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第 5期卒業生の巣立 ち

5月 27日 、第 5回の卒業式が行われます。10名 の卒業生、それぞれの故郷へ帰って、村の小学校で教師に

なることに期待と不安を抱きながらも、今までカニヤキャンパスで学んだことを生かして精いつぱい頑張ろ

うと張り切つています。卒業式には山下理事長と新井場副理事長が出席 します。

修学旅行 :5月 15日 ～ 18日 まで (JICA・ 世界遺産寺院などの見学)

卒業式  :5月 27日 (日 )「 さくら寮」にて

山下理事長
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「第 5期生の卒業 に際 して」

山下泰子

認定NPO法 人日本ネパール女性教育協会理事長

第 5期生の皆さん、ご卒業まことにおめでとうございます。 2年間のカニヤ・キャ

ンパス・ポカラでの教育課程を終えて、村の小学校の先生になる皆さんを、ご両親を

はじめ故郷の皆さんがどんなにかお待ちになっていることでしょう。

私たち認定NPO法人日本ネパール女性教育協会メンバーは、皆さんに映画 「二十四

の瞳」の大石久子先生のような子どもたち一人ひとりを大切にし、子どもたちからも愛される先生になって

ほしいと思つています。そして、もし学校に行けない少女や途中で学校に来なくなってしまう少女がいたら、

その子たちを学校に来られるようにしてください。

最近、私たちはネパールの西の地方に残っているチャウパディ (生理時の隔離)慣習が、少女たちを学校

から遠ざけることを知 りました。そこで、卒業生の皆さんとともにチャウパディ慣習の根絶に向けた活動を

していきたいと思っています。

皆さんは、ポカラで 2年間過ごしたことで、すっかり都会的な人になってしまったように感 じます。ふる

さとの村の人たちは、みなさんに期待 しておられます。決 して村人から後ろ指を指されることのないように

してください。村に溶け込み、村の少女のロールモデルになるよう努力をしてください。

また、ダサインには、フォローアップ研修にさくら寮に戻つてきてください。私たちも必ず皆さんに会い

にふるさとの赴任校を訪問します。よい先生になってください。

フェリベ トウラ !

スレン ドラ B。 バリジュー (Surendra B Bharijoo)

カニヤ・キャンパス・ポカラ学長/ポカラプロジェクト理事/さ くら寮運営委員会委員長

さくら寮はJNFEAと KCPが 手を組んで 6年前からやってきたプロジェク トです。

女性のエンパワーメン トを目的とするプロジェク トです。極西部や西ネパールの60人

のSLCを合格 した女性がここで 2年間学びました。皆、大変遠い地域に住んでいて、

民族的にも差別されているところの子ども達です。さくら寮に住んでKCPで 学ぶこ

の期間に、皆が教育の大切さや教育の進め方を身に着けてくれたと思います。それで

郷里では皆の存在はとても大事に認めてもらえるようになっているのではないかと思います。

すでに田舎に帰った卒業生たちは、それぞれ自分の村の学校でいい成果を出しているのを学校から送られ

てくる報告で分か ります。JNFEAのみなさんや支援者の皆さんにこれを信 じてもらいたいです。皆さんの

支援は無駄になっていません。寮の一期生のRamila Budhaは、現在 日本の文京学院大学で一年間留学中で

す。これは本人の人生にとつて素晴らしいチャンスです。今年度は 2期生のLalmaya Budhaが 留学するこ

とになっています。これは日本の文京学院大学とKCPの留学生交換協定によるものです。このような交流

がこれからも続けられると思います。山下泰子先生はこの計画を熱心にすすめてくださいました。

さくら寮ではこれからまだ40人の子を受け入れて教育をさせることが残されています。そのために未だに

一人も来ていない地域の女の子に来てもらうように考えてお ります。皆で頑張りましょう。

最後になりますがこのプロジェク トを支えてくださつている皆さんにお礼を申し上げます。くれぐれも皆

さんどうぞよろしくお願いします。

(写真三戸森弘康撮影)
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ケシャブ シャラン パラジューリ (Keshav Sharan Paraiuli)

カニヤ・キャンパス・ ポカラ教育学部長 /さ くら寮運営委員会委員

KCPと JNFEAで一緒になって行われているさくら寮は目的に向かつて成果を出し

ています。 5期生の皆さんは卒業後田舎に帰 ります。本当におめでとうございます。

「いい先生」 と言 うのは簡単ですが仕事は難 しい。 しかし入寮のときの約束通 り、

卒業したら郷里で先生になります。以前から田舎に帰って頑張つている先輩の背中を

見てもう一歩進んだ形で頑張つてほしいです。皆さんが」NFEAの 目的を果たせて元

気な先生や女性キャリアーとして現地を変えてくれることを期待 しております。どん

な問題があつても諦めないで頑張つてください。皆さんの成功を祈 ります。ありがとう。

ドルガ ラージュ レグミ (Durga Rai Regmi)

カニヤ・キャンパス・ポカラ教育学部教授

女性の力を高める目的を中心に設立された NPO法人 JNFEAは KCPと 手を組ん

で 6年 目になりました。いろいろな問題を抱えてもJNFEAは 目的に向かつて結果を

出しています。この法人の代表である山下泰子さんをはじめ新井場さん、岩谷さん、

卜■印:lヵ、靭慮棄菫馨:f呻露ヤ夏
°
麟『言抒「
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[t軍里1寒
雉蝙:枚 [::ioti[:[箕K籠為tili【Lピ 1:L:メ),:ifきま挽島単嵐こ裏言誌与「 gタ

ラム暦 2068年のデーターによると女性の識字率は 44%と 言われてますが、上のレベルまで勉強した女の人

は未だに少ないです。山奥の女性教育率は未だに低いです。こんな現実の中で JNFEAは 大きな存在があり

ます。女性エンパワーメン トには教育は大切です。

すでに卒業 して田舎に帰った 40人 はいい成果を出しているとの事を聞いて うれ しく思います。今から田

舎に帰る皆さんも自分の責任を果たして頑張つてくれると期待 しています。皆さんの成功をお祈 りします。

先生とい う仕事はもちろん自分の生活にも影響はありますが、これはボランティアでもあります。この機会

をうまく生かせますようにお祈 りいたします。

新しい心で

Sr.川 岡俊子

ジョティケン ドラ幼児園園長/さ くら寮運営委員会委員

2年前、皆さんは新 しい心でポカラの町に来たことでしょう。新 しい場所、新 しい

人々とくに先生や仲間たち、不安や恐れもあつたことでしょう。

今皆さんは全てに慣れて多くを学び、カニヤキャンパスとさくら寮から巣だってい

こうとしています。今まで沢山の事を受けてきました。これからは受けてきた沢山の

事を小さな子供たちに伝えていく生活が始まります。 2年前、新 しい心でポカラにや

ってきたように同じ新 しい心で村に帰っていきましょう。

皆さんを支える日本の人々、ネパールの人々がいます。村にはあなた方を待つている子供たちがいます。

さあ、行きましょう。新 しい心で。
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川岡俊子さんは、キリス ト教の修道女です。1996年に広島に本部のある「福音の光修道会」から派遣

