ ラジュー教育学部長、 レグ

ミ教育学訂
`助

教授 、パ ンデ ィ先生、テ ィ ミル シ

ナ先生マテマ元駐 国人使 、今村努氏、今村美知

子氏、中野まゆみ氏、 占田栄 予氏、 クリシュナ・

カテ ィワダ氏 (通訳者 )、 マンジュ寮母 (通訳ほ

か )

参観お よび激励訪問  日本か らの旅行者 6名

研修会内容  1 講演 (JNI「 EAの 期待す る

t)の 、教師の心構 え、栄養指導、生理学習 )

2 指導助 言 3.教 科σ)模擬授業、指導 方法

教授 (音 楽、数学 、英語) 4.グ ループ討議

と発表 (KJ法 ) 5。 実技 (エ ア ロビクス、

セパ タクロ製作、毛糸かぎ針 あみ、あや とり、

歌 と踊 り)

研修生は全員大変意欲的に参加 し、熱心に研修を

しました。また、理事長から「JNFEAの 活動が

各方面から理解され 3つの賞を受けた」との報告に

全員が喜びを共有しました。以下は研修生の感想で

づ
^。

第3回 フォローアップ研修メンバー 2010.10.22

⑤



①様々な地域で教員をしている卒業生が集 まつて

の研修会はとてもありがたい。

②参加出来て本当に良かった。

0人障1と して生まれて、他の人にどのように貢献し

ていくか考えさせられた。

①先輩たちの経験を学び、前進 していきたい。

⑥有益で、面白い、勉強になる研修会を今後はもう

少 し長い期間続けてほしい。

なお、今回の研修中にネバールで広く読まれてい

る新聞 “カンティブール"か ら取材を受けました.

10月 29日 の新聞に大きく報道されました。山下理事

長の談話と生徒たちからの感想を載せたものです。

生徒たちは、初めて教壇に立った時は緊張 した。教

えるときは事前に準備が必要だ。工夫して教えなけ

ればならないのなどと感想が述べられています。ま

た、KCPの 先生たちはこれからの村の先生には、

トレーニングを受けた若い先生たちが必要です と

語つています。

☆卒業生のさくら寮一郷里の往復の交通費および滞

在費は、埼玉県国際交流協会からの交付金でまかな

うことが出来ました。

山下泰子理事長を囲んで最後のフォローアップ研修に来

た 1期生達

0

ネ パ ー

ル の メ、々

の 宗 教 は

ヒンズー教

ですぃ ヒン

*川岸に葬送の炎煙たちのぼり

水はガンジスに向かい流るる

|ま■1111,

懇1終

=:ト

りで遺体を焼く煙が立ち上っています。遺灰は川に

流します。その川はやがてはガンジス川に合流 して

いきます。

*路上にて物請う人よ汝が祖国

今日より共和制となれるを知るや

さまざまな事件があった後、ネパールは2006年 111

王が権限を失い、2008年 5月 工市1が廃止 され、連邦

民主共和制へ移行 しま した。いまだ、新憲法が桁1定

されていませんが、人々はたくましく生きていますっ

*別れの時今 日の日はさよな らと

乙女等歌いて名残は尽きず

2008年 5月 29日 、さくら寮第 1期 生卒業式.北村

さんたち長浜のグルーフ 4人が参列 してくださいま

ま した。

寮からはどつ しりと :

卒業生の働 く学校を訪問 しました。

5月 、今村務、美力lr‐ さんた らが極 l■ l剖

`バ

ジャン

のラミラ 。ブ ッダが働 く小学校を訪ねま した。 寸1間

に座って低学年を教えていま したゎアルファベ ッ ト

のカー ドやバネルシア ターを使つて授業をすすめて

いました。また、生徒の 目の高 さまで しゃがんで会

話 した り、服のボタンを留めてやった り、生徒た tっ

磁山 “バ シュ
==■=:==::1糧

雛盟緻颯辟隕蒻脩轟ル1輻お二:蠅←

バテ ィナ ー ト"寺院 では、毎 日バ クマテ ィ川のほ と

した ヒマラヤが見え

ます。



とのスキンシップを大事に している様 子が見られ、

感心 しましたぅと今村 さんたちが語つてくれました.

そσ)足 で、ポカラか ら飛行機 で20分 、車で 1時 間

の ダウラギ リの麓にあるツクチェ村に働 く2期生ガ

ンガの tDと を、今村夫妻 と横山加寿子さんが尋ねま

した. ここは、春に伊藤 ゆきさんも尋ねていまづ。

ガンガは幼児部の担 当で、衛生指導 も行 き届き、給

食の前後には手洗いを していました。子 どもたちは

“レサンフィリリ"υ )ダ ンスでもてな してくれたそ

うです.ガンガはその後結婚 した とのことです .

10月  岩谷栄 子、今 lNl~夫妻、中野ますみ 吉田映

rさ んたナンがル′`ンデ ィヒグ)3期 生サル ミラグ)学 校

を訪ねました.こ こはホカラに tD比較的近 く、教育

環境には恵 まオ1,て お り、小学校の就学率は100%。

90%)は 中学校 まで進学するとのこと.

さらに岩谷 さんは極 lll部 ドーティの昨年度卒業の

マニサのところを訪ねました。 ここは、昨年の大雨

で校合が壊れ、 ^部 青空教室で勉強 しているとのこ

とです。極西部で村人の生活状態 も悪 く、村の男性

の 3分 の 2は イン ドに出稼 ぎに行 っているとの こ

とぃ机椅 了̂t)不足 しているので、今年度の埼玉県か

らの交付金でマニサの小学校に贈ることにしました.

