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第７期卒業式
５月30日、第７回目の卒業式が行われます。10名の卒業生たちは、自分の郷里の小学校の先生になります。
２年間さくら寮で生活し、カニヤ・キャンパス・ポカラで教育学について学びました。また、日本から多く
の先生たちが訪問し、音楽、絵画などの情操教育の教え方や、算数、学級運営、保健体育についての指導方
法などを学びました。これらの貴重な経験を活かして、村の「おなご」先生として力を発揮してほしいです
ね。日本からは、山下泰子理事長と古宇田亮順監事など、パネル・シアター指導の先生方が出席します。
５月21日～ 24日

首都カトマンズへの修学旅行を実施します。

1

第７期の卒業によせて
山下

泰子

認定 NPO 法人日本ネパール女性教育協会理事長

皆さん、ご卒業まことにおめでとうございました。
私は、今年３月マナスルのふもとゴルカ郡フィリムのブッダ・スクールで、SLC受験
のため村を出て行く10年生の壮行式に出席することができました。女の子も男の子も、
しっかりと決意に満ちた顔をしているのが、印象的でした。みんな村の人々の期待を一
身に受けて、山を下って行きました。
今日さくら寮から巣立つ皆さんも、SLCに合格し、ここさくら寮で暮らしながらカニ
ヤ・キャンパス・ポカラの教育コースを卒業することができました。
日本に、「笈を負うて故郷を出る」という「世のためになる人になるという大きな志
を抱いて、勉学のためにふるさとを離れる」ことを意味する言葉があります。SLCを目ざして故郷を後に
した人たちも、今日こうして２年間の教育コースを修了して、さくら寮を後にする皆さんも、まさに「笈を
負うて故郷を出る」のです。
認定NPO法人日本ネパール女性教育協会の関係者・支援者の皆さん、ポカラ・プロジェクトの理事の皆
さん、カニヤ・キャンパス・ポカラの先生方、とりわけバリジュウー学長先生、クリシュナさん、マンジュ
さんの期待を胸に、さくら寮で学んだ誇りをもって、ふるさとの村のすばらしい「おなご先生」になってく
ださい。それが、「笈を負うてさくら寮を出る」皆さんの使命です。
Surendra B.Bharijoo （スレンドラ

Ｂ．バリジュ－）KCP 学長 / さくら寮運営委員会委員長

さくら寮プロジェクトは、Kanya Campus Pokhara と日本ネパール女性教育協会が
一緒になって行っている、女性の力を高める、小さくて、美しいプロジェクトです。こ
のプロジェクトも、今年９年目になりました。「さくら寮」では、これまでネパール西
部の80人の子たちが２年間の課程で勉強しました。皆、田舎では、進学のチャンスがな
く、経済的に貧しい家庭の子で、それぞれフィダーホステルに滞在してSLCを受かった
子たちです。
２年間の「さくら寮」滞在中は、教育学を学びながら、社会問題を乗り越えるため
に、さまざまな教育も受けています。小学校に模範的な先生が居ることの重要性も理解してくれています。
将来の夢がはっきりとしているこの学生たちは、故郷へ帰ってからの使命も理解しています。皆さんの先輩
たちも、現地から送ってくれる報告書でもわかるように、一生懸命、現地で努力しています。彼女たちの努
力のお蔭で、村の教育事情や社会事情も、良い方向に進んでいます。「さくら寮」を卒業して、故郷に帰っ
た学生たちは、女性の自立のモデルとなって頑張り、大勢の人々から良い評価を受けています。JNFEAの
皆さま、あたたかいご支援が大きな成果を上げています、ご安心ください。
この寮の第１期卒業生Ramila Budhaが１年目に、第２期卒業生Lalmaya Budhaが２年目に、交換留学
生として日本でさまざまな勉強をして帰国しました。これは、彼女らにとっても、私たちにとっても素晴ら
しいチャンスでした。彼女たち二人が日本で学んできたことを、さくら寮生や村の子にも教えてほしいと
思います。第３期卒業生のAmbika Mallaが、今、留学中です。彼女もきっと日本で頑張って、帰国後、ネ
パールで活動してくれると期待しています。第４期卒業生も、次期交換留学生として準備中です。これから
も、このようなチャンスが続けられることを願っています。今後20人の学生たちがこのプロジェクトで勉強
しますが、これを成功させるためには、皆が一緒になって努力しなければなりません。
最後になりましたが、このプロジェクトにご支援の個人、団体の皆さまに、心よりお礼を申し上げます。
皆さまの応援で、このプロジェクトが継続することを期待しております。
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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
“まずは喜び、そうして感謝”
希望といくらかの不安をもって村へ帰っていく７期生の皆さん、これまでたくさんの
経験をしましたね。嬉しいこと、悲しいこと、友だちとうまく行かなかったことなどな
ど…。
私は、いつも羨ましく思いました。なぜなら、皆さんには JNFEA のあたたかい応援
があります。経済的な援助だけではなく、折々に素晴らしい研修を受けることができま
した。このような環境は、ネパールのどこを探してもないでしょう。

そうした支えの底には、何があるのでしょう。深い愛です。愛から行動が生まれるのです。「愛してい
る」と言いながら、何もしなければ、その愛は、偽りです。皆さんは、本物の愛を JNFEA の皆さんから、
Kanya Campus の先生方から受けているのです。お世話下さる方々からいただいた本物の愛をもって、子
どもたちと出会いましょう。そこから、喜びが生まれます。そして、今までのことの感謝の心が生まれるで
しょう。
子どもたちは、育っていきます。皆さんの愛を貰いながら。
Keshab Sharan Parajuli （ケシャブ シャラン パラジュリ） KCP 教育学部長 / さくら寮運営委員会委員
JNFEAのこのプロジェクトは、ネパールの極西部と西部の、経済的には貧しい、ダ
リット、少数民族の女の子を教育して、自分の村に帰って、小学校の先生として仕事を
してもらうというプロジェクトです。今、７期生の10人が卒業します。おめでとうござ
います。
２年間「さくら寮」で勉強できたことで、皆さんは、たくさんのことを学んだと思い
ますし、自分の故郷に帰って子どもたちを教えることにも、自信が持てるようになった
と思います。皆さんは、故郷で教育を広めて村の人たちを喜ばせることでしょう。同時
に、教育のチャンスがない子どもたちに良い教育をするように努力してくれることを期待されています。こ
れまでに、ここを卒業して故郷で頑張っている先輩の先生たちの背中を見て、皆さんも頑張ってください。
子どもたちに優しい環境を作って、子どものことを理解し、自己の責任を果たしてください。
皆さんの成功を祈ります。
Humakanta

Pande （フマカンタ

パンデ）KCP ネパール語教授

皆さん、さくら寮で２年間勉強し、志を持って故郷に帰る皆さんの明るい将来を応援
します。
教科書を勉強するだけでなく、先輩や経験者から素晴らしい事を勉強するチャンスも
あったと思います。ここで学んだ宝物をもって、故郷の子どものために贈り物を持って
帰るところです。自信を持って自分の責任を果たしてください。KCP や JNFEA の期
待に応えようと皆さんが信じていると思います。問題の多い仕事場と思いますが、負け
ないで頑張ってくれることを期待します。成功を祈ります。おめでとう。