されて、ポカラに住み 「ジョティケン ドラ幼児園」の運営にあたつておられます。この幼児園は、子

どもを預けて働かなければ夕食の米も買えないほど貧 しい家庭の自立を助ける目的で建てられた施設

です。学校に行けない子 どもたちに就学の機会を与えるためのサポー トもなさっています。 さくら寮

生徒 とは運営委員会で交流があり、長期休暇のとき、郷里に帰省できない生徒を、幼児園で実習する

ことを受け入れていただいています。



マンジュ ドージュ (Manju Dhoju)さ くら寮寮母 (ワ ーデン)

2年前からこのさくら寮に滞在 しいろいろ学び、もうすぐ卒業 して現地へ帰る皆さ

んおめでとうございます。JNFEAと KCPで行つているこのさくら寮で学んだことを

現地に帰ったら実現してくれることを期待 しています。学んだことをいつも思い出し

て子供へ教えてくれることを信 じてお ります。どんな問題があつても諦めずに先生の

仕事を続けてくれることを願つてお ります。

最後になりますがJNFEAの期待に応えられるように現地でモデル先生になってく

ださい。お祈 りいたします。

クリシュナ カティワダ αHshna Katiwada)JNΠ 弧現地代理人

皆さんは 2年間の学業を終わり現地へ帰ろうとしています。別れはつらい。 しかし

帰 らなければならない。

Anita Budhaは Btthangで、Kamala Gurungは Gorkhaに 帰 り花束のように子供を

大事にして一生教えるでしょう。Kamala ShahiはKailaliに 帰つてろうそくのように

光を照 らす、Sattuは 一人ひとり才能のある子を伸ばしてくれるでしょう。Sushila

11当彗:=:

彗は歌いながら踊りながら学校を変えてくれるでしょう。RttKumariは熱心に燃えて、

檬霧1lm祠騨閻鏃難轟:Dhan Kumariは 学校全体を立派にするのに努力するでしょう。LaxmiはDolpaの 美

しいところで、Shyam Dulariは Kapilvastuに 帰 り子供 と一緒におどりながら楽 しく教えるでしょう。Sita

は村人の旧い慣習を変えるように頑張つて、皆に愛される先生になるでしょう。

皆はきっと自分の責任を果たしてくれるでしょう。自分自身が花となり、その花の笑いを学校でまいてほ

しい。皆の歩む道を開き、モデル先生として立派な人になってほしい。本当におめでとうございます。

f GraduatesA sslgnmelll o

SN Name Date of Birth District School

1 Anita Kulrlari Budha 1994/08/24 Bahang Shree Satyabadi Higher Secondary
School,Bhopur

2
Dhankumarl Budha
Magar

1990/09/02 Rolpa
Shree Luja oibari Primary School,
Galpokhara

つ
Ｊ Kamala Gurung 1994/05/15 Gorkha Shrec Buddha Secondary School.Phililn

4 Kamala Shahi 1992/11/13 Kailali
Shree Janachetana Prilnary School,
Baliya

5 Laxnli Devkota 1995/08/18 Dolpa
Shree Tripura Lower Secondary School,
Katiyachaur

6 Rttkumari Roka Magar 1993/01/02 Rolpa
Shrec JattyOti Primary School,Sibri
Mirul

7 Sttju Gautam 1995/04/12 Rukum Shrec YamunaNanda Namuna Higher
Secondary School,Khalanga

8 Shyamdulari Tharu 1991/09/05 Kapilvastu
Shree Siddhartha Lower Secondary
School,GaChada

9 Sita Bk 1991/10/29 Argakhachi Shree Shttana Primary School,Sitapur

10 Sushila Kumari Rawat 1993/05/18 Baura Shrec Bhawani Secondary Schoo19
Pudabaula
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卒業生の抱負
Anita K―ai Budha  BaFhallg