卒業一その後―結婚適齢期

18,9歳 で卒業 し、教 rllllと して働いている卒業 4i

は、ネバールでは結婚適齢期です。29人 の卒業生の

うt,7人が結婚 しているとのことぃ情報ネ|:会 とはい

え、この国では充分に情報が行 きわたっているわけ

ではあ りませんの結婚 した らしい。 とか、子ど1)が

生まれた らしい とかの不確定のニュースが入つてき

ます.今回のフォローア ップセ ミナーの折に、確か

めた ところ、
/fN員 が大学に籍を置きさらに上級の先

生 としての資格 を 日指 してい るとの ことです。 ま

た、第 1期 生は20H年 6月 で給 与の支給期間が終了

しますが、 9人の うち引き続き同 じ学校で先生にな

れ ると決定 しているのは 3人 、他は未定です。なん

とか教師としての道を続けていってほしいものです.

交換留学協定が締結されました。

文京学院大学 とカニヤ 。キャンバス・ポカラ (K

Cl))の間の交換留学協定が締結 され ました。期間

は、 2010年 9月 1 日か ら3年「]です .

これにより、20H年 8り ]に さくら寮第 1期 生のラ

ミラ・ブ ッダが来 [lし ます.彼女は 丈京学院大学の

英語で講義が行われ る国際連携プログラムや人間学

部児童発達学科などで 1年間学びます.その間、「
1

本の地方の小学校での実習 {)で きた らと思つていま

すぃ また、文京学院大学か らは、大学院生の矢野可

穂 里 (べ
)の かお り)さ んが20H年 1月 か ら3カ リ」間

KCPに 在籍 し、修 11論 文のテーマに関する調査研

究をす る予定です。

予告-20H・ ポカラプロジェクト中間年を

記念して

ポカラプ ロジェク トが2006年 には じまつて来年

20H年には 5年にな ります。すでに 3期 生まで29人

の卒業生が応、るさとの村で教師 として働いていま

す。 1期生は、 2年間の
「
さくら寮Jでの教育期間

0

第 1期生ラミラのクラス

第 2期生マニサの学校



と3年間の小学校教員の としての 」NFEAの 支援

期間を終了 します。プロジェク トの中間年を記念 し

て、また、これか らの活動の励み となるよう “記念

行事"を したいと理事会で話 し合つています。来年

の総会時には、ご案内いた します。 どうぞご期待 く

だ さい。なお、記念行事について、ご意見をお寄せ

くだされば幸いです。また、記念行事のお手伝いを

してくださる方を募集いた します。是非、ご一報く

ださい。

現地代理人カティワダ・クリシュナさんの紹介

ク リシュナ さんは、 JN「 EA

とKCPと の間の連絡をお願い し

ていますっ カ トマンズに住んで、

り11回 の運営会議 にはポカラまで

出張 し協会や KCPと の連絡に当

たつています。 また、理 事が遠隔地調査に出掛ける

ときは同行 します。

1968年 ダデ ィン、ア ドンタル村生 まれ。 1987～

1990サ テ ィワテ ィ学校の先生。 1995～ 1997日 本に留

学。帰国 し日本 の NGOと 学校支援活動始 まる.

1998サ ティワティ学校理事長「 学校建設、里親支援

制度 な ど活躍 を続 ける。2006」 N「 EA現 地代理

人。2005国か ら、2010郡教育会か ら「教育賞Jを受

ける。

第 4期生の出身地への経路および私の村 と

学校についての作文―在学生10名の うち 3

名を掲載

(2010年5月 記述 年令は2010年 8月 現在 )

ラジュ・クマリ・ラウット
Raju Kumari Rawat

誕生日 :1992/8/418歳
住所 :Dogadi,Bajura
出身校 :Shree Padma Public SS

父親の職業 :農業

経路 :ポ カラ～ダンガデ ィ (バ ス使用)19時間

ダンガデ ィか ら車でア ッチャム・サペバガル 2「ゴ問

村は自然豊かな美 しいところです。 ここには宗教

的な遺産、お寺や雄大な ヒマラヤがあ ります。交通

や通信 といつた設備は整つていませんが、人々はた

くま しく生きています。多 くの民族が共存 していま

す。その中で 1)チ ェ トリ族が多く住んでいます。ィく

可触民の人たちも住んでいます。村人の主な職業は

農業です。農作業を して得た利益で人々は生活をし

ています。 とりわけ家畜を飼 う人が多く、ヤギ、水

牛、牛、などを飼っている人が多いです。

村の総人 口は3000人です。村人は以前に比べて教

育も受けられ るようになってきています.村の人々

は伝統的な考え方の人が多かったが、私は村の中の

女性では初めて学校に行きました。次第に他の女子

t)学校にいくようにな りま したが、いまで t)男 の r

だけ学校に行かせ る親 も多くいますじ私は教室で15

人いる生徒の内、ただ ‐人の女の 子で した。

当時の小学校 には格子、おLは もちろん黒板、水

道、図書館などの設備 t)あ りませんで した。今は学

校運営委員会があ り、少 しずつですが改善 しつつあ

ります。

村の人々は今でも非識字者が多いです。努力をす

る真前i日 な人々ですが、 しか し教育を受けていない

ことか ら開発の資源の有効利用をできていないまま

となっています。村人は学校を設立す るためにそれ

ぞれ、できる限 り協力を しています。公立の小学校

でも資源が限 られてお り、村人が 自ら汗を流 して稼

いだ生活するお金か ら一剖;を カンバ して 予ど1)た すっ

に給食を出 していますc今 は私の村に 3つ グ)小学校

と 1ン Dの 高等学校があ ります。周辺の多 くの ∫ど 1)

たちがこの高等学校に勉強するために ,白 まり込みで

きています。 レス トランで皿洗いなどを手伝いなが

ら学校に通 う人 もいます。朝晩店の手伝いをして勉

C



り強づ
~る

子もいます.

