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第 2期生の卒業に寄せて 山下泰子 (理事長)・ バリジュー校長ほか教員・寮母

卒業生の言葉―経験とこれからの抱負

寮生に対するアンケー ト

会員の寄稿とさくら寮訪問記

フオーラム 2009『 ネパール山村の少女たちに教育を』

さくら寮レポー ト 活動報告 その他

さくら寮から第 2期生の卒業生が巣立ちます。2007年 7月 に入学した10名 の生徒たちです。彼女たちは、こ

れから自分の出身地に帰り、小学校の教師として実践を積みます。その間の3年間は教員としての給与を払つて

いきますが、その後は自立した教師を目指します。今年の6月 から、計 20名の卒業生が教師として活躍するこ

とになります。みなさまの一層の関心とご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

修学旅行 :5月 20日 ～23日 (日 本大使館訪 呂J・ JICA・ UNESCOの社会見学と性界遺産寺院の見学)

卒業式 :5月 29日 (金)午後 1時からさくら寮にて (6月 からは各小学校に赴任)

第 2期生の卒業に寄せて

理事長 山下 泰子

みなさん、ご卒業おめでとうございます。

私たちがこのプロジェク トをはじめたきっかけは、1999年 3月 、ランタンリルンの麓の村で出合った 1人の

少女のつぎのことばで した。彼女は、「私は、学校にいったことがないcだから『夢』などt)て ない。ただ、運命

にしたがつて生き、死んでいくだけだJと cこ のことに衝撃をうけ、私たちは、村の小学校に女の先生がいれば、

きっと女の子が学校に行きやす くなると考え、「さくら寮」をつ くつて、女性教員の養成をはじめたのです。

第 2期生の皆 さんは、ネパールの極西部、中西部のバス道路から2回 t)3口 1)かかる山の中の村からポカラヘ

学びにきてくれました。他に交通手段がなくて、ヘ リコプターでやってきた人もいましたね。皆さんが本当にi丑



部な地域から来てくださつたことを私たちはとてもうれしく思つております。

あなた方のふるさとの村人たちは、あなた方が優秀な先生になって村へ帰る日を首を長くして待っておられま

す。皆さん、「さくら寮Jで学んだことを誇 りに、村の少女がみんな学校に行けるように精一杯努力してください。

JNFEAの メンバーが、必ず皆さんの先生としての様子を見にふるさとの村を訪問します.ま た、「さくら寮J

での卒業生のためのフォローアップ研修会も計画します。そうしたときに、再会いたしましょう。どうぞ、『二
|

四の障』の大石先生のように、子どもたちに愛される先生になるよう日々頑張つてください。

Surendra Bahadur Bhar巧 00

スレンドラ B.バ リジュー

カニヤキャンパス校長

JNFEAポ カラプロジェクト

「感謝をこめて !」

女性の教育発展のために活動している JNEFAと ポカラのカニヤキャンパスから始めた 10年間の「さくら寮

プロジェク トJは今年、4年 目に入りました。この間いろいろな問題を経験いたしましたが、これからもこのプ

ロジェクトを続けて行きたいと思っています.

西ネパールと中央ネパールの発展が遅れている地域で、SLCを合格してさくら寮に寝泊りしながらカニャキャ

ンパスに 2年間通い、いろいろな トレーニングを受けた後、彼女たちは教育発展のために自分の村に帰って小学

校の先生になり、了どもたちのために良いことをしようと思う気持ちが強くなっていることがとても良くわかり

ます.昨年卒業した 1期生は自分の村に帰 り、子どもたちができるようになるまで熱心に教えているそうです。

今、10人が 1)う すぐ卒業して自分の村に帰ります。彼女たちも良い先生になるように準備をしています。よく勉

強をしてさまざまな トレーニングをこなしています。今年卒業する学生t)1期生と同様に素晴らしい先生になる

だろうと私は確信 します。とて t)感心することが 1つ あります。それは今まで毎年入学してきた学生たちがみん

なとても良い学生たちだったということです。たくさんの応募者の中から 10人を選抜するのはとても難 しいこ

とです。今後もこれまでの選抜の経験をもとに良い学生の選抜に心がけたいと思います。

このプロジェク トの結果は 2～ 3年ではわかりませんc5～ 7年後にこの結果が現れ、きっとみなさんが良い評

価を下すと思います。このプロジェクトは小さくても、ネパールの発展が滞っている地域の女子教育発展のため

に本当に素晴らしい ()のになると私は思います。多くの方々の支援を得てこのプロジェクトはきっと成功するだ

ろうと私は信 じています。今までこのプロジェクトのために支援をしてくださっている方々に対して深く感謝中

し上げます。はoo9年 3月 27日 )

Durgartt Regmi

カニヤキャンパス

心理学教授

「チャンスを生かし良き先生に」
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経済状態がよくない西ネパールと中央ネパールの女子教育のために、支援をしていただいている日本ネパール