Durga Raj Regmi （ドルガ

ラジュ

レグミ）KCP 教育学部教授

10 人の卒業生の皆さん、おめでとうございます。支援者の日本の皆さんに感謝いた
します。
JNFEA が寮生の皆さんの全ての「滞在費、交通費、学費など」を支援しています。
地元に帰ってからの３年間のアロワンスも支払いしてもらっています。
このようなチャンスをもらったのです。村の子ども達のために役に立つよう、皆さんの
未来の成功をお祈りします。
SLC を受かって PKR に来て期待したことがあったでしょう。得たことも失敗したこ
ともあると思います。しかし、ここでは皆さんは全く違う雰囲気で勉強が出来たと思い
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ます。将来は JNFEA の期待に応える人間になってくれることを願います。つらいこともあると思います。
先輩は成功しています。皆さんもライセンスを持ち仕事が継続出来るように努力することを期待します。
Krishna Khatiwada （クリシュナ

カティワダ） JNFEA 現地代理人 / さくら寮運営委員会委員

学校に来る小さくて可愛い子どもの将来の人生を、明るくなるように教育をすること
が、一番大切です。そのためには、先ずその子たちを愛する心が、必要です。子どもの
家庭状態はどのようなのか、先生がそれを理解することが、次に大事なことです。子ど
もの身体的・精神的な事情をも確かめる必要があります。疲れているかどうか、お腹が
空いていないかどうかを見てから、教え始めることも大切です。子どもたちが落ち着い
た気持ちでいることを確認してから教えないと、そもそも教育になりません。
さらに大切なのは、教育の重要性を先生が理解していることです。何で教えるのか？
何を教えるのか？どのように教えるのか？―このことを理解しましょう。教える時は、
子どもの親しい友人になって教えましょう。また、子どもたちは未来の国を支える柱であることを理解して
おきましょう。心の底から自分が先生であることを自覚しながら、頑張って仕事をしてください。時計ばか
り見てサラリーをもらう習慣は、なくしましょう。村々にさくらの花を咲かせて、JNFEAの期待に応えま
しょう。「さくら寮」の卒業生の100人は、そのためのモデルです。皆さんの故郷の教育環境を良い方向に
変えるのに努力してください。
Manju Dhoju （マンジュ

ドージュ）さくら寮寮母 / さくら寮運営委員会委員

２年前に不安な気持ちで入寮した皆さんが、こうして卒業の日を迎えることができた
ことを心からお祝いします。いろいろなことがありましたね。このさくら寮での共同生
活が、皆さんのこれからの生活にとってどんなに大事なものであったか、また、先生と
して働くときに、どんなにたくさんの大事なことを、ここで学んだかを思い出してくだ
さい。JNFEA の期待に応えることができるよう、立派な先生になってください。

卒業生名簿・赴任先
SN

Name

Date of Birth

Addrees

School

1 Aarti Poudel

04/03/1996

Banke

Shree Gyan Jyoti Lower Secondary School,

2 Asmita Bohora

18/05/1996

Dolpa

Shree Laxmi Primary School,Tripurakot

3 Belaspura Nepali

28/06/1993

Kalikot

Shree Janajyoti Secondary School ,Paankha

4 Bipana Nepali

08/04/1995

Pyuthan

17/11/1993

Dailekh

6 Laxmi Dhami

20/03/1992

Darchula

Shree khan Secondary School,

7 Laxmi Pujara

28/10/1996

Bajhang

Shree Bal Mandir Lower Secondary School,
Chainpur

5

Chhaya Kumari Saud
Majhi

Shree Nepal Rastriya Lower Secondary School,
Bijuwar
Shree janajyoti Higher Secondary School,
Rakamkarnali

8 Radha Kumari Awasthi 03/08/1995

Dadeldhura Shree Saraswati Secondary School, Bhatkanda

9 Shivalaxmi Malla

22/09/1996

Mugu

Shree Lower Secondary School,Bharekot

10 Sumitra Rana

13/04/1996

Gorkha

Shree Buddhha Secondary School, Philim
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第７期生出身地
○の中の数字は8期生を
含めた人数

Laxmi Dhami
Laxmi Pujara

2

Darchula

ダルチュラ

2

1

2

Bajura

バジュラ

Doti

6

Kanchanpur
カンチャンプル

Shivalaxmi Malla

4

Bajhang
バジャン

Baitadi

ダデルデュラ ドーティ

Rada Kumari Awasthi

フムラ

バイタディ

Dadeldhura

1

Humla

6

4

Jumla

Kalikot

アチャム

カリコット

3

Dailekh

Kailali

1

1

Bardiya

Dolpa

4

ジュムラ

Asmita Bohora

ドルパ

7

1

2

Rukum

サルヤン

バルディア

1

Banke

1

Rolpa

ロルパ

Dang
ダン

1

1

ルクム

Salyan

スルケット

JNFEA現地事業所在地
さくら寮、KCP所在地

Mustang

Jajarkot

Surkhet

バンケ

ムグー

ジャジャルコット

ダイレク

カイラリ

1

2

Achham

Mugu

Manang

1

5

Kaski

Baglung

Pyuthan Gulmi

ピュウータン

2

1

Myagdi

1

Parbat

1

Chhaya Kumari Saud Majhi

4

★ POKHARA

Syangja

Arghakhanchi
Palpa
Kapilbastu
カピルバスツ Rupandehi

1

Gorkha
Lamjung

Tanahun

1
Nawalparasi

Sumitra Rana

ゴルカ

9

Rasuwa

Nuwakot Sindhupalchok
KATHMANDU
Dhading
Kathmandu
Dolakha
Bhaktapur
Lalitpur
Makwanpu
Kavre
Ramechhap