開発が遅れた地域ですが、今はすこしずつよく

なってきています。一世代前の人々は教育を受けて

いませんでしたが、今の世代には教育の機会をなる

べく与えようとしています.最近はインフラもすこ

しずつ整備されてきました。その村の人々の考え

は、 ‐生懸命努力すれば報われるとい うことです。

私 t,そ の精神を受け継ぎ、一生懸命教育を普及させ

るために、それでもつて村の発展に寄与できるよう

に精一杯頑張 りますtそれが私の将来の夢であり、

日標ですぃ今「]ま で頑張ってきたのはその目標を達

ナ茂づ
^る ためで―

す→

フルマヤ・セジュワル
Phulmaya Sejuwal

誕生日 :1993/2/1817歳
住所 : Phulmaya Rawa-2 Mugu
父親の職業 :農業

経路 :ホ カラからネバールガンジ バス 12時 1占 |

ネ′ヽ―ルガンジかえpジ ュヱ、ラ飛行機使り1145分 コリ

コット本Jよ
｀
ご多[オ歩30う).

私の故郷はジュムラ郡のチャン ドラナー ト村 3番

地にありますぃ利、の村には高校まで教える学校があ

ります
~が

、政メf公認は 8`■ 生までです。 貧しい本すで

すが高校までは村人が
`市

:付 を集めて 9年生、10年生

の教本を開いています.コ ミュニティーが支援 して

いる学校です. しか し継続するのは大変困難のよう

です.先生方 (Dそ のことを真貪1に 考えまたソとヽ配をし

ています。学校には持 rや桐Lは あります.世 l舎 なの

で教材はあまりそろってい

ません.    ‖■■11■■|
図書室、水道、 トイ レ {)

りj女 別 々の t,の が あ りま

す.就学前 児童、聾学校 と

言語障害の人 (D教 育を受 け

らオ
´
しまづ. いろいろイミ組 1哉

が村の学校 を支援 していま

1. 12人 の先生がい ます

が、先生の数が足 りず数クラスを同時に掛け持ちで

教える先生 t)い ます。

学校の 千算がないので運営 自体が難 しい状況にあ

ります。 この村では女性 より男性が教育受けていま

す。最近では女 子教育にも力を入れ始めています。

村には高等教育機関もあるので教育の機会はあ り

ます。 女の 子は家の仕 事を 手伝わない といけませ

ん。 /Jヽ 学生の レベルでは女の子も学校に行かせて貰

えます。

村には電気、通信は少 しあ ります。 しか し病院は

t・ lま りあ りません.病院がル)る ところで t)医 者は足

りません。医者や病院がた りず ネパールガンジまで

いかないといけないので村人は大変困つています.

本|に は水道設備は整つてお らず、水が浄化 していな

いので、水か ら様々な病気が発生 しています. トイ

レはあって も、 ちゃん としたものではないです。私

は女千教育の為に 一生懸命がんば ります。

パ ドマ・クマ リ・ブダ

Padma Kumari Budha

誕生日 :1993/1/2417歳
f■「斤 : Sami-3, Dolpa
父親の職業 :農業

経路 :ポカラか らネバールガンジ バス 12時間

ネバールガンジから ドルバ飛行機  55分  村 まで徒

歩 2日 間。

私の故郷は ドルバ郡サル ミ村 3番地のサル ミ地区

にあ ります。四方を山々に囲まれた緑豊かな地の真

ん中に私の村が位置 しています。村の景色も環境 も

とて t)綺麗です。私の村は

周辺の村に比べ教育を受け

る人が比較的多いです.村
の人口は約 5千人です.女

性 より男性の人口が少 し多

いです。以前は男性だけ教

育受けていましたが、今は

女性 も宇 も読み書きできる

ようになってきています.

