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【日次】 さくら寮第 3期生の紹介

対談一プロジェクト3年間を振り返つて (カ ニヤキャンパス学長とnWEA理事長)

さくら寮第 3期生の紹介 出身地を地図で紹介 選考委員会報告

「自由都市・堺 平和貢献賞」奨励賞を受賞

新人生歓迎会と友松 SVの送別会 さくら寮の年間行事と寮生

卒業生の小学校を訪ねて 第 2期生の作文 :私の村紹介 さくら寮運営にかかわる経費

ネパール豆知識 催し 活動報告 部会報告 (総務 0会計 。支援室・広報部 。里親より) その他

リモー トエリアの女の子の人生が変わります ::

村も変わ ります ::

淡:力 ニヤキャンパス学長・バリジュー氏とcINFEA山下理事長

2008年 8月 3日 (日 )ネパール現地で力ニヤキャン

パスの学長バリジユー氏と山下泰子理事長の対談を

実施しました。日本ネパール女性教育協会ONFED
のプロジェクトの念願であるリモー トエリアのお

なご先生をこの6月 に誕生させることができました。

3年間を振り返つていただき、苦労話やこれからの

プロジェク トヘの期待などを語つてもらいました。

さくら寮の 1階の応接室で 2台の扇風機を回しなが

ら、約 1時間、岩谷の司会で進行させていただきま

した。1台の扇風機は時々通電せず・……でしたが。

寮生の選考についてなど
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司会 :お疲れのところ恐縮ですが、これから」NFEA
のニュースレター6号の取材をさせいただきたい

と思います。この 3年間を振 り返つていただきた

いと思います。さまざまな想い出があると思いま

すが、寮生の選考について、学力や生活態度、勉

学態度など寮生活全般についてお話をいただきた

いと思います。

バリジュー :こ のプロジ

ェク トは2つの目的を

持っています。 1つは

教育の遅れているリモ

ー トエリアの教育促進

です。 2つ 目に女性教

師の養成です。寮生た

ちは、 2年間カニヤキ

ャンパスで教師になる

ための勉強をして、リモー トエリアの教員 となり

学校に行けない子どもたちが無くなるようにする

ことです。それは、女性の先生が村の学校にいく

ことによつて、女の子たちが学校に来やすくなる

からです。

選考は申込を受けてから、書類の審査で選んで

います。SLC(高校卒業資格試験)の点数、経済

事情、保護者の仕事、ローカース トなどを基準に

しています。たとえば、サラリーマンの場合は、

家庭で何とか子女の教育はできるから除外します。

特に困難の多い地域を優先にしています。自動車

を見たこともない学生もいます。今まで選んだ学

生のなかで失敗した例はなく、成功しています。

山下 :ネパールは北海道の 18倍の大きさですが全

国を周るのはとても大

変ですc リモー トエリ

アに行くのに4日 もか

かり、バスを 3回乗り

糸区がなければならない

ところもあります。そ

のために、高校生のた

めのフィーダーホステ

ルがあったことが幸いでした。さくら寮には、自

分の地域に高校がなく、フィーダーホステルで生

活し、SLC(高校卒業資格試験)を合格した学生

が来ています。

しかし、フィーダーホステルヘの広報がとても

難 しく、1年目はこれが大変で、バリジュー先生

がとても苦労しましたcで も、2年 目からは、

JNFEAのメンバーが、 1つひとつフィーダーホ

ステルを訪問して PRし ましたこそのおかげで、

我々が目的にしている極西部と中西部を中′らにた

くさんの応募があるようになりました3 しかし、

旅費がたくさんかかりました=ま た、『健康診断を

していらつしゃい』といってもそれを受けたこと

もないし、知らない子がほとんどで困つたことも

ありますc

司会 :ネ パールでは、これから学校規模 10+2(高

校まで)力 各ゞ郡にできるようになるようですがそ

れによつて、対象学生の選考方法に変化が起こり

ますか。

バリジュー :来年からの教育事情、新しい政府・法

律はまだできていないので、どのような変更にな

るかなんともいえませんが、」NFEAの 目的は明

確ですので、村に帰って小学校の先生をしたいと

いう希望を持つている女子学生を選ぶことには変

わりありませんc最終的にはその目的に適つた意

欲的な学生を選ぶことですから問題はないと思い

ます。SLC制度あるいはそれと同じような資格試

験があると思われるので、それも1つの目安にな

ると考えられますc国が共和国になつても基本的

なことは問題なく、2年間の教員養成は必要です.

寮生たちの学校生活・寮生活について

司会 :あ りがとうござい

ます。寮生たちはどのよ

うな学校生活、寮生活を

送つているか、日本のこ

のプロジェク ト支援者の

皆さんにお伝えしたいと

思いますのでお知らせ下

さ0ヽ。

バリジュー :今まで、教育のチャンスがなく、大変

だつた子どもたちが 2年間、実に一生懸命頑張つ

つ
´



ている様子がよく分かります。ポカラのような街

の学生より頑張つています。そして、とても正直

で、まじめで、人を裏切らないし、よい先生にな

つて、村のために役立つ人間になりたいという意

識が高いですc私は村のリーダーとして活躍して

くれると確信 しています。今回の卒業生も立派に

やつてくれているようです。その報告を現地から

受けています。

山下 :今回の卒業生が、自分の小学校時代のことを

話してくれましたが、石を割って学校の費用を作

つたり、妹が先に学校に行けたけど、自分は 10

歳からやつと学校に行けるようになつた学生もい

ました。だから、本当に勉強したいという思いが

強いと思います。2年間の成長振 りはすばらしい

ものでした。今、村で先生をしている4人の卒業

生たちを訪問しましたが、実に、堂々として、頑

張つているようです。カニヤキャンパスで学んだ

ことを活かして、村民に高い評価を得ているとの

ことでした。信頼される先生になつてくれるに違

いないと思います。このプロジェク トを実施 して

本当によかつたと思つています。

司会 :私たちがこちらにお伺いした時、バリジュー

先生が、よくさくら寮をお尋ねになり、寮生たち

にお声を掛けてくださり、また、警備員さ/し をご

指導くださって、さくら寮を守っていただいてい

る様子が伺え、私たちのプロジェクトに大きな支

援をいただいていることを目の当たりにして本当

にうれしく思います。常日頃の寮生たちの生活ぶ

りについてお話し下さい。 日本の支援者たちに報

告したいと思います。

バリジユー :さ まざまな郡から来ており、またカー

ス トもいろいろですが、時々、さくら寮に来てい

るのですが、いろんな事情を抱えながらもみんな

で助け合い、困つたことがあったら、互いにサポ

ー トしていることがよく分かります。ネパールで

|ま カース トの低い人に対して、差別がまだまだあ

りますが、寮生たちはローカース トのダリットの

寮生に対しても差別なく、生活しています.ま た、

12年生が 11年生によく教えたり、一緒に楽しん

だりしています.言葉も文化も違 うけれど、それ

ぞれの経験を学びあつています。キャンパスのイ

ベントにもよく参加 して、歌を歌つたり、踊つた

り、ポカラマラソンにも参加 した学生もいました。

一緒に野菜作 りをしたり、お寺参りをしたり、

衛生的な生活に心がけたり、とても仲良く過ごし

ています。また、食後はテレビをみんなで仲良く

見たりしている光景もあります。今までの 3年間

で喧嘩などなく、物が無くなつたということもあ

りませんでした。マナーもよく身に付き、先輩が

後輩の面倒をよく見てくれるなど良い習慣ができ

たと思います。これからもよりよくなつていくと

思います。

学生たちが、時々、校長室にお話しに来てくれ

ます。学生の名前も全部覚えていますから、他の

学生が少しうらやましがっています。コミュニケ

ーションがよく取れています。

山下 :ネパールは朝が早いです。夏だと5時ごろに

は、マチャプチャレやアンナプルナがよく見えま

す。学生たちは一斉に6時には起きて、清掃をし、

食事の準備にかかります。それぞれが分担された

仕事を実によくやつているようです。このことは

当初問題になりました。ネパールでは、清掃をす

る階層や食事を作る階層がいて、その人たちを雇

うという習慣があるようです。しかし、お料理を

作ったりすることはとても大切なことなので日本

の習慣を取り入れて、反対しました。自分たちの

ことは自分たちでやるように習慣づけたことは大

成功だったと思います。

日本の教育支援をさくら寮訪問者にお願いして

おりますが、いつもとても熱心に集中して学習し

ているようでして、うれしく思います。竹田さん

ONFEA会員)が こちらにきて、エプロン作りを指

導したのですが、とても独創的な刺繍を施したり

して、徹夜までして仕上げた学生もいたようでし

た。寮生たちはものすごい吸収力です。村に帰っ

て、是非様々な形でここで学んだことを活かして

欲しいと思います。

第 1期生の赴任先を訪ねて、そして今後の彼女

らへの取組みについて
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司会 :日 本から今まで 16コマの出前授業を展開し