★

Chitwan

Sindhuli

Parsa
Bara
Tanahun

Bipana Nepali
Aarti Poudel

Belaspura Nepali

Sarlahi

Mahotarri
Dhanusa

この地図はKATHMANDU以西を表示

卒業生の抱負
Arati Poudel（アールティ ポウデル）[Banke]
JNFEA のお蔭で、私は良い教育を受けるチャンスをもち、良い先生になることを決めま
した。「さくら寮」で学べたお蔭で、子どもたちに丁寧に教えるべきことを学びました。教
科書以外にも教えることがあると、理解できました。先生を怖く思わないように教えること
も、大切です。JNFEA が期待しているように、私は、故郷に帰って、教育を受けるチャン
スがない人たち、とくに女の子たちに、自分で学んだことを教えたいと思います。JNFEA
のみなさんを含めお世話になった KCP の皆さん、寮母さん、友人の寮生の皆さんにも、感
謝します。
Asmita Bohora（アスミタ ボホラ）[Dolpa]
私は、さくら寮に居た２年間、たくさんのことを勉強しました。ここでは、寮母さん、
KCP の先生や、多くの指導者から、重要な教育を受けました。私も、故郷に帰って、学校
教育を受けられない子どもたちを教育します。故郷に帰って、自分のためだけではなく、大
勢の人のためになる教育をしたいと思います。JNFEA の先生がたには、ネパールまで来て
いただいて、子どもを中心に教える訓練をしていただきました。皆さんのお蔭でここまで学
べたことは、本当にラッキーだったと思います。JNFEA と KCP の先生方から学んだこと
を、ぜひ故郷で生かしていきたいと思います。最後に、いつもお世話になっていた寮母さん、
JNFEA の皆さん、KCP 学長と、先輩や後輩の皆さんに、感謝いたします。
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Belaspura Nepali（ベラスプラ ネパリ）[Kalikot]
JNFEA の皆さんに、心から感謝いたします。皆さんのお蔭で、私は、ポカラで 2 年間、
勉強できました。ここに来る前は、何を勉強して良いか分かりませんでした。私のように
多くの女の子は、学校に行くチャンスがありません。私は、ここでしっかり勉強できて良かっ
たと思います。皆さんからお世話になったことも、忘れません。ここで学んだ教育は、故
郷に帰って生かし、皆さんの希望に応えたいと思います。力を貸して下さった JNFEA の
皆さん、学長、Manju さん、Pande 先生、Krishna さんなど、ほかの先生にも、お礼申し
上げます。先輩と後輩にも、感謝します。
Bipana Nepali（ビパナ ネパリ）[Pyuthan]
人生は、戦いです。その道の途上において、私は、２年間「さくら寮」で勉強できました。
このような環境を与えてくれた JNFEA の皆さんに、感謝いたします。寮で学んだことす
べてを、故郷に帰って実現したいと思います。皆さん、本当にありがとう。

Chhaya Kumari Saud Majhi（チャヤ クマリ サウド マジ）[Dailekh]
ビクラム暦の 2069 年（AC2012 年）に、私は、運よく、この美しい町ポカラに来ました。
ここで、皆さんの協力を得て、頑張って勉強しました。ここで、私の将来の道が開け、楽し
く過ごせました。ここで学んだことを、故郷に帰って、上手に生かしたいと思います。お
世話になった JNFEA のことも忘れません。KCP の先生や寮母さんや皆さんのことも忘れ
ません。お礼のことばも、どのように言えばいいのかわかりません。皆さんの期待に応え
るように努力します。本当にありがとうございました。
Laxmi Dhami（ラクシミ ダミ）[Darchula]
良い教育を受けるチャンスを与えていただいて、ありがとうございました。ここで学ん
だことを故郷に帰ってから、学校へ行っていない子、教育のチャンスを持てない子のため
に役立てます。ここで学んだ重要な教育で、皆の将来を良くするために頑張り、自分の使
命を果たして、JNFEA の皆さんの期待にも応えたいと思います。

Laxmi Pujara（ラクシミ プジャラ）[Bajhang]
私は、遠い郡 Bajhang に生まれましたが、ポカラまで来て教育を受けることができました。
JNFEA をはじめ、皆さんに感謝します。「さくら寮」に入って勉強を始めてから、自分の
歩むべき道が見えてきました。人生と教育に対して、私の考えも変わりました。「さくら寮」
に入って勉強できたために、私は良い先生になるという、自分の夢をかなえることができま
す。ここでは、大切な教育実践の勉強ができました。学んだことを、これからの人生に生か
したいと思います。そのことにより、JNFEA の皆さんの期待にも応えたいと思います。
Radha Kumari Awasthi（ラダ クマリ アワスティ）[Dandeldhura]
「人生は、延々と続く旅だ」といわれます。人生には、戦いがあります。「水のような戦
いで人生をぬらせます」とも言われます。私は、遠いところからこの美しいポカラに来て
勉強できました。この経験を故郷に持ち帰って、皆のために活用したいと思います。最後
に JNFEA の皆さん、寮母さん、KCP の先生方にも感謝します。
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Shiva laxmi Malla（シバ ラクシミ マラ）[Mugu]
私たちの将来のために、良い教育を受けるチャンスを与えてくださり、ありがとうござい
ました。ここでは、私たちを、自分の家族のように大切に育ててくれました。「血のつなが
りより、心のつながりが素晴らしい」ということわざがあります。さくら寮は、私たちの暗
い人生に明るいランプをつけ、きれいな花を咲かせてくれました。私も、故郷に帰ってたく
さんの子どもに、良い教育を与えたいと思います。教育がないところに、ここで私が学んだ
知恵を広げたいと思います。いつもお世話になった学長はじめ、寮母さん、ほかの皆さんに
感謝します。
Sumitra Rana（スミトラ ラナ）[Gorkha]
時間は、限りなく流れていく川と一緒です。その流れの中で、多くの幸せな偶然のお蔭で、
「さくら寮」にやってきました。このような素晴らしいところで勉強できるような環境を作っ
ていただき、関係者の皆さんに対して、心よりお礼を申し上げます。ここでは、皆さんが
遠い日本という国から来ていただいて、私たちの指導をしてくれました。皆さんから教わっ
た大切な教育方法は、私たちにとっても重要な教育でした。KCP の先生方からも、良い指
導をしていただきました。私たちのような遠隔地から来た者には、大切な教育でした。故郷
に帰ったら、ここで学んだことを、広げたいと思います。最後に私の人生を作るのに頑張っ
てくださった寮母さん、KCP の先生方、JNFEA の皆さん、同級生と後輩の皆さんに、感
謝します。

卒業生の赴任地訪問記録
Ⅰゴルカ郡学校訪問
訪問日
2014年３月12日～ 25日
訪問者
山下泰子 袖山正彦 福島 進 クリシュナ・カティワダ
日本人が1956年に初めて征した8000ｍ級の山、マナスル（8,163ｍ）に向かってマナスル街道をトレッキ
ングしながら、さくら寮卒業生教員が勤務する学校を訪問するという計画である。３月10日に日本を出発し、
12日には、カトマンズからヘリコプターに乗り、一気に標高3500ｍにあるトレッキングの基地サマガウン村
に降りた。雪が多く、トレッカーもいない。

3月12日
ブッダスクール訪問。(1590m) マナスル街道沿いにあるフィリム
村にブッダスクールはあった。はっきり言って、よくぞこんな所にこ
れほどの学校を建てたものだと思った。このブッダスクールは、日本
人の赤尾さんたち竹中工務店設計士の有志（AAF）が中心になって
建てた学校であり、イタリアの第11回国際石材建築賞を受けたとても
素敵な学校だ。１年生から10年生まで335人が通っており、校舎だけ
でなく、寄宿舎と食堂もある。寄宿舎には４年生から10年生130人が
暮らしている。
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今日は、10年生女子６人、男子21人がSLC（高校卒業資格全国統一
試験）に参加するための壮行会が行われていた。ネパールでは、高等
学校の課程を終了しても、SLCに合格しないと卒業したという資格が
認められない。10年生はゴルカ
（ゴルカ郡の中心地、歩いて３、
４日はかかる）に行って、試験
を受ける。
3月13日
さくら寮の１期生、プルダニ
さん、４期生、マナ・クマリさ
ん、６期生シタさんの授業を参観。プルダニさんは、４年生の社会科
の授業、「子どもの権利」についての学習。マナ・クマリさんは、３
年生の算数、「３桁のたし算と引き算」の学習。シタさんは、５年生
の理科の授業、「単子葉植物と双子葉植物の分類と特徴」の学習。３人ともそれぞれに工夫をしながら授業
を進めていた。なお、シタさんは寄宿舎の寮長もしており、子ども達と寝食を共にしている。