女性教育協会のプロジェク トに私はとても感謝いたします。

何 {)な い村の 10人の学生たちはフィーダーホステルに泊まって SLCを受け、将来よい先生になるためのとて

もよいチャンスをカニヤキャンパスとJNEIIか らもらつています。こんな良いチャンスをもらっている学生た

ちにはこのプロジェクトの通 りに (ほかの事はしないで)よい先生になるようにベス トを尽くしてほしい。この

さくら寮は学生たちのためによい勉強ができるようにチャンスを与えています。

最初希望と喜びに満ちてこの寮に入つたときには、学生たちの学力は非常に弱かつたのですが、この 2年間、

多くのことを学びさくら寮の学生の 40%以上の学生がファース トクラスの成績を収めました。他の 60%の学生

たちもセカンドクラスの成績でした。自分が受けた教育とトレーニングがこのプロジェクトの目的どおりに子ど

もたちの教育のためにきっと生かされることでしょう。さくら寮の学生たちは将来みんなのために働いて役に立

つ人になるだろうと確信 しています。

先生になることは本当に難しいことですが、毎日新しいことを体験できます。小さい子どもたちは、なにも植

えられていない準備をしている土のようなものです。その土に自分 (先生)たちが好きなものを植えて育てるこ

とができるように、子どもたちにもいろいろなことを教えられます。J B Wttson(psycholi野 の先生)の こと

わざのように子どもにサイコロジカル環境 (特別なチャンス)を 与えられるような素晴らしい先生になるでしょ

う。どうぞベス トを尽くしてください !