i手1111籠



女性も男と平等に教育や様々な機会を得ることがで

きています。以前、女性は学校に行かなくても良

い、女 千はいずれ他人の家に嫁にいくから、教育は

男の子だけでよいという考え_が ありましたが、今は

少なくなりました。

今は教育を受けて競争心を抱 く人もいます.医

者、エンジエア、看護師などの様々な分野の勉強を

している人がいます。小学校 1年生から10年生 (高

等学校まで)の学校も設立されています。村
~に

高校

まであるので学生には便利です。学校では椅子や机

もあります。現在は遠ノプの子供たちのために宿合を

建設中です。先生方 t)一所懸命教えてくれていま

す。

学校には水道が一つあ ります。 トイ レは二つあ り

ますc男性、女性 と先生用の 3つです。学校には図

書館、コンピューター、電話などの設備はあ りませ

ん。交通のアクセス t)あ りません。 IJ‐ では本J‐ 落開発

:二 務所の協力で電話が ‐つあ ります.最 i[は携帯電

話σ)タ ワーが建設 され、携帯電話の電波 1)受信でき

るた′)以 l11に 比べて大変便利にな りまし′た。

村には保健所があ りますが、薬はないので、「I」 大

な病気の際は郡庁あた りまで行きます. しか ヒン歩い

て 2日 間かか ります。そこでもあまり薬や設備が整つ

てお らず、手術 t)で きません。その場 合はヘ リや飛

行機でネバールガンジまで行かないといけませんぅ

飛行機はなかなか来ないけど、ヘ リは国連の食料

援助物資を配達にきますっ 般にヘ リは使 えないの

で食料はロバなどに乗せて5口 問歩いてJ‐tiばれますし

お米が村に届 くまで 5日 間かか ります。村の食料 と

しては トウモ ロコシ、粟、稗、小麦、などの穀物を

栽培 しています。良 く育ちますの羊を飼 う農家 t〉 い

ます。農業に従事 しているため餓死する人はいませ

んc村を綺麗に した り、水道や トイ レも村の援助で

作 られてあ ります.各家庭に トレイや水道の設備が

た)り 、環境 t,守 つているため、 ド痢などの伝染病は

あまりあ りません.以 前村ではイく可触民を差別する

習慣があ りましたが、いまでは少なくな りました。

ダリッ トと呼ばれ る人たちの了どt)た ち t)学校に

行 くようになっています。彼 らのために特別な枠を

設けて優先さえされ ます.女性が生理の際は家の中

ではなく、別の部屋に隔離 されていま したが、最 i丘

では教育を受けたおかげで、そのようなことがなく

な りました。私の村には電気が通 じていません3村

では太陽光発電を使用する人がいます.村の支援で

ソーラー ヒー ターを使用 している家 もあ ります。今

は貧困、非識字や無知の悪循環か ら脱去「してい ま

す。 しか しまだ交通や電気 といつたインフラが整っ

ていないのは悲 しいです。

私の村には漢方薬がたくさんあ ります.それを商

売に して生活 を している人もい ます¨ヤルサ グン

バ、バンチアウレ、シラジ トのよ うな高級な漢方薬

があ ります。雪山にあるヤルサグンバを探 しにイテつ

て雪崩にあい、命を落 とした t)の までいます。 しか

し大きな収人であるため携わる t)の t,多 いです。高

山の厳 しい自然にある漢方薬を採 りに行って、寒 さ

で亡くなった人モ)い ます .常 に危険 と隣 り合わせの

仕事では I・ るが家計のたν)に頑張っています. 6月

ごろ数 日歩いて山に向かってヤルサグンバを採取す

る人がいます(,そ のおかげで貧llNlか らいっ八んに/li

活 1高l11を 実現 した人もい ます。

採取 したあとも販売に 611間 ほど徒歩ていかない

といけません`, しか し商売ができるυ)で 助かっ てい

ます句私は村のこのような発展をみてi今 りに思いま

すぃ 美 しい F]然 、 豊か 4rおたにかこまオしノ■,付 σヽ)本 |は と

“
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てもきれいなところです.

これからの訪問許1画

来句12011年 3月 に、 袖 ||IFllfが ドルノ`よりさらに遠

隔地のフムラを訪間する計画を立てています。今度

のフォローアップ に参加できなかった1人のフムラ

出身の卒業生を訪ねるには2週間以上かかるようで

す。研修の報告を持って行つてもらいましょう。ま

た、今村夫妻や岩谷理事その他も訪Flを計画してい

ます。

埼玉県国際交流協会から2年 目の交付金

昨年に引き続 き、交付金 を戴けることにな りまし

た、昨年 と1司 様、フォロウア ップセ ミナーに参加す

る卒業生の交通費 と滞在費、机 。いすが不足 してい

る小学校に同備品の購入代金に充てる予定です.こ

れ らの購 入に′Dいては、理事が現地を視察 して必、要

としているところを認定 します.ま た、見積 もりを

取 り、購入後は現地代理 人が出かけて、納人を確認

する作業を します。

KCPバ リジュウ校長のご尊父の逝去

6月 7日 、 さくら)寮 管理者であるKCPバ リジュ

ウ校長のご尊父がごilfr去 され ました。85才 で した
=

J Nlオ l:Aで は、哀悼の意を表すべ く、ポカラ″)新

聞に追lli文 を掲載 しま した.バ リジュウ氏は 6月

十二、 l lill:人 イ
:た ′)招 きで来 ||さ オじる 予定で したが、延

期とな りました_

寮母マンジュさんの来日

10'12711～ 11月 10「コ|こ かけて、 さくら寮の寮だよ-7

ンシIュ ・ ドー ジュさんが会員磯公美子さんの招 きで

来||し ました.

来日中は、 」N「 l]A会 員とσ)懇 談会に出席、来

4千 :か ら実施 さオしる文京
′
:卜院 大学 とKCPの 留学生交

換の打ち合わせ (写真)、 関 lJIの ソロブチ ミス ト長

浜と大阪―いずみの会員の 方々との交流会を持ちま

島田鮮子文京字院大学字長室にて 201010.29

した。実際にさくら寮を管理 している彼女から、さ

くら寮の様子を聞けて、現地のことがよくわかつた

と皆 さまか らの言葉です。長浜、大阪の ソロプチ ミ

ス トの皆 さまありが とうございましたぃ

滞在中は、関東では磯 さん宅、関西では会員の横

山加寿子 さんがご家族をあげて歓迎 してくださいま

した。食事 と文化の違いか らで しょうか、体調を崩

す場面 もあ りま したが、 “Japanes women aro very

bcauti ful"   “Japarlose are very polite''   “The

sca was wondorful" とい言葉を残 して帰国 しまし

た。 11月 13日 に入つてきたメールです。

“aftelヽ  I came back here, I am feeling that l

saw a dream for visiting ttapan''

イベントがたくさん

8月 30日

Cで ワー

10J123

埼
jI県

嵐山のIJ立 女性教育会館 NWE
クショップを開催 .