ブルダニ先生

シタ先生

マナ先生

フィリム小学校訪問
ブッダスクールから約
２時間ほど山道を登って
いくと、フィリム小学校は
あった。校庭は25ｍプール
程の広さで、それを囲む石
垣から外にボールが落ち
たら、見た目で300ｍ程下
を流れる川まで落ちてし
袖山、福島さんたちの理科の実験は大人気

まうだろうというようなところである。この学校には、２期生のウル
ミラさんが勤務している。ここは、ブッダスクールの分校のような存
在であり、幼稚園の年長から３年生までの学校、男38人、女32人の学
校である。４年生以上はブッダスクールに行く。この周辺は強い風が
吹くようで、校舎の屋根が最近半分ほど飛んでしまったという。教室
の屋根が確かに半分なくなっていて、太陽の光が差し込んでいた。ウ
ルミラさんの授業を参観。３年生の理科で、「植物のつくり」の学習で
あった。さくら寮の４人の卒業生のうち３人は政府から給料が出る教
員として採用されているとのことでひと安心しました。
屋根のないウルミラ先生の学校
3月16日
ビヒ小学校訪問 （先生も生徒もいない小学校）
フィリム村からマナスル街道を上流に向かって１日半歩き、ビヒ村に着く。ビヒ小学校は、鍵がかかって
いて、誰もいなかった。たまたま出会った村人に聞くと、１年生から３年生までの学校で３人の先生がいる
が、地元出身の人ではないので、この地方の言葉がわからないため、先生たちが子どもたちにわかるような
授業をすることができず、学校に通う子が少ないという話だった。多民族、多言語国家のネパールでは、先
生がネパール語を教えるにも、子どもたちが日常使っている言語を知らなければ無理である。例えば、フィ
リム村ではグルン語、ビヒ村ではラマ語だそうである。
私たちは、今回ここを訪問してJNFEAの理念がネパールにとって本当に必要なのだと改めて感じた。と
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いうのは、さくら寮の卒業生が自分の出身地に帰って教員になることは、その地域の言葉を知っており、そ
の言葉を使って教えることができるのだから。特に小学校の低学年の子どもにとっては絶対必要なことであ
る。２日前に行ったウルミラさんのフィリム小学校では、教員が幼稚園の先生と校長先生を含めて３人であ
る。ところが、今の校長先生はグルン語を話せない。だから、ウルミラさんが実質１人で３学年の学校を支
えているようである。
3月18日
ジャガット、シュリンガ・ヒマール小学校訪問（1400ｍ）
ビヒ村からフィリム村を経てジャガット村まで２日歩いて着いた。ここは７期生のスミットラさんが赴任
することになるかも知れない学校だ。５年生までの学校で生徒82人、教員４人（うち女性１人）。私たちが
来るのを職員や子どもたちが待っていてくれた。子どもたちが整然と行動しており、とても落ち着いている
学校だなという印象を受けた。
ここでも理科の実験は人気、先生が再現して見せた。

学校訪問もトレッキング・スタイル

学校訪問は終わったが、更に３日間、時々雨にふられながら車が入れるソテコーラ村まで歩いた。そこか
らバスでカトマンズに向かった。
（福島進 記）

マナスル街道踏破4人組
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卒業生からのビデオレター
ナマステー 私はプルタニ ガレです。さくら寮の１期生です。
JNFEAのプロジェクトから帰ってブッダスクールで３年間過ごしました。今も同じ学校で継続して教え
ています。今は１年から７年生までの生徒を教えて今年６年目を迎えました。１年生は初めて家から学校に
きて環境が変わり、学校に慣れないため教えるのに大変です。この地域は遠隔地で教材や生徒の必要なもの
が、簡単に手に入れることが出来ないため、思う通りに教えることは大変難しい所です。今後も先生を続け
ていきます（３歳の娘さんのお母さんで今年第２子が誕生の予定です）。
ナマステー 私はさくら寮２期生のウルミラ・グルンです。
ポカラのさくら寮で２年間勉強して、郷里に帰ってブッダスクールで３年間教えていました。それから
AAFの支援で１年間ブッタスクールで教え、昨年11月から家から１時間半ほどのところにある３年生まで
のフィリム小学校で教えています。
私はさくら寮で勉強できて大変良かったです。もし、さくら寮に行くチャンスがなかったら、郷里で先生
を続けることは出来なかったと思います。今後も私達のために支援を続けてもらいたいです。
JNFEAが私達女性のために教育をしてくれたように、私も教育のチャンスの少ない僻地の女の子のため
に頑張って教員を続けていきたいと思っています。私の学校は、ノートやボールペンを持ってない生徒が多
いです。生徒の数に比べ、先生の数が少ないので、さくら寮の卒業生をブッタスクールだけでなく、先生の
少ない私のようなところにも派遣してほしいです。現在３人の先生で授業を行っていますが、４人になれば
もっとしっかりした授業ができると思います。本当にJNFEAの皆様に感謝申し上げます。（１歳の男の子の
お母さんです）。
ナマステー 私はマナクマリ・グルンです。さくら寮の４期生です。
私はさくら寮から帰って、ブッタスクールに勤めて今年で３年目で、もうすぐ契約が終わります。
私は、ブッタスクールの経験豊富な先生たちと一緒に教え、また、沢山の先生方に協力してもらいながら
先生を続けています。この３年間、ポカラの研修会に出席して、大学や日本の先生たちから学んだことをこ
こで教えています。今後もこの学校で先生を続けられるよう願っています。
（一児の男の子のお母さんです）。
ナマステー 私はさくら寮６期生のシタ・グルンです。
私はさくら寮から帰って、ブッタスクールで先生をして１年目を迎えました。この学校は小学校までの学
校と違い、10年生まであるので、経験ある先生と一緒に協力して教えています。初めて教壇に立ったとき、しっ
かり教えることが出来るか心配でしたが、生徒が良く聞いてくれ、とっても教えやすかったです。フィリム
のような女の人が教育を受ける機会が遅れている地域に、チャンスを与えてくれたJNFEAの皆様に感謝い
たします。（シタさんは対岸の教育水準の低い小学校に勤務して、さくら寮で学んだ教育の理念を伝えたい

