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第 9期卒業生が巣立ちました

5月 28日 、第9期生の卒業式を挙行しました。卒業旅行は、5月 18日 から21日 までカ トマンドゥを訪問。昨

年の地震の影響で、多くの観光地が被害を受けていました。JICAな どを訪間、またサンセットビュー・ホ

テルでの講義など有意義に過ごしました。これまでの経験を活かして、これから3年間、故郷の村で、子ど

もたちの教育に熱心に取り組んでくれることと思います。

思い出のアルバム・・・さくら寮での、生活がなつかしく思い出されます。

1.熱血音楽教師 。和田啓子さんによる迫力ある指導

2.パネルシアター制作 。・卒業生たちには最後の授業

5.卒業式に駆けつけてきてくださつた、パ

ネルシアター公演者―行と音楽の先生方

6.ネパールでの正式の式典

では、ランプを灯します3

②

ピッピッと笛を吹いて先生は元気よく !

3.着物ショーを楽 しみました。

4.卒業式の前は大掃除



2016年 度ポカラ・プロジェクト現地理事会報告 事務局職員  山下 威士

1 1:lf二 F三 11三 ぼ )ヽ 9三 1日 (水)ま で、山下泰子理事長、岩谷栄子理事。事務局長、||ド威士事務局職員が、

姜三裏 三 ~t■
■ ■ 一ヽ ウ|二 出張.

2  事前相ゴ:

:11:I■ li■ ヽ 1`■ 、KCP会議室において、Surendra Bhar巧 00さ くら寮運営委員会委員長,Suresh

Iゝanandil・ I(CP多 二‐レバス・チーフと諸問題について事前の相談。KCP会計係のKrishna Tamarakar氏 、

遅言‐1 に iヽshna IN‐ ate、「ada氏 ,寮母Mattu Dhojuさ んが陪席。

1  1:1:■千三ミ十二ついて> Bhar巧 00氏 から、(ア )ガー ドマンの給与が、15%Upす る予定、(イ )今年の

ま二71≡ ■言1貴 言ミ1,実績が21名 であることから、来年度も、その程度を見込んでほしい、(ウ )大幅な物価 L

三 二三・、事三 ■食費のUpを考えてほしいという要望があった。

[ |二 :l「 三千三以降の、JNFEAに よるさくら寮の使用について> 山下職員から、以下のような申し入れ

を _t:|マ )ザ _ドマンの継続雇用は、2名 ではなく、1名 にしたいと申し入れ、Manandar氏は、了解c(イ )

■]1手 1竜 き■連続性を確保するためにも、KCP会計係のKrishna氏 に、現在の経理事務を、引き続き担当し、

Audit Reportも 出してほしいと要望し、Krishna氏 は、了解。(ウ )JNFEAの 事務室として、さくら寮の2階

「
、三 ==、 寮母が使っている部屋を、2020年 6月 まで借用することは、昨年の理事会で、既に承認されてい

こil、 さくら寮の維持管理の権利 。義務関係を明確化するためにも、」NFEAと しては、同部屋の借料を支

社
「

tヽ L、 申し入れた。これについて、KCP側 としては、借料は、シンボル的なもので良いと言われた

二て、Krishna氏 やMattuさ んとの事前相談にもとづいて、「光熱水料を含めて、月5,000Rs、 年60,000RS」

を支払 うという提案をしたcこ れについて、KCP側 としては、「借料」としてではなく、「寄付金Donation

として受 |す 入れたい」と発言され、了承された。(工 )2017年度以降のフォロー・アップ研修会のためのさく

ら言 I⊃ 演用(こ れ自体は、既に、昨年度の現地理事会で了承されている)についても、 L記 と同様の考えで臨

=た
、ヽと、申し入れた。 しかし、KCP側 において、2017年 7月 以降、さくら寮の建物を、どのような形で使

■十るかが、明確にならない限り、現状では、それ以上検討することは不百∫能であるために、来年度の理事

会 |こ おいて、この点については、検討することになつた。(オ)2016年度のフォローアップ研修会は、さくら

寮開設10周 年記念行事と重なるために、卒業生教員70名 前後の参加を予定しており、研修会の開催について

も、さくら寮のホールだけでは収用しきれないことから、KCPの教室の借用を、中し入れたc Manandar氏

から、その期間は、ダサイン祭の最中であることから、KCPの側では教室使用の予定はなく、自由に使つ

てくれて良いとの回答があった。

3 <学 4i交流協定について> 山 ド理事長より、KCPと 文京学院大学との学生交流協定が、2017年 7月 に

期限満了になることから、KCPにおいて、その継続を望むなら、再締結の申し入れを、文京学院大学に行っ

てほしいと説明。その際に、従来のように、実質的に、」NFEAが介在 している形ではなく、すなわち、さ

くら寮卒業学生の中から選び、JNFEAが、日本滞在中の全責任を負 う形ではなく、本来の交換協定の趣旨

に 1)と づき、KCP独 自の立場で、交換学生を募集 し、選抜してほしいと申し入れた。

3〈現地理事会の開催〉

8月 27卜 (土 )11日寺15分 より12時40分 まで、さくら寮ホールにおいて、現地理事会を開催3出 席者は、ネ

バール側 :Yogendra Pradhanさ くら寮理事会理事長(KCP理 事長で 1)あ る)、 Bharijoo運 営委員会委員

長、Manandar KCPキ ャンパス・チーフ、カニヤ・スクールの Ganesh Poudel氏 、日本側 :山 下JNFEA
理事長、岩谷 。事務局長(吉 田俊吾 。現地理事会理事の代理として出席)、 山下事務局職員の7名 .聰ishna

Tamarakar KCP会 計係、Krishna Khatewada通 訳,Mattu Dhoju寮 母が、陪席
=

① Bhar巧 oo氏 より、2015年度のAudit Reportが 、読み上げられた。

② 山下職員から、2016年度さくら寮予算案について、説明c上記記載したとおりに、とくに食費の増額が、

各理事より、強く要望された。

0 山下JNFEA理事長より、あいさつ。(ア )こ の秋に、さくら寮開設10周 年記念行事を行 う予定であること。

③



(イ )同行事にも関連し、本年度のフォローアップ研修会が、卒業生教員・在校生70名 前後の参加を予定

していることから、KCPの教室の借用をお願いしたいこと。(ウ )第 5回交換留学生Kamala Gurungさ ん

の動向について報告。(工 )第 6回交換留学生Kamala Dangiさ んの動向について報告。(オ)KCPと 文京

学院大学との学生交換協定の再締結について、KCPで判断の上で、申し入れてほしいということ。

④ Pradan理事長より、あいさつ。(ア )今後のプロジェクトの継続を期待するということ。(イ )KCPも 、12

月に創立25周年の祝賀会を開催する予定であること。

⑤ このPradan氏 の発言を受けて、山下理事長より、ぜひ、KCPと しても、このようなプロジェクトを継

続 してほしいので、UNSCOやUNICEFの援助などを模索してはどうかと提案、また、KCP創立25周

年のお祝いには、新井場貞子JNFEA副理事長が、出席する予定であると応えた。

4 くさくら寮開設10周年記念行事とJICA~■ の根技術協力事業について意見交換〉

このネパール訪間の機会に、次のように、多くの人々と交流し、JNFEAについて、とくに、さくら寮開

設10周年記念行事とJICA草の根協力事業について、各種の意見交換を行つた。

① 8月 23日 (火)13時、Hotel Sunset Ⅵew、 Kathmandu(以 下、HSVlで 、現地理事会理事の官原魏氏に会い、

10周年記念行事について、意見交換。

② 8月 24日 (水 )12時30～ 14時、日本大使館で、小川正史大使、町田信也参事官、中野宇一郎二等書記官などと、

昼食をともにしながら、意見交換。山下理事長より、小川大使に、さくら寮開設10周年記念行事への出

席を依頼した。大使は、日本・ネパール国交60周年行事で、多忙ではあるが、この式典には、ご出席く

ださるとのこと。また、ネパール大統領(Biddya Devi Bhandariさ ん、女性)を招待してはどうかという

提案もされた。

③ 8月 24日 (水 )18時～ 21時、HSVで、旅行想 NA社長Pitambar氏、いつも」NFEAがネパール語の翻訳で

お世話になっているDev Maharttan氏 、そのご子息の三橋大悟くんと、夕食をともにしながら、歓談。

④ 8月 25日 (木 )17時～ 19時、Mathema氏 ご夫妻と、HSVで、さくら寮開設10周年記念行事の具体的な進

め方や招待客について相談。Mathema氏 からは、ネパール人の気質に照らして、以下のような意見が、

率直に語られ、示唆された。(ア)式典に際しては、主賓を誰にするかが、もつとも重要なことであること。

(イ )そ の席次・並び方について入念に配慮すること。(ウ )主なお客には、お土産が必要で、高価なもの

である必要はないが、日本的なものが良いこと。(工 )招待客を別々のホテル、とくに格差の有るホテルに、

分けて入れることには、ネパール人は、不愉快な思いを抱くであろうこと。(オ)ネ パール人への招待状は、

あまり早く出しすぎてはいけないということ。(力 )上記の大統領の招待については、現在、大統領補佐

官を務めている前駐 日大使のBattalai氏 を通じて打診 してみること、教育省MOEの Hari Lamsal教育

局長についても、Mathema氏 から連絡をしていただけることであつた。

⑤ 8月 26日 (金)14時～ 15時30分、KCPで、上記報告のとおりBhar巧 00氏 とNamandar氏 と事前相談。

⑥ 8月 27日 (土)11時 15分～ 13時50分、さくら寮ホールにおいて、上記報告のとおり現地理事会を開催。

⑦ 8月 27日 (土)16時～ 17時、さくら寮開設10周年記念行事を実施する予定のHotel POkhara Grandeを 見学。

③ 8月 28日 (日 )18時～ 21時、HSVで、UNCEFネ パール支所長の穂積智夫氏(」NFEA理事の甲斐田万智子

さんの夫)と 夕食をともにしながら、JICA草の根技術協力事業について、意見交換。

⑨ 8月 29日 (月 )16時～ 17時、」ICAカ トマンドウ事務所を訪問し、佐久間潤所長、私どもの案件を担当され

ている古川奈津子さんと、現地担当者の胸 ishna氏 とで、私どものJICA草の根技術協力事業について

意見交換。

⑩ 8月 29日 (月 )18時～ 21時、HSVにおいて、ネパールの教育専門家の田中研一氏と夕食をともにしながら、

JICA草の根技術協力事業について、意見交換。

① 8月 30日 (火 )11時～ 14時、HSVにおいて、Ramila Buddha(第 1期生)と 、Lalmaya Buddha(第 2期生、

夫同伴)と 歓談。

④



<ネパールの教育システムの改革について>
今回、昨年2015年 9月 20日 制定のネパール連邦共和国憲法(35部 308条 十図面 7)の英文が入手でき、それに

より、教育関係の条文を紹介 します。

「第31条 教育に関する権利 (1)すべての市民は、基礎教育Basic educationを受ける権利を有する。

(2)すべての市民は、基礎的レベルbasic levelに おいては、義務教育および無償教育compulsory and fllee

educatiOnを 受ける権利を有し、国Stateは、中等レベルsecondary levelに まで、無償教育free educatiOnを

引き上げねばならない。」

この憲法規定に従 う、2016年 6月 29日 制定の第 8次改正教育基本法により、従来の教育システムは、以下

のように変更になる模様。(も っとも、具体的な実施時期は、不明)

(SLC) (BELC)

一
こ

一
ヽ

Elementary
School

Lower
Secondary School

Higher
Secondary Scool

10+2
School

5年 3年 2年 2年

今

後

Basic Level(義務、無償 )(8年 ) Secondary Level (無 償 )(4年 )

Basic education

2015年度さくら寮決算報告

事務局職員  山下 威士

L.K.Sharma会計事務所の2016年 8月 14日 報告による。

単位は、Rs(ネパール・ル ピー)、 2016年 9月 現在 l Rs

=1円。

2015年度支出合計総額は、4,868,745Rsで した。

2015年度予算総額、5,062,984Rsに 対 し、総決算実

額は、予算内に納まりました。

予算を出超 した項日は、①Ⅱの (5)食費、②Ⅱの7「旅

費Jと 、③Vの (16)「 卒業生教員の手当て」でした。

寮生一人当たりの月額の直接的援助額は、奨学金十

食費+光熱水料で、合計3,500Rsになります。

卒業生教員の月額給与は、1年 目の教員が、5,500Rs、

2年 日の教員が、6,000Rs、 3年 目の教員が、6,500Rs

です.

(4)

⑤

(Rs=ル ビー )

| 学生授業料関係 533′ 940

(1)K⊂ P納入金 458′600

(2)英語・数学の補習授業 52′000

(3)学生募集費 23′340

|| 学生関係 1′ 165′244

(4)奨学金 337′ 500

(5)食費 450′011

(6) 告」月反 8′350

(7)旅費 158′010

(81 健康診断、医療保険 44′256

(9)卒業式関連費 167′ 117

さくら寮維持費関係 220′ 165

(10) 光熱水料 62′ 337

(11)修理等維持雑費 157′828

IV 賃金関係 469′ 396

(12)寮母 169′000

(13)ガー ドマン (3名 ) 257′ 896

(14)会計係 32′500

(15)会計事務所監査費用 10′000

∨| 卒業生教員給与関係 2′480′Oo0

(16)卒業生教員給与 2′430′000

(17)教員採用試験対策費 50′000

合 計 4′ 868′ 745



さくら寮開設10周年記念行事を終えて

理事長  山下 泰子

2016年 10月 19日 、ホテル・ポカラ 。グランデに於いて、さくら寮開設 10周年記念行事が華々しく挙行され

ました。会場が、丁度60年前、日本隊が初登頂 した 8千メール峰にちなんで名づけられた 「マナスルの問」

だったのも、うれしいことでした。この催 しは、日本 。ネバール国交樹立60周 年事業として、公益財団法人

東芝国際交流財団の助成をいただいて、挙行することができました。また、この10月 1口 をもって、さくら

寮モデルの「女性教師養成制度構築をめざすプロジェクトJが 、JICAの 草の根技術協力事業になったことも、

ご報告することができました。いくつもの喜びが重なつたことに、感謝の気持ちでいっばいです。

第 1部の式典は、小川 1巨 史駐ネパール ロ本人使による灯火の点灯ではじまりました。続いて、ネパール初

の女性のBhadya Bhandari大 統領 (Madan Kumar Bhatarai前 駐 ロネパール大使による代読)、 このプロジェ

ク トの産みの親でもあり育ての親でもあるKedar Bhakta Mathema元 駐 日ネパール大使、昨年夏以来、女

子師範学校制度の構築にア ドバイスをいただいている小川駐ネパール 日本大使、まさにこれから草の根技術

協力事業でお世話になる佐人間潤JICAネ パール事務所長から、お祝いのメッセージを頂戴いたしましたЭ

さくら寮開設10周年記念行事の華は、何と言つてもこの日のためにネパール各地から集まったさくら寮卒

業生 。在校生70人でした。美しいサリーに身を包んだ彼女たちの自信に満ちた様子は、ふるさとの村のおな

ご先生としての活躍に裏づけられていましたc16人が了ども連れだつたこと、4人が母親同伴だったこと、4

人が夫同伴だったことも、彼女たちの家庭生活が偲ばれて、ほほえましく思いました。

第 2部のさくら寮10年の成果報告では、私

が概要をお話し、その後、卒業生 5人が、①

日本留学から学んだこと、②さくら寮で学ん

だことを村の小学校で、どう活かしているか、

③女の子を就学させるために、どのような努

力をしたか、④公務員としての男女｀
「 等への取

り組み、⑤チャウパディ慣習克服への努力などを報告しました。

これ に対 して、Bandana Rana国 連 女性差別撤廃 委 員会委 員、Hari Prasad Lamsal教 育省次官、

Mathema元 駐 日ネバール大使から、ご講評をいただきました。さくら寮が、単に教科指導をしているだけ

ではなく、先生としての豊かな人間性を育んでいること、卒業生が村の公立学校の教育水準をあげることに

貢献していることを評価 していただいたのは、 うれしいことでした。この卒業生の報告は、人々に感動を与

え、ネパールの大新聞・カンティプール (2017.11.21)、 その他3紙に写真入 りで大きく取り上げられました。

第 3部は、瀬尾真喜子ビアノ・コンサー ト `Let's travel a11 0ver the wOrld by music'で したしわざわざ

日本から電了̂ビアノを運んでのコンサー ト1最後の 「レッサン・フィリリ変奏山Jに涙がこばれました。

第 4部は、にぎやかにレセプション・パーティでした。みんな一緒に、飲んで食べて楽しく交流を深めま

した。今村務さんのオカリナ演奏もよかつたし、さくら寮卒業生 。在校生の歌と踊 りt)見事でした。

さくら寮開設10周年記念行事の参加者は、総勢217人 でしたcはるばる日本から駆けつけてくださったチャ

リティ・ツアーの皆様、カ トマンドゥ、ダーディン、カビルバス トゥ、ネパール各地からおいでいただいた

ネパール教育関係者の皆様、そして、カニヤ 。キャンパス・ポカラの先生方をはじめ、さくら寮生をあたた

かく見守ってくださつた地元ポカラの皆様、本当にありがとうございましたc

ここにお見えではなかつたけれど、このプロジェク トを支えてくださっている日本の支援者の皆様に、心

から感 pll申 しあげます.皆様のご支援があってはじめて、さくら寮の10年の歩みがあり、このプロジェク ト

のこれからがあります。

特定非営利活動法人日本ネパール女性教育協会は、さくら寮の10年の経験を元に、これからは、ネパール

に「女性教師養成制度構築をめざすプロジェク トJに取 り組みます。今後とt)ど うぞよろしくお願い中しあ

げます。
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さくら寮開設10 記念式典に寄せて

さくら寮」の学生と9年間過ごして
寮母

私 |ま 、この事業に従事 して、多くのことを学びました。小学校教育について、

私の考え|ま、まったく変わりました。この事業に関わることになって、初めの数

年間、私は、職業についての学生たちの思いを理解するために、より多くの時間

を彼女らとともに過ごしました。彼女らにとっては、生活を大きく変える日々で

あり、彼女らは、次第に夢を大きくふくらませるようになりました。JNFEAの
関係者やカニヤ 。キャンパス 。ポカラの先生たちの具体的な指導を受けて、さく

ら寮生たちは、日毎に自信を強くするようになりました。

さくら寮に入つた時、彼女らは、この事業の目的をあまり良く理解 していませ

,し て _t: ここで学んだ2年の間に、学問やマナー、文化、人間としてもつとも大事な特別な活動などを身
|二

′■,・ ました,こ のような指導を受け、彼女らは、より熱心に学び、能力を伸ばしてきました。お祭 りや行
写「 〒 |こ |ま 、私は、皆が家族として感 じられるように、一生懸命努力しました。彼女らは、その生いたちや
夏
=11異