人生は短いといわれます。その短い人生を生かすことができるさくら寮へ入ることができ、

いい経験を得ました。いろいろ学べたおかげで私はこの人生をいい方向に生かすことができ

るのではないかと思つております。貴重な時間を割いてJNFEAの皆さんが来てくださり、子

供への教え方を教わりました。遅れている地方へ帰 りどのように教えるのかも学べました。

親代わりをやつてくれたワーデンさんの協力で私は嫌な思い出は一つもない。いつのまにか最後になりまし

た。村に帰つて皆に教育します。いい先生になってJNFEAの 期待に応えるよう努力します。私を明るいとこ

ろに導いて下さつて、いい先生になるチャンスを与えてくださつた皆様へ感謝をいたします。

Dhanku】mari Budha Magar  Rolpa

人生は短かく、これを咲かすのに皆がそれぞれ努力 します。遅れている村に生まれた私が

さくら寮で学ぶチャンスが得 られ、ほんとうにうれ しかつた。この寮に入つていなければ私

はロータスのような花を咲かすことはできていませんでした。JNFEAの皆様へ感謝 します。

海の向こう側の国 日本からわざわざ来て頂き、素晴 らしい授業をしてもらいました。これを

地方で活かします。教育の光を持つて帰って村を照らします。

山下泰子先生、JNFEAの皆様、KCPの先生方、ワーデンに感謝をいたします。

Lmala Gurullg  Gorkha

命は旅です。その旅の間にさくら寮で学べました。こんな機会を与えてくれたJNFEAへ心

をこめて感謝 します。私は将来何をしようかと迷っていました。寮に入れてもらって、いろ

いろ日本からも先生が来ていただき、学ぶことができ、いい先生になる機会を作って頂きま

した。数学、音楽やお絵かきも教えてもらいました。学長のBhar巧00先 生もよく寮まで来て

頂き応援 してくださいました。ワーデンさんも親代わりや友人代わりで優 しくしてくださいました。皆さん

から応援 して頂いて本当に沢山学べました。最後になりますが皆さんへ感謝の気持ちでいっぱいです。自分

の村に帰っていい先生になるように努力 します。

Kamala Shahi  Kailali

出会いや別れや他にいろいろな経験は命です。教育の光がない奥地Jumla郡に生まれた私

のような人間が、ポカラのような立派なところで教育を受けることができてよかつたです。

」NFEAの 皆様に感謝を致 します。KCPの先生方やJNFEAの皆さんから学んだいい教育を現

地に帰つて実現します。

la―i Devkota  Dolpa

不便なところDolpa郡に生まれた私を、ポカラのような立派なところで教育を受けるチャン

スを与えてくださつたJNFEAの皆様、本当にありがとうございます。

寮母さんからも沢山学びました。JNFEAか ら私たちへの支援や協力で、私は将来いい先生に

なります。郷里に帰つて努力 して教えます。皆さんの期待に応えるように約束します。

最後ですが、Bhar巧00先生、ワーデンさん、山下先生、KCPの先生と同級生や後輩へ心から感謝をいたします。

町 kumari Roka Magar Rolpa

人生はいろいろ問題がついてきます。その問題などを乗 り越えて私は美 しい町ポカラの

さくら寮に入つて勉強するチャンスを得ま した。 ここに入れたのはJNFEAのおかげです。

JNFEAの皆さんへお礼を申し上げます。



ここで私はいろいろ学び、いい先生になれることができるようになったと思います。いいチャンスを与え

てもらいました。JNFEAの皆さんやここの先生や先輩や後輩から沢山学べました。楽しいときつらい時も、

みんなと共感できました。ここで学んだことを郷里に持ち帰 り、みんなのために光のように使います。最後

になりますが教育の大切さを教えてくださったJNFEAやKCPの学長、先生方寮母さんにお礼を申し上げます。

Sa�u Gautam  Rukum
月が光 り、暗闇が消える。鳥が美 しい声で私を呼んでいる。別れのこの瞬間、涙が流れている。

山や木や川や谷が私を呼んでいる。

きれいな花が咲いているこの春の美 しいRukum、 待つてて くれ。私はすぐ帰 ります。

ネパールの田舎に生まれてからいろいろつらい経験をしていたところでしたが、こんなに

美 しくて立派なところに美 しい花の香 りを味わいながら自分の夢を広げることができました。これからも責

任を果たして立派な先生になります。皆さんの期待に応えます。平和を広げます。無教育もなくします。

最後になりますが、ここで私たちにいい教育を与えてくださつた先生へこれからもよろしくと申し上げた

いと思います。JNFEAか ら教わったことは一生忘れられません。

Shyamdulari Tharu   Lpilvastu

人生はいろいろな ところをぶつか りなが らチャレンジ して流れてい く川です。流れていく

人生は砂漠 になるときもあ ります。砂のように乾 くときもある。 2年間 さくら寮に入つて勉

強できたことはとてもよかつた。 こんな立派な寮がここにあるのはJNFEAの皆様、KCPの学

長 を含 めて先生方や ワーデ ンさんのおかげです。 ここに 2年間滞在 して沢山学びま した。課

外教育の教え方、いい先生になるための勉強をしました。さくら寮がなければ私たちはここまで勉強できま

せんでした。 日本人の専門家から学んだことを私も頑張つて教えます。

JNFEAの期待に応えます。最後になりますが山下泰子先生やBhar巧 oo学長をはじめ皆様へ感謝いたします。

Sita B.K  Argakhachi

昔風の考え方が残る村、教育の機会に恵まれない地方に生まれた私のような者が、美 しい

町ポカラのさくら寮に入つて沢山学べたことは、夢のようです。皆さんありがとう。ここで

の 2年間の教育その他にもJNFEAの支援に私は
'驚

いています。田舎に帰つてから暗いカーテ

ンを破って村を明るくします。すきやくわを持っている子供の手にペンやノー トを与えて現

地を変えたい と思ってお ります。最後にな りますがいつ も協力 して くだ さるワーデンさん、KCP学長や他

の先生方、山下泰子先生をは じめ」NFEAの皆様、同級生や後輩にも感謝いた します。あ りが とうございま

した。

I SuShila Kumari Rawat  Baiura

r 命はこれといつて誰にも説明されていません。経験によつて見方が違つてきます。命は戦
:い

という人もいれば幸せや戦いの組み合わせだという人もいると思います。私にとっては命

は生と死の間です。さくら寮で 2年間学べたことで私の人生は変わったと思います。これで

歩む道を見つかつたと思います。先生になることは簡単ですが、いい先生になることは簡単ではないという

ことをここでの 2年間に学べました。いい人間を育てるのも先生の影響が必要となります。これも寮で学び

ました。最後になりますがJNFEAの 山下泰子先生をはじめ関係者の皆さんへ感謝をいたします。村へ帰っ

てJNFEAの期待に応えられるように責任を果たすため頑張ります。

⑦



卒業生赴任地訪問 (1)

その 1:Dod今村務・美知子 クリシュナ・カティワダ

その 2:Dolpaク リシュナ・カティワダ

その 3:Humla、 Rolpa福 島進、クリシュナ・カティワダ

その l Dodへ (2011年 H月 27日 ～ 29日 )

今村務、美知子夫妻 とクリシュナさんが3期生のティケソリ、4期生シタ・クマリの住むDotiの 学校を訪問

しました。 となりのAcham郡に住む (と いつても歩いて2日 はかかる)2期生のスリジャナ、4期生のカルパ

ナや1期生のサララも同行 し、にぎやかな楽 しい旅行だつたようですが、一方川を渡 り、急坂を登 り、今村

さんたちにとつては苦 しい旅だったようです。

ティケソリの学校では、彼女の授業は 「衛生」について、自作の教材で講義。シタの授業は 「理科」彼女

も自作の教材で病気について熱心に講義をしていた。今村夫妻は、両方の学校で3年生以上のクラスについ

て、番号で生徒を呼ぶことについて考えてもらうように提案 してきた。この近在には4つの私立学校があり、

子供たちがそちらに流れる傾向があり、公立の学校の生徒数が減っているとのこと。

←シタの学校

机がない

ティケソリの学校→

その 2 Dolpaへ (20H年 12月 27日 ～ 2012年 1月 5日 )