Ⅱロルパ郡の学校訪問
訪問日 2014年４月20日～ 25日
訪問者 袖山正彦 クリシュナ・カティワダ
ロルパ郡には6人の卒業生がいます。そのうち彼女たちの働く学校、
５校を訪問し、授業を参観してきました。
１日目はカマラ・ダンギさん（６期生）の学校で、理科「脊椎動物
と無脊椎動物」の授業を、自分で作ってきたカードを示しながらの授
業でした。先生は７人中６人が女性でした。サンジュ・ゴータムさん
（５期生）の授業は、小学部の先生方が全員参加してのネパール語の「ア
ルファベット」の授業でした。
翌日、カマラさんがポーター兼案内係りとしてミル村に同行してく
れ、大変助かりました。ジープを降りるとラジュ・クマリさん（５期生）
とバン・クマリさん（６期生）が、４時間かけて迎えに来てくれてい
ました。ラジュさんの家に向かう途中、私が渡河に失敗してずぶ濡れ （左からカマラ、パルバティ、サンジュ）
になり、到着が遅くなりました。そして最後のサプライズが、700mの
直登が待っていました。それでも家でお母さんの出迎えを受けると、今までの疲れと汗が吹き飛びました。
翌朝村からの眺めは絶景で、麦の収穫の真最中ですが、若者の姿は見あたりませんでした。
午前中ラジュ・クマリさんの算数の足し算の授業。午後、２時間かけて村の中心にあるバン・クマリさん
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（６期生）の学校で理科「植物の部位」の授業を参観しました。その
後３時間かけてダン・クマリさん（5期生）の家に向かいました。こ
こも最後は500mの直登がまっていました。ここでもご両親の花束の
歓迎を受けると疲れも吹っ飛びました。翌日ダン・クマリさんの理
科の授業参観。小柄なダン・クマリさんが大きく見えました。カマ
ラさんも加わってさくら寮で学んだ歌とケームを披露しました。午
後、徒歩３時間かけて６人でバ
ン・クマリさんの家に向かいま
した。道中さくら寮での話で盛
（左からラジュ、バン、カマラ）
り上がりました。皆さんの家の
トイレはきれいでした。特に、バン・クマリさんの家は、私たちのた
めに新築してありました。６人の卒業生は先生の仕事に誇りを持って
いました。JNFEA からの支援の終わる３年後も先生の仕事を続けて
いくことを約束して別れました。久しぶりにネパールらしい旅でした。
（袖山正彦 記）
（ダン・クマリ先生）

クリシュナ日記―ロルパ訪問
2014年４月20日から25日まで袖山正彦さんとロルパの学校を訪問しました。ロルパ郡は思った以上に大きく
て訪問先の学校も思った以上に遠かった。
21日、リバングという町で、５期生のSanju Gautamと４期生のParbati Magarが勤める学校を訪問。その
後6期生のKamala Dangiの学校に移動。
22日ミルル村に行きました。この町からはジープに乗って山を越え谷を越えて行かないとなりません。朝ジー
プに乗って、途中で乗り換えて村へ着きました。Raju Kumariの家に泊まりました。
23日、Raju KumariとBam Kumariの学校を訪問しました。その日はDhan Kumariの家まで行きホームス
テイーしました。
24日、Dhan Kumariの学校を訪問して、Bam Kumariの家でお世話になりました。
25日、朝Bam Kumariの家を出てリバング町に戻りました。５時間歩き、５時間ジープに乗りました。
ロルパ郡は社会的な面や教育は進んでいるところでした。この郡はマオイストの発祥の地です。20年前か
ら政治的な大きな動きが始まった郡で、国内戦争の時も多くの騒乱が
あり多くの人が死んでいます。そんなわけで少し政治的な色彩の強い
所です。経済の面ではそれほど豊かではなく、どの家の若者も外国
に出稼ぎに行っています。村に残るのは年寄りと子どもだけでした。
村の若者が外国へ出稼ぎに行くと、奥さんは子どもを連れて町へ出
て行き、子どもを町の私立学校に行かせるので、村や町の公立学校は、
生徒の数が少なくなって、困っているそうです。町の私立学校を見
るとわかります。色々な村から小さい子どもが勉強に来て、寝とま
りしているのです。
今回訪問した卒業生の家のトイレがきれいであること、皆さんが仲良かったこと、Kamalaがリーダーシッ
プをとって動いてくれたことは印象的でした。

さくら寮での授業：助成金による事業の実施
2013年度下記の助成金によりいろいろな授業や事業ができました。
①（公財）東芝国際交流財団の助成金
・ネパール在住の日本人画家白井有紀さん指導の絵画・図工 ・金斗鉉（きむ とうげん）と「ネパール
児童絵画教育プロジェクト」グループによる絵画と音楽 ・今村務氏による音楽の指導 ・今村美知子さ
んによる“楽しく学ぼう”・古宇田亮順氏によるパネルシアターの指導 ・卒業生の研修会開催。
②（公財）埼玉県国際交流協会の助成金。
・日本に留学したネパール人女性教師が、日本で得た知識をネパールの小学校で実演し、広く伝えた。
・留学生の日本滞在中の勉学及び教育実習。
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白井有紀さんによる絵画・図工指導
教員として生徒を指導するための知識を身に着けることを目的とした。

今村務さんによる音楽の指導
初めて学ぶドレミ

パネルシアターを作り、演じる。

今村美知子さんによる“楽しく学ぼう”
算数を楽しく学ぶ

ピアニカ指導

わらべ歌ゲーム

金斗鉉さんグループによる地元の土を使った絵画の指導とピアニカ指導

花を描く
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「第７回かめのり賞」を受賞しました。
私たち認定NPO法人日本ネパール女性教育協会は、「ネパールの山村地域のすべての少女への小学校教育
の普及を目的に、女性教員の養成・寮の設立・運営、卒業後の教員への支援活動や『教育里親システム』を
通じて、国際協力と人材育成に大きく貢献した」という理由で、公益財団法人かめのり財団より、第7回か
めのり賞を受賞しました。１月10日、アルカディア市ヶ谷で表彰式が行われ、表彰盾と副賞50万円を授与さ
れました。山下理事長と佐伯理事が出席しました。共立ビル（株）のオーナーである康本健守氏が、亡父・
亀範（かめのり）氏をしのび、日本とアジア・オセアニアの若い世代の交流を目指して創設された財団です。