Keshav Sharan Parttuli

カニヤキャンパス

教育学教授

「学習の成果を村の子どもたちに」

経済的に貧 しく、なにもない地域から 1年に 10人の学生がきて 2年間、カニヤキャンパスで学んでいます。

卒業したら自分の村に帰って先生として働くという目的をもつた日本ネパール女性教育協会とカニヤキャンパス

ポカラが一緒に活動しているこの素晴らしいプロジェク トは前進し続けています。

活動して 3年の間に初めて卒業した学生たちは今、自分の村に帰って働いています。さくら寮にいる間、いろ

いろな トレーニングを受け、いい勉強をして先生になりましたの彼女たちは村の本当に良い手本となっているの

で、私たちもとてもうれしく思つています。

また今の 2年生もとつても熱心に勉強をしています。彼女たちも卒業した学生たちのように良い結果を出すと

思います.そ して自分たちの村にいろいろな新しい良いことをするだろうと確信しています。今の 1年生も入学

したときよりもどんどん変わってきています。これからも彼女たちは自分の勉強を熱心に続けていくと思います。

さくら寮で勉強している学生の結果をみたら、みんなとてt)驚きます。なぜなら他の学生は町から勉強をしにき

ています (村出身の学生が町出身の学生と同じように成績をとるのは難しい)。 でも結果は町の学生よりもさくら

寮の学生のほうが良い成績をあげていますG将来 t)同 じように良い結果をだすだろうと思います。

ネパールのまだ発展していない地域に住む女′性のための支援をしているJNEI■ とこのカニヤキャンパスが一

緒になって活動しているさくら寮は、日的どおりに前進 しています。本当はこのプロジェクトは lo年間だけで



はなくてもつと長く続けてほしいと思います。発展のむずかしい地域に住むすべての人々が教育を受けられるよ

うな状況になってほしいと願つています.また日本とネパールの関係ももつと良くなつてほしいです。ありがと

うございます。

Mattu Dhau

Vヽarden Of Sakura DOrlllitory

さくら寮 寮母

「さくら寮の思い出を村に」

「さくら寮卒業生のみなさん おめでとうございますJ

「さくら寮Jで一緒に過ごした口々はとても楽しかったです。あなたたちの両親のかわりとなって「さくら寮J

にいた時間は一生忘れません。あなたたちも ^生忘れないと思いますc

この寮にいる間に受けた教育や トレーニングを将来自分の村に帰って有効に使い、きっと良い先生になってく

れるということを私は確信しています。ありがとうございます。

第 2期生の経験とこれからの抱負

Manlsha Upadhyaya

赴任校

Shree 」anta Janardan Secondary School,

Bhalma Daud, Dotl

Distrlct i Daud,Dotl

TEL : 094-690560

人の一生にはいろいろな経験があります。良い、悪い、貧しいなどいろいろな経験の過程の中で私はこのさく

ら寮での 211間、貴重な経験をさせていただきましたc私たちにいい先生になるための勉強をするチャンスを与

えて下さつたJNFEAのみなさまに心からお礼を申し上げます。

さくら寮では、勉強だけではなく、みんなでどうやって働くかということ1)学びました。女性の仕事として食事

を作り、みんなで力を合わせてグループで働くということもさくら寮の生活で学んだことです。私たちは家から

遠く離れていますが、寂しく感 じることもなく、とても暖かい気持ちで生活することができましたc両親からの

愛と同じくらいの愛をこのさくら寮の寮母さん、カニヤキャンパスの校長先生とそのほかの先生、そしてJNFEA

のみなさまからいただきました。この 2年間の間に卒業したお姉さんや新 しい妹たちともお妊いに経験を交換す

るチャンスをいただきましたcこ のことは私の人生の中で本当に楽しい忘れられない思い出です。

JNFEAの 日的のように素晴らしい先生になって先生の見本となり、村の発展のために少しで1)尽 くし、自分

のll t)見本となるように頑張ります。そのためにJNFEAのみなさまから今後も良い意見をいただきたいと思い

ます。ありがとうございます。



Anjall Singh

赴任校

Shree Bannichaur Secondary School

District i Kadel Ba」 hang

TEL : 092-690545

JNFEAの みなさまそして支援していただいている方々、心からありがとうございます。

ネパールの女性たちはよく働きますが、経済の発展の陰に隠れてしまっています。女性はあまり外には出ない

で家の中で働きなさいという考えのある地域もあるなかで、私たちに良い教育の場を与えていただき、良い先生

になれるという日的を持たせていただき、とてもうれしいです。

さくら寮での 2年間の生活はいつまでも忘れませんcなぜならいろいろなことを経験するチャンスをいただき

ましたり友人と勉強や掃除などをしてすごく楽しかったです.そ して自分に自信を持つこともできましたcそれ

とともに発展のない村も少しずつ変わってきたことに気がつきました。これからその村に帰って小学校の先生に

なり、勉強のチャンスのない家族の子どもたちにも教育をしていきます。カニヤキャンパスとJNFEAからいた

だいた知識を自分の学校にもどつて生かします。村の子どもたちに 「学校に行かないといけませんよ」というこ

とを教え、娘にも教育は必ず必要だということを人々に教えます。そして」NFEAの 日的を持って、私は良い先

生になりますc

Bindu Kumarl Chand

赴任校

Shree Dashrath Primary School,

Gadhi Baltadi

District : Dashrath Chand Muni Sipality, Baltadi

TEL : 095-520040

はじめに私はJNFEAの みなさまに心から「ありがとうございますJと お礼を中し上げますc

私の生まれ故郷では教育のことについてあまり理解 していません。今も娘は勉強しなくてもいい、娘は他の人

の家に嫁ぐので勉強は必要ではないという考えがあります。でも私はこんなにいいところに来てカニヤキャンパ

スで良い教育を受けるチャンスをいただきました。それはとても素H肯 らしいことです。さくら寮にいる間にもい

ろいろな経験を積むことができました。たとえば友人とどうやつて話すか、一緒にどうやって働くか、他の人と

の挨拶の仕方など、いろいろなことです。それ以外にt)JNFEAの方々に時々来ていただいて、いろいろな トレ

ーニングを受けることができました。たとえば、将来村に帰って子どもたちにどうやって教えるかということも

学びました。みなさまに心から感謝いたします。

私はこのさくら寮から自分の村に帰つて、そこの子どもたちの良い先生になります。子どもたちみんなが1)つ

と勉強したいという気持ちが生まれるように教えます。



Ganga Parlyar

赴任校

Shree Buddhl National Prlmary School

District : Tukuche Mustang,Nagarkot

JNFEAの みなさま、ありがとうございますG

この 2年間のさくら寮での生活で私はいろいろな勉強を学びました。ここで自分がしなければいけないことt)