ております。体育や算数、読み聞かせ、お習字、

編み物、児童理解等々でしたが、あるとき、学校

に来られない子どもたちへの思いを大切にしてね、

欠席 した子どもへ何らかの働きかけをして欲しい、

と話 したことがありました。これは」NFEAの趣

旨でもあるわけですが、サンタの赴任先の学校を

訪問したとき、進級のための費用 (学年が進むた

めに費用を出して受験をしなければなりません)

を自分が出してあげて、来られるようになつた子

どもの話に感動してしまいました。そして、貧困

で学校に来られない子どもの家庭訪間を一緒にし

ました。

このように第 1期生は着実に」NFEAの趣旨を

提えて、頑張つている様子を目の当たりにしまし

て、うれしくなり、司会なのにお話してしまいま

した。

山下 :今回、サンタ、シタ、サムジャナ、スニータ

の赴任先を、岩谷と磯が訪問してまいりましたが、

皆、それぞれよく頑張つていたということです。

しかし、1年目の教師なので、教え方や、保護者

との関わり方等々、様々な悩みも、たくさんある

と思われます。そのアフターケアの研修会を年に

1回持ちたいと考えております。リモー トエリア

の村で卒業生たちが 根付いてくれて、子どもた

ち思いの大石先生のようになつてくれていること

が分かり、まだ 1期生しか出しておりませんが、

可育旨性が開けたように思います。

司会 :赴任先に出向いて、想像以上に遠く、困難な

地域から来ていたことを改めて実感し、このプロ

ジェクトの大きな意義を感 じました。卒業生が、

ダサイン体暇を活用して、その遠く大変な道のり

を、ポカラさくら寮で実施する研修会に集まって

くれるわけですから、このプロジェク トは是非と

も彼女たちにとつて、大きな収穫のあるものにし

なければと痛切に思いました。この研修会の成功

のためにバリジュー先生のご助言をお願いします。

また、山下理事長の強い願いも伺いたいと思いま

す。

バリジユー :こ のプログラムについて、前から私も

考えています。この研修会を成功させて、卒業生

が現地で頑張れる力をつけてやりたいと強く.思い

ます。カニヤキャンパスの先生方も現地を視察し

たいと思つています。カニヤキャンバスでできる

ことは限られていますが、互いにシェアしていき

たいものですc私たちも彼女たちに、何かをやつ

てあげたいと考えています。卒業生が村に帰って、

女の子のために、また、コミュニティーのために

頑張れる力をつけてあげたいと思つています。こ

れはお金だけではできないことです。そして国の

ためにあきらめないで、活躍できる教員になつて

欲しいと願つています。

山下 :こ のプロジェク トを成功させるためには、ネ

パールの教育界への提言が重要になつてきます。

日本ネパール女性教育協会 (JNFEA)の 顧間で

もあります元駐日大使のマテマ氏にも、ダサイン

のときに行われる研修会にア ドバイザーとしてお

いでいただき、ご助言を賜りたいと′思つています。

それから、 日本の退職女′
l■校長会からも参加 した

いと思います。

小さなプロジェク トですが、広がりを持つこと

ができることを期待 しています。 もちろん

KCP(カ ニヤキャンパス)の先生がたが主体になつ

てやつていただけたら幸いですc

プロジエク トに期待するもの

司会 :最後の質問です。これからのこのプロジェク

トについての願いなどお聞かせ下さい
=

山下 :ネパールは共和制になつて、大変落ち着いて

このプロジェク トができるようになつてきました。

しかし、難点はネパール女性教育協会 ,PヾFEA)

にはあまりお金がないことです=イ
ンフレになり、

教員等の給与なども上がってきて1ヽ るようですが

何とか里親や会員の増強に努うてtヽ きたいと思い

ます。

バリジユー :山下先生との出会い|ま 15年前でした。

このような形でさくら寮が建設され、リモー トエ

リアの学生たちが教員を目指して学ぶ機会を得る

ことができました。皆さんのご苦労もよくわかり

ます。でもお金よりも「′きが金持ち」の方々のご
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支援をうれしく思います。「/1ヽ さいけれども美 し

い_プロジェク トです。その苦労はよく分かりま

―
_

これによつて、リモー トエリアの女の子の人生

が変わりますc村が変わりますc政治はまた別で

すc

司会 :ち ょうど1時間となりました。本当にありが

とうございましたc

(文責 :岩谷栄子 通訳 :ク リシュナ・カテワダ)

2008(ネパール歴 2065年)年度新入寮生 選考委員会報告

磯 公美子

日時 :2008左再7月 13日  (日 )10:10～ 12:10

出席者 :大木章次郎神父、シュレン ドラ 。バハ ドゥール・バ リジューKCP学長、杉浦実理事、

磯公美子理事、友松史子 SV、 アンジュ 。ドジュ寮母、サロージ・シュレスタ (通訳)

バリジュー校長より今年の応募説明から始まる。応募総数 27名。選考番号 1,2は昨年決定後ジュムラから応

募書類を持参して来た学生。この学生達は教師からも交通費の寄付を受けて来ている。昨年から何度も電話連絡

が来ている。バリジュー氏の考えは、昨年選ばれていない地域から選びたい。過去 2年間の寮生の出身地の観点

からも、ジュムラ (」umla)、 ジャジャルコット (J菊留kot)、 サルヤン (Salyan)、 アチャム l_4chham)か らは

今まで選ばれていない。この地域の応募者から優先的に取りたいという意向が示された。出席者一同、賛成する。

引き続きゴルカの件が話し合われた。第 1回卒業生のリンクが現地に赴任していないことが問題となる。バリ

ジュー氏はゴルカには FH.も ない。劇 の関係で選ばなくてならないのか?自 分はこの考えには疑間に思うと

の発言があつた。

大木神父様よリゴルカの件をどうするかについて「この選考委員会よりcrNFEAの理事会に提案すべきである」

と言 う意見があつた。バリジュー氏はこの委員会はリモー トから選ぶという正義を実行したい。今年もゴルカか

ら選ぶことには同意することとなつた。

最初のバリジュー氏の提案通り、 1巡 目は今まで選ばれたことがない地域、 2巡目は同一地域の中でよリカー

ス トの低い学生、SLCの成績順、同じ成績の場合は年齢の若い学生、他に父親の職業が考慮され、10名 と補欠 2

名が決定された。

まとめ :

※今年の選考会はあくまでもリモー ト出身者。次に低いカース トを考慮した。

※来年から「インターネットで SLCのマークシー トで調べられない学生は選考しない。Jと 均叩hCation form

に明記した方が良い。 2巡 目選考はSLCのマークシー トがある方が望ましい。

※来年の_Apphca■on formの整備をする。

※応募者の対象地、カース ト、SLCの成績について考慮する。

※カンティプール紙に合格者の告知をするとともにKCPよ り電話連絡する。

別件として、2009年 よりFHがなくなる。10+2修了者が多数応募してくることが予想される。今のさく

ら寮では収容人数が少ない。また、KCPの学制も現行の 3年生の学士課程から、4年生に移行する予定であ

る。
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第 3期入寮生のプロフィール

Ambika Malla

K,1lka Khat五  誕生 日 :1986.10.1 22歳

出身郡 :Jumla

議二昼二日 :1991.4.29  17歳

出身郡 :Jumla

出身校 :Karnah Ma Ⅵ _4namnagar

SLC:2007 1st

父親名 :Late Go宙nda Bdl・ Mtta

父親の職業 :農業

出身校 i Chandannath Ma Vi halanga

SLC:2007 1st

父親名 :Late Dhana Krishna囮 mtri

l 父親の職業 :農業

誕 生1日  : 1990.6.11  18歳

‐ 出身郡 :JalarkOt

‐ 出身校 :T■・ibhuwan Ma Ⅵ Khalanga

SLC: 2007 2nd

l 父親名 I Prithvi Bdr Rokaya

父親の職業 :農業

Shrijana Saud 誕 生 日 : 1992.2.7  16歳

出身郡 :Achham

出身校 :Shree Padma Public Ma VI Shingadh

SLC: 2008 2nd

父親名 :Ganesh Bd■・Saud

父親の職業 :農業

Kaushila Budhathoki 3正 生日 :1991.8.8 17歳

出身郡 :Salyan

出身校 :Padlnodaya Pubhc WIa Vi

SLC:2008 2nd

父親名 :Swarattit Budhathokl

父親の職業 :農業

Tikeswori Kuma五 Madai誕生 日 :1992.10.28 16歳

1出身郡 :Doi

l出身校 :hree Padma Public Ma VI Singadhi

l SLC: 2008 1st

i父親名 :Man sin Mad五
｀
父親の職業 :農業

議I昼二日 : 1992.6.22  16歳

1出身郡 :Rupandeh

:出身校 :Shree Banganga Ma.Ⅵ .

