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ネパール 日本 大使館 か ら資金 をいただ きま した。女子学生寮 建設 は じま る !!
日本大使館から草の根無償 。人間の安全保障基金、1,000万 円がカニヤ 。キャンパス・ポカラに供与されました。

これをもとに学生寮の建設が、はじまりました。山下泰子理事長および理事 2名 がカ トマンズの日本大使館
における、調印式に出席しました。また3名 は文京学院大学学生 4名 とともに、カニヤキャンパスにおける地鎮祭
に出席し、700人 もの出席者の大歓迎を受けました。

女子学生寮の地鎮祭に参加 してきました 山下威士

<目 的> 今回の 2005年 8月 7日 (日 )か ら17日

(水)ま でのネパール行の目的は、

(1)女子学生寮の地鎮祭へ参加 し、

(2)日 本大使館による女子学生寮建設費供与契約書
の調印式に参加、

(3)カ ニヤキャンパス関係者 との女子学生寮運営方

法についての交渉を行い、

(4)ネ パールにおける女性教育の現状を継続的に調

査す ることにあ りま した。

今回の調査には、山下泰子 」NFEA理事長、山下威
士理事、杉浦実理事、ナワン・シェルパ現地マネージャ
ー、プジャン・バスネット会員 (上智大学院生)、 それ

に文京学院大学学生の、松川鮎子、佐藤奏子、加藤恵

美、駒松 圭さんが、参加 しました。学生のみなさん

は、各地で、パネル・シアターを 4回 も公演 して、大

人にも子どもたちにも大好評でした。
<女子学生寮の工事視察> 9日 16時、女子学生寮

の工事現場にでかけて、工事状況を確認 してきました。

現場では,既に基礎工事が開始 されてお り、いくつか

の基礎の穴を掘 り下げ、そこにコンクリー トをつめて、

鉄筋の基礎を入れている状態でした。私たちの永年の

念願が、いよいよ形を成 してきてお り、感激的でした。

<地鎮祭 >10日 (水 )、 地鎮祭出席。文京学院大学生た

ちは、昨日誂えたばかりのネパール衣装 (ク ルタ)で
正装して出席しました。10時 15分-13時 15分、カ

ニヤ 。キャンパスの運動場に、大テン トを張つて、地

元の有志、大学関係者等 200名 程度、学生 450名 余 り

が参加 して開催 されました。バ リジュウ校長による

」NFEAの尽力などについての、本プロジェク トの経過

報告からはじめて、20数人のお祝いの挨拶があり、い

ずれも大変に長 く、すべてネパール語でした。式典の

最後 に、山下理

事長が、英語 で

お礼のス ピーチ

をしました。

式典の中心は、

工事現場 にお け

る、
p/1術

師に導

かれての、山下理事長による地鎮祭の儀式です。敷地
の東北の隅に掘 られた深 さ2メ ー トル四方くらいの基

礎の穴の中で、お祈 りをするとい うものです。杉浦さ

んと、AAFの 高岡良一さんが、ビデオに収録 してく

れています。全体として 15分 ぐらいでした。
<日 本大使館の資金供与調印式> 15日 (月 )10時

35分-11時 10分、カ トマン ドの日本大使館において、

草の根無償 。人間の安全保障基金・によるカニヤ 。

キャンパス・ポカラに対する資金供与のために、平岡邁

日本大使 と、バ リ

ジュウ校長による

契約書の調印式が
,あ りま した。

私たち以外に、

AAF現 地事務所

のスニル・マハ フ

ジャン氏が同席 さ

れました。理事長と 4名 の文京学院大学の学生は、ク
ルタを着て、華を添えました。この調印式は、当日の

NTV(ネ パール・テレビ)の午後 5時のニュース、
翌日の Channel Nepalの ニュースで放送され、新聞
も、 翌 16日 付けの The Himalayan Timesと The
Raising Nepalが扱っていました。

」NFEAの 目的

私たちは、小学校教育す ら十分に受けられないネパール山村の少女た

ちのため、山村出身の女性を教員 として養成 し、村に派遣 し、少女た

ちの就学を助け、また、女性が自立して働けるように手伝います ①



出下泰子理事長、ポカラ大子学生案資金に1協会へ¶千万円寄附!