クリシュナさんは、これまで誰も行けなかった ドルパに12月 27日 に行くことができました。

卒業生が 3人います。 2期生パンファ・クマリと、ラルマヤ・ブダ、 4期生パダマ・クマ リです。彼女たち

が、ポカラから郷里 ドルパに行くためには、飛行場で 2週間も飛行機を待たなければならず、フォローアッ

プ研修にも参加できませんでした。 日本から彼女らを訪ねていくことは とても無理でした。そこで、天候

のよいこの時期にクリシュナさんに行つてもらうことにしました。同行者が二人 (日 本からの留学生市岡さ

んと青年海外協力隊の青年 )、 ネパールガンジーからすぐに飛行機に乗れて、念願の ドルパにいくことがで

きました。

卒業以来さくら寮に来ることもできなかった 2期生の 2人は大喜びだつたようです。2人 とも大変元気に

していて、授業のしかたもびつくりするほど立派にやつていたとのこと。ラルマヤは、今年度の交換留学生

に選ばれていますので、特に張り切つていたようです。

しかし、帰路は雪に降り込められ、飛行場で待機すること5

かなか大変な旅行だつたようです。

←ラルマヤ

今年夏、交換留学生として日本に

留学 してきます。天にも昇るよう

な坂道の上にある学校。   ^

パ ンフ ア→

ダリット (被差別の階層)の子ど

もたちだけの学校で教えている。

③
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その 3 Humla、 Rolpaへ (2012年 2月 24日 ～ 3月 2日 )

Humlaも Dolpaと 同様に行くのが難 しいところです。2月 の末なら飛行機 も飛ぶとい う情報を得て、クリ

シュナさんと福島さんが行くことになりました。Humlaに は、2期生ヒマニ・ブダ、リツ・ブダ、3期生プスパ・

ラマ、スシラ・タマンの 4人がいます。

奥深いところに住む リツは生後 2か月の赤ちゃんを連れて会いに来てくれたとのことです。ここも、公立

校には女子が多く、男子は私立へ行 くとか。Rolpaに は、 4期生のパルバティがいます。

卒業生赴任地訪問 (2)
フムラ・ ロルパ 学校訪問記 会員 福島 進

≪フムラ訪問≫

2月 24日

ネパールガンジーから40分。飛行機は、雪をかぶつた山と山の間を縫 うようにしてシミコット空港に着陸

した。そこは、ネパールの最北端フムラ郡の中心地。標高が2950m。 交通機関は飛行機 しかなく、車もバイ

クも自転車も走っていない。荷物を運ぶのは人間かロバや牛だ。

フムラ郡には 2期生が 2人、 3期生が 2人 と計 4人が教員として勤務 している。そのうちの 3人の学校は

飛行場に近いが、Rituさ ん (2期生)の学校は、シミコットから更に現地の人の足で 6時間 (日 本人の足で

はその約 2倍近く)かかる。途中の山道は、雪が積もつてアイスバーンになっているので、とても行くこと

はできないということで、校長先生の方から私たちの滞在 しているホテルに来ていただき、Rituさ んの学校

での様子を伺い、今後のことをお願いすることにした。

2月 25日

空港から山道を15分ほど登ったところにあるPuspaさ んとSushilaさ んの学校を訪問。本来は休 日なのだ

が、 3年生の26名 が集まってくれた。女子21人、男子 5人。女子の数が非常に多かった。ここでは、男子に

はお金をかけて私立の学校に行かせ、女子はお金のかからない公立学校に入れる親が多いため、こうした比

率になるのだそ うだ。

まず、Sushilaさ んの国語の授業を見た。教材のテーマをよく考えさせて、自分の意見を出させながら進

めていた。聞きやすいはつきりとした声で話 し、一人一人の顔をしつかり見ながら丁寧に授業を進めている

という印象だった。

次に、同じクラスでPuspaさ んの理科の授業をみた。授業は、生きているものと生きていないものの例を

子ども達に出させ、その理由を聞き出しながら進めるとい うや り方だった。子ども達に意見を言わせる時に

はどんな意見にも笑顔で対しながら、生物と無生物の違いを教えていた。

その後、校長先生のお話を伺い、2人の正規採用についてお願いをした。

2月 26日

午前中はHimaniさ ん (2期生)の学校を訪問。Himaniさ んの学校は空港から5分ほどで、空港に一番近

い学校だ。 10年生までの学校で、規模は大きい。

⑨
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Himaniさ んの国語の授業をみせてもらつた。終始にこやかで子 ども達を笑わせながら授業を進めているの

が印象的だつた。子 ども達も楽 しそ うにしながら、 考える時は真剣に考えていてよい授業だつた。Himaniさ

んは、この学校から2時間ほど奥に入つた学校に正式に勤務することが決まっているとのことだった。

≪ロルハ訪問≫

2月 29日

ネパールガンジーから車で約7時間、ロルパの中心地Liwangに 着く。山の傾斜地にピンクや自・緑色など

の5階建てくらいのビル群が出現したので驚いた。

Parbatiさ ん (4期生)の算数の授業をみせてもらつた。手作りの時計の教材を用意して、子ども達にわ

かりやすく教えようと努力していた。子ども達は、フムラほど極端ではなかったが女子の人数が多かった。

理由は、ネパール全体に共通しているようだが、男の子が生まれるまでは、女の子を何人でも産むので、自

然と女子の人口が多くなるからだそうだ。

Parbatiさ んの学校は、小学校から高校までが併設されており、ロルパでは最も大きな学校だ。校長先生から、

Parbatiさ んの教員としての様子や学校のことについて伺い、正式に採用してくれるようにお願いしてきた。

前列右からヒマニ、赤ちゃんを連れたリツ、

プスパ 後列右福島さん

福島さんお得意の理科の実験「やじろべえ」をそこ

にあるスコップで実験・・重′いはどこにあるか・・・

第 3期生 Kaushila(カ ウシラ )か らの手紙

2011年度埼玉県国際交流協会の支援で第 3期卒業生の Kmshila BudhathoHが勤務する Salyan,Shree

Bheri P�mary Schoolに 机・椅子を寄贈 しました。 1月 16日 クリシュナさんが視察に行き、新 しい机・

椅子を確かめてきました。その礼状です。

11ヨ I彗
山下泰子先生及びJNFEAの皆様ヘ

こちらは私たち 「学校の皆 と家族の皆」はとて

も元気にしてお ります。今回はこの手紙で特に書

きたいのは山下先生のおかげで、私は自分の村だ

けではなくてSalyan郡 でもモデル先生になってき

ました。いろんな催 しに行っても私は代表 として

出してもらつています。いい学校に入つて沢山学

んできた人だと皆に言われます。周 りの人たちの意見によると日本人

は働き蜂で優れた教育をさせているでしょうつて言われます。

私は子どものときに、有名な人の話を聞いて自分もそのような人になって自分の村のために頑張る夢を持

つようになっていました。 どのようにすれば自分の村のために何かができるような人材になるのか考えてい

ました。

父親は長い問病気にかかつていましたが、私たちの教育のことをとても心配 していました。私が 5年生の
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時に父が亡くなりました。Salyanで 小さなホテルの商売をやっていた父は、村のためにいろいろやつてき