:SLC: 2008 1st

i父親名 :Bir Btt B K_

1父
親の職業 :農業

議正昼二日 :1991.8.2  17歳

出身郡 :Gorkha

出身校 :Shree Budha Ma Ⅵ .Sirdlbas

SLC: 2008 1st

父親名 :Latup Gurung

父親の職業 :農業

Puspa Lama議 延生 日 :1993.1.25 15濃晏 Sharmila B.K.

出身郡 :Humla

出身校 :Shree Man Sarobar a Ⅵ Simikot

SLC: 2008 2nd

父親名 :Shree Lachya Lama

父親の職業 :農業

Sushila Tamang誕 生 日 :1991.11.28 17歳 Rajani Gurung

・   出身郡 :Humla

■■|1出身校 :Shree Man Sarobar a VI Simikol

llllll SLC:2008 2nd

■||1父親名 :Dansing Tamang

父親の職業 :農業

譲J,華

彎 11
擁:1短|
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「自由都市・堺 平和貢献賞」奨励賞を受賞 :

山 下 泰 子 (NPO法人 日本ネパール女性教育協会理事長)

‐瑕
1魃 |

蓼榎
=転

:・や:‐ 1.||==t'・鷲.・ ず11彎|1鸞 :

みなさん、うれ しいお知らせです。私たち NPO法人 日本ネパール女性教育協会(JNFEDが 、

第 1回 「自由都市・堺 平和貢献賞J奨励賞を受賞いたしました。

大阪府堺市は、2006年に政令指定都市になつたことを契機 として、2007年 1月 に「堺市平和

と人権を尊重するまちづくり条例Jを制定し、2008年 7月 、それに基づいて上記の 「平和貢献

賞Jの第 1回 目の受賞者を発表 し、10月 6日 に、リーガロイヤルホテル堺ロイヤルホールで授

賞式を開催しました。

大賞受賞者は、民族紛争の続 くスリランカで身を挺 して平和を求める人々のネットワークづく

りに尽力しておられる「国民平和協議会J専務理事のジハン・ベ レラ氏です。奨励賞は、ミェン

マーなどで医療活動をしておられる「国際医療奉仕団ジャパンハー ト」代表の吉岡秀人氏 と、私

たちJNFEAですc

堺市には、古くから自治と自由の精神で切 り拓いてきた歴史があります。経済面のみならず、

千利体や与謝野晶子を生み、茶の湯など豊かな文化と「もてなしの心」を育み、応永の乱、大阪

夏の陣、第二次世界大戦の堺大空襲と三度戦火にあつたことから、平和を希求するこころが生ま

れ、それが今 日まで受け継がれています.さ らに平和社会の実現をアジアから世界に発信 しよう

とするのがこの 「平和貢献賞」の目的です。

みなさんは、何故、ネパール遠隔地の「おなご先生Jを養成する私たちの協会が、平和貢献賞
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の対象になつたのか不思議に思われますか ?「平和貢献賞」の趣旨書は、「今 日平和とは、戦争

がないという意味だけではなく、人が人として本来享受すべき権利や自由が保障される状態を言

い、すべての人が安心して幸せに暮 らすことのできる状態を言いますJと 述べています。「戦争

は、人の心の中で生まれるのであるから、人の′らの中に平和のとりでを築かなければならないJ

(エ ネスコ憲章前文)のです。平和とは、人権が保障されて人々が′さ豊かに暮 らすことのできる

状態を意味します.すべての人々の人権が保障されて、はじめて平和な社会ということができる

のですc

私たちの協会の「ネバール遠隔地の少女に教育をJと い う目的は、まさに平和構築のもつとも

基盤 となるものです.読み書きができなければ、豊かな人生は、望めませんG貧 しい山村の暮 ら

しを変えることも、叶いません。自分が人身売買の対象になつても、なすすべもないのです。村

に紛争が起きて t)、 人権を無視 されるようなことがあつても、黙つて見過ごすことしかできない

でしょうc

今、理事たちが手分けしてこの春卒業 した第 1期生の赴任先を訪問しています。8月 には、磯

公美子理事と岩谷栄子事務局長が、4人の赴任先を訪問されました。遠 くから坂道を駆け下 りて

きた卒業生との涙の 「ご対面」、まだ駆け出しなのに、自信たっぶ りに教えていた卒業生、お金

がなくて学校に通えない子のために自らお金を出してあげた卒業生、みんなの活き活きした様子

をこのニュースレターで読んでください。

JNFEAは、これから毎年 1回・ダサイン休暇を使つて 「さくら寮Jで卒業生の研修会をいた

しますc今年は、10月 20日 と21日 の両国です。5か月ぶ りの卒業生たちの成長が楽しみです。

私たちは、今回の受賞を機に、すべての少女が少なくとも初等教育を受けられるようにするこ

と、そのために村の小学校に『二十四の瞳』の大石先生のような、平和を愛 し子どもたちを本当

に愛する「おなご先生」を赴任させること、とい うJNFEAの 目的を実現するために一層自信を

持つて取 り組んでいきたいと思います。

自 由 都 市・堺 平 和 貢 献 賞 奨 励 賞 授 賞 式 の 報 告 と そ の 後

堺市では「SAK_41か ら世界へJのキャッチフレーズを掲げて、今年度、「自由都市・堺 平和

貢献賞」を創設しました。国際的な平和貢献活動を行った個人や団体を顕彰することにより、国

際平和や人権尊重の重要性を国内外に発信するとともに、市民をはじめ多くの人々に、国際協力

や貢献活動に対する理解 と認識を深めていくことを目的としています。

その第 1回の受賞者 として 2人の個人と 1団体 (私たちJNFEA)が 選ばれ、10月 6日 、リ

ーガロイヤルホテル堺ロイヤルホールで授賞式が行われました。400人のホール満員、平和の歌

を歌 う歌手・Hannaさ んの歯切れのよい司会で式典がすすめられ、選考委員長上田正昭京都大

学名誉教授から、選考経過についての明確なお話がありました。」NFEAの授賞理由として次の

ような点が挙げられました。

」NFEAのこのような活動 (山村の少女たちの就学をたすけるため、女子教員を養成すること)
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は、ネパールの少女たちの教育機会の拡大、普及を図るもので、将来のネパールにおける女性の

地位向上のために、大きく寄与するものであり、個人の権利、尊厳、可能性の追求が保障された

ユニバーサル社会・共同体の実現に向けた社会基盤整備への取 り組みとして、高く評価するもの

です.

山下泰子理事長の受賞者あいさつは、与謝野晶子の “君死にたもうことなかれ"を引用しての

胸を打つものでした。 (詳細は理事長の喜びの言葉をお読みください。)

授賞式のあとのレセプションでは、Hannaさ んの力強い歌が会場を盛 り上げていました。協

会からは東京から2人の理事や在大阪の水野ご夫妻、堺市在住の寺井会員、里親の小川氏、「さ

くら寮」の設計者で堺市民の赤尾氏、寮母だつたコビタさんを|ま じめたくさんの関係者が出席 し、

この受賞を喜び合いました。

この受賞を報 じた新聞を御覧になつた方々から、里親の申し込みをいただいてお ります。あり

がとうございます。

新入生歓迎会と友松 SVの送別会08730
磯 公美子

新入生 (11年生)は私達がカプリバス ト、タンセン、グルミを訪問し28ヨ にさくら寮に戻つ

た時はすでに全員が入寮 していた。新学期が 30日 に始まると問き、友t,SVも任期が 31日 ま

でなのでアンジュさんと相談 し、30日 の夕方から「歓送迎会Jと いうことで開催を決めた。料

理、花束、カー ドなどアンジュさんの指揮のもと学生達と一緒になつて進うた=私達 (岩谷、磯 )

2名 はデザー ト作りを担当した。1時より取り掛かつたが、もう大へんな騒ぎ。でもなんとか 6

時の開会に間に合った。生憎の大雨、停電と予期せぬ出来事が続き、やつとゲス トのシスター川
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岡が到着。暗闇の中を自転車で来 られたのには驚き、深く感謝 した。ローソクの明かりの中、