このたび、山下泰子理事長が、ポカラのカニヤキャンパス女子学生寮建設のための資金にと、私財 1000万円

を当協会に寄附されました。これで、日本大使館から供与された『草の根無償 。人間の安全保障基金』 1000万
円と併せて、資金の目途がつき、建設がいよいよ本格的に進められることになりました。ありがとうございます。

ネパール訪問記

今年も、たくさんの会員がネパールを訪問しています。3月 ―理事長、岩谷栄子、杉浦実、佐伯律子、 7月 ―

新井場貞子、滝田尚子、8月 一理事長、山下威士、杉浦実、プジャン・バスネット(現地参加)、 文京学院大学学生 4

人、9月 ―伊藤ゆき、10月 杉浦実。そして昨年 12月 からポカラに滞在 していた友松史子さんが 5月 に帰国しまし

た。それぞれの感想や報告を記載 します。

ネパールを旅 して (3月 23-29日 )佐 伯律子

念願かなつて始めて訪れたネパールは、想像以上に

神々の山に囲まれた、自然 と人々の生活が一体化 して

いる感動の国でした。住んでいる人の数より祭 られて

いる神々のほうが多いといわれているカ トマン ドゥで

は朝早くから寺院や神仏塔に祈る人々を目にし、数百

年前の古い建物 と線香の煙 とにおいの中で生活 してい

る様は、まるでタイムスリップした世界。

その不思議な融合の賑やかさとは うって変わって、

サンスクリット語で 「豊穣の女神」を意味するとい う

アンナプルナ連峰の山並みに抱かれて、静かに件むポ

カラの街。7000メ ー トル級のニルギリやダウラギリの

山々に囲まれたコバーン村までは、省え立つ白き峰々

と対照的に、ネパールに春を告げる赤い石楠花が鮮や

かな彩 りを添え、ヘ リコプターの怖 さも忘れてしまい

ました。思わず息を呑むほどに神々しいダウラギリの

赤く燃える朝焼け。ラリグラスの花束を手に歓迎 して

くれた子供たちの笑顔、そのすべてがノスタルジーの

世界で、心が和み感動を覚えました。 しかしこの感動

は私が一旅行者だから受けるものであつて、女性の方

が男性より平均寿命が短い国はネパールだけ、といわ

れるほど女性に対する現実は厳 しいこの国を理解 した

とは言えません。次回は是非、彼女たちとの真の対話

を求めて再度訪れたいと思います。

カイラリとドウティのフィーダー叔〕レを読 て

(7月 27日 ～8月 3日 )       滝田尚子

訪問者 :新井場 貞子、滝田 尚子、ナワン・シェルヾ 、サローシ
゛
・シ

ュレスタ(通ヨウ、

当初の訪間の主要目的、調印式への出席は、出発直前に延

期になったが、いわば “副目的"だった極西部フィリ
゛
琳ステレ訪

問だけにしぼつて、2ヶ所

を訪問して来た。行くまで