て皆の信頼を受けた人でした。その人脈のおかげで私たちの商売 「小さいレス トラン」経営はうまくいって

いました。

全く学校へ行つた経験のない母親は、父が亡くなってから私たちの教育のために大変苦労しました。 どん

な事があつても子供にはSLCま では教育させたい気持ちで苦労した母親に、あまり心配をかけないために、

自分でできることはなんだろうと思つていました。ある日テレビで放送された孤児院の事を知ってそこまで

誰かが連れて行つてくれれば沢山学んで帰れるのにと思っていました。 しかし誰も私の事を聴いてくれませ

んでした。ある日Dangの フィダーホステルでSalyanか ら2人の生徒を募集 しているとい う知らせを親戚か

ら聞きました。

母親は私がそのようなところに興味を持っていたのを理解 し、そのホ

ステルに入れてくれました。私は悪い子ではなくまじめな子だつたので

Dangの フィダーホステルでは寮母さんに大変優 しくしてもらいました。

寮母 さんに親切にしてもらい、私は頑張つて勉強 しました。Dangの ホ

ステルにいたときに、さくら寮の話を聞きました。SLCが終わつてから

先生がさくら寮にす ぐ申し込んでくれました。Dangの 学校の先生にポ

カラに連れて行ってもらいました。ポカラに行つてからいろいろと学ぶ

チャンスがありました。小さいときから外国人と交流したい、話したいそして自分の家に来てもらいたいと、

ずっと思っていました。私のその願いもJNFEAのおかげで叶えることができました。

おかげさまで、学校で子供を教える仕事もできるようになりました。」NFEAの皆さんは私にとつて神様

のようです。私はこんなことを小さいときから望んでいました。私の学校で何か問題があつたら他の先生た

ちと相談するようにしています。皆さんが優 しく協力 してくれました。学校では椅子がないので生徒たちが

床や窓に座って勉強していました。この問題について校長先生と相談したら他の方法は今のところ何もない

ので心配 しても仕方ないと言われていました。

そしてあるとき、JNFEAの袖山さんとクリシュナさんが学校を訪問

してくださいました。この学校には机・椅子が足 りてないことに気がつ

き、机・椅子を支援 しますと連絡が来たときに私は大変嬉 しかつたです。

お金を送金 してもらいましたが、机・椅子をうまく手に入れることは

できるかどうか心配でした。校長も理事長 も私を信頼 してくれてその

仕事の担当者に私も入れてくれました。60セ ットの机、椅子を約束の

期間に作 ることができてよかつたで

す。今は子供も親も喜んでお り、学校には生徒数が増えています。親た

ちはJNFEAか らのこの支援に対して感謝の気持ちを持っています。

話が変わ りますが私の田舎には今、水路がないのでできればどこかの

大きなところの支援を頂いて水路を作るために努力 しているところで

す。もしそのようなところがなければ、村人が自分でできる範囲のお金

をだして、小さくてもいいですが、どうしても作 りたいとい う動きがあり

はもう少 し収穫ができるようになるでしょう。

ます。水路ができたら私の村の人々

一つお願いがあります。私の母親が、どうしても山下先生に家まで足を運んでほしいと言つています。山

〇



下威士先生もご一緒にクリシュナさんと来ていただけると嬉 しいです。大歓迎 します。期待 してお ります。

JNFEAや埼玉国際交流協会にもお礼をお伝えいただけたらうれ しいです。私の学校のスタッフが、ピーナ

ツをさくら寮に送 りました。 どうぞ早いうちにネパールヘいらして召 しあがつてください。長い手紙になっ

てしまいました。すみません。最後になりますがさくら寮にいたときに親代わりをしてくださつた学長先生、

JNFEAお よび里親の皆さん、ネパールにお住まいの日本人の方々と寮母にも心からお礼を申し上げます。

今はこれでペンを置きます。

2068-12-14「 ビクラム暦」 2012-3-27日 「西暦」 Kaushila Budhathoki(Salyan)