なっているわけですから、全員に同じ生活をさせることは、とても大変な時もありました。

これまでこの事業に関わってきて、事業を続けることの難 しさを、私は、知 りました。20人 を預かる寮の

警理ず、として、私は、多くのことを学ぶことができました。この9年間の体験は、私にとって、もつとも大
頃なブ、生経験だった、と思います。寮母として、寮生たちが、それぞれの目標に到達できるように支援 しま
した:幸いにも、自分の持てる有益な個性を最高に活用することの出来る機会を、私は、得たのでした。

シャイで自信のない少女たちが、自信を持つに至った変化を、私は、これまで間近に観ることが出来まし
た]あ る者は、政府雇用の教師として、ある者は、社会活動の重要な仕事をしており、パーマネント採用の

教師をめざして、一生懸命努力 している者もいます。

ネバールの遠隔地域に100人 の女性教師を育成することが出来たことに、私は、今ほっとしています。そ
して、彼女らが、きっと私たちの期待通 りに、「少女たちの教育Jに努力することと信 じています。最後に、
この事業の成果達成に向けて大変な努力をしてくれた、日本ネパール女性教育協会の関係者の皆さんに感謝し
ます。

ごψゲ

さくら寮開設10周年記念式典報告 理事 矢野 可穂理

2016年 10月 19日 、天気にも恵 まれ、ホテル・ポカラ・グランデにおいて無事 さくら寮開設 lo周 年式典が開

催 されま した.

式典を前に 日本か らJNFEAの メンバーがネバールに赴き、会場の確認や出席者 リス トの確認等を数 日前
から行いました。中でも、寮母のマンジュさんは、準備などで本当に大変でしたc約 70名 のやって来る卒業

生の面倒 を見ることをはじめ、JNFEAか らの指示やネパールのお偉い方々のアポをとった り、携帯電話を

手放せない数 日間で した。

周
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さくら寮には数 日前から卒業生が次々と到着 し、私も、留学

していた時に生活をともにした面々と久しぶりに再会できてう

れしかつたです。やはり、村で先生を経験している彼女たちの

顔つきは、寮に居

た ころ とは違 い、

立派な女性 として

日々奮闘 している

のだなと思いまし

たD結婚 して小 さ

な子 どt)を 抱えて、すっか り母親の顔になつている卒業生もい

て、あれから随分 と月 日が経ったのだと実感 しましたっ

10周 年行事の当日に向けて、どんどん増えてくる卒業生のた

めに、マンジュさんは、お布団や鍋、食器などの レンタルの手

配をして、部屋害1り や料理、掃除当番の指示を出した り、寮の

中は、毎 日賑やかで した。特に、10部屋 しかない部屋に70人 t)

来るとなると、 どうやつて部屋で寝るのかと疑間を抱きました

が、部屋のベ ッ ドを壁に立てかけ、そこに布団を敷き詰め、一

部屋に10人 くらい くつついて寝ていま した.3階のグス トルー

ムを、小 さな子 どもがいる人用に開放 していま したが、数名 し

か使つてお らず、みんな寂 しいからといつて小 さな部屋に行き、

毎 日夜 をともに過 ごしていたみたいです。留学 していた時に、

蒻雰I)ll■Tミ、Υttiよよキ』∬
'I言

な い出し、改めてネパール人らしいなと感じましたc

ポカラヘお出になるために、飛行機のチケットを用意

たり、誰がどうやつて何時にくるのか、どこに泊まる

かといつた手配や状況確認をするため、マンジュさん

|、 本当に大変でした。一転二転する来賓の方々のスケ

らポ

'じ

交億こ|:::た 38下暴各種λ撃夕)Tr奮響

髯
11に奮霞市鱚啓箭g

ξ事お客様を迎え、式典を終えられたのは、彼女の影の

翌日の新間に掲載 活躍が大きかった と思います。

準備で何度か、「日本だったらこうやるJ、
「ネパールではこうするJと 文化の違いもあり、両者がうまく

いくように意見を何度も交わしたりして、時間を要したこともありましたが、無事10周 年式典が終わり、よ

かつたです.

翌日には、すでに新間に掲載されていました。JNEFAの活動が、より多くのネパール人に知られ、ネパー

ルの教育環境や女性の地位向上に貢献できればと願います。

さくら寮開設10周年記念式典 ;臨時保育所 会員  磯 公美子

私は、一人で10月 14日 、日本を発ち、ソウル経由でネパール入 りした。 15日 にポカラヘ8時 のフライ ト.

しかし、ポカラの天候が悪いため “遅延"と なつたc結局4時間遅れっポカラの空港のタクシー乗 り場では、

「昨日も、日本人をナディブールに送つたよJと 運転手に声をかけられ、そのまま乗 り込んだcさ くら寮の

前でタクシーを降りると、鉄の扉が開き、なんとも人懐つこい顔のガー ドマンが顔をのぞかせるc荷物を持つ

0

お母さんと一緒に式典に参加
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て :レ らiヽ 玄冒 、́「 十 ぐセ ミ十一の打ち合わせが、始まる。マンジュさんから、10名 くらい子 どもが来る、と。
t,LI・ した し、 三Jぅ とi雪 えるかもと言われ 「えっ、そんなに ?Jさ っそ くセ ミナー室 とセ ミナー室の隣の保
育三を■F=: 」こttヽ しこも、ほこり、ほこりc教室の前三分の一をモ ップで拭 く。教壇にクッション性の
■こ=|を 言tヽ て、子 どもを寝かせることにしたc

ll]≡ 三:、 セ ミ■―「H始38時から、今村務 さんの合日
:

311士 三を重ilて 行くごとに、ハーモニーが合って来る

月二「
」tCよ うなレベルの高さに感動 したc ll時か ら

■ た,「 お母 さんに、義母2人、夫2人 もFHl行 していまし

fllヽで、子どもと過 ごしていま したが、義母2人 は

を三て まヽしたЭはいはぃが出来ない幼子が 3人、日

|ま また ,功 児が2人。 1才未満の子 どもは、お乳を飲ん

るL手かに寝ている時が多かったですが、歩けるようになって 3才 ぐらいま
で
'子

ども3人の世話が、大変。好きな所へ駆け出す。お母 さんの居るセ ミナー室へ乱人する。4才のお とな
し|ヽ 女嘔)■ が、1人 いました。

結論か ら言 うと、 日本式の子 どもをあやす方法は通 じません。それに、ネパール語を話せないと無理。そ
んなこと判っていなかったの ?と お叱 りを受けそ うですが、実際は、私の想像をはるかに超えていました。
ネ′`一ルの子 どもたちは、元気いっばい。いたず ら麻 りの子 どもたちは、よちょち歩きで転んでもあま り泣
きません。 もう、 じっとしていてと言 うのは、無理です。だま しだま し遊ばせていても、やは り眠かった り
すると、お母さんを探 して、やがて泣き出 します。そ うなると、もうお手上げ。セ ミナー教室に子 どもを抱
いて行き、お母 さんにバ トンタッチです。一時、子 どもを抱いて授平Lさ せ、眠つた ら見守るとい うことを繰
り返 しました。お母 さんの中には、様子を見てセ ミナーに参加 しようと忍び足で部屋を出て行 こうとするの
ですが、す ぐ後を追って泣き出す子 どもが、何人かいました。2人の義母は、よく孫の而倒 を見ていました
が、積極的に他の子 どもたちに関わることはあ りません。ネパール語ではなく、民族語で、お構いなく私に
話 しかけて来ますが、全然通 じません。それで tぅ 身振 り手振 りで、水がほしい、子 どものおやつがほしいと
か、案外通 じるものです。

19日 の式典の 日は、ホテルに保育室が設けられま した。前夜、子 どもと一緒に会場へ入ることは厳禁、子
どモ)に はパンバース (商品名が、紙おむつそのものになっていました)を必ずはかせて来ることなど、厳 し
い指導があったようです。式典に参加 を希望す るお母 さんたちのため、出入 り口近 くの最後列2列が用意 さ
れました。保育室に行 くと、3人 のお父 さん、義母3人、それに子 どもは13人に増えていましたcさ くら寮の

外で子どもの面倒を見ていたお父 さんたちも、今 日は一緒ですc私は、「パンパースは大丈夫 ?ホ テルのカー
ペ ッ トに しみを作 らないよ うに気を付けてねcJと 叫びま した。お母 さんたちは、仲間でシフ トを組んで、
お互いに子 どもの面倒を見るようになっていま した。私は、3日 間の保母さん役か ら解放 され、正直ほっと
しました。人手が充分なので、 自分 自身 も式典に参加する時間が取れました。

なぜ、お母さんたちはセ ミナー と式典に参加するために、ポカラにやって来たので しょう[す っか り土地
のおばさんになって しまった卒業生を目にして、私は、失望を感 じていました32年間のさくら寮生活 と3年

間の教師生活は、彼女たちにとってどうい う意味があったのだろ うか。彼女たちの一層 E焼 1す した顔を見て、
日常生活の大変 さが想像出来ま した。反対に彼女たちは、その 日常を当た り前にとらえ、たくましくなった
のだと思います。きっとお母さんたちは、セ ミナー と式典に参加 して、 自分が

~さ
くら寮の事業生Jで ある

こと、久 しぶ りに 「はれ」の場所に参加 して、自分が 「さくら寮の 一員_だ と自覚出来たのではないで しょ
うかc集合写真には、親子連れが写っています.10年間に、女子学生か ら妻、母 となった学生ですcそれが、
10年 とい う現実ですc先 Jiに なるだけではなく、「きくら寮_で学んだことが、家庭に入って モ)、 いずれ生
活の場で、知 らず知 らず活かされるのではないか と,これ |ま 、私の希望的観測ではあ りますが、遠隔地か ら
親子連れで参加 したお母さんたちは、ポカラでは 日常生活から離れ、一人の人間として白覚できた 日々だっ
たのではないかと思いま した。
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さくら寮開設10周年記念式典 ;瀬尾真喜子さんのピアノ 0コ ンサート
理事  新井場 貞子

Piallo,Piallo Piamo

ピアニス トの瀬尾真喜子 さん (会員)が 、さくら寮開設 10周 年

記念式典で、ピアノ演奏をしてくださいました。 日本から運んで

きたローラン ド・ ピアノで、キーだけのピアノです。

ポカラには、 日本でおなじみのグラン ドも、たて型のピアノも

あ りません。「カ トマン ドゥの自宅にはあるけど…」 と言われた

方がいて、最初は、それをお借 りすることになっていました。 し

か し、カ トマン ドゥか ら200キ ロの道 を車で運んでくるとどうな

るで しょう。ネパールには、調律師も居ないようです。

会員の音楽家がそれを聞いて、自分のところにあるキーだけのピアノを貸してくれることになりました。

幾重にも布で梱包され、チャリティー・ツアーの一行と一緒の飛行機に載せて、カ トマンドゥに運んできま

した。カ トマン ドゥからポカラは、車です。車の中では道路の揺れに対処して、大事に天丼にぶら下げての

輸送だったとのことです。 10月 17日 、式典の2日 前にホテルに運ばれてきたそれは、まるで、エジプ トのミ

イラを運んできたのではと思わせるようでした。持ち主の音楽家である会員が、調律 してできあがり。ピア
ニス トの瀬尾さんも到着。電子ピアノを快適に演奏し始めました。

当日、瀬尾さんは、ネパールの色彩に合わせ、軽やかなドレスで現われました。広報係の私は、いつものピ

アニストとしての彼女が、本物のピアノを弾いているところを見せたくて、ピンクのドレスを着て、グランド・

ピアノを弾いている写真をパワーポイントで写し、皆さんに本物のピアノを見ていただきながらの演奏会でした。

さくら寮開設10周年記念チャリティ 。ツアー
「最高のネパールをあなたとともに」

」NFEAチ ャリティ・ツアー 2016は、さくら寮開設10周年記念式典への出席を目ざして、3つのコースで

行われました。Aコ ースは、参加者20人。ホテル・エベレス ト・ビューでゆっくり2泊 、最高の眺めを満喫

しました。Bコ ースは、参加者11人。標高200メ ー トルに広がるチ トワン国立公園のジャングルを楽しみ、

お釈迦様の生誕地ルンビニを訪ねるコースでした。Cコ ースは、参

加者2人。関西のさくら寮支援者のグループの代表の方が、ポカラ直

行で来てくださいました。それぞれ思い思いに着飾って、さくら寮

開設10周 年記念行事に参加 され、寮生 。卒業生との交流を楽しまれ

ました。帰途、カ トマンドゥからのフライ トでは、全員でエベレス

卜に別れを告げることができま した。 (山下泰子 )

さくら寮開設10周年記念チャリテイ 0ツアー
Aコ ース (ェヴェレス ト0ビュー)に参加して

理事  松波 勝弘

世界一、標高の高いホテル (3780m)を造つた、

宮原魏 (たか し)さ んの信念 !

日本には、むかし、「武士は食わねど高楊枝Jと いって、清貧に安んずる侍 (サムライ)が、多く暮らし

⑩

へ ″

斌



て tヽ ました=な に、たかがサムライのやせ我慢さ。貧乏なくせに気位ばかりが高いと、バカにした言葉でしょ
うか=1ヽ ゃ、もつと深い意味がありそうです。清貧 。高潔なむかしの日本のサムライのイメージは、時代を
超え、大|す さ十二言えば、人種、民族、宗教の違いをも越え、いまや、世界に定着しています。封建時代の日
太tD責 士たちに付与された、「武士の武士たる所以J、

「武士の奥義Jを極めるサムライ像が、日本に生まれ育っ
た Iっ で十

f≡ :｀ ことにと言ったら、不興を買うかもしれませんが、民族間、宗教間の争いが絶えない混沌とした中
東で、

~サ
ムライ」 (と いう語)が、対立する紛争当事者間でも、共通の理念として独 り歩きしています。そ

の証拠に、つい最近、クル ド族の反体制派集団により、 トルコ国境で拉致された日本人ジャーナリス トが解
故されましたc解放された理由の一つに、拉致されたジャーナリス トは、憧れの 「サムライJが住む日本人
だから、悪い奴 じゃない、解放 してよいと、決断した幹部が居たからに違いありませんc

l世 界に通用するサムライの一人が、宮原貌 (た かし)さ んです。
ネバールは世界最貧国の一つですが、街頭で物乞いをする人も、観光客にモノをねだる子どもも、極めて

稀にしか見かけません。このことは、 (国名は伏せますが)他のアジア諸国と比べ、驚嘆に値 します。宮原
さんは 「ホテル・エベレス ト・ビューJを建設するにあたって、貧しくとも誇るべきネパールの風習を重視
しました。宮原さんは、ネパール国籍まで取得 して、この国の 「経済の自立Jを掲げ、収入の少ない貧 しい
山間の村落に、恒常的な雇用を生むべく、標高世界一の 「ホテル・エベ レス ト・ビュー」 (3780m)を 、資
材もできるだけ現地調達して、ぃまから40数年前に、建造しました。

この国のインフラは、お座なりのまま。物流は、ヤクの背に頼るような貧弱な状態が続いています。観光
以外に産業らしいものがないのに、貨幣経済の浸透は著しく、ネットの普及で情報ばかりが先行するc放置
すれば、国民生活が、悲惨な状態に陥りかねないと、宮原さんは、憂いています。

宮原 さんが社長を務める、東京のヒマラヤ観光 (株)と JNFEAが、今般、共催 した 「さくら寮開設10周
年記念チャリティー・ッアーJの案内書に、次の一文が挿入されています。
<子 どもにお菓子をあげないでくださいc子 どもたちが、外国人にお菓子やおカネをねだるようになって

きています。あげないのが、一番のブレゼントです >と 。
まったくの同感です !観光ツアーの案内書に載せるにしては、ぃささかキッィ警告文を、敢えて載せた決

断に敬服 します。官原さん、や りましたね。ありがとう !