に時間がかかるので、今回

は 2ヶ所が精
二

杯だった。

訪間の途中、大型銃を持つ

た兵隊、武装警察0-ミーホ
゜
リ

ス)のいるチェックホ
゜
ストが頻繁に

あり、この地域の治安状況を目の当たりにした。座つて昼食

を食べていると、お皿に汗がホ
゜
タホ
゜
夕と落ちるくらい暑かった、

平らなタライ地方は、かマンドゥ、ホ
゜
カラ、トレッングでの「山の″ヾ リレ」

し力法日らなかった私には、この国の多様性に非常に強い印象

を受けた地域だった。

インド国境まで3kmの、か ―゙lげ ンシ
゛
を拠点として行動した。

最初のカイラリ静ヾシ
゛
ャンのホステイま、平らな農村地帯の中にあり、

4WD車で東ル イヽウェイとがタカ
゛
夕道の約 4時間半の道のりを日

帰りで往復した。夏休み中で、学生 1名 と炊事 。雑役係のご

夫婦が待っていてくれた。用意していったアンケト用紙に答えて

もらい、協会の教師養虚
°
ロシ
ヾ
ェクトについて話をした。実

家に帰っていた寮母には会えなかったが、隣の学校の先生方

3名 が説明をしてくれた。その学校は小中高と10+2が あり、

生徒数は1700名 を越し、教師は32名 という、かなり大きい

学校だった。

2番目のドウテ濯ルソげディのホスカレヘは、早朝出発して、やは

り東西′ゾウェイを行き、山を3ツ位越えて、約 10時間の旅でた

どり着き、1泊 して、翌朝、また同じ道を戻つてきた。学生

11名 と寮母が、フ
゛
サ
゛
ンヒ
゛
リヤの可愛い花束、夜には歌と踊りで

歓迎してくれた。ここでもアンケトとプロシ
゛
ェクトの説明。寮母から

ホステレの運営について間くことができた。他のホスカンの治安状況

などから、定員 20名のところを、頼まれて現在35名 が生活

していて、1人用のべットを2人で使用しているそうだЭ寮母

が、ホスヵレの増設援助をお願いしたいと言つていた。学生達は

皆とても熱心で、自費参加ということだが、近くにある学校

での高校卒業資格試験 (SLC)準備の補講も受けていた。

教員養成プロジェクトには非常に関心を示し、夜も私たち

が泊まつた部屋に集まってきて、郷里での生活の様子や、自

分たちの将来等について熱心に語つてくれた。アンケートに

はほとんどの子が先生になつて、村のために尽くしたいと答

えていた。

暑さ、短い訪問日数のなかで、車での長い行程など、なか

なか大変だったが、寮母、教師、生徒達の話をじ力ヽ こ聞くこ

とができ、フィザ ―゙ホステレの様子もわかり、行って良かつた。
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ポカラの日々

“

ケ月の滞在を終えて)