12年生のラルマヤの司会で始まる。12年生代表のサシの歓迎の挨拶、新入生のアンビカの返礼

の挨拶。友松 SVよ り12年生にティカ (額につける紅)が授けられ、学生から友松 SVに花輪、

ティカのお返 し、続いて 11年生にティカが授けられ、学生からティカのお返 しで儀式は終了。

ローソクの光の中、ティカの授受は厳粛な雰囲気だった。シスターの「エーデルワイズ」の独

唱、岩谷事務局長から日本語、ネパール語の挨拶。7時半すぎバ リジュー校長も到着。友松 SV

にねぎらいの言葉、抱擁。11年生に歓迎の言葉が送られ 8時半すぎから食事開始。私たちの作

ったデザー トは好評。にぎやかに歓送迎会は終了した。

さくら寮の年間行事と寮生

友松 史 子 (前 さくら寮スーバーバィザー)

さくら寮の 1日 は、以前、お話いたしましたが、今号では、さくら寮生の日常生活のメリハ リ

をつける上でも大切な寮の年間恒例行事についてご紹介 したいと思います。

さくら寮では、寮生主導で作 り上げるイベン トが年に何回か催 されますGこ ういった行事を実

施することによつて、開催に向けての協同作業や当日の出し物が、銘々の日ごろ培ってきたこと

を発揮 したり、各自の知識やスキルを伸ばすヒン トを見出す場となることに主眼を置いています。

まず、催 しに向けて、寮生は 3つ の係に別れて準備をしますc①会場設営やイベン ト全体のタ

イムスケジュールを作ったり、必要経費を算出して、寮生各自から参加費を集め、そのお金を管

理するプログラム係。②寮生から出し物を募 り、ア トラクションのプログラムを作 り、司会進行

を務める司会をするア トラクション係。0寮生から食事のメニュー希望を取 り、料理する献立を

決め、食材の買出しを担当する料理係。寮生は各々の興味や得意分野を活かしてこれらのどれか

の仕事に就きます。

当日の時間は、料理、ア トラクションと食事、後片付けという具合に流れていきます。朝のダ

ルバー トが終わってしばらくしてから全員で料理の支度に取 り掛かり、料理が一段落 した午後 5

時ごろからア トラクションを始め、歌や踊 り、寸濠1、 詩の暗誦などの出し物を楽しんだ後、食事

をするのです。

食事はいつものように皆揃つて食べますが、この日は、普段のメニューにない “ごちそう"な

ので、食事をする寮生の表情もうきうきとし、会話もいつも以上に弾みます。後片付けの後、宴

の余韻に誘われ、音を奏でる輪ができ、心軽やかに歌と踊 りが繰 り広げられます。

このように寮生が共同生活の連帯感の強さを体現するような行事には、新入生歓迎会 (8月 上

旬)、 ティージ (9月 上旬)、 寮祭 (2月 下旬頃)、 卒寮式 (5月 下旬)が あります。

また、ジャナイ 。ブルニマの日 (8月 下旬)、 には、司祭に腕に紐を結んでもらつたり、たく

さんの種類の豆が入つた「クワティJと い うスープを料理 したり、同じころにあるガイジャ トラ

には仮装行列の見物に行つたり。山芋を食べたり、黒砂糖のようなものから作った甘いお菓子等



を食べる習慣のあるマーゲ・サンクランティ (1月 中旬)には、お菓子作 りにいそしんだり、山

芋をふかし、もうそろそろ寒い時期が終わり、気候も暖かくなつてくるなと、寒さから開放され、

暖かい季節へ向かう安堵感を感 じたり(実際にはこれを食べてからが寒さもいつたん厳 しさを増

すような気がするのですが……).ホーリーでは (3月 中旬頃)、 水をかけ合いたくて うず うず し

た りと、ネパールの季節の風物が寮の恒例行事としてとけこんだものもあります。

別のかたちで、共同生活で寮生が手と手を取 り合 う行事もあります。それは、新入生のための

入寮オリエンテーシヨン (7月 下旬)と 年に三度の館内大掃除 (ダサイン前と 4月 中旬)です。

後者では、日ごろのお掃除では、手の届いていなかつたところを掃除 します。皆で一斉にシャワ

ールーム、トイレ、ラウンジ、廊下などに別れて熱心に掃除をします。前者の入寮オリエンテー

ションでは、新入寮生は寮の決まりごとを覚えたり、寮の係を決めたりします。上級生が、新入

生が新しい生活に慣れるよう指導する姿が頼もしく見えるときです
=

12年生のカ トマン ドゥ旅行 (5月 下旬)や、11年生のゴルカ 。マすカマナ旅行 (1月 上旬)

といった泊りがけの旅行も初年度から実施 していますが、自分たちの知らない町を観光しながら、

集団行動や連携を学ぶ良いチャンスだと思 うので、毎年続いて欲 しいと願つています。

寮の年間行事は、寮生全員を行事に巻き込み、各々が自分の持ち味を生かしながら担当する仕

事をこなし、互いに連携 しながら、ものを作 り上げていく過程を学んで欲 しい√)で 、どんな些細

な催 し物にしろ、寮生へのインプット、寮生からのアウトブットをしつかり配慮しながら開催す

ることをこころがけてきました。

寮の年間行事で、さくら寮の時節の移 り変わりが感 じられるようになつてきましたが、学年に

よつて持ち味も雰囲気も異なるので同じような具合に収まることはありませんc今年は 3期生

を迎えて、どのようなカラーの行事が繰 り広げられるか楽 しみです。この 2年間、スーパーバ

イザーとして、寮生と生活を共にし、いろんなことがありましたcそのなかで、喜びを共にした

忘れられない恒例行事について皆様にお伝えしたく書きましたc

ある日の寮の掃除・虫干し風景

０
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卒業生の小学校 を訪ねて(o8.7.26～ 28)

磯 公美子

下図は今回私達 2人 (磯、岩谷)が訪ねた 4

箇所の地図です。ポカラ (標高 820m)→カ

ピルバス ト(103m)→ タンセン(1,31lm)→ グ

ル ミ (1,494m)→ ポカラと600Km.を 2泊 3

日で 7月 26日 より28日 まで行つて来ました。

タンセンまで山道を登 り、カピルバス トのタ

ライ平野まで下り、タンセンヘ登 り、次のグ

ルミはもつと山の中でした。私達は卒業生達

がしつか り先生として活躍 しているのを目の

当たりにし胸が熱 くなると共に 」NFEAの趣

旨が活かされている事を確認 した旅でした。

7月 26日 はサンタ。カナルさんの自宅に泊

めていただき、お世話になりました。家族一

同で歓迎 してくれました。お茶、ザクロ、ジ

ャンクフルーツと次々と歓待され夜は家の周

りでカエルが鳴く中いつ しか眠 りに就きまし

た。早朝 日覚めるとすごいスコール。風、雨

の激 しい中サンタさんの弟 と妹は学校へ出掛

けました。27日 、7時半最初に訪ねたのはカ

ピルバス トにあるサンタ・カナルさんの小学

校です。①の写真はサンタさんが生徒のノー

トを見ている所です。彼女は一人一人に丁寧

に応対 していました。また、彼女は学校へ来

られない生徒の家を訪問し、学校へ来 られる

ように教科書代(50ルピー)を 自分で負担した

と校長先生から聞きました。

写真①

27日 、11時 ごろシタ・ギミレさんの小学校

を訪ねました。サンタさんの学校から車で 30

分位の所にありました。サンタさんの案内で

訪問したシタさんの学校は、全校生徒 1,000

名、10年生までの比較的規模の大きな学校で

した。シタさんは 5年生の英語の授業をして

いました。(写真②)彼女の指導方法が生徒に

人気で別のクラスでも教えていると校長先生

から聞きました。サンタさんもシタさんも週

に 40時間も教え、夜遅くまで授業の準備をし

ていると2人から報告を受けました。

写真②

28日 、タンセンのサムジャナ・サルさんの

小学校は大きな道から下に降 りていつた小 さ

な学校でした=窓 に|ま 木の扉があるだけ。そ

れもかなりいたんでいましたc開 けた窓から

入る光が教室の唯一の明か りでした。ここは
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小学校に行かれず大きくなつた子供達が集中

的に勉強す る学校 (nOn formal education

school)だ と校長先生より説明を伺いました。

サム 。ジャナさんは道徳の授業を先輩の先生

の指導の下、まず学ぶ前にマナーが必要であ

ることを教科書が無い生徒のためか何度も復

唱させていました。(写真③)