JNFEAへの支援活動について（寄稿）
全国退職女性校長会（梅の実会）ニュース
全国退職女性校長会「梅の実会」（会長西田敦子様）には、2009年度より、日本ネパール女性教育協会へ
の深いご理解のもと、福祉基金として、会費の一部を継続して、支援していただいております。
また、ホームページに、一期生のラミラ、２期生のラルマヤ、３期生のアンビカの留学生活の様子を掲載
して下さっています。さらに、石原詩子会員が、ラミラのために、手書きの体育活動事例集を１ヶ月かけて
作成して下さいました。山下理事長の、ネパール語にして、ネパールの学校に普及しようという提案で、ネ
パール語版『体育活動事例集』が出来上がりました。全国梅の実会のホームページに以下のように掲載され
ています。
（梅の実会ホームページより転載）
本会が、支援している認定特定非営利活動法人日本ネパール女性教育協会（JNFEA）では、
「梅
の実福祉支援金」を活用して、先生を志すネパールの女子学生を日本に送り、日本の教育を学
ばせています。その留学生の一人がネパールに戻るときに、東京都の梅の実会員の石原詩子様
が、ネパールの教育に役立つようにと『体育活動事例集』を作成して贈呈してくださいました。
それをさらに、JNFEA では、本国で指導に役立つようにと、ネパール語に翻訳して、冊子に
しました。イラストと文字の説明が入っているので、ネパールでは、子どもたちの体育の学習
に大いに役立っています。
国際ソロプチミソト東京―府中（会長 田中陽子様）
私どもは“女性と女児”に焦点を当てて支援する団体です。その対象は、国の内外を問わず、自分たちで
出来る奉仕を続けています。
そのなかで、
「JNFEA」の活動 -「就学率の低いネパール山村の少女に教育」を目的とすることに賛同し、
支援を始めました。そして、「チャウパディ慣習」（生理時に住む小屋）の事を知り、大変驚くとともに役に
立つことは無いかを考えました。
会員の発案により、生理用品を準備して、プレゼントしたらということ
になりました。会員の協力によって、タオル・ハンカチ等、会員とその知
人から寄附してもらい、かなりたくさん集まりました。それと共にショー
ツも必要ではないかと用意しました。それらを会員手作りの巾着に詰めま
した。“JNFEA ニュースレター”を差し上げたり、小集会で紹介したりし
たところ、賛同したり、品物を寄附してくださる方が増えてきました。
私どもの当面の目標はさくら寮で学び、おなご先生になって各地で働い
ている女性 100 名（できればもっと多く）にゆきわたるまで、細々でも続
けることです。第７期生の卒業にこぎつけている JNFEA の歩みに沿って、
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お手伝いしたいと考えています。
現地へは、山下理事長はじめ役員の方の力をお借りするしかないのですが、よろしくお願いいたします。
（担当：加瀬瑤枝）

ポカラでお世話になった人々に感謝をこめて
山下泰子
３月26日、マナスル山麓の赴任校訪問を終えて帰国すると、
「新ポカラの会通信 第９号（最終号）」(2014. ３.12.発行)が、
待っていました。それは、
「悲しいお知らせ」ではじまっており、
「ポカラの会」「新ポカラの会」を主催された倉光誠一先生のご
逝去が報じられていました。ご子息・倉光信一氏によれば、誠
一先生は、１月26日の夜、突然心筋梗塞で倒れられ、31日に静
かに神様のもとへ帰られたとのこと。81年の偉大なご生涯を閉
じられたのでした。
倉光先生は、1989年に「ポカラの会」を作られ、たったお一
人でネパールへ赴かれ、初の障がい児のための施設を切り盛り
しておられた大木章次郎神父様を経済面ばかりでなく、精神的
にも支えてこられたのでした。大木神父様がマオイストにねら
左 倉光様 右 大木神父
われていると聞けば、２日後には、「防犯灯セット」や「緊急
警報サイレン」をもって、急遽日本から駆けつけられたとのこと。神父様が、どんなにか心強かったことと
思います。
大木神父様は、いまも認定NPO法人日本ネパー
ル女性教育協会の相談役ですが、現地理事とし
てポカラ・プロジェクトにかかわっていただき
ましたし、さくら寮入寮者選考委員会は、いつ
も神父様の施設で開催させていただきました。
その神父様が、任を終えられてご帰国になった
と伺い、イエズス会石神井修道院を訪問したと
き、ばったり倉光先生にお目にかかったのが、
このツーショットのお写真です。お二人の温顔
が、すてきです。
2009年に、倉光先生は、「新ポカラの会」を
Sr. 川岡の最後のお話し
発足させ、ポカラで保育園を作り、貧しい母親
を助け、すこやかな幼児を育てる活動をしておられるシスター川岡の支援をはじめられたのでした。その傍
ら、私たちの認定NPO法人日本ネパール女性教育協会も、
「新ポカラの会」からご寄付を頂戴しておりました。
ここに「新ポカラの会」の皆様にも、心から感謝を申し上げます。
シスター川岡には、
さくら寮運営委員、
また大木神父様の後を継いで現地理事もお願いしており、
折に触れて、
さまざまなご相談もさせていただいておりました。この春には、シスター川岡も、インドの修道会に後任を託
されて、ご帰国とのこと。この場を借りて、お礼を申し上げます。皆さま、本当にありがとうございました。

第３回交換留学生アンビカ・マラの日本滞在記録（１）
文京学院大学―カニヤキャンパス交換留学生として、文京学院大学や（公
財）埼玉県国際交流協会等の支援を受けながら勉強しています。
埼玉県ふじみ野市立さぎの森小学校での教育実習
（2014 年１月８日～２月４日）
私は、ネパールの遠隔地ジュムラ郡という田舎
で小学校の教員をしていました。昨年８月、NPO
日本ネパール女性教育協会の支援で日本にきて、
日本の教育について学んでいます。
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私は、2014年
１月８日から２
月４日まで、ふ
じみ野市教育委
員会のお世話
で、ふじみ野市

立さぎの森小学校で教育実習をさせてもらいまし
た。私は、この約１か月間の実習で、多くのこと
を学びました。
まず、最初に驚いたのは、生徒たちの先生に対
する礼儀正しさでした。授業の始まる前、終わっ
た時、生徒たちが、先生にお辞儀をするのを見て、
なんて礼儀正しいのだろうとびっくりしました。
音楽の授業、図工の授業にも、びっくりしました。
ネパールには、このような授業はありません。算
数、宿題のチェック、理科の授業、クラブ活動、
体育の授業、クラス分け、給食、クラス運営、教
員会議、授業前のクラス会議、保健室の設置等々、
みんな私にとっては目新しいものでした。これら
はすべて学校生活を豊かにするものです。特に、
職員会議は、ネパールにはないもので、授業を活
発にし、先生の悩みを相談するいい機会だと思い
ました。
私は、子どもたちと大いに楽しみました。また、
先生方は、親切で好意的でした。私が、再びネパー
ルで先生として働くときは、これらのことを思い
起こし、いい先生になろうと思いました。こんな
すばらしい機会を与えてくださった皆さまに心か

ら感謝いたします。（さぎの森小学校は、児童数
約300人11クラスの学校）
東京都小金井市立「緑小学校」での教育実習（２
月17日～２月21日）
建物の大きさ、立派な設備（特に放送設備の充
実）にびっくりしました。また、先生方の授業に
対する真面目な態度に感動しました。ネパールの
先生たちの授業に対する態度とは、全く違います。
（生徒数約600人、18クラスの学校）
群馬県吾妻郡長野原町立中央小学校での教育実習
（２月27日～３月５日）
第１日目に、職員集会に出席し、紹介されました。
１時限目、６年生の算数のテストのお手伝いをし
ました。２時限目、特別支援学級のお手伝い。２
人の障がい児がいるクラスで、彼らは漢字の勉強
をしており、私も一緒に勉強しました。英語会話
のクラスも見学し、これには少し参加できました。
特に、この学校では、学校終了時のあいさつに
感動しました。また、コンピュータールームがあ
り、生徒たちは、自由に絵を描いているのに驚き
ました（生徒数約140人、６クラスの学校）。