昨年 12月 から半年余 りのポカラでの暮 らしで、最

も私が心待ちにしていた時間は、夕刻、 日が傾きか

けるときだ。夕 日に染まった空の下、雪山連山が目

のさめるような茜色に染まり、山影 自身が作 り出す

淡い紫色 と濃紺の陰易が織 り成す様は、表現する言

葉が見つからない。眼前の贅沢な眺めを目に焼き付

けようと、太陽がすつか り山の端に沈み、山肌が夜

を告げる鈍い鉄色に変わるまで、走らせていた自転

車を止めて幾度 となく壇、を呑んで眺め入つていたも

のです。

さて、今回の

ポカラ生活の 目

的は、JNFEAの
カニヤプロジェ

ク トの現地調整

員 と、カニヤプ

ロジェク トが現

実に展開す る際、現地の人材育成 にあた り、ネパール

やネパール人のことをよ り理解 し、またポカラの状況

をよ り把握す ることにあつた。そのために子 どもや女

性のために働いている団体 “CHILDIuN―Nepal"(以 下

CN)と い う、ポカラのネパール人が運営するローカル

NGOで、ボランティアスタッフとして滞在 し仕事をし

てきました。

CNで は、彼 らが着 手 した が つてい た “Capacity

Building of thc disadvantaged girls and young women in

Pokllara"と い うプロジェク トに関わることに し、昨年

8月 以降か ら何回もメールでプ ロジェク トについて、

CNの ディレクター と話 し合い、打ち合わせを した。12

月 20日 より現地で大詰めの最終調整を行い、2005年 1

月 7日 に初 日を迎えたこのプロジェク トの管理 と運営

を任 され、 さらにこのプロジェク トのマネージメン ト

方法の人材育成を CNス タッフ 3名 に行つてきま した。

66

ネパールを訪問 して

文京学院大学経営学部 2年 駒松 圭

私は、今年の 8月 7日 から8月 17日 までの 10日
間、文京学院大学の松川鮎子 さん、加藤恵美 さん、佐

藤奏子さんとともに、」NFEAへのボランティアと教育

事情の現地調査及びパネルシアター公演のためにネパ

ールを訪問した。滞在期間中、カニヤキャンパス、障

害児学校、幼稚園、小学校、 日本大使館、ネパール教

育省などの様々な場所を訪問した。また、カニヤキャ

ンパスでは女子学生寮建設地鎮祭、 日本大使館では援

助の調印式といった行事にも参加 させてもらつた。

JNFEAの女子学生寮建設地鎮祭には、カニヤキャン

パスの先生や学生をはじめ地元の有力者など700人
も参加 され、期待の大きいことが感 じられた。大勢の

お祝いの挨拶の後、学生たちが美 しい衣装で見事な踊

りを披露 し、大いに盛 り上がった。女子学生寮の建設

予定地は山や川が望める自然の豊かな場所で、ここで

ネパールの女性教員が育つてゆくのだと思 うと胸がわ

友松史子

このプロジェク トは、初等教育もままならない 10代
の若い女の子たち 10名 を対象にし、女性が経済的に少

しでも自立できる道を切 り開くことを目的とする職業

訓練です。

日曜日から金曜日まで週 5日 、1日 5時間前後 (う ち

2時間は寺子屋のような基礎教科の授業、その後 3時間

が洋裁の授業)、 前期 5ヶ 月と後期 7ヶ 月から成る 1年

間の訓練課程を CNで受講 し、この 1年の課程を経た

後、お針子としてポカラ市内で自分の仕事を持つとい

うプロジェク トです。

私が現場でプロジェク トに合流 して、最初の仕事は、

参加希望者やその保護者たちへの職業訓練の説明会と

受講者の募集、受講者の選抜、このプロジェク トに必

要な設備調達でした。飛び交 うネパール語の一言す ら

聞き取れない状況で、且つ、“初等教育もままならない"

とい うことがどうい うことなのか知識 としてあつても、

私自身、この現状に初めて触れる環境で、プロジェク

トが公の場 と触れ合 う段階で早くも、ディレクターか

ら「ふみこ担当Jと 、次々私の役割を振 り当てられた

ときには、全く無謀な話だと感 じていたのが本音です。
「獅子の子落とし」とい う言葉が頭を掠めつつ…し

かし、こうなれば体当た りで彼 らの期待以上に応える

ぞ、こういつた異環境で自分を試すいいチャンスだ。

あと 5ヶ 月もプロジェク トに関わる時間はある、焦る

必要はない、一つ一つの積み重ねを噛みしめて行こう

と自分に言い聞かせていました。

1月 7日 開講時より、訓練に参加する 10人 の女の子

たちへの基礎教科の授業やライフスキルを伸ばす活動

の指導担当もすることになり、CNの施設のもつ明るい

空間に支えられ、また何人かの女の子たちの人なつっ

こしやl■格にも助けられ、私の奮闘が始まりました。 (次

号へつづく)