グル ミには昼過ぎ到着。周 りの人に聞くと

スニータ 。ギョワリさんの学校は山の中らし

い。車を降 りて歩き出すも中々学校 らしき建

物が見えてきません。40分ほど歩くと山道の

向こうに小さな学校 らしきものがやつと見え

てきました。子供達の姿も見えて来ました。

校長先生は彼女のお父さんでした。スニータ

さんは 5年生の算数の授業をしていました。4

桁 ×2桁の掛算を教えていました。(写真④)

この地区は教育熱心な所で成人の識字率は

95%。 子供達は皆、学校へ行っているとのこ

と。28日 夜 11時頃、ポカラに戻 りました。

2007年度入寮生 (第 2期生)

私の村

Anjali S ngh(ァ ンジャリ・シン)

村の名前 |ま I(otsinと いいます。極西部地方

の B街 hangと 1｀ うところにあります。気候は

そんなに暑くら ,ま せん。多くの家は石葺 と

i7PLで できています=交通機関はないので、最

寄 りのバス停まで4時間歩かなければなりま

せ。主なお祭 |,ま Chaitaliで す。村人は

chaitraで Chaitahを 三 tヽ ます。これはDEVI

がその場所で DENEヽ TEを殺したと信 じられ

ています。主な仕事 |ま 妻業ですt多 くの人が

畑に行き、女性 t,:Iて 貴きます=女性は家事

と同じように農作業を _ま ■:多 くの男性は

畑で働き、また、■を女
[三

,ま モ三 と同じよう

にオフィスで働いて まヽ■:■ こ男性 |ま 店で

働いていますc

5歳以下の子供 |ま 両≡■ |二 母≡ F)背 中にお

んぶされています. 5歳 を|三 きると、学校に

や ります。いろいろなi=設 ■な .ヽ つで、過疎

地の生活は大変厳 しいて■
:

Manisa Upeidhayaya(マ ニサ・ウベイダヤヤ)

村の名は Gankhetと い 1ヽ ま十
=画部地域の

Doti郡 にありますcポ カラiヽ Liま遠いです。

私の村はとてもされいで、二千こで十[Dotiか

らは遠いです。発展が遅れて 1ヽ て、施設 もあ

りません。私の村は森の中にヽ |;、 とても静

かな環境に包まれています=20軒の家屋があ

り、私の家は村の中心から外れたところにあ

ります。施設もなく、通信手段 もなく、車も

ありませんし、教育も遅れています。村には

学校に行っていない人たちがたくさんいます。

彼 らは教育について無知です.子 どもたちは

学校に行っていません。彼 らは読み書きした
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いと思つています。教育を受けるにはいくつ

か問題があります。 3つの小学校 と1つの中

学校があります。この中学校はある小学校か

らは遠いのです。中学校が村にないとい うこ

とで多くの生徒が学校をやめてしまいます。

だから私の村は遅れています。発展の方法が

ないからです。もし、私の村の教育が進んで

いたら、もつと現代的な生活になつていたで

しょう。村の主な仕事は農業です。村人は畑

で働き収入を得ます。村の経済状態は貧 しい

です。若い人の働 く場所はありません。彼 ら

は悪い習慣に染まつています。だから人々は

貧 しいのです。でも、私は自分の村が好きで

す。

私の村は Doti の中心から6、 7時間離れ

ています。村の大きな問題はいい教育を受け

られないことです。若い人の働 くところがあ

りません。だから、彼 らは貧 しいです。もし、

もつといい教育が受けられれば、経済状態や

健康面でももつと良くなるでしよう。教育を

受けるにはお金を稼がなければなりません。

しかし、彼 らは教育を受けていません。我が

家でも両親は教育を受けていません。教育に

ついて無知です し、読み書きできません。で

も、彼 らは私たちを学校に入れてくれました。

私たちは読み書きできます。ネパールの経済

状態は貧 しいです。他の国が助けてくれてい

ます。それで私たちの国は助かつています。

だから教育は私たちにとつて最も必要なもの

です。

Himani Budha(ヒ マニ・ブダ)

村の名前は uOth v7.c Humula Karnaliで

す。ヒマラヤの山々があり、環境は素晴らし

いです。 しかし、足で歩かなければなりませ

ん。村にはバスの通る道路もないし、電気も

ないので生活は厳 しいです。さびしい思いを

します。村には空港があります。空港までは

2日 間歩きます。教育を受けていない人たち

はおしゃべ りをします。お祭 りはダサインと

ティハールです。人々はお祭 りを楽しみます。

女性は畑で毎 日働きます。休みがありません。

男性も毎 日働きますが、時々休みます。子 ど

もは学校に行つていません。両親がやらない

のです。女の子は毎日畑や家で働きます。

Ganga Pariyar(ガ ンガ・パリヤール)

私の村は Mustang地 区にあります。名前は

Tuckuchで す。Marphaと Kobang村のな

かほどです。ダウラギリ地方になります。気

候は涼 しく、 9月 から3月 までは雪で覆われ

ます。寒いです。多くの人はタカリ族です。

お祭 りはFagun Toronsio,Plurnimaが ありま

す。女性は忙 しいです。女性は家事やオフィ

スの仕事に忙 しく働きます。多くの女性は家

では父親や母親を手助けします。多くの男性

は畑で働きます。村の作物は、ラディシユ、

ニンジン、 トマ ト、じやがいも、キャベツ、

phapra maize,burly桃 、麦などです。男性

は外国に行きお金を稼ぎます。ある男性は村

のリンゴ畑で働きます。

私の村は大変なへき地ですが、人々は教育さ

れていて、男女の間や、隣人の交際は協力的

です。

自然環境は美 しいです。ふたつの川が流れ

ています。人々は仏教徒です。私の家には 2

人の僧がいます。村には中学校が 2つありま

す。私の学校は Shree yognada secondary

schoolです。男の子は学校に行 くけど、女の

子はあまり行きません。
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Lal Maya Budha(ラ ルマヤ・ブダ)

私の村は Rumaと いいます。Karnali郡

Dolpa、 Trlpura Kot R~DCに あります。村は

僻地にあります。そこで生まれ今まで過ごし

ました。だから私は恵まれない貧 しい村の生

活を知つています。私は農家の娘です。両親

の職業は農業です。また、村人の職業も農業

です。彼 らは朝から夜まで働きます。村は小

さく貧 しいです。村人の多くは教育されてい

ません。彼 らは教育の大切さを理解 しません。

だから、字を書けませんしいろんな物事を理

解できません。近くで彼 らの行動を見ている

と、悲 しくなります。時々泣きたくなります。

しかし、私は村を変えることはできませんで

した。私がいい先生、女性になつて村を変え

ることができると信 じています。

村はある種の暗い部屋です。 しかし、村の

環境、気候 自然について言いたいです。環境

は平和で美 しいと。周 りはヒマラヤの山々が

とり囲み、川はヒマラヤから流れ来ている。

森には遠 くない。道路やバス停はないけど、

空港があります。 ドルパには飛行機で飛び、

2時間 30分、飛行機では、食事 どきには家に

ついているくらいの時間ですが、緊急以外は

この距離を歩かねばなりません。僻地に住む

人々は多くの問題を抱えています。通信手段

がない、道路がない、電気の問題などです。

大きな問題は、保健所、きれいな水、 トイ レ

ット、質のよい学校がないことです。もし、

教育がなかつたら村人は生きていけません。

だから、私は村人にいい教育を与えたいです。

そして、私が先生になつたら多くの問題を取

り上げて、私の村をゆつくり変えていきたい

です。

また、女性の問題について、言いたいです。

女性は自由や権利から疎外されてきました。

私の村でも、多くの教育を受けていない親た

ちは娘を学校に通わせません。教育の欠如か

ら彼 らは理解できないのです。彼女らは若 く

して結婚 しています。彼女の専業主婦人生は

金色でなく、墓場なのです。私はよい先生、

母親になつて、両親の役割 (考 え)を変えた

いと思います。

Urmila Gurung(ゥ ルミラ・グルン)

私の村の名前はSirdibas Philimです。そこ

は丘陵地で2000人が住んでいます。村は緑の

森に包まれています。夏でも太陽の光を見る

ことができません。交通の便は悪く、少なく

もバス停から3日 間は歩かなくてはなりませ

ん。村人の多くは教育を受ける機会を持って

いないので非識字です。村人はビジネスや工

業で働くことなどはありません。毎日、男女

ともに畑で働いて、季節ごとに異なる農作物

を育てています。 したがって人々の生活を支

える主な職業は農業と羊や山羊の飼育です。

村の主な職業は以上です。

さて私は教育についてつづけて書きます。

村には 2つの学校があります。1つは小学校、

もう1つは中学校で、鯉Tに より建てられま

した。学校の状況は美 しく、設備が整い、教

室は良い環境です。先生は全員、研修を受け

た方々です。

ダサインとティハールは村人によつて準備

される村中の最大の重要なお祭 りです。この

祭 りはアソジかカルティック月に祝われます。

多くの人が神のparyのmanastryか ら来ます。

人々はこの祭 りを見るため他の場所から集ま

ってきます。祭 りは 3日 間続きます。

Ritu Budha(リ トウ・ブダ)