左
下

ネパールの紹介を紙芝居で
ネパールダンスをみんなで

第４回交換留学生の紹介
Sujata Achar ya (スジャータ・アチャリア) Kapilbastu 郡（カピルバスツ）出身
1992年11月25日生 カニヤ・キャンパス・ポカラ(10＋2)卒 （さくら寮滞在２年
間）、Shree Janachetana lower Secondary School で3年間教員として勤めました。
現在、カニヤ・キャンパス・ポカラBAコースの学生です。
今回で4回目の日本への留学生となります。さくら寮のあるカニヤ・キャンパス・
ポカラと文京学院大学との間で結ばれている「交換留学生協定」に基づいて、１年
間文京学院大学で学びます。なお、この留学にかかる費用は、文京学院大学からの
奨学金、大阪堂島ロータリークラブ、全国退職女性校長会(梅の実会)、国際ソロプ
チミスト東京―小金井等によるご寄付によって賄われています。
スジャータからの言葉―交換留学生として今回選ばれて、本当にうれしいです。日本でたくさん学び、経
験を積んで、ネパールに帰ってから、ネパールの学校やほかの人にも教えます。ネパールのため、教育のた
めに役にたつことをたくさん勉強したいと思いまです。ネパールのことも、日本の大勢の人に伝える良いよ
い機会だと思います。良いよ先い先生になるためのとても大事な機会だと思います。皆さま、どうぞよろし
くお願いします。
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スジャータの住む地域の紹介
彼女の村の近くにブッダの生誕地として知られるルンビニがあります。
ここは、インドにあるブッダの遺跡と共に４大聖地の一つとして、古来仏教徒の
巡礼地となっています。
広大な土地に、各国寺院が建設され観光の地としても有名です。アショーカ王の
円柱やマーヤー聖堂など乾季の巡礼シーズンには多くの参拝客や観光客が訪れると
ころです。ユネスコの世界遺産に指定されています。

Topics & News
チャリティーツアー「最高のネパールをあなたとともに」
今年もエベレストで満月を見るツアーを計画してい
ます。11月５日～ 15日または13日までのツアーで
す。四方を雪の山に囲まれて過ごす数日、近くに見
えるエベレスト、山深い寺院で繰り広げられる神秘
的な仮面舞踏、そして満月の下に輝く雪の山々…一
度経験してみませんか。
（公財）埼玉県国際交流協会の支援金により、日本
への留学生３人が日本で学ぶための費用（実習や勉学
のための経費等）
、ネパール国内での研修費用等が、
賄うことができました。ありがとうございました。
（公財）東芝国際交流協会からこの３年間ご支援い
ただき、いろいろな事業ができました。情操教育―
音楽、絵画、図工、パネルシアター、学級運営や健
康教育などについて、先生として必要な知識と授業
の進め方についての講義－実習を実施することがで
きました。また、卒業生教員のためのセミナーを開
催することができました。ありがとうございました。
国際ソロプチミスト東京―小金井 認証20周年記念
大会に出席しました。働く女性たちの国際的な団体
である同団体の招待を受け、理事長が、伊藤恒子さ
んと留学生アンビカと一緒に出席しました、20周年
記念事業として、さくら寮運営資金30万円、交換留
学生奨学金として12万円のご寄附をいただきました。

（公財）埼玉県国際交流協会主催―国際交流パーティ
に出席しました。 2月15日冬の嵐のなか、理事長
夫妻、渡邉理事夫妻とアンビカが出席しました。国
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際親善を深める会で、関係するNGOの活動紹介の
ブースも設けられました。あいにくの悪天候のせい
で、出席者が半分ほどでしたが、おかげでいろいろ
なグループの人と交流することができました。

第２回留学生ラルマヤ・ブダの 活動記録 ネパール
ドルパ郡出身のラルマヤ・ブダは、３月１日~ ４日
にかけ、マンジュ寮母と一緒に、カピルバスツー郡
のさくら寮卒業生3人が勤務する小学校を訪ね、日
本で学んだ授業方法を実践、披露しました。第４回
留学生として来日するスジャータ・アチャーリア、
第１期卒業生シタ・ギミレと第６回卒業生シャム・
デュラリの学校で、パネルシアター“Gologolo”を
演じ、生徒達にも演じさせました。また、軽井沢の
大桑小学校で学んだ３人一組で行う“算数ゲーム”
を実施し、生徒たちは楽しんで取り組みました。

2014年度総会が開かれます。
５月25日（日）１時から、文京学院大学で開催され
ます。
議事として、2013年度の事業・決算報告、2014年
度事業計画及び予算等について審議があります。懇
親会では、現在留学中のアンビカ・マラの留学生活
の報告や、さくら寮で音楽の授業を実施している今
村務さんによる、オカリナの演奏があります。

さくら寮通信
（マンスリー報告 2013年11月～2014年３月の抜粋）
11月
・８日 ダサイン休暇を終えて、寮生が寮に戻ってきた。
・10日～23日 KCPは休講。19日の憲法制定議会議員選挙
投票日前後バンダが続いた。寮生たちは、自習した
り、畑作業をしたりして過ごした。16日にはサラン
コットへ遠足。
・23日 山下理事長・ヒマラヤ満月チャリティーツアーの一
行が来訪、交流会をした。
白井有紀さんが来訪、パネルシアターの授業を実
施。
・24日 今日からKCPの授業が再開。午後４時からのコン
ピューター研修も始まった。
12月
・３日 ジャンティの誕生日、クルタセットの贈り物をし、
夜お祝い会をした。
・７日 KCPの周年祭の日。学生は踊りで参加。スリジャ
ナ・ブダが優勝して賞を受けた。
・17日 休日なので、寮母と弟Bijayの指導でパネルシア
ターの実習。
・18日 日毎に寒くなってきている。多くの寮生が、風邪を
ひいている。バリジュー 氏に寮生用の毛布の購入
について相談した。
・22日 運営委員会を開催。
・22日～29日 KCP の1学期試験実施。
2014年１月
・１日 休日。好天なので、皆でセティ川に行き、写真を
撮って楽しんだ。
・２日 熱田典子さん（アジア協会アジア友の会）が来訪さ
れ、「日常の食事と栄養」について講義。
・３日 レイクサイドで祭りがあり、皆で見物に出かけた。
・10日 12年生の教育実習のオリエンテーションに寮生全員
出席。
・10日 昨年度の全国統一試験（2013年５月）結果が発表さ
れた。現12年生の内８人が合格。２人が英語だけ不
合格だったので、２ヶ月後に再受験する。
・15日 Maghe Sankranti の祭日。スミトラの誕生日、プ
レゼントを用意し祝った。
・17日 12年生が、今日から１ヶ月間の教育実習に入った。
２月
・１日 ポカラ日本文化センターが、日本映画祭を開催し、
招待されて皆で行った。
・４日 Saraswati の祭日。学問、教育、智恵の神様なので
寮生たちが、お参りした。
・12日 JICA の職員７人が来訪。今村務さん・今村美知子
さんが到着した。13日～22日、音楽、算数、授業の
すすめかたの講義を実施（KCPの授業日は早朝と
夕方、休日は全日実施）。
・18日 第２期生のラルマヤ（第２回交換留学生として2012
年日本に留学）が寮に到着。
・22日 今村夫妻の授業最終日で、バーベキューパーティー
を皆で楽しんだ。