くわ くした。

在ネパー

ル 日本大使

館か らの草
の根無償 。

人間の安全

保障基金の

支援調印式が滞在中に行われたことも、とても幸運だ

った。一方、ネパール教育省ジェンダー平等課は、機

構改革の只中で、担当官の入れ替わりが行われてお り、

適切な回答が得られなかった。ガランとした部屋では、

ネパールの教育事情がまだまだ改善されねばならない

ことを痛感 させ られた。

私は、今回の現地調査でたくさんのことを得ること

ができた。私にとつて初の海外が今回のネパールであ

ったわけだが、やはり日本 との違いには驚かされるば

か りであつた。何 といつても、ホテルから望める雄大

なヒマラヤ山脈のマチャプチャレの美 しさには息を呑

んだ。天気の良い 日、朝早くの澄んだ空気を吸いなが

③



ら、神聖な気分に浸ることができた。一方で、街中を

走る三輪 自動車の砂ぼこりや大勢の人々で賑わ うごち

ゃごちゃした市内も、現地の人々の生活環境がみ られ

て面白かった。 どちらも、日本では絶対に感 じること

のできないネパールそのものを体感できたと思 う。

しかし最も私の心に残つたことは “人 との出会い"

である。今回の調査に同行 してくださつた 日本人の

方々、ネパール人の通訳の方をは じめとする現地の

人々、たくさんの人々に支えられていたからこそ、充

実 した 10日 間を送ることができたと感謝 している。

そしてなによりも、私たちのパネルシアターを鑑賞 し

てくれた子どもたちとの出会いは、今でも私の心を温

かくしてくれる。つたないネパール語 と手振 りを交え

て、私たちは、一緒に歌つた り、踊つた りした。子 ど

もたちの笑顔に、演 じている私たちがパワーをもらっ

て、現地公演は大盛況であつた。

この夏、異国の地で異国の人々と笑い、幸せを共に

する貴重な経験をさせてもらった。私は、今回のネパ

ール訪間を一生の宝として、心のアルバムに大切にし

まっておきたい。

ネパールあれこれ 杉浦 実

タイの歴史・

文化に興味を抱

き、田舎巡 りを

始めて 30年の

余が過 ぎた。 こ

の間タイ語を学

び現地の人達 と

交流を重ね、気
]""●iii=i」」

==:」
‖

==」
‖‖■1■1111ll11lⅢll ′ぃの知れた友人

を何人も持つことが出来た。これ らのことを通 して、

タイ社会にどんな問題があり、彼等がこれをどう捕 ら

えているかが理解できるようになった。現在、タイに

は 5万人を越える日本人が暮 しているし、タイ 。フリ

ークといわれる非在住者で、文化 。経済支援に携るグ

ループも多い。ボランティア活動が尊いことには相違

ないが、焦点の外れた奉仕活動は、当事者の自己満足

の気持ちをくす ぐるだけで、援助する相手の文化や思

想を破壊することに繋がるかもしれないとい う自覚に

欠けている、とよく感 じる。敢えてこれを言 うのは、

奉仕活動に関与する日本人のほとんどが、自分達の思

想 。発想の範囲から外れた世界がある、とい う認識を

持つていないように見受けられるからである。

以前関与 したことのある、タイの貧困救済活動グル

ープでは、タイ語は勿論のこと、貧困の原因・宗教信

仰の問題・地域の歴史を絡めた文化的背景・等々、本

来解つていなければいけないことについて、誰も知 ら

ないし、知る努力もしない、というお粗末さであった。

これではモグラ叩きだ、とか、マスターベーションだ、

と言われても仕方がない仕儀である。

私が 」NFEAの活動に参加 させてもらって以来、ま

だ 1年半しか経っていないし、ネパールの事情にっい

てもほとんど解っていないが、関与する限りは、タイ

で経験 したようなピン ト外れの活動であってはならな

④

いと月千に銘 じている。

今年 3月 に山下理事長のお供で現地を訪れて以来、

2回の単独行の旅を通 して、或る程度の状況を掴むこ

とが出来た。年内にあと2回は現地に行き、理解を深

める努力をしたいと思 う。あの社会での問題は、諸兄