村の名前は遠隔地にあるSyanda o Humla
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のSituateで すcそれはカルナ リ地方フムラ地

域のサンダ村開発委員会に属 します。村の環

境はとても美 しいけれど村の生活は悲 しむベ

きものです。とい うのはヒマル・バパ ドリ||が

あり、私たちは歩いて渡らなければなりませ

ん。村は美 しく、alinabeや 自然環境がとても

よいので旅行者が時々訪れます。 しかし交通

の便 |ま 良くありません。村にはバス停はあり

ませんcけれど1日 歩いていけば空港があり

ます。

人々は非識字です。集まつてお しゃべ りを

楽 しみ、ダサインやティハールを楽 しみます。

祭 りのイベン トにはしばしば大集団になりま

す。女性は毎 日畑で働きますc休みたいと思

つても休めない悲惨な状態です。男性は毎 日

働きますc少数の女性はたまに休むことがで

きます。すべての子どもが学校にいけるわけ

ではありません。両親は娘たちを学校に行か

せず、息子のみを送 ります。そのような時、

娘たちは毎日家で働きますc学校に行くのは

′自、子のみです。

Bindu Chand(ビ ンドウ・チャンド)

私たちの村はBaitadi Gadiと いいますc遠

隔地にある美 しい村です。しかし村は貧しく

識字率は低いのですc女性たちは自由や権利

から遠ざけられてきましたcなぜつて、教育

を受けていない人々は女性にそれは必要がな

いと決めていたからです。大部分の村人につ

いて言 うと、教育を受けなかつた両親は娘を

学校に通わせませんc男 の人の多くは娘たち

は家庭にいるべきで、家族の世話をすべきだ

と考えます。

次に私の村の環境についてですが、ここは

水のきれいなところです。村の近くに仏塔 と

寺院があります。そこにはブラー ミンとチェ

トリが住んでいて農業を営んでいます。穀類

や じゃが芋等を育てています。村にはダサイ

ンやティハールやティージなどの沢山の祭 り

があります。多くの家は石や木でできていま

す。村人たちはPralgingを信 じています。そ

こは村からバスで20分 ほどのところにありま

す。村人の多くは教育や識字に欠けています。

少数の村人は識字者です。電気、保健センタ

ー、郵便局はなく、道路や輸送の便は良くあ

りません。

村の生活を綴るとこのようですが、穏やか

なところです。私の家族は少人数です。母 と

2人の兄と私です。私の家族は村に住んでい

ます。ネパール極西部のバイタディ地域です。

私の家の職業は農業で、野菜や果物を売つて

収入を得ます。兄は警察官です。 2番 目の兄

は12学級で学んでいて、そして私も12学級で

学んでいます。家には 2匹の水牛 と3匹のヤ

ギがいます。私は家畜をとてもかわいがつて

います し、家畜はとてもよくなついています。

家族の中で私たちは決 して争った りしません。

だから私の家族はとても仲良しです。

Pampha Kathayat(パ ンフア・カタヤット)

私の村は遠隔地Karnali地方西部のDolpa

にあり、村の名前はTripurakakotで トリプラ

コット村開発委員会に属 します。およそ2000

人の人が住んでいます。その中で主なカース

トはブラーマン、チェ トリ、カミス、ダマイ

ンです。全員がヒンズー教徒です。村人は独

自のカース ト文化を持ってお り、一部の賢い

人々はネパール語を話 します。彼 らもヒンズ

ーの教えに従います。村は ドルパ地域でも未

開発の村です。村人の日々の暮 らしはとても

悲惨で、多くの問題に苦しんでいます。

村は水が豊富で自然は美 しく、村に沿つて

″
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小さなり||が沢山あります。そして流れは大き

な川へと続いていきます。村にはテイク・ツ

リプラ・サンダリを祀る有名な寺院がありま

す。そこはダサインに 4日 間祝われますし、

ティハールのときもとても楽 しむことができ

ます。村は地域の中でも特に貧 しく恵まれな

いと言われています。村にはなんら工業生産

はなく職業選択の余地がありません。村は ト

リプラ・サンドリとい う大きなり||やいくつか

の催 しで有名です。ダサインやティハールに

は村にやつてきて喜び合います。人々は村で

宗教心に満たされ、宗教による癒 しを感 じ、

巡礼をして旅することにひそかな楽 しみ感 じ

るのです。

Shashikala Neupane(サ シカラ・ネウパネ)

私の村の名はChainpurのAnga Paraspur

です。Dang地域に位置 しています。村は貧 し

いけれど美 しいところです。大部分の村人た

ちは貧 しくてもお互いによく助け合つていま

す。生活は過酷ですがとても頑張つています。

村人の多くは当然受けるべき教育を受けてい

ません。村人の主な職業は農業です。村には

電気、郵便局、保健所はなく、道路や輸送手

段は整備 されていません。

私の家族は村にいます。 6人家族です。 3

人の姉妹 と1人の弟と父と母です。家族の職

軽井沢の レス トラン

業は農業です。父は農夫ですから畑で働いて

います。母は主婦で主に家事をしていますが、

いつも父の手伝いをしています。ですから父

と母は畑で一緒に働いています。母は庭の手

入れをし、草花に水をや ります。我家は牛、

羊、水牛などの家畜を飼つています。母はい

つも家畜の世話をしています。家族は村の中

でいろいろのことをします。村は人々の生活

の基盤 となるところです。村には教育を受け

た人もいくらかいます。女も男も教育を受け

た人たちは村の中で協力 して活動 しています。

村には良い環境と文化があります。村人はダ

サイン、ティハール、ティージ、Chaothな ど

沢山のお祭 りを祝います。中でも最大のお祝

いはダサインです。村には小学校は 1つのみ

ですが生徒は大勢います。

私の村は平和に満ち溢れ、とても美 しいで

す。沢山の寺院や川があります。村人はよく

働きます。私は村に戻つた時、村の為に何か

尽くしたい。私はまず小学校で教え良い教師

になることに努め、将来もそのようにしたい

と考えます。とい うのは誰にとつてもこの村

は平和で美しい村なのですから。村の生活は

私にとつてもつとも望ましいものなのです。

「カ ンパ ー ラ」 で写 真 展

去る 8月 2日 より31日 まで北軽井沢にあるレス

トラン「パンカーラ」で写真展を開催しました。さ

くら寮の学生たちの写真や、一昨年の開所式に日本

からご参加くださつた方たちが撮った、ヒマラヤの

素晴らしい写真を展示しました。夏の軽井沢を訪れ

る方々にみていただいて、当協会の活動を知つてい
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ただく、また、ネパールに関心を持っていただこう

というのが趣旨です。あわよくばと小さな募金箱を

おいたりしました。ところが、募金箱に入 りきらな

いほどの成果がありました。4人の方が里親になつ

てくださつたのです。ほんとうに思わぬプレゼント

で、びつくりしています。これも、軽井沢駐在の島

本理事、そして「パンカーラ」のみなさんのおかげ

です。ありごとうございました。

「パンカーラJを経営するのは、元小学校の先生

2組の夫婦。料理好き、音楽が好き (実際に音楽の

先生だった方もいます)、 のびのび人生をと定年を待

たずに退職し、北軽井沢にレス トランを開業しまし

た。ランチは700円からとおいしくて安い。夜には
ペルーの衣装で南米の音楽フォルクローレの演奏が
あります。実はここの4人のうちの今村美知子さん

は理事長の妹で会員なのです。ぜひいちどぃらして

ください。

北軽井沢交差′点から 10分ほどのところ、みるく

村の前にあります。(Telo279‐84-3840

ネパール の現在

2008年 4月 12日 に行われた総選挙は、「|・J憲議

会選挙」で今後 2年の間に、現在の暫定憲法を土台

とした新 しい 「ネパール連邦民主共和国」の憲法を

つくるための国会議員を選出しました。ネパール共

産党毛沢東派 (マオイス ト)も ビックリしたそうで

すが、601人の議員定数の過半数を占めました。5

月 28日 の最初の議会で、「ネパール王国」は「ネパ

ール連邦民主共和国」を宣言しました。6月 11日 に、

国王ギャネンドラ・ビール・ビクラム シャハ・デ

ヴァは、240年間のシャハ王朝を開じて王宮を去り、

国民の温情で、ナガルジュンの離官に移動し、無事、
「無血市民革命」が成功したのです。

まだ、不確定要素が多く、しばらくは 「お手並み

拝見Jのお試 し期間です。でも、観光客が増え、今

年の乾季は旅行客殺到の様相です。観光局は 2010

年に第2回 目の「ネパール観光年Jを開催したいと

いつています。

新 内閣発 足

大統領は、ラムバラン・ヤーダブは パール会議厠 。

儀式用大統領で政治権力無し。タライ出身。

副大統領は、パラマーナンダ 。ジャー (マデッシ

人権フォーラム)。 大統領の補佐。タライ出身。

マオイス トからlo名、ネパール統一共産党⊂ⅣLl

から6名 、マデッシ人権フォーラムから4名、その

他友愛党(Sadhabana)1名 、共産党ユナイテッド

(CPttni9 1名 、人民戦線ネパール (ぬnamorcha)