わかり、もつと前を歩く、もつと興味を持ってわからないことも学ぶチャンスをもらいました。友人と一緒にど

うやってレッスンするかということもわかりました。また自分は良いことをしなくてはいけないということ、人

は自分の生活を清潔にして健康を保ち、元気でなければいけないということも学びました.いろいろな トレーニ

ングを受けて自分より年上の人には丁寧に話さなくてはいけないということ、どうやつて勉強すればいいかとい

うことも学びました。苦手の専門科目は特別なクラスで勉強を受けて、良くわかるようになりました。

将来私は小学校の先生になります。なぜなら国の発展のために教育はとても大tllな ことです。だからわたしも

教育を大事にして生徒たちに私が学んだことを教えてあげたいと思います。つばみに水や栄養をあげて良い花を

咲かせるようにしたいです。

私の村は、今でも男子だけが学校に行く習慣がありますが、その習慣を変えたいと思います。村の子どもを持

つ親に男の子と娘は平等であることを教えてあげたい。また私の生徒にもそのことを教えたいと思います。

Himanl Budha

赴任校

Shree Balmandir Lower Secondary School

District  : Humla,Gorhi-4 Kuti

最初に、JNFEAの みなさま、心からありがとうございますと申し上げます。

私たちは発展のない地域に生まれ、教育の意味t)あ まりよくわかりませんでしたが、私はこんなに大きな素晴

らしいチャンスをいただきました。ネパールの遠い地方に生まれましたが、JNFEAのみなさまのご支援をいた

だいてポカラのような町で勉強をすることができ、本当にうれしいです。このさくら寮の 2年間の勉強の中で、

いろいろな経験をすることができましたcた とえばグループのなかでお互いに手伝って働く、時FHlを 大切にして

規貝」を守るなど、このようなことをきちんとしていけば自分の目的もかなうということを学びましたc以前は勉

強をして何をするかという目的もわからなかつたのです。

この 2年間、寮生活を共にし、勉強をとおして新しいことを学び、そしてみなさんからいただいた愛を考える

とうれしくて、あつという間の短い時間でした。この間に学んだことを、多くの悪い習慣が残る村に帰って村の

人たちに教えてあげたいと思いますcそ うしたらみんなにはめられてその社会の中でもつと良い先生なると思い

ます。良い先生になっていろいろな新しいことを教えるようになりたいと思います。



Lalmaya Budha

赴任校

Shree Laligurans tlpla,Dolpa

Distrlct i Tripurakot, Dolpa

TEL i 9848303274

教育を受けていない、発展のチャンスもないネパールの一番遠い地域、 ドゥルパに生まれた私はこのような勉

強を受けるチャンスをいただき、とてもうれ しいです。実はさくら寮に来る前は何 t)自 分の目的はありませんで

した。ここに来てから自分の日的を見つけることができました。それはJNFEAの 目的が自分の目的になったの

です。いろいろな悪い習慣のある村で私はのんび り成長 してきましたが、私が勉強 して将来良い先生になれるな

んてぜんぜん考えてもいませんで した。でも今は 2年間勉強 したら良い先生になれるとい うことをこのさくら寮

で学びましたcそのことを私はいつまでも忘れません。

さくら寮から私はいろいろ役に立つことを学びました。この 241間の間にいろいろな先生、日本から来てくだ

さつた方々や寮母さん、友人からもたくさんいろいろなことを学びました。学んだことを自分の村に帰ってみん

なに教えていきたいと′思います。

遠い離れた地域 に生 まれた私たちのよ うな学生のために、素晴 らしいチャンスを与 えて くだ さっている

」NFEAのみなさまに心からお礼申し上げます。JNFEAの 目的が必ずかなってはしいと思います。

Pampha Kumarl Kathayat

赴任校

Shree Him」 yOtl Primary School, Tripurakot

District i Trlpurakot Dolpa

さくら寮とJNFEAのみなさま、そしてこのプロジェクトに支援 してくださっている方々、心からありがとう

ございます。

このさくら寮での 2年間、いろんなことを学び、勉強することができ、とてもうれしいです。さくら寮での 2

年の間に、いろいろな経験やグループで働く、規則を守るという大切なことも学びましたcこ のようなことは以

前も学びましたがそのときは全然守ることができませんでした。 しかし自分の村に帰ったらこのような大切なこ

とを教えて、私自身も良い先生になりたいと思いますc村にまだ残っている悪い習慣をなくして、新しい良いこ

とを取り入れて生活するようにみんなに教えていきたいと思います。

発展のない地域に生まれても、ポカラのような良いところで 2年間勉強するチャンスをいただきました。ここ

に来て自分の目的もわかりました。発展のない地域の学生たちに将来への道を開いてくださった」NFEAの皆様、

カニヤキャンバスの先生方と支援 してくださっているみなさま、私の友人に感謝いたします。この 2年間の生活

は決 して忘れません。私はこれから赴任する学校で教えていきます。



Ritu Budha

赴任校

Shree Salpal Himal Lower Secondary School

Dlstrict : Humla,Syarda-5

西ネパールのすごく離れた遠いところに生まれ、勉強もできない悪い習慣がたくさんある、例えば娘は勉強 し

なくてもよいとい うような考えのある村の私たちのような女の了に、教育を受ける素晴 らしいチャンスを下さつ

た JNFEAの みなさまに心か ら感謝中し上げます。

このさくら寮の 2年間の間に、勉強だけではなく、グループの中でどのようにして生活 し、どうやつて働 くか、

熱心に他の人の手伝いをする、規則を守るとい う日常の生活習慣を勉強するチャンスもいただきました。以前ま

でそのようなことは全然知 らなかった し、自分が将来どうするかとい うこともわか りませんで した。 しか し今こ

の 2イli間 の勉強で、村に帰つて勉強のできない人のために良い先生になって教えるとい う目的を得ましたc発展

のない地域に生まれましたが、きれいなポカラの町で勉強をすることができとて ()う れ しいです。JNFEAのみ

なさまと、さくら寮にいる間にいろいろ教えていただいた寮母さん、先生方本当にありがとうございましたc

Sashikala Neupane

赴任校

Shree Madhyamik Vidhyalaya

District : Ganga Paraspur, Dang

TEL : 9847829994

最初に、JNFEAの みなさま心からありがとうございますGカ ニヤキャンパスのバリジュー校長先生そして他

の先生方、心からありがとうございます.ネパールの遠い地域に生まれましたが、ここに来るチャンスをいただ

いて、このさくら寮に宿泊しながらカニヤキャンパスで勉強をすることができました。ここに来てグループで働

く、自信を持つ、そしてよい先生になるというすごく素晴らしいことを学ぶチャンスをいただきました。また良

い先生になるためにはどうしたらいいのかもはつきりわかりました。

この 2年間が終わったらすぐ自分の村に帰って良い先生になつて自分の目的がかなえられるように学校で働

きます。学校に来ていない子どもたちの両親に会って子どもたちが学校に通うことの大切さを教えたいです。私

はその学校の見本となるような先生になりたいと思います。最後にこのプロジェク トの日的のように良い先生に

なれるように頑張ります。

Urmila Gurung

赴任校

Shree Buddha Secondary School, Sirdibas-8

District i Gorkha, Sirdibas-8 P511im



最初に JNFEAの みなさま、あ りがとうございます。

私たちは遠い発展のない地域に生まれましたが、ポカラのようなきれいな良いところで勉強するチャンスをい

ただいて、みなさまに感謝中し上げます。

さくら寮での 2年間の生活はいつまでも忘れません。寮生活のなかで、同 じ思いを持って勉強 しましたから本

当に良いことを学んだと思いますcその間にいろいろな人に出会い、お乃:いの経験を交換 してたくさんの知識を

いただきましたc

私はこの 2年間の間にカニヤキャンパスとさくら寮から学んだことを、自分の村に帰って伝えたいと思います。

教育を受けていない子 どもたちに教育の人 L―l」 さについてよく教え、学校に通 うことができるように心から教えて

いきたいと思います.良い先生にな ります。

寮生に対するアンケー ト

(2009年 3月 実施 )

1.さ くら寮での生活について一―困つたことや改善してほしいことがあったら書いてください。

*特に不満な点はないが、12年生 10人のうち 9人が、11年生では 5人がコンピューターやプリンター、Fax

がほしい。卒業後の連絡に使えるからと書いている。

2.毎月の奨学金を何に使いますか。

(1)衣服 食物 身の回り品 家族への送金 貯金 病院代等

*全員が身の回り品に充てていると回答。11年生、12年生で各 1人が病院代と回答c(けがや病気で病院に

かかつた場合は自費である。寮生は歯、日、鼻等の病気で病院にかかる比率が高いといえる。この場合は自

分で負担することになっている。)

(2)家族からの送金があります力、 ある場合はいくら送金がありましたか。

*12年生 7人が送金なし. 2人が病院代として各 4々000、 5000ル ピーを送金してもらつていた。1人は

1年間に 5000ル ピーの送金があったc

*11年生は送金してもらつていた者はいない。

3.寮での特別授業について一―寮生が不得意な英語について、寮でJNFEAの費用で特別に指導している。

算数指導についても実施 したが 1か月足らずで中止となった。

*英語については糸区続を希望しており、算数指導については、12年生と 11年生の大半が試験の準備があるの

で時間がない、と答えており、11年生のうち 2人は、算数は好きである、続けてほしいと答えている.