諸氏のご指摘通 り「ヒンズー教文化Jと 「カース ト制

度」にある事に間違いなさそ うである。気候条件 と宗

教的発想が、その地域の文化形成に大きく影響する要

因となる。この辺 りを理解 して掛 らないと、道を誤る

ように思 う。
ヒンズー教 とは、誠に訳の解 らない宗教である。 し

かし、ヒンズー教たるものが何なのかは、「解 らん」で

は済まされないように思 う。

カース ト制度が資本主義的な自由競争を阻害する元

凶であり、西欧的価値観に於いては社会的発展の遂げ

られない制度であるとい うが、我々の持つ価値観に基

けば、否定 しようがないのかもしれないが、それでは

カース ト制度がなぜ 3,000年 も続いてきたのか。

ネパールの歴史を紐解 くと、仏教を信仰 した王や王

朝も幾つか出てくるが、その彼等でさえ統治形態は一

貫 してカース トの四姓制度であった。 日本の封建社会

に於ける身分制度が統治システムに都合よく機能 した

ように、為政者にとっては、カース ト制度には捨てが

たい魅力があつて、今 日も続いているのであろう。従

つて我々はこれについても知るべきである。

高級 ウールを売る店のオヤジと友達になつた。まだ

若いのに大 した出世だな、と褒めて成功の秘訣を聞い

たら、客層を日本人に絞ったことだ、と言 う。年配の

ご婦人をちょつとおだてれば、パシュミナのショール

1枚を 5万 。10万で買つてくれる。 日本人は金持ち

と問いていたけど、ほんとに日本つて桁外れに金持ち

の国だね、他の国の人が相手ではこうはいかない、と

のこと。ホテル・サンセ ット・ ビューのアルジュン氏

も、「狙いは日本人、と考えた」、と彼の成功謂の中で

同じ事を語つていた。

こんな日本人観を、我等世代が彼等に植え付けてし

まった。発展途上国の物価が 1/10、 1/20と いうこと

は知識 としては知っているとしても、自分が実際にそ

の世界に入つた時、本当の意味が解って身を処すこと

が出来るのは極めて難 しいことで、要は我々が日本人

的感覚から抜け出す劃1練や経験が欠けていることに尽

きる。

JNFEAの活動を展開するにあたり、ネパールという

国に対するこれ ら認識の欠如を素直に認めて、理事を

始めとする会員諸氏が啓蒙 し合 うことも重要な要素で

あるように思 う。
NWECで

の ワー クシ

ョップ風景

伊藤 ゆ き さ

ん とマ ナ ン

ダール さん



フォスターペアレンツ便 り  岩谷栄子

～ネパールの おなご先生の親になりませんか～

ネパールの女の子は 66%しか」ヽ学校に行けていませ

ん。特に西部地域の女の子の小学校への就学率は低く、

40パーセントほどです。みんな学校に行けるようにな

つてほしいと願つています。そのためには、どうして

も、おなご先生が必要です。私たちは、おなご先生を

育てるためのフォスターペアレンツ(教育里親)を求め

ています。lヶ 月 1万円(2口 )の支援で 1人の先生が誕

生します。数人のお仲間で支援してくださつても大歓

迎です。できれば先生になるまでの 2年間と先生にな

つてからの 3年間の 5年間を継続していただきたいと

願つています。

現地への旅行やキャンパスの見学ツアー、支援する

学生との交流等を予定しています。

連絡先 Fax 03-6222… 3824岩谷栄子

ニ ュー ス お 知 ら 世 伝 言 板

ワークショップ  「ネパール茶屋」―途上国の女性の経

済的自立と教育を考える―

10月 30日 (日 )午後1時30分から、横浜市青葉区に新た

にオープンする「アー トフォーラムあざみ野」 (男 女

共同参画センター横浜北とギャラリー併設)でワーク

ショップ  「ネパール茶屋」を開催 します。

まず伊藤ゆきさん力作の寸濠J「ネパール茶屋」を、

会員が、村長さん、村のお じさん 。おばさん、学校の

先生やNGOの女性に扮 して演 じます。村の社交場である

茶屋でお茶を飲みながら、ネパールの悩みをそれぞれ