24日  埼玉県国際交流協会主催の 「
1可 際

①

島田燥子文京学院大学学長室にて

さいたま国際フェア 2010



フェア2010」 に参加。 さいたま新都心のけやき広場

で写真展 とグッズ販売をしま した。

10月 24日  横浜男女共同参加セ ンター フォー ラム

横浜で明治学

院大学准教授

森本泉 さんの

講演 と会員 2

人によるさく

ら寮の生活の

紹介 を しま し

た。

予告一 -2011年 3月 5日 (土 )男 女共同参画セ ン

ターWith You さいた ま (さ いたま新都心駅)で

With You さいたまフェステ ィバルに参加。 ワー ク

ショップを開催 予定です。是非みなさんお出掛け ド

さい。

花嫁 さんか らの寄付 !!

結婚式の会場で 一友人の娘 さん藤冨萌美 さん と

晃秀 さんの結婚式に出席 した山下理事長。披露宴が

終わ り、退場間際に花嫁か らそつと封筒 を渡 され、

中をあけてびつくり。「泰子先生、ネパールの子 ど

もたちのためにお使 いくださいの もつともつと:女性

への教育がひろまりますように」 と書いたきれ′いな

カー ドに、 1万円が同封 されていました。感激ひ と

しおの理事長です。

全国退職女性校長会 (梅の実会)からの寄付

今年度 も退職女性校長会か ら会費 (福祉寄金)の

一部を寄付戴きま した。あ りが とうございま した。

金斗鉱さんの旅のお知 らせ

来年 3月 5日 か ら14日 まで、 「ナ ウリコッ トll‐ の子

どt〉 た らと絵 を描 く旅」の計画があ ります。金 斗鉱

さん―行は、一昨年、昨年そ して今年の卒業式に t)

さくら寮を訪ねて、生徒たちに絵を指導 してくださ

いま した。次国の旅にもさくら寮を訪ねてくだ さい

ます。絵筆を使つて絵画を描 くのは初めての生徒た

ちです。今年卒業の生徒たちは自分たちの絵が立派

な画集になつているのにびつくりしま した。来年の

旅 も楽 しみに しています。 グラフィックデザイナー

やイラス トレーターが同行す る旅です。 ヒマラヤの

村 とさくら寮を訪ねるとい う旅 t)な かなかいいもの

です。是非 ご参加 ください.問 い合わせ 先は 1/1N斗

金玄一-090-4928-9973}

国際交流ボランティア「みなと」グループ

11月 19日 {金 l、 30年の歴史を持つ、横浜のllj際

交流ボランテ ィア 「みなと」グループは、 「Autumn

Chality Concer(Jを 横浜東神奈川のかなっくホー

ルで開催 しました。 この |■lイ本は、日乍年チャ リティーー

コンサー トの売 り Lげの 一部を JN「 1〕 Aへご寄付

くださいました.グループυ)創 始者川野節 千さんは

」NFEAの 会員で もあ ります。 また、これ,か らt)

支援 してくだ さるとのこと()会場の掲示板に I N If

EAの 写真が展示 されていました。 コンサー トを聴

きに行つた磯、新井場は感激ひとしおで した。

JNFEAの 活動がネパールの新聞に !!
10月 21日 から23日 にかけて実施された 「フォロー

アップセ ミナー」をネパール最大の新聞 「カンティ

プール」が取材 しました。2回 にわたつて掲載 され

ました。

囀 鰈

爾 由 魃

ぃヽ

ン



・ 5 食糧げ)在庫が尽きたので、夜2時 間だけ開いている  。22 新入イ11に 対する健康診断をマニバル病院で実施っ全

5月

・ 1 全国統 一試験がバンダのため延期 となる

市場で買い物。

・ 8 バンダ解消。給水タンクの掃除,
。16 奨学金 とスタッフの給料支給。

ll、 修学旅行 6月 2日 とすることを決定c

・19 卒業生の勤務報告書 3年分の書類σ)準備t

・22 新井場理学、横山加寿子到着c

誌σ)打 tジ 合わせ。

今村務、美知 r夫妻到着っ歌の練習始まる。

12年生試験終了.各人の部屋、廊 Tで 、窓の掃除 .

横山さん制作の 日本紹介 ビデオを見る.

12イ 14i′ヤi業 式練 i響 ¬

利tと と1)(こ 酉己右j,

。9～ H 卒業11が 次 々と帰省

・12 生徒たちとバ リジュウ氏を弔意訪問。

・13 現在までに新年度応募書類 19通っ

・17 卒業生全員が故郷に到着 との連絡あ り。

募った.

。6 応募者16名 となる。

。12 19人 の卒業生たちへ給 与の送金ぅ

さくら寮通信

(月 例報告書 2010年 1月 ～ 9月 の抜粋) 。19 新入生歓迎会を開催。

。16 2人の新入生到着。第1期 生のシタが訪問し、学生

たちに体験を話 した。

。20 岩谷カ トマンズヘ出発。
・21 新入生のKCP入 学の手続 き.

員異常な し。

・25 新入生を連れてKCP見 学。彼女いは感激 していた。

・26 会計士が来て帳簿をチェックした。

様 子についての話を聞いた。

8月

・ 1 新入4Lに対し都会での生活についての注意を講義する。

・ 5 12年生の数人が頭痛を訴えたのでマニバル病院へ連

れて行 く

・13 12年 生はバ トレ村へ研修。 年l後 山下夫妻 と小野理事

が 到 着 .