4.KCPで の授業について

(1)好きな科目

*12年生―ネパール語 2名  Primary education 8名  Child development 3名

11年生―ネノ`―ル語 1名  英語 1名  Primary educatiOn 3名  Health 5名  EducatiOn Pedagogy l名

(21 KCPでの授業は理解できますか。

*12年生―理解できる。先生たちはやさしいし親切であるc

*11年生―理解できる。先生たちは、生徒が分からないうちは前に進まないからc

(3)不得意な科目がありますか、あればなぜですか。

*英語 6人 理由― 自国語でないこと、知識が不十分なこと

5.」NFEAのメンバーが主催する特別授業一―算数指導、日本語、音楽、読書、洋裁と編み物 パネルシア



ター Ms.Safala(ネ パール人)による実践講義について

(1)こ れらはあなたにとって有益ですか。

*と ても有意義であると12,11年生とも答えている。

(2)どの講義に特に関心がありましたか。

*編み物 4名 Ms.Saねlaの講義 12名 パネルシアター 2名 音楽 6名

(3)講義について要望がありますか。

*Ms.Safalaの 講義をしてほしい 7名 音楽 4名 編み物 2名 小学校での教育の仕方についての講義 2名

パネルシアター 2名  日本語 1名 教授法についての講義 2名

6.卒業後はあなたは先生としてあなたの村の小学校で働 くことになります。小学校の先生になるには、

どんな知識や技能が必要だと思いますか。

*D子 供の心理や気持を理解すること b)子供は身体的にも心理的にも未熟だからL「 しい知識とよい行いを

教えることが大事である。 c)仕事に役立つような知識を教える。 d)学校へ毎日来るように教える。e)鳳

親に子供を愛するよう教える。0子供と一緒に遊ぶ g)了―供が関心を持つように教える。

7.あなたの村で小学校に行つていない女の子がいたら、あなたはどうしますか。

*その家に行って家族に教育の重要性を教える。

*両親に会つて教育の権利を思い出させるようにする。

*何 らかの援助をして彼女が学校に来れるようにする。

*両親に会つて女の子に1)男 の子と同等の権利があることを教える。

8.さ くら寮で過 ごしてきて最も印象に残つたことは何ですか。

*共同生活、部屋を清潔に保つこと、お互いに尊敬 しあうこと、教育の仕方、ここで多くのことを学んだ。

*多 くの友人と会え、よい教育を得る機会を持つことができ、多くの知識を得ることができた。

*こ こで自分の日的を得ることができた。小学校の教師としての多くの役立つ知識を得ることができた。先生

になつたら、子供たちに良い習慣を身につけさせるよう、また、裁縫、編み物や読書などの課外授業をして

了供たちを楽しませたい。

*村にいるときは何をするべきかはつきりとはわからなかったが、ここで自分の日的がはつきりした。

*多 くの友と会え、よい教育を受けることができ、多くの知識を得ることができた.

*多 くの友人と共同生活し、いろんなことを学んだ。

*さ くら寮では多くの便利なもの、快適な施設にふれることができ幸せです。

*言葉 。会話を勉強することができた。

*た くさんの知識を学んだ。

*Ms.Saねlaに よる講習=ネパール人の教師で教師を指導する仕事を主として受け持つている私立学校の先

生。寮生たちはこれまでに 3国指導を受けた。

まとめ

このアンケー トの狙いは、①この寮で学ぶ目的が把握されているか、②教師になる意思が確実であるか、③

JNFEAの 行 う出張講座についての受けILめ方、④KCPでの授業への理解度を知るために行つたものです。
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恩師と教え子