東芝プロジェクト「絵画の授業の指導」

公益財団法人東芝国際交流財団からの助成金で、3つ のプログラムを実施 しました。

2つ (パ ネルシアターの指導。音楽教育の授業)は前号に紹介 しましたが、 3月 9、

10日 には、絵画教育の授業をグラフィックデザイナーの金斗鉱さんとその主宰する「ネ

パール子ども絵画プロジェク ト」グループが、実施 しました。また、中尾順子さんが

ピアニカの指導をしてくださいました。“自由な表現 と可

能性"をテーマに、静物画の指導、お面の製作、紙飛行

機を作ろう、ネパールで取れる土石から作つた絵の具を使つた作品、紙芝居の製作と盛りだ

くさんのプログラムに生徒はしつかりと答えていたとのことです。また、日本から持ち込ん

だピアニカは、中尾順子さんが中心となって、『 さくら、さくら』がふけるまでになりました。

5月 27日 の卒業式には演奏の予定です。

静
助成金 0支援金の記録

令オ尋傘警外警|力:響奪4●41ギさ事|■|
かねて応募 していた公益信託法人今井記念海外協

力基金から助成金64万円をいただけることになりま

した。この助成金の用途は 2つ あります。 1つは、

ネパールの山間地でいまだにある「生理小屋―チャ

ウパディ」慣習根絶のための活動に充てられます。

毎年のフォローアップ研修でも、卒業生たちが課題

として取り上げているものです。もう1つは、保健

体育の授業の進め方についてさくら寮の生徒たちを

指導する専門家を派遣する費用に充てられます。

チャウパディ・ゴー ト (写真)と は、女性が生理

の期間中に自宅を離れ、寝泊 りする小屋のこと。宗

教上また慣習で、生理中の女性は続れているとの考

えから、村はずれにある粗末な小屋で寝泊 りするこ

とを慣習 としている地域があ ります。2007年 にネ

パール政府は 「チャウパディ慣習根絶令」を出しま

したが、いまだこのような慣

習が残つている地域が、特に

西ネパール・学生たちの出身

地に多くあります。この習慣

を根絶 したい とい う彼女た

⑫

ちの願いに協力していきます。

1公益1財1団1法1人|1東 1芝 1国 1際 1交流1財1団力|ら■「き続き助1成

金:を,,た |だ :き|ま|す|
前年 と同様、助成金100万 円をいただけることに

なりました。使途は、昨年に引き続き、①音楽授業

の指導 ②パネルシアターの製作と活用の指導

③絵画教育の指導を実施 します。そして、本年は④

保健衛生一生理教育一の指導が加わります。ネパー

ルの公教育に不足 している情操教育を、さくら寮の

学生たちを通 じて広めるために活用 します。また、

正しい生理教育を通じて、チャウパディ根絶への理

解を広めます。

財団法人埼玉県国際交流協会から3年にわたつてい

ただいた 「彩の国さいたま国際協力基金」は2011年

度で一応終了となります。おかげさまで、卒業生た

ちが教員としての知識・技量を磨くための「フォロー

アップ研修」の開催、机。椅子のない小学校3校に机

と椅子を寄贈することができました。ありがとうご

ざいました。

20H年度に寄贈 したベ リ小学校に勤務する3期生カ

ウシラから礼状が届きました。 (10ページ)