語 り、本当の女性支援 とは何なのか会場の方たちと一

緒に考えます。

次に協会の活動 目的について、山下泰子理事長が話

し、続いて夏にネパールを訪れた文京学院大学の学生

による報告 「若い日で見たネパールの今」と、パネル

シアターの上演があります。 「祭 りに生きる民衆のエ

ネルギー」と題 してビデオも2本用意 してあります。

東急田園都市線・横浜市市営地下鉄 「あざみ野駅」

徒歩5分です。是非お出かけください。

ワークシ ョップ NWEC一 国立女性教育会館

8月 28日 (日 )、 埼玉県の嵐山で開催された、NWEC主催
「平成17年度男女共同参画のための女性学 。ジェンダ

ー研究交流フォーラムJに参加 しました。 “言論統制

下のNGO活動"と いうタイトルで、友松史子会員のホ
゜
カラ滞在

中の活動報告、新井場貞子理事の極西部のフィータ―゙ホステル

訪間の報告。留学生のマナンタ
゛
」レさんのか ―゙ルの子どもの

遊びを紹介。最後に伊藤ゆき理事がか ―゙ルの歴史を振 り

返 りつつ、現在の言論統制、マオイストの動きなどを解説 し

ました。

「とつておきのネパール」旅行
「ネパール博士 。伊藤ゆきさんと行 くポカラ女子学

生寮建築現場訪間とツクチェのお祭 りを見物する旅

行」は 11月 15日 から23日 に実施 します。ポカラのカ

ニヤキャンパスは、予定より早い工期で進められてい

るとのことですから、建物の概観が見られるかもしれ

ません。その後大型ヘ リコプターでツクチェに飛び、

ツクチェで行われる「仮面舞踊祭Jを見たり、ヒマラ

ヤ、ダウラギリを目のあた りにするホテルに泊まった

り、普段なかなかできない体験ができる旅行です。

一 学生寮完成祝賀式予告―

中澤桂 リサイタル inネパール・2006夏の旅

鬼が笑 う?いいじゃないですか。1年なんてすぐです。

来年、すなわち、2006年 8月 に学生寮の竣工と第 1

期生入学祝賀式典のためのツアーを実施 します。声楽

家の中澤桂 さんがボランティアで同行 してくださいま

す。

来年は日本 。ネパール国交 50周年の記念すべき年で

す。その祝賀行事の一つとして、在ネパール 日本大使

館の後援も得る予定です。

2006年 8月 4日 出発です。

お忙 しい方のための 7日 間コース、余裕のある方、

もつとネパールを楽しみたい方のための10日 間コース

を用意 します。どうぞ、来

年 のカ レンダー に書 き入

れて くだ さい。

AAFニ ュース

7月 4日 か ら29日 まで、

東京、東陽町にある竹中工

務店 ビルの 1階ギャラリ

ーで 賂AFの NGO活 動

展―ヒマラヤの学校建設 J

の展示お よび講演会が開

催 されま した。

MFは 、ニュースレター1号でもご紹介 しましたが、

竹中工務店設計部有志で作るNGOグループで、ネパー

ル・ゴルカ地方の山の中に小中高を備えたすばらしい

学校を建設 しました。代表の赤尾健蔵 さんをはじめ、

竹中工務店設計部の方たちが、何度も山の中に行き (サ

ラリーマンなので、時間をかけられず、カ トマンズか

らヘ リコプターで往復しています)、 たくさんの困難を

克服 しながら、着工以来 4年 目に校舎が出来上がり、

これからは寄宿舎 と食堂等の建設 とい うことです。き

ちんと積み上げられた現地産の石で作った校舎が、ヒ

マラヤの山の中に立っている光景は感動的です。この 4

月に『 ヒマラヤに学校を建てよう 1建築家のボランテ

ィア奮闘記』 (彰国社)が出版されました。ぜひご一読

ください。ご希望の方は下記 JNFEA事務局にご連絡

ください。

住所変更のお知らせ

協会の本部の住所と事務局長の住所が変更になりました。次頁をごらんください。

⑤



20054「度

4.9

5.12

5.19

5.21

6.26

7,23-8.3

8.7‐ 16

8.28

9.4

10.9

10.30

活動リスト (会議・イヴェン トなど)