川上松衛

37歳になる娘が過 日、小学校の同級生たちと移動教室再

現旅行と銘打つて当時の担任の先生をお招きし口光に行つ

た様子を言舌してくれました。日中は当時のコースをなつかし

く辿り、夜の懇親会では思い出話に花が咲き大いに盛りL

がつたそうです。会の終わりに′恩師が一人一人の教え子を

大切に育んでくれた様子を細やかに話してくださり、涙、涙

の感動を分かち合つたとのことでした.「 幸せって絆のなか

にあること実感した.J娘はしみじみと語めてくれましたc「恩

師Jと
「教え子」外国語に訳すことがむずかしいと問いたこと

がありますc「 共に生きる喜び」「絆の幸せJを現す美しい 目

本語であると思います。

第 1回の卒業生が鳳校に帰り教師として1舌躍していると

のこと、うれしさがこみ上げてきますc日 本とは違う現実の厳

しさのなかで悩み、苦しみながら教え子たちと共に生きる喜

びを日々実感していることでしょう。遠いネパールに思いを

はせながら心からのエールを送ります。

さて、ネパールの新任のおなご先生 ! あなたの国には

日本が失ってしまい、取り返すことのできない教育の財産

があります.それは貧しさ、物が足りないことなのです。 私

たちの国が半世紀まえ貧しかったころ、人は「分かち合いJ

「がまんJしなければ生きていけませんでした。このことは人

の心に優しさと豊かな人間関係を育みました。真の優しさは

「共に生きる喜びJを創造します。日本は今、物溢れと便利

さのなかで欲望に追われ、このことが難しくなりつつありま

サ。ポカラで学んだ知恵と技でこの財産を活かして下さい。

これからも「ポカラ魂Jを心に秘めた女′陛教師が次々育ち、

ネパールに沢山の「′恩師Jと
「教え子Jで溢れるようになるこ

とは、もう夢ではないことを実感しています。 ささやかです

が「分かち合うJ喜びを共にさせて頂きありがとうございまし

たc(り  Lさんは里親として、毎月ご送金くださいました。あ

りがとうございました.心から感謝中し上げまづ■)

さくら寮訪間

今村美知子

2月 17日 、さくら寮の門の前に到着 F日扉が開き、中

をのぞくと、玄関で、かわいい学生達がニコニコ顔で、

私達を迎えてくれました.

私の女市 (「11ド泰子)が中心となって立ち上げた NPO

法人 JNFL多 くの方々に支えていただき出来上がっ

たさくら寮cずっと以前から訪 出したいと思いながらや

つと実現 したこの日でした。私も連れ合いの務も、東京

の小学校で 30イ 11以上教員をやってきましたので、さく

ら寮にはいろんな意味で、とても関心があったのでづ■

務は、ハンガリーのコダーイシステムという、「音楽教

育法Jをずっと研究しながら、音楽教師をやっていまし

た。その教育法のネパー羽板を考えるための資本1集めが、

今回の旅行の一つの日的でした。

その手女台め (と いうと大げさですが)に、日本のわら

べ歌遊びをやってみました.“なべなべそこぬけ、そこが

ぬけたらかえりましょ"初めて見る遊びだったことでし

ょうこそれを一緒にやりました。「はい ! メンバーチェ

ンジJと言われると、次の相手を探します。何回もやり

ました。楽しそうです。いつの間に力V学生達 t)口 ずさん

でいました。そして、もう一曲c“ くまさんくまさん、ま

われみぎ…"と いう曲。もうノリノリで、夢中で遊びま

した。彼女たちが、教師になつて、こんな遊びを子ども

達と出来たら、素敵なことでしょう。そこで、「こういう

遊びがネパールにないですか?Jと 、尋ねました.そ う

しましたら、あるんですれ,国 ずさみながら、すぐにや

つてくれました。これで一つの資料ゲットです. しつか

リビデオに撮ってきました。

その後、夕食をいただいて帰るこ

ピアニカを持つてきて、「教えて !J

とになり学生達は、

というので、少し
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だけピアニカを教えながら遊んでいたら、恒例の停亀

お当番の学生達は、暗いろうそくの灯で食事作りをして

います。ネバールで初めての食事、学生達が作つた 【ダ

′レ ―ヾ 卜】、おいしくいただきました.

まだまだ停電は続きます.そのくらい中で、ネパール

ダンスを披露してくれました。順番に学生数ノ人、が中央に

出てきては、次々に踊ります。大鼓をたたく学生や、笛

で応援する務&ガイ ドのビータンバルさん、歌を歌う学

生達。だんだん盛り上がってきました。いつの間にか、

私達まで踊り始めていました。

素直で、Flこ対 してt)‐生懸命で、自信にあふれてい

る表情は、すばらしいと感 じました。今回の訪間をきっ

かけに、引き続き、何らかの形で、さくら寮の学生たち

と、関わつていきたいと、今強く感 じています。

さ くら寮の二十四の瞳

山下嗣夫

私は登山。写真愛好家で、アルプスやネパール・中国

の雲南省などへ出かけました(,高校同期会で山下泰子さ

んと同席した際にネパール山村の話に共鳴し、JNFEA

の賛助会員になりました.今年 2月 にアンナブルナ周辺

の撮影に出かけるに際し、イロ∫かお役に立てないかと話し

たところ、ぜひ「さくら寮Jを訪ねて下さいとの事でし

た。

再訪 したネパールは乾季の只中で埃っぼく、一段と喧

騒 。混沌の度が増 したようです■政情が安定せず、電力・

給水 。燃料事′
1青が放つたらかしの印象で,■ 住民は1貫オ1ノ

っこの感 じで、水の汲みおきやローソクで自衛 して慌て

ず騒がず暮 している様子です。

ポカラ、ジョムソンと移動してタサンビレッジで 2泊、

朝陽に輝くダウラギリを写真に収めました。 トラチャン

氏はあいにくお留守で、来意は置手紙に託しました。

ポカラヘ戻 り、ノーダラ・サランコットの展望地を巡

るも、黄砂のような話が立ちどうにも写真になり難い.

宿題の 「さくら寮Jは 日本語スタッフ不在でまず空振

り。翌日ねばって何とか渡 りが付きましたc気の利く運

転手に地図と電話番号を示して、 ‐
件落着となりました.