1,い TopiCS & News

甲1墜:ン苺:イオ|ヽ:率:ヽ1本1曖■111ず1奉■オ||||り1苛1聘|

今年も下着 とタオルをたくさんいただきました。

ネパールの山岳地域の女性たちは、下着に不自由し

ているということを、特に生理用ショーツが不足 し

ているとお話 したところ、「私たちの活動の目的に

合致 している」と理解を示 して下さつてのご好意で

す。毎年の卒業式と新入生の入学時には、これらの

下着を持っていき、学生たちにプレゼン トしていま

す。学生たちに大変喜ばれています。

|九 1中夕:オ:ル様力|らの1寄1贈1品|

今年の新 しいプロジェク トー保健体育の授業 と

チャウパディ根絶のための活動―に参加 してくださ

る、斉藤利之さんのご紹介で、丸中タオル株式会社

様 (大阪市泉佐野市)か ら120枚 のバスタオルをい

ただきました。これは、卒業生たちへの記念品とし

て使わせていただきます。

1可愛い縫IVヽぐ:るみ|の|プレゼ:ンド

(株 )ダ ン ケ シ ェー ン様 か ら、横 浜 の UN
Women(国 連女性)を 通 して可愛いプ レゼン トをい

ただきました。寮生たちへのお土産にしましょう。

1次:期1交換1留1学1曇|の1紹1介|

1奨学1金ヽ|の,ご協 |力:の|お1願|いよ

今年度の文京学院大学とカ

ニヤ・キャンパス・ポカラの

交換留学生は、さくら寮第2

期生で現在Shree Laligurans

小 学 校 で 教 師 を して い る

Lalmaya Budha(写 真)です。

8月 末に来 日します。

交換留:学1生:の|た|め|の1奨1学1金|を

'募

1集|けます
=|

交換留学生は基本的には、学費は両校でお互いに

免除となっています。 しかし、生活費は自己負担で

す。ネパールからの留学生については、往復の航空

運賃を大阪の堂島ロータリークラブ様からご支援い

ただいています。また、全国退職女性校長会様から

もご支援をいただいておりますが、なお 1年間の滞

在費すべてをまかなうには十分ではありません。さ

らに皆様のご協力をいただけましたら幸いに存 じま

す。 目的指定の奨学金を募集いたしますので、是非

ご協力ください。金額は問いません。送金先は裏面。

i=1本 1人1医1師|の1訪1聞|

長年ネパールで医療活動をしておられる、栖戸健

次郎医師が、3月 9、 10日 にさくら寮を訪問し、生

徒の健康相談をして下さいました。

交換留学生として日本へ来て

さくら寮第1期生ラミラ・ブダ

私は2011年 8月 、山下理事長

夫妻に伴われてはじめて日本に

来ま した。JNFEAの 支援でこ

のようなチャンスをいただき感

謝 しています。また、堂島ロー

タリークラブ、全国退職女性校長会、公益財団法人

東芝国際交流協会をはじめ多くの皆さんのご支援を

いただいていることも聞きました。本当にありがと

うございます。

私は、文京学院大学とカニヤ・キャンパス・ポカ

ラの交換留学協定に基づき、日本で学ぶ機会を得ま

した。留学生としての私の日本滞在はまだ 3分の2

が過ぎたところで、あと4ヶ 月ありますが、これま

での体験について少しご報告します。

文京学院大学の 「国際連携プログラム」に席を置

いた最初の4ヶ 月間は英語での授業でしたから、は

じめは読むこと・聴き取ること・話すことにとても

苦労しました。私はネパールで、ある程度の英語は

マスターしていましたが、アメリカ人教師の話す英

語はとても速くなかなか聴き取れなかったのです。

留学生仲間のうちで私だけが英語に苦労したと思い

ます。留学生12人 のうち9人はアメリカ人でしたし、

他の 2人はマレーシア人でしたから英語が堪能だつ

たのです。 日本の小説 1冊 を4日 間で読み、お互い

に感想などを述べ合 うディベー トの授業では私は課

題の本を読むのに毎晩遅くまでかかりました。留学

生仲間の話すアメリカ英語を理解するのも難 しいこ

とでした。最初の 2ヶ 月は本当に苦労しましたが、

優 しい友人に助けられました。モンゴリアンの彼女

は独 りばつちの私に 「ここにおいで」と言つてくれ、

「分からないことは何でも聞いてね」と励ましてくれ

ました。またPCの操作も教えてくれました。私は何

とか頑張つてよい成績を取ることができるようにな

りました。ある日本語の試験では12人 中私ともう1

〇



人が一番でした。頑張つたお陰で、日本の文化や生活・

他の文化圏・国際交流など私は多くの知識を得るこ

とができたと思います。

1月 10日 から4週間、新潟県長岡市立和島小学校

で教 育 実習 を さ

せていただきまし

た。新潟は大雪で

したが、前半は和

島支所長 のお宅

に、後半は校長先

生のお宅にホーム

ステイさせていただき、とても優 しく温かくお世話

いただいたお陰で苦労はありませんでした。学校で

子どもたちや先生方との初めての出会いに私は「ネ

パールから来たラミラ・ブダです」と挨拶 し、実習

が始まりました。私は子どもたちに私自身のことや

ネパールのことなどたくさんのことを話 し、また英

語の指導もしました。子どもたちはいつも私の周 り

に来て優しく話しかけたり遊んだりしてくれました。

授業もとても楽しくすることができました。雪だる

ま、スキー、子どもたち、そして校長先生をはじめ

先生方の温かい心づかいを決 して忘れることはない

でしょう。ここでの素晴らしい体験は大きな宝にな

りました。

その後、群馬県

長野原町立応桑小

学校と北軽井沢小

学校で 2週間、教

育実習をさせてい

ただきました。浅

間山麓の小学校で

も、元気な子どもたちと楽 しく過ごすことができま

した。東京では、八王子市立浅川中学校で、各クラ

スを回つて紙芝居を使つてネパールの話をいたしま

した。

その他、私は、JNFEAの理事の方々などのお宅に

ホームステイさせていただきながら見間を広め、い

ろいろな体験をしました。美味しい日本料理、生活

習慣の違い、大都会の大きなビル群、美しい景色な

どに出会いそのたびに強い印象を受けました。温泉

体験も初めてでしたが大好きになりました。

ロータリーの皆さんに招待されて、京都・大阪・

神戸をおとずれた折 りには、初めて船に乗 り、海の

⑭

上にかかる大きな橋に驚きました。また、淡路島は

何と美しいのでしょう。

ホームステイさせていただいた東京、関西、北軽

井沢、横浜、南房総それぞれの地で、いろいろな人

との出会いもありました。皆親切で 「頑張つてくだ

さい」と言つてくれました。今、私は南房総のホー

ムステイ先でこの報告をまとめていますが、ここは

静かな田舎でタライ平原に似ています。ネパールに

いるように感じるときもあります。

4月 からは、埼玉県ふじみ野市にある文京学院大

学の学生寮に移 り、人間学部で情操教育や体育など

の教え方を勉強します。お陰様で元気に過ごしてい

ます。残された期間しつかりと勉強してたくさんの

ことを身につけたいと思います。

ネパールに帰ったらこの経験を生かし、よい仕事

をしたいと思います。女の子が通える学校をいつの

日かつくりたい、これが私の夢です。

(2012,3,21記 )

【留学後半の日程】

2011年

H月 14日  十文字学園女子大学橋本ヒロ子教授担当

の授業で講演

12月 16日  文京学院大学国際連携プログラム修了

22日  文京学院大学国際交流会館退寮

23‐ 26日  大阪堂島ロータリィ倶楽部会員宅でホ

ームステイ

2012年

1月 8‐ 21日 長岡・小黒宏聡家でホームステイ

9日  長岡市立和島小学校で教育実習開始

22‐ 2/3日 長岡・小黒知也家でホームステイ

2月 3日  和島小学校教育実習終了

4日  With youさ いたまのイヴェントに参加

13… 16日  群馬県吾妻郡長野原町立応桑小学校で

実習

20‐ 25日  群馬県吾妻郡長野原町立北軽井沢小

学校で実習

3月 7‐ 9日 八王子市立浅川中学校で紙芝居講演

28日  文京学院大学 ドームふじみ野入寮

4月 ‐7月 文京学院大学人間学部児童発達学科の授

業を受ける。

8月    ネパールヘ帰国の予定。



さくら寮通信

(マ ンスリー報告 20H年 9月 ～12月 まで)

2011年 9月

。8日  文京学院大学大学院生・市岡優加さん (交換留学生)

がさくら寮に到着、11日 よリカニヤキャンパスで授

業を受けた。
012日  寮生の 1人が象皮病にかかり緊急入院 したが19日 に

完治 し退院 した。

・24日  ダサイン休暇 (11月 3日 まで)で寮生全員が帰郷 し

た。

・25日  運営委員会が開催 されました。

2011年 10月

(寮生はダサイン休暇で帰郷中)

13日 ～16日  第 4回フォローアップ研修会開催

参加 した卒業生は21人 (1期生 1人 、 2期生 7人、
3期生 6人、 4期生 7人 )

日本より 岩谷理事、古宇田理事、降旗伸子さん、

小林典子さん、石井幸子さん

現地よリ カニヤキャンパスの学長・教員3人 、ラク
スマン先生サファラ先生、通訳クリシュナ氏

18～ 19日  研修会参加の卒業生は全員各自の赴任地
へ戻つていつた。

・17日  岩谷理事はクリシュナ氏と共に卒業生の赴任地訪問

のためアチャム郡へ向け出発 した。

2011年 11月

・ 4日 、 5日  長いダサイン休暇が終わ り寮生はさくら寮に

戻つた。

・ 8日  カニヤキャンパスで授業が始まった。

・11日  カウシラの学校に机・椅子の費用を送金 した。

・13日 ～23日  今村努氏、今村美知子理事が音楽の授業をし

た。ヘアバン ドの製作の指導もした。

・16日  今村さんの友人 2人がさくら寮を訪問し、体育の指

導をした。
025日  運営委員会開催。

2011年 12月

・ 4日  寮生 3人が眼病で受診、薬の処方を受けた。

・ 7日 ～26日  建物の塗装工事、浴室の修繕工事が行わた。

・12日 ～15日 カニヤキャンパスでは学期末試験。

・ 14日  卒業生に卒業証明書を送付 した。

・30日  冬休み前の一日を寮生全員で日帰り遠足。車をチャー

ター しサンテ・ステューパ (フ ェア湖 とマチャプ

チャレ山が望める景勝地)へ出かけ、料理をし、

踊つたり歌つたり写真を撮ったりして楽しみました。

JNFEA活動報告

2011年 11月

・ 7日

・ 13-23日

。14日

019日

・25日

027-29日

12月

・ 5日

・ 15日

活動推進会議

音楽、家庭科指導 今村

ネノキール・さくら寮

ニュースレター編集会議

第 9期第 4回理事会

大泉資料室

(美知子・務)

二子玉川

文京学院大学

東芝国際交流財団助成金申請

卒業生赴任地訪問ドーティ郡 (テ ィケソリ、シタ、

今村 (美知子・務)、 クリシュナ

ニュース レター発送 大泉資料室

活動推進会議 (2012年 度以降の活動について)

大泉資料室

・25-1/5日  卒業生赴任地訪問 ドルパ郡 (パ ンファ、ラル

マヤ)ク リシュナ

・30日   会計整理             大泉資料室

2012年 1月

・ 9日   活動推進会議           大泉資料室

・12日   今井記念海外協力基金申請
。1622日 赴任先訪問サルヤン郡 (カ ウシラ)ク リシュナ
022日   埼玉県国際交流協会 講演と交流会参加
。3卜31日 活動推進会議 (今後の事業計画・予算策定にあたつて