・ 14 ホカラフロジェク ト現地理 学会開催。新入生は山下

。28 運営委員会開催.マンクマリの容体悪化したので、フィ

シコテイル病院へ連れて行つた。夜帰宅じ

な症状を呈したので、同じ薬を与えた。
・30 配管工を呼び、寮全部の配管をチェックさせた。配

管を金属製に変えるよう勧められた。

の間の行動を覚えていない。
・ 7 「父の日」休校。学生たちは父親へ電話した。

。16 奨学金、給与支払 日

・18 フォローア ップ研修のために卒業生 と連絡 を取 る

・17 新 しい試験 11程 が発 表.バ リジュウ氏 と卒業式29 ・27 新人生の制服縫製ゎ帰宅後彼 女らの村の しきた りや

・24 マンジュ、新井場はイメージ社にて卒業証書と記念  ・ 2 奨学金と給与の支払い日。

・25 横山、今村夫妻はジョヱ、ソンヘ出発]ガ ンガの勤務  ・8 新入生の授業が始まる.

先視察cマ ンジュ,新井場は卒業式関係の準備.    ・10 卒業生への給与送金.

・26 卒業式のグス トリス ト制作 し、各人へ発送.     ・11 浄水器故障t水 タンクの掃除をする。

・27 卒業式の練習. 1階 フロアの掃除。今村夫妻と横山   夫妻の招待でバラヒホテルでの夕食会に招待されたc

さん1/i寮 .山 下理事長t岩谷理事到着.          ・16 12年 生バ トレ村から帰寮c

・28 バリジコウ氏、山下、岩谷、新井場とバリジュウ氏の日本  。18 浴室のパイプが詰まったので配管工を呼んだ。

訪間について打

'っ

合わせ。ドーティのラミラの写真、ムスタ 。19 数人の生徒が家族へ手紙を出したいというので、郵

ンのガンガσ)ビデオを全員で鑑賞.             使局へ行く。台所の倉庫の掃除。
・29 卒業式および謝恩会開催tマムズガーデンで食事会.  ・20 奨学金と給与の支払い。
・30 Hl14[i試験開17N.新井場、横山、岩谷KTMへ.     ・21 ラミラの入学関係の書類をそろえて、KCPへ .

・31 バリジコウ氏と面談t旅行に関する諸lil意を受ける。     ・24 Janai purmina 祭り。学生はビンダバシ寺院へお参

6月 り。お祭 りを祝って豆スープを作った。

・ 1 カ リカは急用で帰宅.旅行は不参力||と なるっ      。25 Caijatra祭 り。マンジュの向宅に学生たちを招待し、ポ

・ 2～ 5 カ トマンズヘ修学旅行 . カラの風習を見せた。学生は大喜びだったて

・ 7 卒 f_rliの 17i・ 省旅費用意。バ リジュウ氏の父親がご逝  。26 Knaya schoolへ数学の教師を訪問。数学の講義は

去.                          9月 からとなった。
・ 8 卒業生に 3年間の勤務状況報告書一式を校長への手  ・27 マンクマ リがウイルス性の風邪。

・ll 在校 /11に 英語の授業.学校は28Hま で休校.     ・29 マンクマ リは快方に向かつたが、他の数人が同じよう

・18 学生たちにPCメールの指導をし、新井場宛てに送る。   9月
。l Krishna janmastamiお祭 り。豆スープで祝った。学7月

・ 1 応募者 リス トを作る。 生は ビンダバシ寺院へお参 り

・3 SIン C結 果τ6表 目. リス トをチェック. 9名 のみパ  ・ 2 奨学金と給与の支払い日。
ス。 カビルバスツーのホステルに連絡 し、応募者を  。5 ラジュが異常な行動をしたが、2時 間後回復 し、そ

。10 午前7時 、選考委員会開催。出席者 :バ リジュウ校  ・ 9 KCPでのTeeJ祭 り「女の子の祭り」に寮生も参加。

長、岩谷、クリシュナ。マンジュ.10名 の選考後、力  ・H 女の子は断食 し、お寺にお参りした。
ンチブール新聞社に合格者名の新開発表を依頼。この  。13 マンジュは日本のビザ申請でカ トマンズの日本大使

後運営委員会開催。岩谷、クリシュナ カ トマンズ   館に出向いた。14日 帰宅。姉が留守番。

・14 岩谷、天候悪化のため ドルパ行 きをやめて、帰寮。    が、なかなか連絡が とれない。

19日 まで数学の講義が続いた。
・15 新入生用の学生手帳作成。バジャンからの学生到着。

⑬

。20 カルパナとカマラをマニパル病院へ連れて行く。



《JNFEA活 動報告》2010年 5月 以降

★58 臨時理事会 大泉資料室

★510 ソIJブ ザミ ス ト大阪いずみ、20周 11認証式 大阪

(山 ド理事長)

★51531 ムスタン郡ガンガ、バジコ_ラ 郡ラミラ赴任地

訪問  (今村務・美知 r‐ 会員 横山会員)

☆519 国際ソロプチ ミス トアメリカ「1本 リジョン大会に

おいて山下理事長ルビー賞授 与

★520 活動推進会議  大泉資料室

☆523 第 8期総会 文京学院大学

★529 第 3期 付i卒業式  さくら寮  (山 ド理事長、新井

場副理事長、岩谷事務局 jl、 今本1務・美知1子 会 員、横山

会員、金、石橋、竹林、細井 )

☆53163ダン郡サシカラ赴 (■地訪1出  (岩谷事務IIil長 )