理事会 総会に向かつて

総会の第 1回準備会 (文京学院大学本郷キャンハ
゜
ス山下泰子研究室)

第 2回準備会 (同上)

第 3期総会 (文京学院大学本郷キャンハ
゜
スースカイホJレ/サロンドフ

゛
ンキョウ)

シンホ'シ
゛
ウム 赤尾建蔵氏 「ネパールの山奥に学校をつくるJ(参加者 28名 )

第 3期第 1回理事会 (文京学院大学本郷キャンハ
゜
ス・ 6F会議室)。 友松史子さんの帰国報告

か
゛
リレ訪問―新井場貞子・滝田尚子理事 (極西部カイラリとドウティのフィータ―゙ホステル訪問)

ネハ
゜
リレ訪問 (草の根無償。人間の安全保障基金供与調印式・カニヤキャンハ

゜
ス学生寮地鎮祭ほか)

(山下泰子理事長、山下威士理事、杉浦実理事、ナワン・シェルヽ現地マネシ
゛
ャー、フ

゜
シ
゛
ャン・ハ

゛
スネット

上智大学院生、文京学院大生 4名―松川鮎子、佐藤奏子、加藤恵美、駒松 圭)

国立女性教育会館 。ワークショッフ "言論統制下の NGO活動"(埼玉県嵐山町 。NWEC響 書院)

第 3期第 2回理事会 (文京学院大学本郷キャンハ
゜
ス・センターヒ

゛
ル6F)

盤 Fゞ代表赤尾建蔵氏ポカラヘ建築状況の視察

横浜市 「アー トフォーラムあざみ野」でワークショップ  “ネパール茶屋"―途上国の経

済的自立と教育を考える

平成 17年度分会費未納の方へ納入 のお願い

まだ、平成 17年度分会費未納の方は、下記の郵便振替口座へ納入 してください。

新入会員をお誘いください。問合せ先は下記まで。

加入者名   NPO法 人 日本ネパール女性教育協会

力り、口座番号  0130--4--370983
郵便振替 口座の払込取扱票の用紙は郵便局にもありますが、事務局に請求いただければ、送付申し上

げます。なお、年会費は次の通 りになっています。

個人会員

学生会員

3000円   個人賛助会員

1000円   法人賛助会員

10000円
50000円

フォスターペアレン ト支援用 口座を郵便局に開設 しました。フォスターペアレン トに

ご協力くださる方は、こちらへお振込みお願いします。

口座名 JNFEAネパール女性教員養成里親基金 口座番号 00110-3-355493
会計担当理事 高野清明 〒270-0114流 山市東初石 4-198-1

TEL 04‐ 7152‐6119e‐ mail takanO― nagare、狙 ma@niLCOm

NPO法人日本ネパール女性教育協会 (」NFEA)
理事長 山下泰子 (文京学院大学教授)

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

事務局 島本純雄  377-1412群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-1519

Tel&Fax 0279-84‐ 4688 e― mail i shlma@sannet ne」 p

ホームヘ―゚シ
゛
 http://www page sannet ne」 p/s_shima/nepal― home html

編集後記 プロジェク トがいよいよ動きだしました。ネパールでは学生寮の建築が進んでいる

のだと思 うと胸がわくわくしますね。(新井場貞子)

表題 :木村晴也 編集 :新井場貞子 滝田尚子 島本純雄 吉田俊吾

e―mall  s araibaOtiara ocn ne 」p   fax  o3-5947-5798

⑥