トレッキング中の一団が、ヤレヤレと腰を下ろし、日の前にたむろしていた子どもたちに、「さあ、いっしょ
に食べよう IJと 、気軽に差 し出した、善意の飴玉―個。これが、その子を堕落させかねないことに気付か
ない自己満足の、お人好 しな人情家が、日本人には多い。戸口に行んでいた母親が、不快な表情でこの光景
を見ていたのを、小輩は、4年前のツアーで目撃 していますc

写真説明 :観光客には目もくれずに石ころで遊ぶ、

物乞いをしない子どもたち3

貧乏でも、誇 り高いネバールの国民こヒラリー卿の

胸像が、この奥の広場に立つ、

ヒマラヤ (エベ レス ト)観光の聖地、クムジュン村

(3780m)にて ,

因みに、 ネ六―ル F■J民 一人 当た りのGDP
は、統計が しっか りしていないので、正確

には掴 めませんが、 日本人の50分 の 1な い

し100分 の 1の 間だ と言われています。世界

最貧国の一つです.

今回は、ポカラ近郊の 「はなのいえ」の

議

ξ
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周 りをグループで散策中に、危ない場面がありました。不肖、

んに声を掛けさせてもらい、セーフで した |

(後悔先に立たずと)そ の場で、皆さ

子どもを物乞いに貶めない躾のきびしさが、ネパール国民にある誇 りです。所変われば品変わる。彼我に

陰陽の差あり。知らないことの恐ろしさ。相手を知つて、自分を知ることとしよう。

帰国前日10月 21日 の夜。カ トマンドゥ上空は、星が降るように瞬いていました。宮原さんは、30名 を越え

るチャリティー・ツアーの一行を豪邸に招き、郷土料理と日本食で歓待してくださいました。得意のアコー

ディオンをご披露いただき、皆で合唱。お手伝いくださった奥さま、クァ トル・ リンガル (4か国語堪能 )

の娘ソニアさん (カ タカナ名、日本国籍。お父さんは、上述のようにネパール国籍 )、 お手伝いに参じてく

れた大勢の皆さんに、この場をお借 りし、改めてお礼申しあげます。

さくら寮 0周年記念チャリティ 0

0サファリとルンビニ)

ツアー
Bコース (チ に参加して

監事  山口 洋子

ネパールの旅は3回 目。田んぼの隣にバナナ園があるチ トワンでは、象に乗って草原

のサイを追い、象と一緒に沐浴し、雄大な自然を楽しみ、四大聖地のひとつルンビニ

では、本の枝につかまりながら仏陀を出産する母マヤデビの石像に癒されました。そ

んな今回のツアーで、特に思い出に残つたことが、3つあります。

1つ 日は、何といっても記念式典での卒業生の生き生きとした顔。現在の勤務校や

勤務先での活動を発表する彼女たちは、熱意と自信に浴れていました。パーティでは、

卒業生のお母さんが、小さな孫の面任1を見ながら、舞台の娘を、目を細めて見ていらつ

しゃいました。式典に参加するために2日 かけて来たと言う卒業生、改めて彼女たちが、

山村の少女の教育を担っていることを痛感しました。(ツ アーでは、カトマンドゥから

チ トワン、ルンビニ

ました)。

ポカラと、毎日6～ 8時間バスに揺られて、歩かないのに、万歩計が軽く1万歩を超えてい

2つ 日は、アスタムの 「はなのいえ」に泊まった折に訪れた小学校。「はなのいえJで働いている ドルガ

さんの妻が、2年前まで校長 をされていた ところ。 ご夫婦が一生懸命、地域の理解 を得、海外の支援者 も

得て、子 どもたちの教育に取 り組んでいることが伝 わつてきて、パ ソコンで学習す る子 どもたち、校舎

の外壁 に書かれた言葉にJNFEAと 共通の思いをみま した。「Our MOtto School for Education,Education

for All Round Development」 「Talented Experienced Active Characteristic Healty/Honest Endeavour

Responsibility」

3つ 目は、折紙。ツァーに参加 された皆様に御協力いただいて、プレゼン トの小箱 をさくら寮にちなんで

桜の模様の折紙で160個作って、主催者か ら記念式典参加者 (ネパールの方々 )に渡 していただきま した。バ

ンコク空港に始ま り、記念式典前夜まで、毎晩ホテルで折 りま した。 この折紙は、東 日本大震災で福島県の

大熊町か ら埼玉県に避難 して来 られた女性に教えていただいたもので、帰国後、彼女に話をした ら、役に立

てて良かったと喜んでくれま した。

さくら寮開設10周年記念チャリティ・ツアー
Cコース「ネパールに旅して」

井坂 員智子

山下泰子先生がネパールの女性教育のために、さくら寮を設立されておられなかつたら、私は、ネパール

脚
″

「
ト
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という国へ訪れることは一生なかったでしょう。

折 しt)私が所属 しているクラブの国際ソロプチミス ト大阪―いずみが、7年前から、山下先生の活動に賛

同し、ささやかな支援をさせていただいておりますが、そのご縁でさくら寮開設10周 年記念式典参加のお誘
いがありました。家で主人に話 しましたところ、「めったに行ける処ではないので、行ってみたらJと い う

言葉に後押しされて、参加することになりました。

ネバールという国の何の知識も認識もない私でした。大阪から2人 だけ出発で、少 し不安でしたが、カ ト
マンドゥまで一緒に行かれる方たちが居られ、道案内や時間待ちに世間話をしながら、お茶等を飲んでいま

すと時間のたつのも早く、スムーズにカ トマンドゥまで到着 しました。ポカラ空港に出迎えてくださった方

が、ヒマラヤ観光の社長、宮原さんと知 りませんでした。フィッシュテイル・ロッジで、東京からの一行の

皆さまに合流 し、温かく迎えていただき、有難 うございました。
「さくら寮開設10周 年記念式典Jは、政府関係の方々も来られ、立派な式典でした。山下先Jlの女了教

育プロジェク トの偉大さを実感 しましたc民族衣装に身を包んだ卒業生たちは、明るく堂々としていました。

きつと彼女たちは、ネパールの将来のために活躍されるでしょう。

このたびの旅行で参加されている方々が、多方面で活躍されている有能な方たちばかりで、自分の無力さ

を感 じました。このツアーで一番の思い出は、“はなのいえ"に宿泊し、甲‐朝にアンナプルナの山々を見ら

れたことです。人自然の中で生かされている、ちっぼけな自分を…3ネパールに来られたことに感謝 します。

私は、少 し油絵をやっているのですが、今回の旅行も良い題材に出会えるかもと期待していました。素晴

らしく雄大な|IJ々 と退しい人々をテーマに描いてみたいと思いますcネパールには、どんな有名な観光地に

1)負 けない人間の心に感動を与えてくれる、自然や風景があると思います。機会があれば、もう一̂度訪れて

みたい国です。

さくら寮開設10周年記念行事に参加して 会員  大柄 みや子

10月 13日 昼過ぎ、POKHARA。 さくら寮に到着 しました。玄関

に入るや否や、10年前にスター トした 「さくら寮プロジェク トJが、

ホールでの在寮生の応対ぶ りを見た瞬間、この10年間での成果が大

成功を収めた素晴しい取 り組みなのだ、ということを目の当たりに

しました。

19日 、10周年記念イベン ト第 2部では、「JNFEAポカラ・プロジェ

ク トJの実践報告がありました。さくら寮卒業生90人 。在寮生10人

の代表として、5人の卒業生が口をそろえて「さくら寮で学んだこと」

を熱く発表したように、さくら寮を巣立った誇 りを胸に、自覚と出言を iシ って、よい 「おなご先生Jに大き

く成長し、村の少女のロールモデルになって活躍 していることが分かりましたcと ても頼もしく、嬉 しい気

持ちと同時に、子どもたちのため身を粉にし、「干ども中心 |二 教える教育Jに 、体当たりで精いっばい頑張っ

ている姿勢に感激 しました。

また、女性の自立のために国家公務員として経済的 。社会的に遅れている女性へのサポー ト、女性のリー

ダーシップの養成等の活動を積極的に推進 している卒業生の活躍には、感動 しました。さらに、ネパール社

会の課題 として、教育を受けていない親が多く、教育への関心が低いこと、女性は社会ではもちろん、家族
の中でも発言権がないこと等を踏まえ、女性の意識変革をしたいとの強い思いに対 して、何としても実現に

向けて応援 したい、と′い新たにしたところです。
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1.スジャータ・アチャリヤ 4期生
・出身君円    Kaplibastu

・3年 間勤務校 Janachetana Lower Secondary School

・I見‖哉       Janachetana Lower Secondary School

・特記事項   2014年 8月 ～2015年 7月  日本留学

1、 日本の学校で私が発見したこと

私は、さくら寮卒業後 3年間SecOndary School

KaplibastuでJNFEAの支援で教えました。その後、

文京学院大学の交換留学生として、日本で一年間学

ぶことができました。 日本の 4つの小学校で教育実

習をしたことから、たくさんのことを発見しました。

①毎朝、校長先生と数人の先生が、校門に立って、

子どもたちに 「おはようございます」と、挨拶を交

わします。これは、素晴らしいコミュニケーション

だと思いました。

②毎朝、授業の前に、15分間、全員の先生たちのミー

ティングがあり、連絡事項など情報交換 します。こ

こから先生方の連携が生まれます。

③小学校は、クラス担任制です。先生たちは、楽し

いクラス作 りのために様々な工夫をします。

④子ども中心の教育の大事さを、たくさん学びました。

2、 クラス担任となって

日本での体験を活かし、校長の理解・推奨もあつ

て、自分の学校で学級担任をしました。

①5教科 (英語、ネパール語、社会、理科、算数)以外、

火曜日に、音楽や保健体育を指導しました。音楽で

は、サレガマ (ド レミ)、 ピアニカを使用 し、歌を

歌いました。保健体育では、簡単なスポーツを指導

しました。

②子どもの作品を掲示したり、掲示物の工夫をした

りして、教室環境を整えました。

③全員に、お弁当持参を促 しました。

④制服の無い子には、制服を作ってあげました。

⑤女の子の ドロップアウトを無くするために努力し

ました。

⑥互いに仲良くすること、楽しく勉強することをめ

ざした結果、子どもたちの学力が向上し、学年終了

時には、学校全体の成績が発表されるのが恒例です

が、平均点が、学校で トップとなり、1、 2、 3位 も、

私の学級の子が占めました。

⑭

さくら寮開設10周年記念式典 ;卒業生5人の報告

3、 学校全体としての取り組み

①家庭訪間を毎年1回実施し、親との懇談をしました。

②全体で使用するトイレ、校庭、花壇の担当を決め、

全校で取り組みました。

③転校生のネパール語の遅れを取り戻すために、そ

の指導をしたり、 ドロップアウトの女の子への特別

指導を実施しました。

④5年前からDEOの指導で、成人識字指導を1日 1時

間3ケ月間実施。多い時は、受講生は、40人 いました。

⑤毎年3回健康診断等を実施しています。身長、体重、

日、耳、鼻の検査 。記録。回虫の検査、生理パット

の配付。回虫の薬の配付。

2.カ ウシラ・ブダトキ 3期生
・出身君「      Salyan

・3年間勤務校 Bheri Primary School

・現職      Bhageshwari Primaly School

・特記事項  ′」ヾ学校教員採用試験 2013年 1支 合格 政府雇用

1、 教員採用試験と就職活動の取 り組み

①17年 ぶ りの採用試験で、小 。中 。高あわせて

13,059人 の採用予定に対 して480,758人 の受験者が

殺到しましたが、私は、無事に合格出来ました。

②JNFEAの支援が終了し、3年間仕事がない時は、

家の手伝いをしながら、近隣の学校を5校ほど就職

活動のために回りました。

③試験勉強のため、3、 4時間の睡眠状態が続きました。

2、 さくら寮で学んだこと

①音楽、美術、算数、パネルシアターなどの授業が、

教室で役立っています。

②子 ども中心に教える教育方法を、KCPと さくら

寮で学びました。それは、実際に使える教育方法だっ

たからです。

③先生としての経験が浅いので、他の先生方との良

好な関係を築くことや、子どもとのより良い関係を

作るように頑張つています。

④ゴミの山の学校を、丁寧に指導して、次第に皆で

きれいにするようになり、『新 しい先生は、よい先生』

と言われるようになりました。

3、 保護者とのかかわり

2週 に1、 2回 は、親 と会っています。その時、子

どもが毎日学校に来るように、また、子どもがしつ



かり勉強しているかどうか、親も学校に来て、子ど

もの学習の状況を見るように話しています。親同士

も仲良くするように話しています。

4、 私の目標とする良い先生

①子どもたち一人ひとりを大t/1に すること。

②子どもたちとの信頼関係を作っていくこと。

O子 どもをほめて、育てること。

④さくら寮卒業生としての誇 りと自信をもって教え

ること。

このような目標を私が持つのは、サルヤンという

遠い村で生まれた私が、さくら寮で皆さんの愛情を

貰い、ほめて貰ったからです。

3。 サンタ・カナル 1期生
・出身君ド     Kapilbastu
・3年 削の勤務校 Siddhartha Lower SecOndary School

・現勤務校    Gangalal Higher Secondary Sch001

・特記事:項    高等学校教員採用試験(英語)2014年度合

格 政府雇用

1、 未就学児への取り組み

①未就学児童を37人、保護者を説得して、学校に通

わせました。

②男女差別があり、娘は学校に行かなくてもよいと

いう慣習があります。

③家庭訪間を繰 り返し、親を説得しました。

④保護者会を開き、教育への関心を高め、子どもが

学校に来るようにしました。

④子どもの良さを引き出し、意欲を持てるようにし

ましたc

⑤子どもの生活や学習の記録をとり、経過を観察し

ました。

⑥先生方の勤務への姿勢の改善に努めました。

2、 さくら寮で学んで

① 「考えさせる授業Jの大切さを学び、実践に活か

しました。

②時間を守ることの大切さを知り、時間通りに授業

をしました。

③了・どもの記録を取ることの大切さを学び、実践し

ました。

①マナーの向上に努めました。

⑤子どもたちが積極的に登校するようになりました.

3、 英語教育の課題

①教え方が一方的である。

②ヒヤリング、スピーキングに自信がないc

③ボキャブラリーが少ない。

④先生自身の英語力が無いЭ

⑤子ども優先の教育 (child fl・ iendly)が課題であるc

4、 ネパール社会の課題

①教育を受けていない親が多く、教育への関心が低

い 。

②夫の足を洗った水を飲む等の悪習慣が残つている。

③チャウパディ慣習 (生理小屋隔離)が無くならな

い。

④女性は、経済的に自由がない。

0女性は、家族の中での発言権がない。

⑥女性に対する暴力がある。

⑦女性の変革意識を高めたいЭ

4.アムリタ・シャルマ 1期生
・|1身郡       Baglung

・3年 間の勤務校 Shree Canesh Secondary Sch001

・ tL勤 務先   女性子ども福ネL省・カイラリ支部(ダ ンガジ)

・特記事:項    国家公務員試験に合格 (2011年 度 )

1、 JN… 支援の 3年間の教員時代

①プライベー ト・スクールに通つていた子 どもたち

が、私の居るパブ リック・スクールに、戻つてくる

ようにな りました。

②優 しく指導したので、子どもたちは、学校が市い

ところではないと思 うようになりましたこ

③音楽、スポーツなどの課外活動を充実しました.