★625第 3期生修学旅行 カ トマンズ

☆68 活動推進会議  尺泉資料室

☆612 活動推進会議 大泉資本‖室

★615 米百俵賞受賞 iに 新潟県t― 岡市 リリックホール

★710 第 5期生選考委員会 さくらっ寮 (岩谷事務局長)

☆710 第 8期 第 3回理 中:会 文京学院大学

★719 5期 生入寮式  さくら寮 (岩谷 |「 務局長 )

★7.24 活動推進会議 大泉資料室

★727 島田文京学院大学学長ンヽ KCPの 交換 :マイ学協定書

☆729 活動推進会議 八丁堀会議室

☆8.5 活動推進会議 大泉資料室

★814ポ カラプロジェク ト現地理 学会 (山 下理・li長、小野

理事、山 F(威)理事 )

★821 活動推進会議 大泉資料室

★823 東京国税局訪間実 F41 大泉資ll室

★826 活動推進会議 大泉資本1室

★8 29 N W il(〕 ワー クシ ョッフロ 立女性教育fヽ Flll

★92 (平 成 22年II)彩 J)日 さいたま国際協力基金」力成

金交付決定書交付it

☆9.ll 活動推進会議  人
「

堀会議 41

☆916 東京国税 l lJ JN「 EA本劇:訪問

★911 長岡市立和島小学校訪問

★925 第 8期第 4回理事会  丈京学「完大学

☆101 認定特定り|:営利活動法人認定通知「十交イ|

★106 活動推進会蔵  太泉資料室

☆ 1011活動lll進 会議 大泉資料宇

★10H梅 げ
'実

大会 寄付金授 与式

★1022東 芝 1呵 際交流 lll月  中請

☆10212223 20107プ ロー ア ッ7研修 」ヽ

長、 オ1谷 事務局 1モ 、深 III JII`|「 、今IJ(美 )

(務 )会員 中野、ごF111)

☆1024赴イl先 (サ ル ミラ)iittHキ | ネ六―ル・

ヒ ∵1谷 事務局 1を 、深 |||り |!す f、 今村 (美 )

(務 )会 員、中野、占IIJ

☆ 10.2324 埼玉県LII際交流協会主催
「11際 フ

☆1024フ 十一ラム横浜フェステ ィバル

★102531 赴任先 (マ ニサ)訪問 ネ六―ル

(岩 谷 li千 務局長 )

☆1027寮 |サ マ ンジェ言方||(1ll11011上 で )

★1029寮 母マンジコ 文京学院 大学表敬訪 ||||

大学

☆114 寮 1サ マンジュ長浜 ソロツチ ミス ト訪問

☆H5 寮母マンジュ大阪いずみ ソロツチ ミス ト訪 ||||

★1120第 8期 第 5回理事会 丈京学院 大学

虻京イ
iキ「∵ご大学

(||||ヽ 1'「|!導千

fヽ 11、  /)卜 |

ルハンIF:′

rゃ 11、
/,|:|

ュlフ′
20101

・ |ヾ ウテ イ

日本の じゃんけんでケームをする生徒たち
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ご支援、ご協力ありがとうございます

会 員 (297名  団体3)、 教育 里親 (94名  団体 4)の 皆様方には、 日ごろか ら認定 NPO法 人「]本 ネバー

ル女性教育協会に ご理解 と、ご支援 をいただき誠にあ りが とうござい ます .

この事業の要 ともいえる里親制度は2006年か ら今年 でまる 5年がたちま した。 いろいろ llNl難 なこともござ

いま したが、みな さまの ご支援 のおかげで「さくら寮J卒業の学生30名 が教師 と して巣立っていき故郷の学校

で頑張つてい ます.ま た、現在第 4期 イli。 第 5期 41の 20名 が 「さくら寮」で勉学 に励んでお りますし事業を

成功 させ るべ くこれか らも努 力を してい きたい と思 ってお りま す
｀
め′とヽよ り感謝 [IJし 上げます とと t)に 今後 と

もど うぞ よろ しくお肛れ 中ヽ し たげ まづ .

‖1:年 のニ ュー スレター 0ヽ8、 (2009年 11月 発行に掲載 )か らlll在 までご寄付いただいた方 々とこの 5年間、

賛助会員、里親会員 として ご支援 いただいた 方 々のお名前を掲載 させ ていただきました。正会員、学生会員

のお名前は掲載 してお りません。

お名前の記載漏れ 、まちがい等 ござい ま した らお 手数ですが ご連絡 くだ さい。

青木睦子 赤松良子 麻生美穂 阿部可子 阿部幸子 安部雅 新井敏子 新井場貞子 庵康雄 池田志津子

石川正三 石川信幸 石川由美子 石橋芳子 伊藤新一郎 伊藤幸子 犬小屋クラブ (代表 :原武)猪 爪範子

居原田康子 今村富士男 今村美知子 (パ ンカーラ募金)岩 崎光太郎 岩田喜美枝 岩谷榮子 岩谷満佐男

上野紀男 SI東 京けやき (代表 :永井みどり)