1名 というバラマキ人事でしたが、掛け声に反 して、

女性は4名ですし、ダリット (ア ゥトカース ト)か
らは大臣が出ていません。圧倒的にブラーマンです。

聖地 へ 」eepで

ムスタン郡へ行つてきました。雨季で水量の増し

たカリガンダキ川は、川原いつぱいに広がり、向こ

う岸まで川中を歩いて行けませんでした。昨年まで

は、ジョムソンからコバンまで トラクターがバスの

代わりをしていました。まるでロデオのように、下

手すれば荷台から放 り出されるほどジャンピングす

るし、じっとしていればお尻がエンジンの過熱で焦

げそうになるし、居場所を探して乗つているのも楽

じゃない乗 り物でした(CDO調べでは 9台のジープ、

18台の トラクター、loo台以上のオー トバィがあり

公共輸送として利用されていた)。

でも、今は違います。なんと、ゴルチャ財閥のフ

ラス・スチール社が作ったシェルパという名の自の

車体に水色の線が入つたジープが、 1～ 2時間に 1

本程度走っています。しかも、ジョムソンから川下

のレテまでまいります (ジ ョムソン～ツクチェ間

150Rs)。 さらに、ジョムソンから川上のムクティナ

ー トの聖地までも行きます。村に 1つはバスの停留

所までできておりました。今のところ、レテ～ティ

プルヤン間は狭い山道なので、徒歩ですが、その先

はジープでベニヘ出てバスでポカラヘ行けます。こ

の道は2～ 3年後に開通して、巡礼者はポカラから

ムクティナー トの聖地までジープで 1日 で行けるよ
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うになるだろうとのこと。インド人巡礼者がジヨム

ソンからムクティナー トまでヘリコプターで 2カ月

で5000人行つたそうですから、道路が開通すれば、

インドから自家用車や大型バスで来るのかもしれま

せん。高い入域料払つて、土埃を浴びて歩くトレッ

カーが馬鹿みたい。巡ネLつ て、行けばいいつてもん

じゃないと思うのは、センチメンタリズム?

女性週刊誌的話題2つ

1 ネパールのファーストレディー

大統領の奥様がファーストレディーなのか、首相

の奥様がファーストレディーなのか?ネパールでは、

プスノくカマル・ダハール首相の奥様 (シータ。ポウ

デル)力 フ`ァーストレディーのようです。

最近、彼女が、暇な雀たちの格好の餌食になつて

います。曰く「中国へ行つた時の、あのダサイサリ

ー見た ?」 「見た見た !ダンナ (ダハール首相)も、

貸衣装みたいなダブダブの背広だつたけど、奥様は

田舎っぺ丸出しだつたじゃない?肩に掛けたバッグ

もサンダルも、ビニールの安物みたいだつたし―」

「でも、サリー着て行っただけ良かったんじゃな

い?ついこの間まで、カスキの田舎に居たんだものJ。

「それにしても、愛想笑い一つしない人よね。首相

の妻は、頭を下げて、笑顔を振りまき、ダンナの人

気を作るのが務めじゃないの ?」 「そんなの無理よ。

プラチャンダ (檸猛という意味)の妻が愛想笑いし

ちゃイメージ壊れるじやない !それじゃなくてもダ

ハール首相が最近金持ちボケして、プラチャンダじ

ゃなくなつてきたつて噂されているんだから」。

どこの国でも、ファース トレディーって、たいヘ

んですね。ファース トレディーになりたくても成れ

ない人もいるし、好きでなりたかつたわけじゃない

人もいるでしよう。我家は猫で良かつた。

2.観光・民間航空大臣ヒシラ =ヤ ミ

マオイス トは恋愛結婚を原則としているそうです。

また、ゲリラ戦で伴侶を失った人も多いので、再婚

を推奨しているそうです。それとは別に、共産党員

は、以前から夫婦別姓が多いのです。例えば、統一

共産党党首のサハナ・プラダンさんは、もう70歳

を超えたベテラン政治家ですが、ご主人はネパール

共産党初代総書記長だったブシュバラル・シュレス

タ氏でしたc同 じネワール族ですが、別姓を名乗つ

ていました。

さて、前公共事業計画大臣で、今回観光・民間航

空大臣になつたヒシラ・ヤミさんを考察してみまし

ょう。彼女は、マオイス トの No 2のバブラム・バ

ッタライ財務大臣の妻です。彼女は、ネワール族で、

夫はブラーマンというインターマリッジ (異なるカ

ース ト間の結婚)で したcバ ッタライ氏は優秀な経

済学者であり、彼女 1)イ ギリスで建築学を修め、 ト

リブヴァン大学工学部の教員を長年勤めた才媛です。

彼女の父親 トラダール氏 (宝飾加工。経営カース ト)

も政治家で、バンチャヤット時代にも共産主義者だ

つたそうですが、富裕な家庭だったようです。父親

の思想を受け継いだ彼女は、思想だけでなく、ネワ

ール族としての高い誇 りも受け糸区いだようですc

本名はヒシラ・ トラダールなのですが、なぜ、ヒ

シラ・ヤミを名乗っているのでしょう?実は、イェ

ミ (ヤ ミ)と いうのは、カトマンズで生まれ育った

生粋のネワール人を意味するネワール語です。「江戸

つ子Jみたいなものです。同じように、パタンのネ

ワールをイェレ(女性はイェレニー)、 バクタブルの

ネワール族をコポ、ネワール人をコペ、女性をコペ

ニーと言います。キルティブルのネワール族はケブ、

ネワール人をケブミ、女′
l■ はケブニーです。ですか

ら、イェミといえば、ネワール族の間では、中世の

マッラ王朝の頃から経済力の集積地であり、ネパー

ル国中で最も強い権力を持つていたカ トマンズのネ

ワール人であることが瞬時に分かるのです。実像の

彼女も、ネワール意識 (コ ミューナリズム)の非常

に強い方です。 (伊藤ゆき)
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(2)下記は、電気、水道、

に停電の実施が始まります。

となることもあります。

旅費lTravding Fare) 87,425

日本円に換算すると148,623円

学生には、入学 と 2年間の学業を終えたときに、家から寮までの旅費が支給されます。また、ネパールでは、

1年に 1回、9月 末から 10月 末までのダサインとい うヒンズー教のお祭 りのための休暇があ り、学生も帰省が認

められ、この往復の旅費を支給 します。遠隔地山村からの生徒たちですので、ある拠,標 から飛行機を利用 します。

今年入学の 3期生は飛行機利用の出身者が多く、旅費がぐんと増えることが予想 されますc

①運営費

(1)賃金 寮母 1人(女)、 守衛 3人 (男、8時間交代、24時間体市1,、 それに会計係 1人 (男)を雇つて、寮

の管理をしています。それぞれの賃金は、以下のとおりです。守衛|ま 、3ブ、分です。

現在の各賃金は、寮母-1か月8,000ル ピー、守衛-1人 3,300ル ビ、会計係-2,200ル ピーです。1年間分と

してボーナスを含め 13か月分支払います。

(1)寮母 (Warden) 95,484

(2)守衛 (Guards) 127800

(3)会計係 (Accounung) 28400

賃金 計 251684

日本円に換算すると427,863円

ガス等の費用ですc電気代が高くなつているよ :て■iま た、9月 からは、全国的

すでに、1週間 35時間の停電となつているとこ三二
~r■

[1日 の うち半分は、停電

寮運営費(Service Expenses ttctncty,WaterTdephone・ Gus)1     73,124

日本円に換算すると124,311円

(3)そのほか、毎年、新入生には、健康診断をします。もし、これで異常が見■|.ll.ま 、伝染性の病気であつ

た場合は、入学を断ります。病気やけがの場合は、各自自分で支払 うことになつて ま■
:

建物損害保険-8,744ル ピー、学生の医療 。傷害保険-41,280ル ピー

寮のメンテナンスー新 しい建物ですが、ガラスの破損、電気関係の故障と費用が■「
」
`て

 ます
=

健康診断料(PhydcJ Examinalon) 16,653

建物・傷害・医療保険(Acddent hsurance) 50,026

寮メンテナス費用 (ExLra Construction for Dormた ory) 188,599

その他経費 計 255,278

日本円に換算すると433,973円

以上、昨年度の実績をもとに書きましたが、2007年 7月 ～2008年 7月 の実績合計は、約 1,500,000ル ピー、

日本円で 2,55Q000円 (1ルピー17円 として)かかったことになります。なお、今年からは、1期生が卒業 し、教

師として働き始めたので、教師としてのサラリーを支払います。

1人 5,000ル ピー×10人 ×13か月=650,000ルピー(日 本円に換算すると1,105,000円 )

(ネパールでは、遠隔地に働く教師たちには、3か月まとめ銀行振 り込み、その他の決められた送金方法で支払

つています。)

2006年の開設以来約 1年間は、建物関係の費用にかかりましたが、これからは、学生の奨学金はもちろん、

旅費や学費、教員としての給与にかかります。これらの経費はすべて、里親その他のみなさまからの寄付で賄っ

ております。今年 1期生 10人を先生として送り出しましたが、来年はその数が 20人 となり、また、再来年は

０
４

９
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30人 となります。 どうかみなさまの温かいご支援を切にお願い申し上げる次第です^

(編集担当新井場貞子が財務や会計担当者と検討し、まとめました)

Topics

and

News

第 1回ポカラ研修会

去る5月 29日 に第 1期生が卒業し、それぞれの赴任地で小学校教師として働いています。このダサインの体

暇を利用して、第 1回の研修会を 10月 21、 22日 と開く予定で準備しています。

赴任地の小学校には、手分けして理事が4月 から順次訪問していますが、lo月 12日 からは、袖山正彦理事が

Gorkaの Phhmを訪ねています。カトマンズからバスで約 5時間、そこから往復 6日 間の旅です。かつて日本

の登山隊が初めて登頂したマナスルヘの街道沿いにある村です。ここには、さくら寮を設計した竹中工務店のボ

ランティアグループArが 作つた学校があります。さくら寮はそこで働く先生の養成を受け入れています。

また、岩谷栄子、深田洋子理事は、研修会の開催に参加すべく 18日 にネパールに向け出発しました。研修会

には、10名 の卒業生が集まってくる予定です。5か月間の教師としての課題の相談など、教師としての資質の向

上に向けて指導します。元駐日ネパール大使であり」NFEAの相談役でもあるマテマ氏にも参加を願い、「ネパ

ールの教育事情と遠隔地における女性教師の役割についてJの講演を予定しています。その後、岩谷、袖山両氏

は極西部のDoti,と Bttllraの サララ。マジとマヤ・ロカヤが勤務する小学校を訪間の予定です。

寮母の交代

アンジュさんがフランス留学のため、寮母をやめました。代わりにマンジュ・ドジュウさんが 10月 1日 から勤

務しています。アンジュさんの妹でポカラに住んでいます。

Manju Dho」 uさ んのプロフィール

生年月日 1983年 10月 29日  Pokhara在 住

経歴 :1999年 ⅥnけabaSini高等学校卒業 (Pokhra)。 sLC合格、2000～02年 PNキ ャンパスで商業コース

を学ぶ、03年～現在 同大学経営学の学士コースに在学中、コンピューター能力 :MたrOsot O饉∝ Package,

Internet& e― m凪、02～04年 Tal・apunJ Academy eokharalで 。ボランティアとして社会科学と英語を教えた。

また、セミナーやワークッショプの計画・準備に参力日、07～08年 Gurukul EducationFam通 ylIKathmandulで 教

育に関するカウンセラーとして協力、07～08年 』liance lnternadonal ComparylKathmandlllで 客室乗務員と

して訓練を受ける。言語 :ネパール語、英語、日本語、ヒンディ語

ダサインのお祭り

ネパールは9月 末からダサイン休暇に入 ります。ヒンズー教のお祭 りです。つい最近までヒンズー教は国教で

したから国全体のお祭 りでした。最近の法改正で国教でなくなつたのですが、やはリダサインのお祭 りを祝 うこ

とは全国的のようです。この約 1か月間、学校は体暇に入 ります。役所、会社も約 1週間は休暇となります。

さくら寮の学生は 9月 26日 に帰省の途につきました。バスが通つているところはバスを利用します。乗り換

えながら 10時間ぐらいかかつて帰る子もいます。フムラ、 ドルパ、ジュムラヘは、ポカラからバスでインドと

の国境近くにある、ネパールガンジというところに行き、そこから飛行機に乗 ります。飛行場からさらに 2,3



時間、ある人は数 日歩いて故郷に着きます。ゴルカ出身者はバス停から3日 間は歩きます。寮生はこれを往復す

るわけです (2期生の作文を参照)。 天候が悪いと飛行機は飛びません。今回も3日 間ネパールガンジの空港に足

止めされたとのこと。さくら寮に来るのが故郷を離れる初めての経験という子がほとんどです。空港で飛行機の

飛ぶのを待つている間は不安でいつぱいだつたことでしよう。10月 末には帰寮します。思い出を持つて。

直近の各理事会報告

会計部 :ネパールでの急激な物価上昇に対する学費、寮維持費の具体的予算化の取り組みの必要`性

総務部 :認定NPO法人資格取得への具体的な取り組み、定款の見直し、資金確保のためのイベント、あ

るいは助成金交付申請への取り組み

広報部 :ニュースレターの作成、リーフレット制作  支援室 :現地さくら寮との連絡窓口設置

教育里親 :里親に対する、寮生との交流のあり方の検討、里親の募集

」NFEA活 動報告

20080608 2008年 度総会

0619 さくら寮生手帳検討会

0629 総会資料等発送

06.30 理事会準備会 (総務部会)

0701 理事会準備会打ち合わせ会

0712～0802 磯理事、さくら寮ヘ

0713 第 6期第 2回理事会

07 13 KCP第 3期新入寮生選考委員会 (杉浦理

事・磯理事)

07.23～ 0802 岩谷事務局長 さくら寮ヘ

0724 渡辺記子氏、前澤美子氏 さくら寮訪間、指

導

07.26。 27 第 1期生赴任地小学校訪問 グルミ、パルバ、

パピル、バス トウ (岩谷事務局長・磯FT∋

08.01～ 02 山下理事長 さくら寮ヘ

08 02 KCP理 事会 (山 下理事長、岩谷事務局長、

杉浦理事、磯理事)

0803～ 12 文京学院大学出下ゼミ学生研修旅行(ダーデン

カ トレ村)・ ポカラ (さ くら寮生との交流)。 カ

0803-31

0816

0827

トマンズ

(山 下理事長、岩谷事務局長、伊藤理事、斉藤

氏 )

北軽井沢 「パンカーラ」にてネパール写真展

さくら寮支援室会議

「バンカーラJへ 日帰 り旅行 (理 事ほか 11

名 )

0828  檜群 陪障会

0831 レス トラン 「ハーモニーJにて写真展示

09.08

0910

09.08

0921

10.06

1012

2008 10.17

10 18

10.21-22

総務部東京コIli事務所訪問

さくら寮支援室会議

総務部部会

第 6期第 3回理事会 友松 SV報告会及び慰

労会

自由剖
`市

・堺 平和貢献賞の奨励賞受賞

袖山理事、ネパール訪問。 1期生赴任地ゴ

ルカ訪間

総務部会(定款見直しなど)

岩谷・深田・袖山理事、さくら寮訪問じ第 1

回研珀参会出席

第 1回ポカラ研修会c岩谷・深田。ネ由山理事

出席、この後、岩谷 。袖山理事は極西部訪問

◇会費の払い込み及び寄付金受付口座◇

口座名 :NPO法人 日本ネパール女性教育協会

口座番号 10130-4-370983(郵便振替口座)

個人会員 :3,000円 個人賛助会員 :10,000円

学生会員 :1,000円 法人賛助会員 :50,000円

(共に年会費)

◇フォスターペアレント支援口座◇

(郵便振替口座)

口座名 :」NFEAネパール女性教育養成里親基金

口座番号 :00110‐ 3‐ 355493
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