・26日 卒業生に給料を銀行から振り込んだ。
・27日～28日 白井さん来寮。絵画、折り紙、グリーティン
グカードの製作指導。
３月
・１日～４日 ラルマヤが、模範授業実施のためカピルバス
ツー郡の学校３校を訪問（寮母が同行）。パネルシ
アターの授業とスポーツの指導を実施。
・14日～15日 金斗鉉さん一行が到着し、ピアニカの指導と
絵画の指導をした。
・16日 Holi（水かけ祭）の日。皆で祝った。
・19日～24日 KCP の学期末試験実施。寮生は熱心に勉
強している。
・31日 激しい雷雨で停電になった。インターネットも壊れ
たので、修理を頼んだ。

JNFEA活動報告
12月
・13日

Ambika文京学院大学国際連携プログラム終了式
文京学院大学
・16日 JICA本部訪問
JICA
・18日 ニュースレター発送
大泉資料室
・20日 Ambika文京学院大学国際交流会館退寮
・30日 会計処理
大泉資料室1月
2014年１月
・７日 アンビカ文京学院大学賀詞交換会参加
・８日 アンビカ教育実習 ふじみ野市立さぎの森小学校始
業式
・10日 かめのり賞授賞式 アルカディア市ヶ谷
・16日 JICA本部・地球ひろば訪問
JICA
・25日 国際ソロプチミスト東京－小金井
認証20周年記念式典
ハイアットリージェンシー東京
・28日 会計処理
大泉資料室
・30日 アンビカ 教育実習先訪問
さぎの森小学校
２月
・１日 横山千夏税理士と会計打ち合わせ
大泉資料室
・３日 Follow-up seminar 研修まとめ
東京コンパートメント
・4日 アンビカ教育実習終了
さぎの森小学校
・5日 HP編集委員会
東京コンパートメント
・13-14日 Amnika 研修旅行
伊豆高原
・15日 埼玉県国際交流協会主催国際交流パーティー出席
・17-22日 アンビカ小金井市立緑小学校教育実習
・20日
アンビカの教育実習参観
緑小学校
・22-23日 JICA研修
埼玉大学
・26日 会計処理
大泉資料室
・27日 HP編集委員会 東京コンパートメント
３月
・２日 第11期第５回理事会
ガールスカウト会館
・8-9 日 JICA研修
埼玉大学
・14日 会計処理
大泉資料室
・28日 会計決算、予算検討、総会資料案
・31日 埼玉県国際交流協会活動報告 埼玉県国際交流協会

2013年４月より2014年３月末まで、ご寄附、ご寄贈いただいた方々のお名前を掲載させていただきます。
（一
括でいただいている方も含みます）
ここでは、ご寄附、ご寄贈に限らせていただきましたが、そのほか皆さまから、いろいろな形でのご支援、
ご協力に心から感謝申し上げます。これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
青木睦子 赤井文彌 秋山紘子 浅倉むつ子 浅倉義信 麻生美穂 阿出川俊夫 阿部可子 綾部弘子
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新井敏子 新井場貞子 有本満恵 庵康雄 石井幸子 石井光恭 石川奈々子 石川信幸 稲垣弘子 犬塚
雅大 井原喜美子 今村美知子 岩崎光太郎 岩谷榮子 岩谷満佐男 上杉紀夫 植原映子 牛江ゆき子
江利川勝枝 OASC 大阪堂島ロータリークラブ 小篠映子 大塚早苗 大塚真須美 大日向美那子 岡崎
もとこ 小川益司 奥野亨子 奥山秋生 小野寺幸子 甲斐田万智子 加瀬瑶枝 加賀京子 加藤恒久 加
藤怜子 金井安五郎 かながわゾンタクラブ 金津悦子 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 久保田エリ 熊川利通 倉持睦子 小池美智子 古賀衛 国際ソロプチミスト大阪－
いずみ 国際ソロプチミスト東京－小金井 国際ソロプチミスト東京－府中 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 児玉元晴 小林照子 小林弘 小林洋子
斎藤俊子 齋藤輝子 佐伯律子 佐久間彬弘 桜井延枝 佐子昭子 佐竹保二 実松皖 佐野重子 佐本裕
子 澤田順子 椎谷有美子 嶋崎健太郎・早苗 島田教子 嶋田桃代 島田燁子 下村秀子 鈴木雄二郎
鈴木敏恵 鈴木靖国・哲子 鷲見八重子 瀬尾真喜子 全国退職女性校長会（梅の実会） 園部弘子 大学
女性協会群馬支部 高嵜渉 高木泰子 高瀬純子 田上和子 高見澤隆 竹田智恵子 田中綾子 田中雅
博・悦子 辻村祥子 寺井早苗 東京パイロットクラブ 渡嘉敷美智子 中尾哲子 中島二三子 中田美子
永谷京平 中橋美智子 中山慶恵子 西立野園子 根森健・桂子 野口成子 野口雅樹 野崎光枝 野田幸
雄 芳賀美沙子 浜中康二 早川久恵 林よしえ 原由子 ヒマラヤ観光開発（株）平田悌子 深田洋子
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 牧野恵美子 松波勝弘 丸山和郎
丸山節子 水田加代子 宮坂洋子 武藤友子 森井孝子 森田正明 門田峻徳 山口洋子 山下紗衣 山下
威士 山下嗣夫 山下泰子 山田好秋 山本淹子 横山賀寿子 横山時枝 吉崎トミ子 吉田俊吾 吉田英
子 吉村芳江 脇田多見子 渡邉紀久次
（敬称略）
・公益財団法人埼玉県国際交流協会 ・公益財団法人東芝国際交流財団 ・公益財団法人かめのり財団
【訃報】JNFEAの活動に、さまざまの面からご支援いただいておりました下記の方々が、近年、故人となら
れました（2010年10月～ 2014年４月、判明分のみ）。
ここに、ご生前のご支援に感謝申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げます。
新井場清典様 今村富士男様 倉光誠一様（新ポカラの会） 瀬尾真理子様 田中和子様（OASC）
平本初枝様 星野喜久三様 山下嗣夫様 三重野栄子様

編集後記
また初夏の季節となりさくら寮の卒業の季節となりました。７期生ともなると生徒の資質も変わっ
てきます。民族衣装のクルタよりぴったりしたジーンズとTシャツ、口紅をつける生徒も現れこちら
の気持ちがついて行かない。日本の18、19歳の女の子が飛躍的に変化するのとおんなじなのだが。こ
ちらが年とったのだなア。それにしても、そんな若くて小学校の先生として生徒を教えているのを見
ると、日本の女の子よりずっとしっかりしているんだなアと感じる。
新井場貞子
会費・里親基金払い込み及び寄付金受付口座
郵便振替口座

00130－4－370983

（口座名）NPO法人日本ネパール女性教育協会

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（いずれも年会費）
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円より可）
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 Dormitory, Kanya Campus Pokhara, Nadipur, Pokhara, Nepal
P.O Box 192 Tel: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
E-mail: iwatani@r3.ucom.ne.jp

ホームページURL:http://www.jnfea.net/

編集委員：新井場貞子 岩谷栄子 佐伯律子 吉田俊吾

18

Fax 03-6222-3824