エライ人じゃなく、どんなオジさんが来るかとイキち構

えていたようで、ポィンセチアの花束で大歓迎を受け、

こちらが吃鷺

一般会員の皆様も、機会を捉えてぜひ 「さくら寮」を

訪ねてください。有名観光地とは街中で見かける娘たち

とは大違いで、清楚な身なりのチ里矢目的な感 じの乙女達で

した。JICAシルバー隊員の鈴木健夫氏 (私の後輩)同

道で、カタコト英語でも何とか話ができましたり

寮は小ざつばりと清潔で設備も整い、個室もあつて勉

学に良い環境と見受けました。これまでのご関係の皆様

の努力の賜物と感 じ入りましたこ

ふと、鉄扉 とガー ドマンに守られた 「女の園Jの生活

を思いました.勉強ばかりじゃなく、たまには連れ立っ

て遊びに出かけるんだろうな。有:名観光地とは言えませ

んが、人懐っこい笑顔 と、運次第で白銀の神々の座が迎

えてくれるでしょう。(全 日本山岳写真協会会員226訪問)

山下嗣夫氏と寮生



フオーラム2009
「ネパール山村の少女たちに教育を」開催

去る 1月 31日 (土 )、 文京学院大学の教室で、久しぶ

りにJNFEAの講演会を開催 しました.前 日からの風雨

が午前中まで残 り、出足が危ぶまれましたが、どうやら

昼前には雨もあがり、ご来場の皆様にご迷惑をかけるこ

とt)な く、100人余 りの方がご出席くださいました。

まず、山下泰子理事長から、 日頃のご支援への感謝の

言葉が述べられ、昨年 10月 に 「第 1同 白山都市・堺平

和貢献賞・奨励賞Jを受賞 した旨の報告がありました。

さらに、これを記念 して会員の渡邊いくよ様からさくら

を描いた日本画が贈られました。

フオーラム会場

この絵は、この 5月 に行われる第 2回卒業式の時にさ

くら寮に飾られることになっています。

引き続き、この 2年間の現地の様子、寮生の生活等が

4人のスピーカー(理動 によって語 られ、また、文京学院

大学学生による 「ネパール・パ トレ村交歓記」の発表が

ありました。概要は以下のとお りでサ■

寮生の選出について

磯 公美子

さくら寮の寮生達はどのようにしてさくら寮に来た

のでしょう?2008年度の応募者は 27名 でした.中請

書類カロ「便、3思などでカニヤキャンパスのバリジュー

校長の元へ送られてきまづ■ 7月 13日 (十)ポカラ、大

木神父の自宅で 10「 Jよ り選抜委員会は始まりました。

出席者は大木神父、バリジュー校長、」NFEAの理事 (杉

浦、磯)2名、友松寮母、アンジュ寮母、通訳のサロー

ズさん、言+7名。

JNFmは 選抜の基準を設けておりまづ■ l SLC合格

者 (年次は問わない)、 2極西部、中西部にあるホステル

出身者、3将来、自分の故郷を含む遠隔地において小学

校の教師として働く意思を持つている者、4ブ ッグスク

ールより推薦され、SLCに合格し、3の要件を持つ者、

自分の故郷を含む遠隔地において月ヾ学校の教師として働

く意思を持っている者、5.将来、自分の故郷を含む遠隔

地において小学校の教師として働く意思を持つていて地

域の学校長による推薦 (採用保障)を受けている者が条

件です。

次に選ぶ順序として①各ホステルから、まず 1名 を選

抜、②同じ地域、ホステルの者が複数応募している場合

は、SLC成績上位者を選抜、③さらに、条件が同じであ

れば、カーストのより低い者から選抜、①いままでの基

準で選抜しても、なお定員に余裕のある場合には、選抜

基準 1.をはずし、同じホステルから複数選抜する、⑤は

①までの基準で選抜しても、なお定員に余裕がある場合

には、選抜条件 2の地理的限定の要件をはずして、西部

にあるホステル出身者を選抜する、⑥いままでの基準で

選抜しても、なお定員に余裕がある場合には、⑤の地理

的限定の要件をはずして、選抜する。

2008年度 (3期生)は ドティとフムラの出身者は 2

期生もおりますので寮での生活の不安は無いと思います

が、ジュムラ、アッチャム、ジャジャルコット、サラヤ

ン、ルバンデヒのホステル出身者は初めて選抜されまし

たので何かと心細かったと想イ象されます.バ リジュー校

長は「今年t)選抜の『正義』は実行されたJと 大変満足

されました。こうして 1期生から3期生まで極西部 12

名、中西部 7名、西部 11名の学生達がさくら寮で生活

しカニヤキャンパスで 「おなご先生Jと なるべく勉強し

ておりまサ
~(さ

くら寮支援室).

さくら寮の暮 らし

新井場貞子

さくら寮の開設から2年。昨年は第 1回 目の卒業生を

だし、現在 2,3期生が学んでいる。さくら寮は寮生た

ちが通うカニヤ 。キャンパス・ポカラ短大の敷地内にあ

る。寮生はキャンパスで教育コースのカリキュラムを勉

強する。寮での生活は、「寮生手1帳Jと 寮母の指導監督の

もとに、規律正しい生活指導がなされている。食事当番、

掃除当番を決め、個室はもちろん、共同の場所の掃除等
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も計画を決めて行つている。