④保護者との交流を盛んにしました
=

⑤子どもの気持ちを大切にして、良い先生になるよ

うに務めました。

⑥村で手に入るものを使つて、教材を工夫しました。

⑦パネルシアターを活用しました
=

③修学旅行で訪問したラ トバンガラ・スクールから

ヒン トを受けて、掲示物等に工夫しました。

2、 国家試験に合格

私は、男性優位の社会を変えるために、女性の自

立を目指し「女性了ど iぅ 福ネ|卜 省Jの国家試験に挑戦

しました=夫が,ビ ぬ |ま どに頑張ったと言ってくれま

した[お蔭で1,000ブ、中6番 目の成績で公務員試験に

合格することができましたc

3、 現在の仕事

私は、現在は、女性 F^ど も福祉省・カイラリ支部(ダ

ンガジ)に 勤務 しています。カイラリ支部では、女

性に対する暴力、女性のエンパワーメン ト、人身売

⑮



買への対策、経済的 。社会的に遅れている女性への

サポー ト、女性のリーダーシップの養成、マイクロ。

ファイナンス、共同組合作 り等の活動をしています。

5。 スルジヤナ 0サウ ド 3期生
・出身君「    Achham
・3年間の勤務校 Shree Daspallepani Secondary School

・1/L在      大学在学中

・特記事項   チャウバディ慣習の根絶に努力

1、 チャウパデイ慣習

私は、 ドーティとアッチャムとの境 目のサラダ村

に生まれました。村は貧しく、人々は教育を受けて

いないので、音のままの考え方をしています。

村の女性は皆、生理時にはチャウパディ・ゴー ト

(生理小屋)に入 ります。生理の時は、家族 と一緒に

いることも、学校行くことも、お寺にお参 りに行く

とことも、隣村にいくことも、水場に行 くことも、

禁じられます。

父や兄や、夫を含めて男性に触れること、果実に

触れることも禁 じられます。血は械れと信 じられて

いるからです。

チャウパディ・ゴートは、狭く、暗く、地面にござ

を敷いて、シヨールにくるまって寝ますが、冬は寒く、

凍死する人も出ます。蛇やレイプの危険もあります。

6日 目には、牛の尿を飲んで、川に入 り、体を洗つ

て、身を清めます。 しかも、生理の間も、お米をつ

いたり、畑に出て農作業ををするなど、重労働をし

なければなりません。

2、 JNFEAの対応

JNFEAか ら、2008年には、岩谷さん、ネ由山さん、

2012年に、山下 さん、矢野 さん、自井 さん、クリシュ

ナさんが、チャウパディの調査に来ました。2015年

秋には、毎 11新聞の取材 もありま したcま た、毎年、

フォローアップ研修では、さくら寮でチャウパディ

根絶への取 り組みを話 しあつてきま した。

3、 サラダ村の現状

サラダ村の状況は、短期間の訪間によつて、大き

く変わることはありません。それ らは良いメッセー

ジとして受け取 られても、影響を与えることは無い

のですc昔からの慣習は、地域に深 く根 ざしている

ので、人々の頭の中を変えるのは、大変です。

生理の時、チャウパディ 。ゴー トに人 らないと神

様が怒ると、村人は、信 じています。何か災いが起

こった ら、村全体が困るので、神様を怒 らせないよ

うにしなければならないのです。村の女性たちも、

良い慣習であるとは思つていません。仕方がないか

ら、従っているのです。

4、 解決に向けて

私も、勇気を持つてチャウパデ ィ根絶に向けて話

し合いをしましたが、限界を感 じています。今は、

大が他の村の校長なので、 ドウティの中心地・シル

ガ リで女の子を育てながら、大学の勉強をしていま

す c

チャウパディ根絶には、2007年の政府の根絶令を

皆に知 らせることが、大切だ と思います。ヘルスポ

ス ト、学校、NGO、 ユニセフなど、関わってほ し

い と思います。
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さくら寮開設10周年記念イヴェント準備奮闘記

副理事長   新井場 貞子

10月 19日 、さくら寮開設10周年記念のイヴェントをポカラで開催と決まった時 (昨年総会時)か ら、これ

は仕方ない、現地に行かなければと覚悟していました。いくら、スカイプで連絡といっても、次から次へと

起きる問題に対処することはできません。現地で、現地の担当者の寮母マンジュ 。ドージュさんと顔突き合

わせて、話 し合いしなければ何ごとも進みません。

まず、さくら寮開設10周年記念誌のネパール語版を作ることから始まりました。この原稿は、この6月 に、

マンジュさんが日本に来た際に、すでに渡してありましたが、それに加えるに、彼女独自の編集をしていま

した。50人 の卒業生たち、KCPの 6人 の先生たちから原稿を集め、 日本版67ペ ージに対 し、倍の130ベージ

もの冊子を編集 していました。ネパールでは、郵便やファックスがあるわけではないので、手書きの原稿を

各自携帯電話で写真に撮 り、それを彼女に送り、彼女は、苦労しながら読み取るという作業でした。

プログラムと出席者の確認。基本的なプログラムは、すでに日本でできていました。出席をお願いしたい

方と、その役職の確認が大変。本部からは、希望する出席者を一覧にして送ってくるので、一人ひとり確認

しなければならない。政府関係者は、マテマさんを通 して確認のお願い、あるいは、メールで確認するか、

カ トマン ドゥまで出かけてお会いしてみる。こうして決まった方々に、メールでe― ticketを 送る。マンジュ

さんの素早い対
‐
応で、どうやらきり抜けることができました。また、マテマさんのご協力で、たくさんのメ

ディアの方が来てくださり、取材 してくださいました。プログラムの印刷も、また大変。ときはダサインの

前吟戦の時期。どこの印刷屋も、ダサインおめでとうのカー ドや手紙の印刷で忙しい。毎日、マンジュさんは、

印刷屋に出勤し、順番待ちをして、そして今 日の仕事を終わるまで、そばに付きつ切 りという状態でした。

ホテルとの折衝には、現地理事会理事の官原さんにご尽力いただき、効果的な会場の使い方をご指導いた

だき、また、経費を節約することができました。

会場の設営、会の進め方については、ネパール方式をとることで一致し、珍しい経験をしましたこ例えば、

会場の正面に飾るバナーについては、ネパール流の鮮やかな色彩を使 うこととなり、大きなあでやかなバナー

が飾られました。また、演説する人たちは、初めから終わりまで、全員演壇の机の前に座つていることcそ

こから立って、演壇のところに行き、演説する。観客と向かい合つてずつと座つているとい うこと。 日本で

も、舞台に全員座つて話をするとい うことはありますが、その場合は、座談会とか、討論会形式で、登壇者

は、次々と語 ります。今Lulの ように、貴賓が全員、客と対面して座るというのは、初めての経験でした。

案内状の作成。これも英文の内容で、日本の本部とや り取 りがあり、なかなか決まらない. 日本から持っ

て行った封筒やレターベーパーは、結局役立たず、印刷屋にお世話になるこ というより、案内状を印刷する

ような厚紙のきれいな紙や封筒が、ネパールでは手に入らないだろうという、思い上がった気持があったの

です。ネパールでも、私たちの身の回りにあるものは、ほとんど手に入りますこ |||の 方面ならいざ知らず。

都会では、ほとんどのものが手に入 ります。皆さん不自由していません=ただ、壊れやすい、すぐ壊れてし

まうという難ソ点はありますが。また、技術力も、不自由していません=今回の記念品として配布した手帳に

しても、表紙の刻自」は、大したものです。というわけで、印刷屋に立派な用紙と、どんなサイズの封筒もあ

りました。ただ、案内状が封筒に対し、少し大きめにカットしてあり、それを封筒に合わせてカットするの

は、はさみですが、手伝いの生徒たちの切 り方が雑で、三度手間をかけたということがありました。

案内状の配布。これが、なかなか大変。日本だと、少なくとも1カ 明 前には配布 します。ところが、ここでは、

そんな早くしたら忘れちゃう、1週 間前でいいとい うのです=それではあんまりと言つても、気にしていま

せんcこ こで日本人の私は、ヤキモキするわけです.早 く早くと急かしても、マンジュさんは、うるさいといつ

た顔。でも、ほんとにそ うなんですね。KCPの創立25周 年記念 日が、12月 7日 と問いていますが、日本なら、

遅くとも11月 初めには送るでしょう。ここではビスタリ、ビスタリーゆつくり、ゆつくりなんですねc

Main Guestは 誰か…これこそが、極め付きの ドタバタでした。カ トマンドゥの教育大臣の公邸に、マテ

マさんに連れられて行き、手ずから招待状をお渡ししてきました。なかなか返事がもらえませんでしたが、
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とにかくお名前は、プログラムに入れておきました。また、大統領の親書もいただけるかどうか ?で した。

プログラムの印刷をぎりぎりまで伸ばして、1週間前に大統領の親書はいただけるとの、マテマさんの連絡

が入り、ホットしました。教育大臣の出席については、3日 前にOKと の連絡が来たので、すぐe― ticketを送つ

たところ、前 日になり、行っても開始後1時間後で、滞在も45分 ぐらいとのこと。これではあんまりと、お

断りしました。航空券のキャンセル料がかかつたと、マンジュさんがぼやくこと。私どもの行事の10日 ほど

前に、大統領 (ち なみに女性です)が 、ポカラに見えて、ビンダバシ寺院等の催事に出席なさり、この寮の

前を通られるとい うので、門前で車をお見送 りしました。また、寺院では、歩かれている姿を拝見し、少々

親近感を持つていました。そこで、Main Guestは 、大統領の親書を持つてこられる、バッタライ元 日本駐

在ネパール大使 とい うことになりました。

子守りはだれがするか ?… 70名 の卒業生と現役生の集合です。卒業生たちの中には、子どもを連れてくる

人も居ます。歓迎ですが、フオローアツプ研修会も兼ねているので、その間の子守 りが必要とい うことで、

早くから参加の意思表示をしてくださつていた会員の磯さんに、お願いしました。寮とKCPの建物を往復

しながら、ベビーシッターをしていただき、大いに助かりました。また、夫や母親も同行 している卒業生も

居て、そちらの世話もしていただきました。本当に助かりました。

70人分の布団は?鍋や皿は…どうするのかなと案じていたら、さすがマンジュさん。ポカラでSLCな どの

試験を受けるために、短期間地方の学生たちが泊まる寮があるので、

そこで借 りるという。よく考え付いたものです。彼女は、本当は乗 り

気ではないのだが、一なにせ、いろんな人が使った布団なのだから。

でも、とりあえず見に行く。あまり清潔 とは言えない。それに、どん

な状態で借 りて、返すとき、破れただのと文句をつけられるかもしれ

ないし…と疇躇したが、1週 間のために買 うわけにもいかないし、借

りることにしました。生徒たちは、手慣れたもの、自分の田舎で荷物

を運ぶ時のように、軽々と頭に載せて運んできました。写真をご覧く

ださいGしかし、案の定、終わつてしばらくして、借用料のほかに、損料として8000ル ピーも請求されまし

た。鍋や皿は、近くのレンタル屋があるのを見つけ、そこから借 りましたGネパールでは、結婚式や葬式に、

このようにレンタルして、料理を振舞 うのだそうで、その専門のレンタル屋があるのですね。

そんなこんなで、日本では経験できないようなことを経験 しましたc無事式典が終わつてホットしました

が、これから式典の記録を制作するとのことで、まだホットできていません.

水問題

みなさん、水が足りないという事態を思い出してください。この寮の初めの時、当時スーパーバイザーだつ

た友松さんが、水がない、水が足 りないと、何度よこしたことでしようc今回その状態が起きました。フオ

ローアップ研修会が始まったとき、マンジュさんが、真剣な顔をして、新井場さん、水が足りないと言つて

きました。えつ ?な んで? シヤワーや鍋などを洗 う水は、そばを流れる用水から引いているのです。これ

は、初期のころの水不足に対処したものです。その用水が、この2日 間流れていないので、70人 のシャワー

等に使 う水がなくなつたのです。もうだれに了解を取るどころではありません。すぐ水を注文しました。タ

ンクローリーでやつてきた水にホッとしたものです。
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JICA草の根技術協力事業

「女性教師養成制度の構築を目ざすプロジェクト」

(2016。10～ 2019.9)

事務局長  岩谷 栄子

10月 19日 、ネパール 。ポカラで、さくら寮開設 10周 年記念イベン トを実施 しま した。70余名のさくら寮卒

業生が参集 し、今までご支援いただいたKCPの先生方、教育行政関係の方々等をお招きし、感謝の意を込め、

10年の節 目を祝 うことができました。いよいよこれから、さくら寮卒業生が、今までの成果を広 く発揮する

時が来たのです。まさに、嘩啄同時、これから3年間、JICAの 支援を受けて、教師の赴任地、およびバイロッ

ト校・地域を対象 とした授業 と学校運営法の公開を行っていくことにな りま した

1.事業実施の目的

この公開授業には、各地域の学校長 。学校運営委員会・DEO(District EducatiOn Omcer)な どに参

加 してもらい、体感することで、さくら寮モデルの必要性を理解 していただくことを、事業実施 目的とし

ています。また、さくら寮モデルによる優秀な女性教師の養成を、ネパール教育省が教育施策の中に位置

づけてくださることを究極の目標 としています。

2.対象地域

さくら寮卒業生の赴任地を中心に、モデル校 として、ダーディン郡、カピルバス トゥ郡、カスキ郡を選定c

3.事業の活動内容、活動計画とその方法

1.豊 かな人間性を育む指導方法 (学級経営・楽 しく学ぶ 。情操教育・表現教育 。防災教育・保健体育教育・

チャウバデ ィ根絶)を、さくら寮生およびさくら寮卒業生教師が理解するc

l-1.さ くら寮での学級経営および教科指導 。情操教育・表現教育・防災教育・保健体育教育 〔チャウ

パディ根絶〕を実施する。 (2016/10,1-2、 2017/5-6)

1-2.さ くら寮での卒業生教師へのフォローアップ研修および教師生活の体験報告、課題解決への取組

を発表するc(2106/10,2017/10,2018/10)

1-3.さ くら寮卒業生が、 日本留学をし、 日本での教育の研修を深め、ネパールヘその経験を広める。

(2016/9～ 2017/8)

2.パイロッ ト校でさくら寮の教育成果を公開 し、教育関係者の理解を得た上で、その手法を他校へ技術

移転する。

2-1.さ く ら寮卒業 生教 師 の赴 任 校 を訪 問 し、地域 の教 育 関係 者 に、モデ ル授 業 を公 開す るc

(2016/10,2017/1-3,5-6,8‐ 12,2018/1-2,8-12,2019/1‐ 2)

2-2.バイロッ ト校において、さくら寮モデルの授業を実践する。

(2016/10,2017/1… 3,5-6,8-12,2018/1-2,8-12,2019/1-2)

2-3.地 域の他校教師お よび教育関係者等 を対象 に、パイ ロッ ト校 でモデル授業 を公開す るЭ

(2016/10,2017/1‐ 3,5-6,8‐ 12,2018/1‐ 2,8‐ 12,2019/1-2)

3.パイロッ ト校での教育を通 し、さくら寮モデルの女性教師養成制度構築の有用性を地域の教育行政担

当者に認識 していただくc

3-1.DEOへ さくら寮プロジェク トを紹介 し、バイロッ ト校でのモデル授業を通 して、その有用性を

理解 していただくっ (2017/5,8-12,2018/1-2,8-12,2019/1‐ 2)

3-2.ポ カラ・プロジェク トlo年 間の成果を発表する記念式典 。lll究集会を開催 し、 日本・ネパールの

教育関係者および支援者に成果を発表 し、周知を図る.