OASC(代表 :大 串多津子)大 崎百合子 大澤恵理子 大塚早苗 大塚真寿美 大野清子 大軒史子 岡徳太郎

小川益司 奥野亨子 落合泰代 小野英樹 香川美津江 片桐奈保美 加藤玲子 加藤恒久 加藤勇

(株)イ シカワ 亀岡恵子 刈谷もと子 川上松衛  川口たか子 川瀬洋子 北川靖子 北村晃子 北脇八千代

木村悦子 金城清子 倉田照子 倉光誠― (新ポカラの会)国 際ソロプチミス ト会津 国際ソロプチミス ト大阪 ―いず

み (会長 :北 口純子)国 際ソロプチミス ト東京 国際ソロプチミス ト長浜  国際ソロプチミス ト新潟 国際交流ボラ

ンティアみなとグループ (代表 :北野純子)児 玉元晴 小林弘 小林照子 斉藤育子 斎藤俊子 佐伯律子 佐久間彬

弘 佐子昭子 佐古井紀子 佐々木喜蔵 佐々木昌子 佐野重子 嶋崎健太郎・早苗 島田爆子 嶋田桃代 島本純雄

清水信 十文字学園女子大学橋本ヒロ子ゼミナール 杉浦賓 鈴木靖国・哲子 鷲見八重子 瀬尾真喜子 瀬尾真理子

全国退職女性校長会 (梅の実会)全 国退職女性校長会 高井知子 高木登紀子 高瀬純子 高野清明 高野親代 田上

和子 滝田尚子 竹田智恵子 田中綾子 田野康久 タマ商会 (斉藤育子)仙 田理芳 辻村詳子 寺井早苗 渡嘉敷美

智子 戸波博 友成孟宏 鳥居淳子 永井福枝 中尾哲子 中嶋里美 中島二三子 中山慶恵子 永山洋子 難波貞文

西立野園子 西村信勝 根森健・桂子 野口雅樹 野村安 芳賀美沙子 服部融宣 初山京子 浜中康二 林よしえ 早

瀬幸枝 原武 平山博子 深田洋子 福本かおり 藤田武司 藤富萌美・晃秀 藤森久子 古橋源六郎 フィロメナ・フィ

シャー 星倭文子 細野征男 堀内光子 前橋汀子 牧野恵美子 増朕1民子 松井喜久枝 松居佐代子 松木清 松波勝

弘 水田加代子 水野育成・静 三谷量子 宮坂洋子 武藤友子 村木賀子 百北豊美 森マコ ト 森田正明 門田峻徳

々 ,置勇

山

II↓ξ撃 ‖IIlξ糖 閂 隆 燒 ず [1:|ミ T響 騨 群 琴 岬 騨 椰 訃

吉田秀子 吉村香 吉村芳江 脇田多見子 小林栄様 (」 AITI元 理事

長)仙 田理芳様 (能楽師、常用無形文化財保持者)服部融宣様 (高野山東

京別院主監)は 、故人となられま した。ご生前のご支援を感謝申し上げ、

ご冥福をお祈 り申し上げます。 (五十音順、敬称は省略させていただきまし

た)

☆賞金・助成金 (財 )埼玉県国際交流協会 長岡市米百俵財団 国際ソロ

プチミス トアメリカ
ポカラ 。ペア湖とマチャブチャレ

⑮



編集後記

ニュースレターは 1年間に 2回 発行 します。 5月 は卒業特集、H月 は新入生を中心に。毎回記事を簡単に

して少ないベージに仕上げようと思 うのですが、お知らせ したいこと、お知1ら せ しなくてはいけないことが

多くて、ついベージ数が増えてしまいます。ネパールでの様子、日本での活動の経過・・・ご支援いただい

ている方々に知っていただきたいことばかりです。今回は16ページで収めましたが、お読みいただけたら十

いです。

留学交換プログラム、フォローアッププログラム、lLA任 地訪間と1句1を 通 して訪間計画が []白 押 しです。

事務局、理事会は多忙を極めてお ります。ボランティアで参加 してくださる方を募集 しております。

広報担当理事 新井場貞了

ダサイン休1段後のさくら寮

10、 11月 のさくら寮通信がマンジュさんからllliき ました。

10月 6日 か ら始まつたダサイン体暇、すべての学生が帰郷 しま

した、12年生は 1年ぶ りの帰省、11年生は 3カ 月ぶ りですが、皆

リフレッシュして 11月 16日 に帰つてきた と書かれています。それ

ぞれの家族の話、そ してマ ンジュさんの訪 日の話で賑わつたそ う

です。また、さくら寮での 日常が始まつています。冬一乾季の停

電が始まつています。今は 1週間に40時間の停電ですが、 2、 3

月には 1日 15～ 6時間の停電 とな ります。 メール もなかなか届か

な くな ります。ネパールではあわてないが基本です。

会費払い込み及び寄付金受付口座

口座名 :NPO法人 日本ネパール女性教育協会 口座番号 :001304370983(郵 便振替「]座 )

個人会員 :3,000円 個人賛助会員 :10,000円 学生会員 :1,000円 法人賛助会員 :50,000

円 (共 に年会費)

里親基金支援口座

口座名 :JNFEAネパール女性教員養成里親基金  口座番号 :00H03355493

認 定 NPO法 人 日本ネパール女性教育協会 (」NFEA)

理事長 :山 下泰子

本部 〒113‐ 8668 東京都文京区向丘 1‐ 19・ 1 文京学院大学山下泰子研究室

ポカラ寮 :Sakura Dormitott Kanya Campus Pokhara,Nadipur Pokhara‐ 3 Kaski Nepal

RO Box 192 Teli977‐ 61‐535342,977‐ 61‐ 541649

事務局長 :岩谷栄子 〒104‐0032東京都中央区八丁堀 3‐ 24‐ 1‐ 1001 Fax03‐ 6222‐ 3824

編集委員 :新井場貞子 吉田俊吾 磯公美子

E‐ maill iwatani@m7熱 /ao ne.lD URL:http7/wwwjnta.net/

山下理事長を囲んで事務会議
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