の打ち合わせ) コンパー トメン ト東京中央

2月

04日   With youさ いたまフェスティバル参加  ラミラ

・ブダ出演

・18日   第 9期第 5回理事会
。21-3/6日 卒業生赴任地訪問

文京学院大学

フムラ郡 (リ ツ、ヒマニ、プスパ、スシラ)、

ロルパ郡 (パルバティ)、 福島、クリシュナ
。28日   2011年度事業内容・収支区分検討  大泉資料室

3月

・17日  今井記念海外協力基金助成金決定
026日  東芝国際交流財団助成金決定

・27日  活動推進会議 (理事会 。総会に向けての準備 )

30日  2011年度会計整理

大泉資料室

大泉資料室

《クリシュナ日記 》飛行機を待ちながら 現地代理人 クリシュナ・ カティワダ
2011年 12月 25日 から翌年 1月 5日 、 ドルパの 3人の卒業生の学校を訪ねました。 ドルパは秘境といわれています。な

かなか入ることはできません。 ドルパヘの飛行機の往来は偏に天候次第です。 12月 25日 にはラッキーなことに ドルパヘ

飛べました。3年ぶ りに会つた卒業生たちは元気に先生をしていました。さて、仕事を終えて帰ろうと同行者 2人 と共に、
12月 31日 にJufal飛行場にやつてきたときは、雪が降つて飛行機は飛べないという状態になつていました。それから、 1
月 3日 まで、飛行場の近くのホテルに缶詰です。毎 日毎 日飛行場にやつてきて空を眺めながら過ごしました。飛行機を待つ

ている間にいろいろな人を見ました。
最悪の場合は飛行機をチャーターしてでもカ トマンズに行きたいという死にそうな病

人を抱えている人。死が早いか飛行機が早いかという状態。崖から落ちて6日 日という
13歳の女の子は、28歳 の父親に付き添われていたが、待つている間にお金が尽きてしま
い困つていました。国会議員もいました。空を見て飛行機が当てにならないと観念して、
3日 間歩けば車の通る道に出られるので、山越えで陸路を出発 してしまう人たちがいま
した。私たちも3日 間歩いたほうが早いと選択 して 4日 に歩き出しました。しかし、歩
き出した翌日、同行の一人がケガをして歩けなくなりました。 6日 、救急ヘ リが飛んで

きてくれてようやくけが人をカ トマンズに運ぶことが出来たときは心底ホットしました。

⑮



2010年 11月 (ニ ュースレターNO.10号 掲載)以降から2012年 3月 末まで、ご寄付、ご寄贈いただいいた方々

のお名前を掲載 させていただきます。 どうぞみなさま、これからもネパールの女性教師育成のために、ご支援い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

青木睦子 麻生美穂 阿部可子 安部雅 新井敏子 新井場清典 新井場貞子 庵康雄 石川信幸 石橋芳子 磯公美子 磯

崎章 伊藤新一郎 伊藤幸子 猪爪範子 丼原喜美子 今村美知子 岩崎光太郎 岩谷榮子 岩谷満佐男 牛江ゆき子 大阪

堂島ロータリークラブ N.H OASC(代 表田中和子 )大 澤恵理子 大塚真須美 大塚早苗 大野清子 大軒史子 岡田幸男

岡野絢子  小川益司 小黒知也 小澤育枝 小野英樹 織田真理子 加藤怜子 加藤勇 加藤千恵子 加藤恒久 刈谷もと

子 川瀬洋子 川村淑子 北川靖子 北村晃子 北脇八千代 小池美知子 古賀衛 国際交流グループみなと 国際ソロプチ

ミス ト東京 国際ソロプチミス ト大阪―いずみ 国際ソロプチミス ト長浜 国際ソロプチ ミス ト新潟 児玉元晴 小林栄子

小林照子 小林弘 小林洋子 佐伯律子 佐久間彬弘 佐子昭子 佐々木喜蔵 実松院 澤田順子 下條直子 SIMIN G
UL 篠原千代子 島田倖子 嶋田桃代 十文字学園女子大学 (橋本ヒロ子)城 ヶ辻保 鷲見人重子 鈴木靖国 鈴木哲子

瀬尾真喜子 瀬尾真理子 (故)全 国退職女性校長会 (梅の実会)袖 山正彦 高瀬純子 田上和子 高宮稔 竹田智恵子 田

中綾子 田中千恵子 田中雅博 田中悦子 辻村祥子 塚田洋子 渡嘉敷美智子 戸波博 永井福枝 中尾哲子 中島二三子

中田美子 中山慶恵子 永山洋子 西立野園子 根森健 根森桂子 野口雅樹 橋本憲子 畑尻剛 初山京子 浜中康二

林よしえ Hidemi Vander Schuff平山博子 深田洋子 福島進 藤田武司 古川脩子 古橋源六郎 前橋汀子 増渕民子

松井喜久枝 松居佐代子 松波勝弘 三嶋洋 三嶋蓉子 水田加代子 宮坂洋子 武藤友子 元百合子 森井孝子 森田正

明 門田峻徳 八木紀子 山崎捷子 山崎由美子  山下嗣夫 山下紗衣 山下泰子 山下威士 山田好秋 山本育三 山本

佳寿子 山本滝子 横田洋三 横山賀寿子 吉崎 トミ子 脇田多見子 渡邊いくよ 渡邊紀久次 渡邊嘉子

順 敬称略)

(五十音

*助成金  0埼 玉県国際交流協会  ・公益財団法人 東芝国際交流財団

編集後記 今年で50名 の卒業生となります。 2期生の給与の援助が終わりとなります。教師の職の継続に

ついて、各地を訪ねて、引き続き現地で雇つてくれるように頼んでいます。現地の事情もありなかなか難

しいところです。現在調査中です。なるべく多くの情報を皆さんにお届けしたいと思っています。

会費・里親基金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:00130-4-370983(郵 便振替口座)

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) (交換留学生への支援金はその旨お書き下さい)

里親基金 :月 額5,000円 、年間60,000円 、 5年間合計300,000円 但 し月額1,000円 も可

認定 NPO法 人 日本ネパール女性教育協会 (JNFEA)

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

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

P10 Box 192 Tel:977‐ 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

E‐ mall:iwatani@r3.ucom.ne.ip URL:http7/wwwjnfea.net/

編集委員 :新井場貞子 吉田俊吾 佐伯律子 岩谷栄子
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