(2017/1‐ 2,201/5,8,2018/5,82019/5,8)

4.活動に際 して留意 していること

日本からの教育専門委員、述べ33名 の派遣を予定 していますが、長期滞在は困難ですので、現地業務補助
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員として、寮母のマンジュさんと、クリシュナ・カティワダ氏を依頼します。また、さくら寮卒業生教員に

は 随時できるだけ多く、学校訪間をしてもらうよう心がけています。

また、心強いのは、今まで10年来JNFEAの現地マネージャーとして、我々を支援してくれていた、クリシュ

ナ・カティワダ氏が代表を務めるNPO法人YOUCASP(Youth Campaign for Social Progress Nepal)と パー

トナーを組んで取 り組んでいくことになりました。

今後も温かいご支援をお願申し上げます。

」ICA草の根技術協力事業 ;

「青少年のための科学の祭典 東京大会 in小金井」
理事  伊藤 恒子

10月 9日 (日 )東京学芸大学を会場に開催 された科学の祭典に、JICA草の根技術協力事業の取組みの一環と

して、JNFEAの成果を発表、周知をすることを目的として参加 した。

主催者の 「世の中のことはすべてが科学」のことばに力を得て、「かがやく パネルシアターの不思議 J

と題 し、」NFEAの科学とした。パネルシアターは、おなご先生たちが楽しい授業作 りのために学んでいる

技法である。

この技法の考案者である古宇田理事に紹介 していただいた松家まき子さんのギター

伴奏付きブラック・パネルシアターのワークシヨップを中心に、ネパールの生活やお

なご先生の赴任校、授業の様子等を、福島理事作成のパワーポイントを使つて、佐伯・

吉田・袖山各理事が、ネパール訪間の体験を交えて、生々しく解説 した。会場周 りには、

パネルも展示した。また、さくら寮開設10周年記念誌・ニュースレター・ リーフレッ

ト等関係資料を配布 し、JNFEAの取組みと活動を見える様に工夫した。

関わつた理事等は、8日 の事前準備5名 、当日11名 、科学技術高校 1年生のボランティ

ア 2名 。 この2人 は、初 めは恥ずか しそ うであつたが、す ぐに慣

れ 「逃が しませんか ら」 と呼び入れ、「シアター濠1場」のプログ

ラム配布 にも活躍 した。記録紙に記載 された参加者70名 (子 ども

55名 )は、ブラック

ライ トに照 らし出さ

れ る自分の作品の美

しさに感動 し、それ

ぞれ人事そ うに持ち

帰つた。

留学生カマラ・ダンギさんの 「レッサン 。フィリリ」の流麗

な歌声と小林理事の 「恋の歌Jの訳にも、感嘆の大きな拍手が

あった。

参加者は、小金井、/Jヽ平、府中、新宿、高円寺、東村山、練

馬から集ってお り、同伴者も、祖父母、父母、上学年 とバラエ

ティに富み、祭典参加者7000人の盛況さが伺えた。

この度の参加は、」NFEAの支援者である国際ソロプチミス

ト東京―小金井のお薦めがキッカケであつたが、JNFEAの取

組みを老若男女に幅広く周知する良き機会となつた。

そ して、事前に予定した90人 分のパネル紙に蛍光絵の具を

塗ってくれた松家さんの大学の学生さんたち。また、表示や看
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板書き、プロジェクターの用意、何枚ものパネルを東大泉より運んでくれた方々など、表に現れないところ

で多くの方の知恵と親身な協力があつたからこそ、無事に終わることが出来たと感謝している。

来年に向けては、JNFEAの科学探 しと、組織的な取組みを計画的に行 うことの必要性を感 じている。

」ICA草の根技術協力事業 ;パイロット校における活動
Shree Jana Chetana Lower Secondary School(Kapilbastu)

理事

訪問者 新井場 貞子、今村 務、今村 美知子、マンジュ・ ドージュ。

(た だし、新井場さんとマンジュさんは、26日 早朝、ポカラに向かった。)

今村 美知子

日日寺   20164「 10月 24日 ～27日

10月 24日  夕方カピルバス トゥに着いた。もう夕方だった」〕で、スジャータさんの家で食事をいただき、

■■| |           この日は終了。 しかし、暑tヽ if支でも30度はあり、蚊の大群と、アリの行

列。ヤモ リが壁に!! これ |ま 、ホテルの中でのことなのです。

10月 25日  先生たちにいう t,よ り30分早 く出勤 していただくように連絡

し、9時30分 に、私たち :J学査 |二 音いた.着いてす ぐに驚いたのは、校庭

一面草だ らけ。それ も署 |ヽ ところつ単なので、草が元気で、草取 りは、無

理。 これではロープでコー トを 1七 っても、ロープが浮いて しまい、足を引つ

かけて、けが人続出となる.ヒ ≡、1ヽ 、せつかく用意 したロープと、巻き尺 と

釘は、無用の物 となってしまった。2月 には、草がない と1ヽ Fこ となつで、頑張るつもり。

今年の2月 に、この学校を訪れたときに、JICA車の根技■■i事業のバイロット校になっていただきたい

とい うお話をしてあり、その後何も連絡がなく不安だった 上 :ヽこ とだった。 この間の手続きが大変だった

ことをお話しし、理解 してもらったc

すでに教育口標5点 (1.み んな仲良く、2教育 レベル ●
=二

、3教師の資質向上、4.教材の作成、5.地域の

人との連携)を、体育の授業を通して、達成させていきた |=い うこと

を、教職員で話 し合い、決めてあった。教科は、体育となぅて たヽので、

体育の中でも、ボール運動を中心に、教育目標を念葦、二言きながら、3

年間研究していくことを確認 した。

早速、朝の会合で、準備 J~4動 。整理運動の意義を話 し、実際に教員全

員にやつてもらった。初めてのことで、形などバラバラで |ま あるが、ス

トレッチ体操の気持ちの良さは、わかってもらつた ,

5年生の教室に行き、「ボールで遊んだことがあるア、|ま ?_と い う問い

に、5人の生徒 :⊃ 手が上がったc他の生徒たちは、ボールにさわったこと

もないと言 うことだった[こ れに驚き、私の用意 してきたボールゲームは、

少々無理がま,ろ ヒ感 じた。それでもメディシン・ボールをやつた ら、さす

が5年生,す ぐ|二 や り方がわか り、大喜びで遊んでくれた。

その後3年生、2年生のクラスで も、同じようにメデ ィシン・ボールをやっ

てみた。 どの学年も大喜びだった。

2日 日|ま 、朝、全校児童が校庭に集まるので、その時に準備体操を指導

させていただいた。時間が短いので、細かい指導はできないが、一応順番に行った。生徒たちも初めての経

験で、一生懸命やってくれていたっ

この 日は、まだやっていない学年に行 くことに して、この2日 間で 1～5年生のクラス全部で、ボールゲー

ムの授業を行った。ボールは、」NFEAか らとい うことで、10個 学校にブレゼン トした。2月 に私たちが行 く
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スジ ャータさんの学校では、

教室に入るときに脱いだ履き

物を、きちんとそろえていた。

すばらしい取り組みだと思う。

←

スジャータさんのクラスには、
75歳の方が、生徒たちと一緒

に学んでいた。毎日登校 して
いるという。ボールゲームも

一緒に行つた。

までに、是非ボールを使った授業をしていただきたいと話し、簡単なボールゲームのや り方を書いたファイ

ルを、先生たちに渡 し、説明してきた。

ある程度の準備金の用意があることを伝えると、すぐに要望が出た。それは、

水道が一̂つ しかないということだった。ここは暑いところで、夏は45度位の気温

となるらしい。そんな地域なのに、水道が一つとは|| この日も30度以上で、蒸

し暑い。すぐに水道をつけるようにと、話 してきた。

2017年 の2月 には、土曜 日に先生たちが出勤し、1日 研修をしたいとい うこと

だつた。 とても意欲的な教員たちなので、私たちもできる限 りのことはしてい

かなければならないと思ったc

音楽の授業を、3年生と1年生で行ったc 日本の童歌をクリシュナさんがネパー

ル語にしてくれて、ネパール語で歌つて遊んだ。8年生は、4年前に訪れたときに

歌つた歌を覚えていて、是非来て欲 しいと言われ、8年生のクラスに行つた.今
回は、オカ リナの演奏を聴いてもらうことにした。初めての楽器の演奏に、目を輝かせて聴いてくれた。 (こ

の後、6・ 7年生にも、聴いてもらうことになった。)

今回訪ねて、今後3年間どのようにボール運動に取 り組んでいった らいいか、学校の様子がわかつてよかっ

たと思つている。前途多難ではあるが !!

第9回Follow―Up Seminar2016報告 理事  深田 洋子 岩谷 栄子

2016年のフォローアップセミナー研修会は、10月 16日 から18日 に、さくら寮およびカニヤ 。キャンパス・

ポカラのホールをお借 りして実施。担当理事の岩谷、深田は、応援の大柄みや子会員とともに10月 12日 に、

ネパール入りしました。

その夕方、カ トマン ドゥ在住のラミラ 。ブッダさん(1期 生)に連絡を取ったところ、夫とともに3歳 の壇、

子を連れて、私たちに会いに来てくれました。彼女は、「今は大学で、社会福祉政策、女性の権利に関する

学部で勉強している。Jと 言い、同席 したアルジュン・トラチャン氏とともに、「これからのネパールの発展」

について熱く語 り、意気軒昂でしたc落ち着いた妻、母の顔で、元気そ うでした。 10日 後に、受験があると

のことで、残念ながら、今回の研修会とさくら寮開設10周年記念行事には、不参加.

13日 、さくら寮に到着。さあ、今年は例年と異なり、多くの卒業生、在寮生を迎えての研修会、心引き締

めて準備をとの思いでした。19日 に開催される「さくら寮開設10周年記念行事J関係の準備を進めるため、lヶ

月ほど前から現地に赴いている新井場副理事長と、マンジュ寮母兼現地マネジャーとともに、今村理事、今

村務氏、矢野理事、通訳のクリシュナ・カティワダ氏の到着を待って、早速スタッフ打ち合わせをしました。

本年は記念行事への参加 ということもあつて、多くの卒業生と在寮の10期 生の参加で、さくら寮には、例

年の2倍以上が滞在することになりますc研修開催の16日 が近づくにつれて、卒業生が続々と到着。乳幼児

を連れての参加者も多く、賑やかになりました。 ドルパからのパンファ・クマリ・カサヤさん(2期生)と ラ

クシミ・デブコタさん(5期 生)が 、朝5時 に到着cパ ンファさんは、6ヶ 月の乳児を、ラクシミさんは、り

んごの入つた大きな麻袋を提げて、早朝の到着ですc参加者は、卒業生、在寮生(10期生)合わせて70名 に
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約160人の生徒が居るのに、



なりました。

70名 もの参加者、 うち16名 が乳幼児同伴、宿泊設備20ベ ッドに、どのように収容するのか、多分1階ホー

ルにも布団を敷いて・ 。となるのかと予想 していました。15日 夕方には、卒業生たちが、貸布団をかついで

運んできて、1階ホールに積まれました。さあ、夕食になりましたcテーブルと椅子は、とても足 りませんc

床に座 して、あるいはホール外に腰を下ろしてと、それぞれ思い思いのところで食べています。幼児、乳児

同伴者も、子どもと一緒に穏やかに食事しています。食器も、例年の金属プレー トの他、レンタルでしょうか、

カラーのプラスチック皿がみられます.夜になって、ホールに布団を敷く気配はなく、皆2階、31増 に、ベ ッ

ド3台 のグス トルームとベッド2台 の寮生の部屋10室に6～ 7人ずつ入つていました。

16日 、研修会初 日。朝8日寺前から、今村務氏が、歌唱指導。全員がホールに集まり、19日 の10年記念行事

に発表するための練習です[今 日から3日 間で仕上げるのです。朝食後、全員が、カニヤ。キャンパスのホー

ルヘ移動。ここで3日 間、充実の研修会が実施。オリエンテーションから始まって、卒業生報告、マナンダー

ル学長の講義、ケシャブ 。バラジュリ先生の講義、サファラ先生の講義を受け、今村理事が、避難司|1練の指

導。岩谷、深田、大柄 も、それぞれ授業を実施。16人 t)の乳幼児が同伴されていたので、研修中は、磯さん、

新井場さん、今村さんが、保育室で乳幼児を預かつて、大忙 し。また、矢野理事が、記録写真を担当。予定

の研修内容をこなして、終了しました。

18日 午後6時、 日本からのツアー客の皆さん20名 ほどが、山下理事長 ととt)に、さくら寮を訪れてくれま

した。この計画を知らされた卒業生。寮生たちは、歓声を上げましたGあ いにく停電の中でしたが、リーダー

の指揮のもと、「さくらさくらJの合唱で迎えました。支援感謝のことば、歌と踊 り、最後は 「今 日の日は

さようならJを歌いました。卒業生 。寮生にとつては、嬉しい出会いでした。

この研修会期間中は、ラルマヤ 。ブ ッダさん(2期

生 )、 スジャータ・アチャリャさん(4期生 )、 カマラ・

グル ンさん(5期 生)が リーダー として、また、 日本

語通訳として大いに活躍 してくれましたc

卒業生たちと寮生たちは、明19日 にホテル・ポカラ・

グランデで開催 され る10周 年記念行事への参加 を楽

しみに、3日 間の研修を終了 しました。

各人が今までの取り組みを話 しました

KCPの先生方の前で自分の活動報告をしてくれています 道徳の授業「ネバールのビール」班毎の発表

教員の授業評価の模擬授業の研究をしていました 防災教育をしています

④



赴任地訪問記 I;卒業生の学校訪間とサテワダ学校 (Dhading郡 )の復興

〈ムグ～カリコット～ダイレック～スルケットの学校巡り〉

理事  袖山 正彦

訪問者 :理事 袖山 正彦、通訳 クリシュナ。

日 時 :2016年9月 19日 か ら10月 2日 まで。

訪問先 :9月 22日  ムグ郡    Amrita Rokaya
25日  カリコット郡 Anita Kumari Malla  8期 生

26日  ダイレック郡 Chhaya KumariSaud Maihi 7期 生

27日  スルケット郡 Belaspura Nepai1   7期 生

昨年4月 のネパール大地震の影響で2年ぶ りの学校訪間となった。今回、

訪問する卒業生とは、いずれも初対面だつた。地震で大きな被害を受け

た、通訳のクリシュナさんの故郷、Dhading郡 の復興がどのようになつ

たか、一度訪問したいと思っていた。また、今回同行したクリシュナさ

んが、学校訪問記を寄稿 してくれたので、その内容を補足しながら、現

地に行つてみなければ分からなことや、驚いたことを報告する。

19日  夕食の時、クリシュナさんから再婚 した話を聞き、再婚のお相

手が、私が以前、Baiura郡 のSushilaさ ん (5期生)の所を訪問した時、

同行 してくれたUrmilaさ んだったので驚いた。

21日  カ トマンドゥの朝は強い雨。飛行機が飛ばないことを心配しなが

ら国内空港に向 う。国内空港が立派に改装されていたエベ レス ト方面

は、1週 間飛んでいない。幸いネパールガンジー行きは、30分遅れで飛

ぶことができた。約2時 FFD半 かけて、ムグの飛行場に到着 した。飛行機

から降りると、天気は雨。飛行場に待合室など建物はなにもない。滑走

路があるのみで、飛行機の翼の下で雨宿 りをした。雨が上がり、荷物を

持って滑走路を出ようとするとふらつき、少し登ると息が切れる。高山

病の症状が現れた。飛行機で海抜1500mのネパールガンジーから、ムグ

の2,700mの飛行場に一気に飛んできたためだ。ポーターを探 してララ

湖畔にある宿に向かつて出発。途中、あまリスローなので、ポーターか

らは、日本には坂がないのかと言われ、富士山があると言つたら、あれ

は丘だと言われた。ララ湖は、三平峠から眺めた尾瀬沼 (規模も同じく

らい)に似ていた。湖面を涼風が吹き渡 り、美 しかった。ネパールの僻

地で、外国人はほとんど訪れないため静かな湖だった。

22日  Amritaさ んの学校訪問 (幼稚園から10年生まで在校 )

朝8時40分、ポー ターのガイ ドで、ホテル か ら1時 間30分 かけて、

Amritaさ んのMurma村に着いた。村の入 り口まで、Amritaさ んが迎え

に来てくれた。村は、山の中腹にあり、標高 (3000m)が 高い割には温

かく、野菜も沢山栽培していた。村道も、家畜と一緒なので汚れていた。

学校に行き、挨拶。今 日はテス ト日だつたので、2時間ほどAmritaさ ん

の家で待機 し、御馳走になつた。お父さんから、」NFEAに よつて娘を

先生にしてもらったことに謝辞があつた。

8期生
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Amntaさんの理科の授業

袖山さん
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Amritaさ んの授業は、 1‐ 2年生を対象 にした理科で、「脊椎動物Jの
授業であった。生徒の前に立つ と、一瞬にして先生の顔にな り、頼もし

かったc学校では毎 日体まず、一 日8教科を教えていた。私は、学校調

査の時間を利用 して、持参 したDVDでデ ィズニーの 「白雪姫Jを上映

したところ、生徒は食い入るように見入つていた。

23日  1/1uguか らKalikOt

道路の厳 しさは聞いていたが、この訪間で一番の難関が待 っていたc

朝、軽食 を摂 り、午前8時前に出発。美 しいララ湖 を半周 して、快調に

Kalikot郡 に向 う。 しか し、1つ 目の試練は、」eepが予約 してある場所に

到着 していなかったcさ らに、1時間歩いた ところで、迎えのJeepに 乗 り、

一安心 と思った ら、Mugu―」umla間 は、悪路の連続だった。上砂崩れが

道路をふ さぎ、深 く肖Jら れた轍の跡や、もつとも厄介なのは、水量の多

い沢渡渉であるc水深が分か らず勢いをつけ、ダイブするたびに、頭を

ぶつけた り、舌を噛み切 りそ うになる。運転手 と一緒に、前方の障害物

に目を凝 らすこと5時 FHU、 ロデオ道 と分かれ、16時30分、Kalikotの人 口

に到着。あと80キ ロ、19時30分 ごろ、今 日の宿泊地KalikotのManmaに

着 く予定であった。

2つ 日、KalikOtの入 り口を出発 して1時 間、渋滞 にまきこまれたっ急

勾配の 「S字 カーブJの 2か所 に、出水の激 しい沢渡渉の場所があ り、

大型車が通るため、両サイ ドの川の縁が深 く崩れていたcバスは、乗客・

荷物を全部降ろし、車体を軽 くして、喘ぎながら通過 して行った。下か

らのバスが通過す るまで、1時 間30分待機。辺 りは真っ暗になったc今
度は、上からの車が順に沢渡渉をしたcバ スは、タイャの半分まで沈ま

せ、車体を左右 に倒れそ うにな りなが ら渡った。次は、我々のJeepの

番である。一杯にアクセルを吹かし、5メ ー トル先にダイブ して渡った。

3つ 日、走ること1時間、検間で止められた。ムグースルケッ ト・ルー

トは、夜間危険のため、交通規制 (Am5～Pm6)が あることがわかったc

バスは渋滞で遅れの理由がはつきりしているので、バ ス=我 々|ま 明 日ま

でにカ トマン ドゥに至1着 しなくてはならないと、弱った 日本ブ、がいると

伝 えた ところ、警察官が確認 にきたので、「カ トマン ドゥ_を連呼 した

ら通 してくれた。結局2時間遅れで9時40分、KalikotのManmaに到着。

4つ 目、街は、ほとん ど店を開 じ、寝静まっていた,主だったホテル

は満員で断 られた。約 1時 間半、ホテルを探 し、たたき起 して泊めてもらっ

たc JEEPに 9時 間30分乗車 していたので、降 りた ら膝が90度 に曲がっ

て伸びなかったcベ ッドに入った時 |ま 、 ヨ(ヽ1が 変わっていた。

・教詞11 このルー トは、夜間規制の18時までに次の宿泊地 まで移動

24日  ホテルか らの景色のすばらしさに、昨 国の車の疲れもどこかに飛んで行つ

た.Anitaさ んに連絡を取つたが、土曜 日で学校が休み。校長先生が留守のため、

訪問は見合わせたc
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Anitaさ んと Amntaさんの出向え

道路下の Anitaさ んの学校

An■aさんの理科の授業

25日  Anitaさ ん (8期 生)の学校 (幼稚園か ら12年生まで)



Chhayaさんの学校

Belaspuraさ んの授業

腑

おととい来た道をJumlaに 向けて1時間走り、学校に到着。降りると、

Anitaさ んとAmritaさ ん (9期生)が、迎えにきてくれた。学校は、道

路から50mく らい下がつたところにあつた。前回は、夜だったので景色

はほとんど見えなかつたが、川を挟んで大きな山の上の方にも、家が点

在 していた.そんなところの学校訪間でなくてよかつたと思つたのが、

後で後悔する。さらに100m Fつ て、Anitaさ んの家に挨拶に行つた。家

族総出の歓迎を受けた。村は、川沿いの南向き斜面で、バナナやパバイ

ヤがなつて、暑かった.お 母さんが、JNFEAか らの客が来るからと、3

週間前から準備 してくれた熟成したバナナを出された時は、感激した。

Anitaさ んの授業|ま 、3年 生の理科で 「動物と飼料 J、 内食動物、草食

動物を、大きな声で手振 |]身振 りの授業であつた。生徒たちは、毎国家

畜の世話をしているので、1舌 発 |二 発言していた。

帰 りに9期 生のAmritaさ んに学校の所在を尋ねたところ、私の見てい

た山の向側にある学校で3時間 |ま 掛 /~と 言つていたが、私の足では6時間

はかかりそう。次回の訪間を約束して、Dailikhに 向かつた。

16時、Chhayaさ んの学校 に着いた.Chhayaさ んは、帰宅 してい

たため、呼びにいつてモ)ら った.そ の間、先生方にJNFEAの紹介 と

Chhayaさ んの指導に対 し、謝辞を述べた3こ の 国は、Chhayaさ ん宅

にホームスティしたc夜、近所の子どもたちを集め、DVDブ レヤーで「白

雪姫Jを上映し、了̂ど もたちは真剣に見ていた。

・教副12 ネパールでは、16時になると学校が閉まる。

26日  Chhayaさ んの学校 (幼稚ヨから12年生まで)

学校は、Dailekhの 中核校で、先生方がしっか りしていたG学校は、

河川敷にあり、明るく広々としていたc Chhayaさ んは、出産近いお腹

をしていた。御主人は、農業で トマ トを栽培して現金収人が期待できる。

授業は、1年-3年生を対象に、パネルシアターをしたcネバールの昔

話 「ネズミと猫Jを題材にした話で、生徒と一緒に歌いながらの楽しい

授業だった.私がビデオ撮影をしていると、他の教室から撮影のリクエ

ス トがあり、教務室で先生方から授業風景を見てもらった。Chhayaさ

んのまじめな勤務態度が評価され、3年後の採用が期待できる。

調査終了後、ただちにSurkhetの 学校に向い、16時30分 学校に到着。

校門は閉まっていたが、Belaspuraさ んの生徒たちは全員残つていてく

れて、歓迎の手作 りのレイを掛けてもらい感激 した。

・教司13 男は、女性を出産 日などに訪ねてはいけないc

27日  Belaspuraさ んの学校 (幼稚園から8年生まで在校 )

Surkhetの 街の中心にあり、8年生までの学校だった。女性の校長先

生がしっかりしていて、Belaspuraさ んの授業も、私の日本紹介の時も、

女性主任を付けて指導 してくれたっ5年生のネパール語の授業で、農作

業の内容を皆で歌や朗読して参加する授業だった。今回、牛のペーパー

クラフ トを持参して、10人のグループで設計図を見ながら作つてもらつ

た。工作の授業がないので、生徒は、牛が完成すると大喜びだった。昨

日、到着が遅れた私たちを待つてくれたお礼に、幾種類の折 り紙を袋に

⊂hhayaさ んのパネルシアター

Chhayaさんの学校の先生たち
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入れ、掴みどりをしたところ、大いに盛 りあがつた。

30日  地震の被害の大きかったサテワダ学校を訪問 (Dhading郡 )

昨年の地震で大きな被害が出た、クリシュナさんの郷里のDhagin郡

のアダンタール村に行つてきた。学校は、ダサインの前日で授業が休み

で、前夜祭の準備をしていた。女生徒の数が多い。学校を理事会や父兄

がしつかり支援 していた。サローズ・カテワダ校長先生から地震の義捐

金に対して次のような感謝のメッセージをいただいた。

「私たちの学校は、地震で校舎に大きな被害を受けました。倒壊の危険

があるため教室に入れず、仮校舎で授業を続けていました。そんな時、

JNFEAか ら支援をいただき、ただちに壊れた教室を修理 して、校舎の

中で、安全に授業をすることが出来ました。教職員はじめ父兄 。村の人

たちも、JNFEAの支援に深く感謝しております。」

復旧状況は、校舎の屋上の屋根を トタンの波板にして軽くした。3階

部分を補強する資金がなく、現在3階の教室は、使つていなかった。2階

の階段入 り口に、大きな亀裂があった。また、この学校の卒業生の10期 生、Chandikaさ んのお父さんが、

娘の義捐金で店を直すことができたと、お礼を言いに来た。村の復興は、母屋に亀裂がはいって使えない家

が多く、鶏小屋や牛小屋を改築し、母屋に動物を入れ生活を続けていた。これから冬に向かうので心配だと

話していた。国からは、家の倒壊 した人たちに1万ルピー (約 1万 円)が支給されただけで、被害を受けた人

の多くが、仮小屋のままの生活で、復興にはまだまだ時間がかかりそうだ。

Mugu、 LlikOム Dailekh、 Surkhetの 学校訪問報告 クリシュナ・カティワダ

9月 22日  Rara湖から1時間以上歩いて、Amrita Rokayaさ ん (8期生)の村に入 りました。村の周 りは、緑

が多くて美 しい。学校も、村のすぐそばにあつた。家が70軒 ぐらいある村の中の学校なので、生徒数は、少

なかつた.教室の中では、女の子が多かった。学校は、校舎が古くても、

清潔できれいだつた。 トイ レも出来たばか りで、水管理 もきちんとやっ

ていたЭ学校の階段だけは、急でした。村では、はしご「階段」は急な

のぼりばかりでした。村の中を歩くと、泥ばか りで、少し汚い感 じがし

ました。 どこの家 t)、 お酒づくりをやっていた。畑で |ま 、 りんご、 トウ

モロコシ、ヒエやタバコとマ リーゴール ドの花が、咲いていたc Amrita

さんの家で、お母さんが作つたバンは、美味しかった=そ こで、 トウモ

ロコシも欲 しいと言ったら、お父さんが持つてきて、Amritaさ んが焼い

てくれた。甘くて美味しかった。

大渋滞

警察に特別お願い して、他のバス

9月 23日  Muguか ら陸路でジープを使って、Kalikotま で移動。道は、

も う言 うまでもな く大変危険な道で したしがけ崩れはもちろん。岩 を

削つて作 られた狭い道を、 どきどきしなが ら走 りま した。すれ違 うバ

スも、 自動車 も見えないので、この道は、まだきちん と完成 していな

い道だ と、良 く分か りま した。Mugu、 」umlaを 走ってKalikotに入 つ

た ら、 中:を 洪水で止め られま した。寒い し、お腹がすいて くるが、車

は、中々前へ進めませんЭやっと通つたら、ポ リスにス トップされたが、

や車が通 らない所を、50kmぐ らい走って、Kalikotの 中心街のManmaに

④



着いたが、泊る所がないcどのホテルを見てモ)、 一杯で大変だったが、あるホテルの人が、親切に泊めてく

れました。後で聞いたら、この人はAnita Mallaさ んの学校の校長の親戚だった。車の中で寝るしかないと思っ

ていたが、泊まるところが見つかつて嬉 しかった。

9月 24日  この Hは、上曜 日で、学校は、お休み。少 し休んだ り、Manma
町を歩いた りしました。 この円」

^は
、Karnali県 の他の郡の町よりは、きれ

いだった。 ゴミを拾 う習慣があった。皆で町をきれいに掃除 していると

言っていた.山 の上にあるこの大きな町は、結構気に入 りま した。 この
校長先生夫妻      日の夕方はAnita Mallaさ んの学校の校長先生 も、Surkhetか らバイクで

走ってきてくれた。Surkhetま で出かける時は、いつ もバイクで行 くようにしていると問いて驚きましたc

9月 25日  朝か ら校長先生の ところで紅茶をご馳走になつてか ら、1時 間 も走った ら、Anitaさ んの学校 と、

⊂hhayaさ んの通学路

Anitaさ んか ら連絡をうけて

DailekhのRakamに向かつて走 り

そのち ょっと離れた村 に、家があったt彼女の家では、赤米のご飯が、

美味 しかった。バナナも取れ る場所で、気候が暑かったc家の近所に生

理小屋のような建物があ りましたコ しか し、ないとAnitaさ んは、言って

いた。チャウパディ問題は、昔はあったそ うです c

Anitaさ んの学校は、狭い場所にあつたが、校合が古 くて、新 しい場所

に新 しい校舎を作ろ うとしていた。 ここもAnitaさ んの授業 と袖山さんの

授業終わってか ら、調査を行い、出発 しました。

9期 生のAmrita Upadhyayaさ んが近所 の
l・ l^か ら来て くれた。 ここか ら

ま した。

でも若 くのがち ょっ とだけ遅かつたので、Chhayaさ んの学校 には、

間に合いませんで した。学校は終了時間でしたが、先生方が待っていて

くれ、少 し学校訪間の 目的を話 しま した。袖山さんは、JNFEAの紹介

t)含 めて先生方へ挨拶をしま した。 この 日は、Chhayaさ んのところに

泊まりま した。Karnaliり ||の す ぐそばに広々としていた静かな村だったc

夕方、袖山さんのDVDを子 どもたちに見せました。

Belaspu旧 さんの校長先生    9月 26日  朝のご飯 は、 トウモ ロコシのパ ンとKarnaliり ||の魚 が美味 し

かつた.搾 りたての美味 しいミルクも、 ^杯 ご馳走になつた。学校では、女の子の数が特別に多かった。先

生方もしつか りしていて、教育のQuqlityが とてくD良 い と感 じま した。先生方が しっか りやっている雰囲気が、

伝わってきま したc

ここの訪 間が終わ り、また、す ぐにSurkhetに 向かつて走 りま した。Belaspuraさ ん と生徒 は、待 っ

ていて くれたが、学校 の時間が終わっていたので、子 ど tぅ に挨拶 して、ホテルに行 きま した。 夕飯 に、

Belaspuraさ んと弟 t)来てくれて、いろいろ話が出来ました。

9月 27日  学校訪間に早めに行 きました.女性の校長で、学校の様子も思つた以 Lに よかったcどの学校 よ

りもしつか りしていて、私たちが学校にいる間は しつか りついてくれて、Belaspuraさ んの授業の ときも、

袖山さんのときもサポー トしてくれました。学校の内容、清潔 さ、子 どものマナーもとてもよかつた。

その後、私たちは、Nepalga珂 に向かつて走 りました。Nepalgu巧 はかな り暑い と問いていたので心配だつ

たが、その 日の午後のフライ トで、KTMに行けたので良かったc

JNFEAの皆 さん、卒業生の皆 さんのお蔭で、今回の学校訪問も、いろいろ学び、良い場所を見てきました。

良かったです.Chhayaさ んは、お腹が大きくて10月 の大きなイベン トに参力日できませんが、他の卒業生は、

出席できます。

0



赴任地訪問記Ⅱ ;Pyuthan 理事  今村 美知子

訪問者 理事 新井場 貞子、理事 今村 美知子、今村 務、寮母マンジュ・ ドージュc

日時  2016年 10月 23日 ～ 24日

10月 19日 のさくら寮開設 10周年記念式典を終え、20日 の卒業生主催のパーティーを楽しみ、21日 と22日 の

2日 間で、卒業生たちは、それぞれの村へと帰っていった。

10月 23ロ  ピュータンのテ ィルサナ さん と、 ビパナ さん、通 り道

のスジャータさんと、スジャータさんのお障さんを乗せて、計8人で、

さくら寮を7時40分 に出発 した。道は舗装 されているが、かな りの く

ね くね とした道を通 り、スジャータさんの村に着いたのが、午後4時

頃。休む間もなく、ビュータンに向かつた。だんだん陽が落ちてきて、

道は細 くな り、右倶1は崖。 ドライバーも 「怖いですね。 Jと 、言つて

いた らしい。遠 くにビュータンの明か りが見えてきたのは、もう8時

頃だつたcテ ィルサナ さんたちの案内で、ホテルに無事に到着 した。

車に揺 られすぎて、食欲がなく、 日本人3人は、ポカラで買つてきた

おにぎりをほおば り、就寝。

24日 は、学校 はお休みなのだが、ティルサナ さんが前 もつて登校

す るように言つてあ り、35人 の生徒たちが来て くれたc校長先生 と、

教員4人 も、職員室で待つていて くれた。 この学校は、1年生か ら4年

41ま での小 さな学校。校庭 も、ほとんどない。教室には、ホワイ トボー

ドはあるが、机 も足 りないようだつた。

ティルサナ さんは、ネバ リー語の授業を したっ反対言葉探 しの授業

だつた。子 どもたちは、よく発言をしていた。ティルサナさんは、さくら寮では、お とな しく目立たなかっ

たが、堂々として、はっき りと子 どもたちに語 りかけている様子を見て、成長を感 じた.さ くら寮時代から、

ティルサナさんは、絵を得意 としていたので、教室にも彼女の絵が飾 られていた。途中か ら、歓迎の歌 と踊

りを披露 してくれたc

この学校は、副校長が、校長先生のwifeで 、他の先生もみんな親戚であると聞き、驚いたこ したがって、

3年後のティルサナ さんの採用は難 しい と言われたので、他の学校に早めに移つた方がいいと、ア ドバイス

をしてきた.

今村務氏は、今回 日本の童歌をネパール語にしてきたので、その歌を歌い、子 どもたちと遊んだっす ぐに

党えて、喜んで参加 してくれていた。

そ して、ティルサナ さんの家を訪ね、両親 と話をしたG先生をやっていることについて、とても喜んでいた。

その後、同じビュータンに住んでいるビバナさんの学校に行つた。お体みの 日だが、校長先生が、学校ま

で来てくれた.「 ビバナは、とて もよくやつている。3年後 も、この学校で先生を続けて欲 しいと思っている。」

と言ってくれて、ホッとした。
~も

う少 し、もう少 し[=と 言われなが ら、長い長い道を歩き、 ビバナ さんの家に行き、ランチにラーメン

をいただいて、カビルバス トゥに向かったっ

赴任地訪問Ⅲ ;極西部とマナン 理事  新井場 貞子

9月 19日 から3か月も滞在するわけだから、行かないわけにいかない。卒業生訪問係の袖山さんと相談 して、

極西部のDarchula,Baitadi,Dadeldhuraの 3利

`に
住む、まだ訪問 していない、3人の卒業生を訪ねることに

した。同行クリシュナ さん。
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訪問した卒業生 Darchula… Hira Mishra、 Laxmi Dhami。

Dadeldhura・ …Radha Kumari Awashi。

Baittdi… Shr珀 ana Kumari Bohora*同行卒業生、Shrttana Kumari Bohora。

11月 5日 11時10分Kmltt Buddha Air251、 Dangadhi空 港着12時30分。4輪駆動車で出発。運転者は、自

ずくめの服装、帽子で素敵だが、実は、父親が最近亡くなつて、1年間は白い服で過ごすそ うだ。自のハン

チングがかつこいいが、長い道中で泥だらけにならないかしらと憂 う。約130kmの 距離を、福島さんの報告

にある通 り、等高線沿いに5時間の ドライブで、17時 15分、Dadeldhuratt。 ここは、Baihang,Dotiへ の分

かれ道。赴任先訪間に行った人は、何度も通つている。

11月 6日 (日 )ホ テル8時5分発。Baitadiを 抜け、12時45分、Darchulaの Gokuleshwor着。8期生のShrtta‐

na Kumari Bohoraさ んが待っていた。ちょうど10期 生のGita」oshiさ んが、夕方のバスで、さくら寮に帰

るとい うのに出会い、しばし歓談。彼女は、ここまで4時間の徒歩のところに住

んでいるという。

昼食後、Shrttanaさ んを同行 し、出発。16時30分、8期生のHira Mishraさ ん

の自宅に上る道のわきで、下車。坂道を30分 ほど登 り、彼女の家に行く。山の稜

線に赤土の家が4、 5軒並び、着いたところは、峠の茶店。前後に山が連なり、ヒ

マラヤが遠くに見え、とても景色のいいところである。クリシュナさんが、住み

た―いと叫んでいた。

そこから100メ ー トルほど先にある赤土の家が、母屋。畑にたい肥をまく仕事の最中で、近くの若い男

性や女性、男の子たちが、背中のかごに、たい肥を入れて、畑にまいていた。その男の子たちが、夜には

Hiraさ んの家に集まって、村の様子や将来の希望などについての歓談をすることになる。

父親によると、この近辺の人々は、ずいぶん昔に、KTMのカンティプールから移つてきたとのこと。村

の産物は、サ トウキビ、クルミなどだが、大した収入にはならない。とても貧乏な村であると話 していた。

見渡しても、現金収入になりそ うな産物は見当たらないし、米はできないし、どうして暮らしているのだろ

う。 ところが、家のすぐ上にある狭い原つぱに、小さい学校を、父親が作ったとい う。3年生までの20数人

が学ぶ学校である。女の先生が3人。隙間風の入る建物であるが、とりあえず学校であるという。

この夜は、53歳 の母親が、小さなかまどの前で、座 りきりで作ってくれたディロをごちそうになる。家の

前の狭い空き地に男の子たちが集まったので、歌と踊 りの交換会を始めた。父親も一緒に踊 り、ひと時を過

ごした。また、寒くなつたので家の中に入 り、日本とネパールの若者懇談会が始まり、村は貧乏であること、

農業が振るわないことを訴えていた。クリシュナさんが、KTMのホテルでは、そばの定食が1000ル ピーぐ

らいすることを話すと、そばは貧乏人の食べ物であるのに、と驚いた様子。また、若い男の子たちに将来の

希望を聞い,て みたら、 ドライバー、医者などとでていたが、科学の話になり、どうして夜と昼があるかとい

う話で、地球の自転と公転がわからない子がいて、クリシュナさんと教育の質の問題だねと語つた。

夜は、近くの寺の祭 りで、太鼓を打ち鳴らしながら、お年寄 りの一行が回つてきてにぎやかに鳴らし踊つ

ていった。

以前は、水を下のほうに汲みに行っていたが、今は、ソーラー発電でくみ上げており、近くの場所に水が

出るようになった。それにしても、Hiraさ んは、絶えず家事を手伝い、休み暇なく、はだしで家の内外を

出入 りしていた。我々が行ったからかもしれないが、学校のための準備などできるのかなと案 じる。電気は

きていない。すぐ下の幹線道路沿いには、電気がきているのに。ソーラー発電をしているが、その電力は小

さなものである。

Hiraさ んとし凶面さんの学校訪問一Hunainath Secondary School,Shree Khall Secondary School

7日  月曜 日 Hiraさ ん、Shrttanaさ んと、Hiraさ んの学校に行 く。家の向かいにある山を40分ほど登つ

たところにある。広い芝生の丘が広が り、なんとも素敵なところ。スイスのチロル (行 つたことはない)
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のような風景にうれ しくなる。先生方は、何も持たずに出勤。すぐ授業が始まる。 とりあえず、教員室で

」NFEAの写真18枚をみせて、紹介をする。生徒212名 、先生12人、そのうち4人が政府から給与が出ている。

8人の給与は、DEOからの援助と、コミュニティーの負担とか。

Hiraさ んの授業を見学。社会科で、道徳についての勉強。教科書を読ませ、Hiraさ んが説明。おとなし

いHiraさ んが、はつきりと堂々と授業をしていたのには、感心した。Shrttanaさ んも一緒になって授業を

助けていた。つぎに、新井場が、日本がどこにあるかについて簡単に説明。クリシュナさんの指導による折

り紙を、2ク ラスで実施。昨夜、Hiraさ んの家で、参加 した男の子がよく覚えていたので、彼に助手を頼み、

Shrttanaさ んも真剣に教えたので、私のほうのクラスがどうやら全員駒の折 り紙を作成できた。この折 り紙

は、ちょつと手が込んでいるが、すぐに遊ぶことができるので、好評。クリシュナさんのアイディアに拍手。

次は、Laxmiさ んの学校へ。彼女の学校は、Hiraさ んの学校のある所から見えている。お父さんの勧めで、

歩いていくことにする。荷物は、お父さんが、車までおろしてくれるという。

Laxmiさ んからは、今 日はお祭 りで休校になつたので、3時までに来ないと生徒たちは帰つてしまうとい

う電話がたびたびあつた。山道を1時間歩いて着いたが、3時 を過ぎてお り、生徒たちは、すでに胡散霧消。

先生たちが、不服そ うな顔で待っていた。ここも貧 しく、女の子は、100%学校に来るが、父親が、インド

ヘの出稼ぎでいないので、家の仕事などがあり、休む子がたくさんいる。音楽は、先生が足 りず、していな

い。また、音楽をすると、生徒たちが騒いで授業にならない。一つハーモニカがあるが、壊れている。電気

は来てないが、ソーラー発電でコンピューターが3台 あり、8年生以上に教えているとのこと。

8日  RⅡha Kumari Awas■■iさ んの学校訪Frtlo Shree Satiwati Secondary School

ここは、昨年 10月 に、毎日新聞社の記者が訪問して、取材 したところ。新間のコピーを校長に持つて行つ

たcこ こも、今 日はお祭 りなので、学校は午後か ら体校 となるとい う電話が入 り、

急いで行つた。 とりあえずクラスの半分の子が、残っていた。

Radhaさ んの授業は、野菜について。その教科書があり、自分の好きな野菜を

描きなさい と指示。生徒たちは、教科書を見ながら、 L手に描いていたc Radha

さんによると、生徒たちは描 くことが好きだ とい うこと.こ のクラスでも、 日本

について説明。生徒たちが歌 と踊 りを披露 してくれたので、新井場は、 日本の歌

「カラスの歌Jを歌 う。

みんなで、校庭で記念撮影をして解散。みんな一斉にお祭 りに駆けていつたようだ。その後、校長と対談。

Radhaさ んは優秀な先生なので、引き続き雇 う方針との言葉をもらう。忙 しそうな校長に、3000ル ピーを寄

付して、下校。

Radhaさ んとの対談。現在、彼女は、中学レベルの採用試験の結果を待っているとのこと。一生懸命勉強

したので、たぶん受かっているだろうとのこと。また、女性子ども福祉省の試験も受けると意欲的である。

兄が、農業関係のNGOの仕事をしている。自分は、教えることが好きなので、ずっと先生を続けたいと

自信を持って語つていた。気がかりなことはと尋ねたら、腎臓結石の病気があり、医者の言 うように水をいつ

ぱい飲んでいるが、どうなるか心配ということであつた。

JNFEAで教わったことは、歌や絵画、ゲームなど実行しているとのことであつた。

9日  Dadeldhura DEO  訪問

JNFEAに 関心を持ってくれて、もつと続けたらいいのにと言つてくれたが、クリシュナさんが、担当者

も年を取つてというと、新井場を見て、なるほどとうなずいていた。自分の息子も、埼玉大学に留学していて、

現在、川越市で語学学校に通つていると言つていた。だから、日本には関心を持つているようだ。Radhaさ

んは優秀な先生なので、よろしくと言つて別れた。
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Shriialla Kumd Bohoraさ んについて

彼女の学校は、たいへん急峻な登 りがあるので、新井場には無理 とい うので、

素直にうけて、訪ねるのを止めたが、ほかに理由もあるようだ。

彼女は、学校では、6、 7、 8年生にコンピューターを教えている。1週間に2日

の授業で、1回はコンピューター、もう1回はクリケットやバレーなどという話。

しかし、電気はないし、コンピューターもない。どうして教えるのとたずねると、

紙の上で教えると言つていた。何かわけがありそ うだ。

Hiraさ んやLaxmiさ んは、電気も来てないところでの生活であるが、自分の

故郷に愛着を持っているのが感 じられ、 うれ しいことだ.ただ、正規の先生でないので、雇用の継続につい

ては、問題あ り。また、継続のお願いをする際に、彼女 らが教師の免許を持つていれば、お願いもしやすい

のだが、まだ、免許 を持っていない人たちについてはむずか しいところであるc6期 生までは、ほとんどの

人が、受験 し、受かっているが。

マ ナ ンの2人の先生

Dttkshi Gurungさ ん、MenLsh Gurungさん (と もヤこShree Prakashiyoti H亀 山er SeCOndary School)

ポカラがマナンヘの出発地点という関係もあり、本部からも行くようにとの指令があり、マンジュさんと

出かけた。

11月 20日 取 りあえず、オフロー ド車で出発。カ トマンドゥヘ通じる幹線道路を3時間ほど走ったところで、

左折しアンナプルナ1周 の トレッカーの出発地、Besishaharへ 向かう。この地域に入るには、外国人は、トレッ

カーでなくても、4000ル ピーの入山料を払 う。

案の定、この車では無理とのことで、ジープとこの地域の運転に長けている運転手を雇 う。入つてみると、

たしかに言われた通 りであつた。初めは、乗つてきた車でもよかつたかな、と思つていたが、中に入るにつ

れ、車も運転手も言われた通 りにしてよかつたと納得 した。上の道路でなく、岩を削った道路である。石、

岩を乗 り越えて行く。谷の向こうの山は、峨々とそそり立つ岩山。右後方にはマナスル、前方にアンナプル

ナⅡ峰がのぞき、トレッカーが、ヒマラヤの自然の大きさに感嘆する光景である。ただ、車に乗っていると、

その雄大さが感 じられない。所々、岩山を流れ落ちる滝に出会い、感嘆するが、また、すぐ車に乗つて、と

なると、もう観光客並である。跳ねる車でお尻が弾むのを抑えながらというのも楽ではなく、歩く方がまだ

ましかなとも思ったりする。そんな自然の雄大さの中を走ること7時間、2人の卒業生が勤務する学校のある

Dharapaniに 着いた。 よくぞこんな奥地からポカラに来たものだ と、マン

ジュさんと感心する。

21日 、始業時間10時に学校へ行 くc対岸のつ り橋を波った ところにある、

12年生までの学校であるG学校の建物は、比較的大きい。 しかし使われて

いない建物 t)あ る。学4i数が117人。小学生は7人 しか居ないのに、先生が

18人 も居 る.Menkashiさ んが、6年生のネパール語の文法を講義 したの

|二 参加 したが、4L徒が4人 しか居ない。また、Dilkashiさ んの3年生の折 り

紙指導には、生徒が1人 しか居ないとい う状態。先生が余つていて、のん

び リヒ日向ばつこしている先生方が見 られた。 あとで行 くDEOの話によ

ると、マナンは、先生が多いので有名 とい う。先生方に、」NFEAの写真

紙芝居を見せて、2人をよろしくと頼んできたが、2人 も一番若い先生だ し、

遠慮 しているのか、元気 さがないのが気になつた。

この日に、マンジュさんは、フォローアップ研修会に来なかつた彼女た

ちのために、この4か月分の給与を持ってきていたが、校長には、もつと

給与を上げてやってくれと言われる。それもそのはず、DEOの話によると、

Dilkashiの折り紙指導

この地域の先生は、すべて政
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府採用で30000ル ピー以上もらっているとのこと。また、何もかも下から運んでくるのだから、すべて高い。

プロパン、米、小麦粉など、生活に必要な品は、薪や地元でとれるジャガイモ以外は、ジープで運び上げて

いる。マンジュさんが、ちょっと買い物に行つて、高いと連発 していた。

卒業生の授業の様子については、マンジュさんが書いている。DEOに よると、小学校から高校まで27校

あり、生徒は810人、先生は200人で、4人の生徒に対し1人の先生という比率だそうだ。特徴として、大きな

村だが、子どもの数は少なく、1家族2人 ぐらい。お金があったら、子どもはカ トマンドゥの学校に行く子が

多い。女性は、ほかの村の人でも、ここの村人と結婚 したら、ここに住みつくという。女の子は、10年生ま

では行くとのこと。私立の寄宿舎つきの学校が、ムスタンにできて、3年生までだが、42人 が滞在 している。

卒業後は、カ トマンドゥの学校に行くとのこと。先生の数が多いので、早期退職者には、割増の退職金を支

給するとい う政府方針もあるのだが、なかなか退職する人は居ないとのこと。とても考えさせる訪間で、2

人の今後について何かしらの助言が必要かと思った。

日本に留学 して感 じたこ

私は、日本に初めてきて、

えてうれしかつた。

日本では道 に迷つた とき、

みんな親切 に教 え くれま し

た。ネパールではあま りその

ようなことはないので、とて

も感激 しま した。ネノく―ルに

帰 国 した ら、 日本人 の よ う

に、私 も他の人に親切に した

いと′思いま した。

文京学院大学では、アメリカ、マレーシア、 トル

コなど違った国から来た人と、友人になりました。

大学では、6科 目を英語で授業を受けます。特に

大変だったのは、英語で書いた日本の小説を読むこ

とでした。私は、夏目漱石の 「吾輩は猫である」を

選びました。内容を把握するのが、とても難 しかっ

た。友だちに教えてもらって、やっとクリアーする

大阪堂島ロータリークラブより、設立30周年記念

の記念品として、さくら寮にピアニカ10台のご寄

付をいただきました。

11月 21日 の記念式典

に、岩谷事務局長、留

学生のカマラ 。ダンギ

さんが参加いたしまし

た。カマラ・ダンギさ

んは、緊張しながらも、

第6回交換留学生  カマラ・ダンギ

ことができました。

楽 しかったのは、大学の文化祭で、留学生や先生

と一緒にネパールの歌を歌つたことです。日本では、

秋に大学の文化祭がありますが、ネパールでは、大

学の創立記念 日に、お祭 りをやって、踊った り歌た

りします。

最初は、大学の勉強が大変で、とても′色ヽ配だつた

けれ ど、今は、大丈夫、ついていけそ うです。 日本

語の勉強は、とても楽 しい。 甲斐田先生に付属中学

校に連れて行つてもらい、ネパールのプレゼンテー

ションをしました。生徒 さんたちは、ネパールは景

色がとてもきれいと言つていました。学生 さんと ^

緒に、英語のかるたゲームもしましたc

ディズニーシーに、文京学院大学の学生 さんと ^

緒に行きました。いろんな乗 り物など、初めて見る

ものばか りで、とても驚き、また楽 しかったです。

日本語でピアニカのお礼を言いました。

楽器にあまり親 しみのないネパールの子どもたち

にとつて、実際に自分で音楽を奏でることができる

ピアニカは、とてもうれしく、楽しい音楽の授業に

なります。

寄付金に感謝いたします。

全国退職女性校長会 (梅の実会)は、5700余名か

ら成る組織です。2009年度より、日本ネパール女性

と

」NFEAの皆さんに会
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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。今年の名古屋大会でも参加者が1000余名でした。

8回 目の支援をいただきました。パワーポイントで、

」NFEAの活動を紹介していただきました。さらに、

大会参加者にも呼びかけ、募金をしてくださいまし

た。感謝にたえません。

安房年金者文集「なの花」に、深田理事の記事が掲

載されました。

「ネパールの女了̂教育にかかわつて」というタイ

トルで、llF年 のフォローアップ研修についての寄稿

文です。千葉県安房地域の方々に、JNFEAの活動

や、ネパールの教育事情について広く知つていただ

く良い機会になりました

KCPの 創立25周年

記念の会が開催され

ました

12月 7日 10時 30

分から、KCPの校庭

で、生徒 をは じめ、

ぎやかに和やかに開催されました。たくさんの人

のスピーチ、たくさんの人々、たくさんの学生た

ちの表彰、感謝状、まあ、なんと多くの賞状が渡

されたことで しょう。 これは、みんなで仲良 くし

さくら寮通信

(2016年 5月 10月 )

5月

・5日  燃料の薪が少なくなつたため、11年生みんなで裏の

林から薪を集めた.

。12日  12年生の試験は、今 日が最終 日.試験終了後、皆で

寮の図書の整理をした。
・15日  12年 生が薪を15日 分集めたが、集めるのに苦労す

るc

・16日  12年生がポカラ観光に出かけた。
・ 18‐ 21目  卒業旅行 .

・18ロ  カ トマン ドゥでスワヤンブナー ト、ブッダアン ドバ

シュバティナー トヘc地震の被害であまり観るべき

ものはなかつた。その後、バサンタブール宮殿 とア

サンバザールを訪れたc

・19日  JICA訪 問。その後、ロイヤル ミュージアム、動物

園訪問。その後、マテマ氏の自宅を訪問し、おいし

い料理をご馳走になつた。
・20ロ  バクタブール訪問.陶磁器は素晴らしかつた。それ

に、歴史的宮殿や寺院、古い文化など。大部分が地

震の被害にあつている。正午、ホテル・サンセット

ビューに戻 り、新井場理事と会 う。午後 3日寺から、

飯森 l ll子 さんによる交流プログラムの講義を受け

ようという方法な

のか も しれ ませ

ん。JNFEAも 感

謝状をいただきま

した。さくら寮の

学生は、9期生の

Nisha Gurungさ

んが最優秀賞を、

ⅣIenkashi Guru‐

ngさ んがネノベール

語の優秀賞を、10

期生の P可a Karki

さんが論文で優秀賞を受けました。

ダンスや くじ引きなどの楽 しい催 しもありまし

た。出席 した新井場も最後の10枚 のくじ引きを買っ

てみましたこなにせ 1等賞はホンダのスクーターで

すからc残念ながら外れましたが、感 りだくさんの

式典でした,そ して 2日 間は休校とのこと。

管理栄養士、熱田典子さ

んの指導

11月 16日  管理栄養士

の熱 田典子 さんが、さく

ら寮で栄養についての講

義 を して くだ さい ま し

た。ネパール語が得意で、ネバールの事情にも詳し

く、生徒にはとても理解 しやすい授業でしたЭ

た。サファラ先生 (ト レーナー教 J「 |う らヽも、良い

講義を受けた。
・ 21日  カ トマ ン ドゥを発 ち、正午 にマ■ カマす寺院 に到

着.昼食後ポカラに戻つた
=

・25日  古宇 田理事 と降旗 さん、莉 田さ
'レ

夫妻来訪.バネル

シアター と音楽の授業実施 .

・27日  山下理事長 が到 着=古宇 田理事 と降旗 さんが カ

ニャ・スクールで授業実施=午 後3日寺バ リジュー氏

を迎えて、打ち合わせ
=

。28日  卒業式挙行。 日本 よ り山 F理事長 、新井場副理事

長 、古宇 円理事、宮原氏、降旗 さん、和 国さん夫

妻 、小野寺 さん、磯島 さんの9名 が出席 した。夜、

タカ リキッチンで卒業祝い会 .

・30日  山下理事長、新井場副理事長、古宇 田理事、降旗 さ

ん、和田さん夫妻、クリシュナ氏が、ダーデ ィン出

身の寮生2人 とともに、ダーデ ィン郡へ出かけた。

7月

・4口  休暇のあと、12年生が戻つてきた。 10周 年記念行事

開催のことについて、ホテル・ポカラ・ グランデに

行った。
・6日 ‐29日  マンジュ寮母が、 10周 年記念行 事の準備 をいろ

いろした。 (記念誌の行事の一部をネパール語に翻

訳依頼、式典で発表す る卒業生の原稿集めと指導、

卒業生90人への連絡、行事の内容伝達、卒業生のコ
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メン トを集める、10周 年記念誌の印刷発注など)

・10日  スジャータさんが、1週 間の夏季休暇を取 り、さく

ら寮へ来た。発表内容について、マンジュさんの指

導を受け、24日 、村へ帰った。
・21ロ  カマラ・ダンギさんが、日本留学のため、カ トマン

ドゥの日本大使館ヘビザ申請に行つた。
・27日  浴室の修理が済んだので、工事業者に代金を支払つ

た。
・28日  カマラ・ダンギさんが、ビザを取得 した。
9月

・2日  学生に奨学金配布のため、KCPに行き、その後、
銀行に行つた。

・3日  もつと1)大 きな ヒン ドゥー教の女性のお祭 り・

ティーズが始まったので、学生のために特別の料理

を作った=一 J¬ 食べて踊つて歌つた。これがさく

ら寮での最後のティーズのお祭 り。
・4目  女性崇拝F)神のために、寺院に行く休 日で、さくら

寮√)学生も、お寺に行 くc

・5日  今 日も休日t Bijay氏 が、絵画や簡単なスケッチに
ついて教えた。10周 年記念誌の印刷に行った。

・6目  KCP′D先 生やBharijoo氏 の原稿を集めなければな

らず、みんな忙 しいが、できるだけ早く書いてくだ

さるようお願いした。
・7日  第5瑚生に10周年記念のスピーチについて連絡 し、

記念行事について説明したこ
・9日  10周 年記念誌掲載の卒業生の原稿を集めた。記念式

典やフォローアップに卒業生を招待するための連絡
で忙 しかった。

。10日  寮母が、英語を教えた。かなり面白い授業だつた。
・11日  さくら寮のためのいくつかの道具を購入するZ、要が

あり、忙 しい。
・12日  卒業生のレポー トを確認するため郵便局に行つた。

その後、電話局に行って支払いをした。
・13日  第5期卒業生のスピーチを受け取 り、それを岩谷理

事に送 り、その後、記事編集のために印ll l所 に行つ

た。
・14口  第 10期 生が記念式典でKCPの ユニフォームとして

着るためのサ リー とブラウスを買いにお店に行っ

たこ
・16目  学生に奨学金を支払い、食料の支払いなどで忙 し

い 。

。17日  学生と客室や水タンクの掃除をした。また裏庭にい

くつか野菜を植 えた。

卒業生のほとん どが携帯の番号を替 えていて、連絡

を取るのが難 しかつた。

新井場理事到着。記念式典の準備が山ほどある.

バ リジュー氏 に会 って10周 年 の準備 について話 し

合った。その後、10周 年記念品の手帳を買いに行つ

た.

10周 年の招待状作成 で忙 しい。マナ ンダールKCP
学長にプログラムについて説明 した。

新井場理 事、宮原氏 とポカラ・グランデに行つた。

第10期生 とホテル・ポカラ 。グランデに行 き、ホー

ル変更についてホテル のマ ネジャーに話 しを聞い

た。

。18日

・ 19日

・20日

。21日

日

日

・26日 -29日  記念式典のための招待状、チケット、バナー

などの準備で、毎日忙 しい。
・29日  ダサイン休暇が始まった。旅費の準備をする。
・30日  6人の学生が、ダサインで故郷に帰る。招待状に名

前を書くのに忙 しい。
10月

・1日  10周年記念行事の準備を始めた。記念品発注、招待

状用意、挨拶文等翻訳依頼、バンフレット用意…な
ガ

・3日 4日  新井場理事 とカ トマ ン ドゥヘ行 き、招待客へ招

待状を届けたc

・7日  食器 な どキ ッチ ン用 品 レンタル (16日 か らのフォ
ローア ップセ ミナー と10周 年記念行事へ参加の卒業

生と10ttB生 の計70人 が、さくら寮に宿泊することに

なる、8日 からはダサイン休暇で、ほとんどの店は

FTま る).
・13日  岩谷理事、深田理事、大柄会員が到着し矢野理事、

今村理事、今村務氏もrl着 し、新井場理事 と全員
で、フォローアップセ ミナーと記念行事の運営の準

備を始めた。
。13日 -15ロ セ ミナー と記念行事へ参加する卒業生と10期

生、計70名 が集まつた。
・ 16日 -18日  セ ミナー実施.今回は参加者が多いので、

KCPの ホールを借用 して実施.

・ 18口  日本からのチャリティー・ツアー参加者が、山下理

事長、松波理事、 1 監事 とともにさくら寮を訪

問.卒業生と10期生は、歓迎の気持ちを歌や踊 りで

表 し、感謝の言葉を述べた。
・19日  さくら寮開設10周 年記念行事をホテル・ポカラ・グ

ランデで開催。200名 超の参加を得て盛大に実施 さ

れたc

・21日  大部分の学生が故郷へ帰った.

・22日 -23日  岩谷、深田、矢野理事は、」ICA プロジェク

トの推進のため、クリシュナ氏とともにダーディン

郡のバ トレ村を訪問。現地の事業推進の中心となる

責任者 ととモ)に 、8校から集 まつた校長、教師たち

に、今後3年間のとりくみと目標を説明した。
・23ロ ー25日  新井場、今村理事、今村務氏、マンジュさん

が、ビバナさん、ティルサナさんと同行 してピュー

タンヘ行つた。 12時 間かかり夜 7日寺についた。翌 日

ティルサナさんの学校を訪問。彼女の授業を参観。
今村務氏が歌の指導をした。その後、ビパナさんの

学校を訪問したが、ダサインで学校は休み.校長先
生に会い、ビバナさんの雇用に前向きだつた。その

後、2人 の家庭を訪問し家族に会った。そして、カ
ピルバストゥヘ向かい夕方着いた。

・25日  スジャータさんの学校Janachetana Lower Second
ery Schoolで 、今村理事が、先生方に体育の授業を
した。その後、スジャータさんの授業を参観.実に
立派な授業だった。今村理事は、生徒にボールゲー

ムを指導した。
・26日  新井場理事とマンジュさんはさくら寮に戻つた。

JNFEA活動報告
4月

・1日  ニュースレター編集会議        二子工川
・12日  JICA草 の根技術協力事業、相談    東京JICA
・16日  第14期第1回 (臨 時)理事会    文京学院大学
・22日  」ICA草 の根技術協力事業、相談    東京JICA
。23日  東芝国際交流財団へ事業計画提出
・25日  活動推進会議、会計監査       大泉資料室
・25日  国際ソロブチミス ト日本中央 リジョン

認証40周年記念式典     国立京都国際会議場
5月
。1日  Kamala Grurungさ んが福井家訪問
・7日  」ICA草 の根技術協力事業、相談
・8日  第14期第2回理事会
。19日  」ICA草 の根技術協力事業、相談

大泉資料室

」ICA東京国際センター
。21ロ  ゴルカヘ地震見舞 /1Nを 届ける      ネバール
・22日  JNFEA総会           文京学院大学
・28日  さくら寮9期生卒業式          ポカラ
・30日  山下理事長たちがパ トレ村小学校訪問   パ トレ

6月

・1日  山下理事長たちが在ネパール ロ本大使館訪問
カ トマンドゥ

。2日  赤尾健蔵氏 ωAF)カベ、さくら寮訪間   ポカラ
。10日  総会資料等送付作業         大泉資料室
。11日  国際ンロブチミスト新潟記念式典      新潟
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。25日  てっべんフォーラム (Kamala Gurungさ ん表彰 )

ふ じみ野市大井中央公民館
・28日 -29日  JICA草 の根技術協力事業、相談

北軽井沢 ラムロ

7月

・5日  JICA草の根技術協力事業、相談

小 田急セ ンチュ リー

・ 17日  第14期第3回理事会 コン′く東京
。24日  Kamala Gurnugさ んが帰国

8月
。10日  Kamala Gurnugさ んが寮生に留学キR告   ポカラ
。11日  Kamala Dangiさ んが羽 田若 新井場宅 7言 |=

・ 12日  Kamala Dangiさ んが区役所手続 き、その後深 田宅
へ移動

。12日  JICA車の根技術協力事業、相談
。147月 12日  Mattuさ んが来日
・15日  米白俵賞表彰式に参加
。15日  Ma珂uさ んが文京学院大学表敬訪間

・21日  活動推進会議
・21日 -25日  Mattuさ んが軽井沢・

lJ問

コンパ東京

新潟

文京学院大学
大泉資料室

今村宅

夫泉資料室

ポカラ

挨拶
文京学院大学

・29日  」ICAホ ップステップ講白T JICA東京国際センター

9月

・8日  10周年記念行事:に ついて話し合い  文京学院大学
・14口  第9回 フォローアップセミナー打ち合せ

コンパ東京
。17日  第14期第4回理 事会         コンバ東京

・ 18口 ‐10月 3日  /1任地訪間 ムグ・カ リコッ ト・ダイ レッ

ク・ スルケ ッ ト
・ 19日 -12月 10日  新井場理事が記念行事等準 ilmの ためネ

パール滞在
・22口  「科学の祭典J打 ち合わせ        吉祥寺
・28日  「科学の祭典J打ち合わせ        吉祥寺

10月

・5日  「FI学の祭典J打ち合わせ      コンバ東京
・8日  「科学の祭典Jシンポジウム  小金井 学芸大学
・9日  「科学の祭典J        小金井 学芸大学
・1日 ‐24ロ  チャ リテ ィーツアー実施      ネバール

・ 11日 -24口  第9回 フォローアップ研修会準備実施  ポカラ
。19目  さくら寮開設 10周 年記念式典       ポカラ
・24日 -27日  ll任地訪問   カビルバス トゥ、 ピュータン
。26日 -27日  全国退職 女性校長会愛知大会出席   名古屋

11月

・5日 9日  赴任地訪問

ダデル ドゥーラ、グルチュラ、バイタデ
・16日  JICA情報交換
。20日 -21日  /1任地訪問

JICCA東 京国際センター

マナン16日  活動推進会議、会計処理

23日  Kamala Dangiさ んが新井場宅′ヽ

PC、 英語の学習
27日  現地理事会

25日  Kamala Dangiさ んが文京学院大学

・21口  大阪堂島ロータリークラブ治1立 30周年記念式典

。26ロ  ニュースレター編集会議
・26日  第14期第5回理事会
12月

・1日  JICA草の根技術協力事業、相談
・7日  KCP創 立25サ司年記念式典
。18日  Kamala Dangiさ んが本郷寮退寮

京都
コンパ東京
コンパ東京

コンパ東京

ポカラ

編集後記
さくら寮開設10周年記念式典という大きな行事を催行するにあたり、日本とネパールの」NFEA関係のメン

バーは、それぞれ忙しい身でありながら、ネパールと日本と離れているにもかかわらず、一九となつて、素晴

らしい式典を無事終了することができました。とくに、さくら寮の寮母Mattuさ んは、「ゴ本とネパールのパイ

プ役として、てきぱきと仕事をこなし大活躍 ||い ざというときに、一致団結して力を発揮するこのエネルギー

こそが、JNFEAの 誇るべき大きな底力、これまで着実に成果を上げてきた源だと、つくづく感じました。今

回、新井場理事がネパール長期滞在のため、慣れない作業で発送が遅くなりましたが、読み応えのある記事が、

今FIも 盛りだくさんですc

佐伯

郵便振替口座 00130-4-370983 (国 座名)NPO法 人日本ネバール女性教育協会

銀行日座 三菱東京ビFJ銀行 大泉学園支店 普通0571552

(口 座名)特定非営利活動法人 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 (ただし、月額1,000円 より可)

特定非営利活動法人 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

PO 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 324判 判001 Fax 03■ 222■ 824

E‐ mail infea3@vahoo.com ホームページURL:http:〃wwπ inおa.net/

編集委員 :新井場貞子 岩谷栄子 佐伯律子 吉田俊吾 山下紗衣
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