3000ルピーの奨学金は、半分は食費、半分は個人的な

経費として渡す。病気の場合の経費は個人で負担するこ

とになっている。病気にかかる子がかなりおり、奨学金

のなかで保険に入るようにしている。

建物は 3階建ての鉄筋コンクリー トで、日本政府の

ODAで建てられた。全面大きな窓で、大変明るいが、

ネパール人は鉄柵をつけてほしいと言つている。ネパー

ルは、水や電気のインフラが整つていなくて、水不足、

停電に悩まされているc

日本からは、理事やボランティアが出向き、数学、音

楽、英語、家庭科等の出前授業を行つており、学生には

好評であるc

卒業生の働 く学校を訪問 して

ネ由山鬱

昨年 10月 に卒業生の赴任先 した 2校の小学校を訪問

してきました。西部地区ゴルカ郡のブッタスクールは日

本の blPOの支援で建設 された学校です。カ トマン ドウ

からバスと徒歩で 3口 掛かりました。先生 14名 、生徒

280余名、地域に高校は 1校だけの中等教育欠如地域で

した。さくら寮の卒業生は時間外に勉強を教え、校内菜園、

バナナ園を作つていました。

次に極西剖
`ド

テ ィ郡のチ ョウカンスクールを訪問 し

ました。村には電気、水道、 トイレ無 し、校舎の傷みが

激 しく、机椅子、教科書など充分ではありません。先生

5名生徒は中学 1年まで 230名余でしたc教育環境の厳

しい中、卒業生の授業には、私が村を変えるとの思いが

伝わり胸が熱くなりました。

いずれの村も識字率 20%前後で、先生の確保、生徒の

中途退学が大きな問題です。卒業生の活躍が村に大きな

影響を与えることでしよう。

第 1期生卒業生 フォローア ップ研修会

岩谷栄子

2008年 10月 22・ 23日 、現地さくら寮で、フォロー

アップ研修会を実施 した。

その目指すところは、(1)さ くら寮卒業生の教員として

の資質向上に努める。(2)実践から学んだことなどを語 り

合い、互いに啓発 し合い事例を研修する。(3)遠隔地の教

育課題について研修する。(4)新たな教授法などを学び合

うである。

卒業生全員による体験発表や問題提起をしてもらい、

KCP大学の4人の先生方、日本からの 3人の講師による

指導助言が研修会の中心的な内容であつた。

卒業生達が、まだ4ヶ 月の新人教員として、悪戦苦闘

しながら、頑張つている様子が次々と語られた。ブルダ

ニ・ギャルは、
′
学校の トイレがとても汚いので、自ら早

朝に掃除を始めたら、他の教員 t)次第に一緒にやるよう

になった。シタ・チムラは、手づくりの教材で、指導方

法を工夫していたら、1芥の学級の子どもが、羨ましがつ

てシタ先生の学級に変えてほしいと言われた。ラミラ・

ブッタの村では、人身売買が現実にあり、地域の人たち

と協力して「母親の会」をつくつて、啓発活動を始めた。

等々驚くばかりの活動振 りであつた。研修会終了後の感

想は以下の通 りである。

様々な問題に対して、あきらめないで頑張ることが大

切であることがわかった。若い先生は村を変えるリーダ

ーとしての役害Jが大きい。自分たちも一生懸命頑張りた

い。

教育には、いろいろな方法がある。現地で簡単に手に

入るものを工夫し、教材にして、教えていくことが大切

であることがわかつた。 (サララ・マジ)

この研修会で、大変自信がついた.様々な問題につい

て、どのように望むべきか方向が見えてきた.良い道が

拓けてきた。

私は、研修会で、抱えていた多くの悩みや問題など解

決できた。そして、いかにリーダーとしての教員になる

か、活動的な教員を目指すかについて考えた。研修会を

受けて、その方法がいくつか理解でき、ll~を変えるよう

に、少しずつ努力していきたい.(ラ ミラ・ブッタ)

① 3日 間の滞在で大変勉強になつた。②未就学の子ど

t)への好ましい接し方、③教材作りのこと、④地方教育

事務所などの公共的な場所の活用のしかた、⑤新しい教

育方法、コミュニティーの人々の変革のしかた、など助

言をいただいた。先生が村を変えるということをすべて

の講師がおっしゃつた。⑥私たちはよりよい社会づくり

のために働く。 (サ ンタ・カナル)
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パ トレ村の学校を活性化させよう !!

「パ トレ村交歓記」

矢野可穂理

私達、文京学院大学の学生は、「ネパール山村教育開

発プロジェクト 5ヵ年計画Jを 2007奇iか らスター ト

しました.

2007年は、教室の増築、生徒・教員の増員をすること

ができました.2008年は、清潔な村にするためにバ トレ

村の校舎にトイレの建設とグランドの拡大が進行中です ,

2009年は、スポーツが盛んな村にするために、私達は、

パ トレ村にサッカーチームとチアリーディングチームの

結成を実行しまづ1)

パ トレ村との交換風景

私は、スボーツを通 して子ど1)た ちの就学率増進を考

えています。子どもたちは、勉強がついていけなくなっ

たり、家庭の事′
晴で ドロップアウトすることがありますc

ギ崚 に何か一つで 1)や り遂げたいと思 う1)の、得意な t)

のをつくつてあげたいと考えました。このスポーツチー

ムの結成により、就学率増進、男女の隔てなく活躍でき

る未来をり」り開くステップになることを願って、プロジ

ェク トを進めてイ∫きまづ■ (丈京学完大学外国語学部4年 )

この後の懇親会には 60名 もの方がご参加いただきま

した。ネパール レス トランから取り寄せた"カ ジャ “(お

やつ)、 手作 りのケーキで、おしゃべ りを楽しみました。

そして、最後に、向田亮順先生一座による「パネルシア

ター」の公演。向田先生の軽妙な話術と楽 しい歌、そし

て工夫をこらした制作品によつて繰り広げられるシアタ

ーに、観客はのりのり、子ども向けのパネルシアターな

のですが、年代に関係なく楽しみました。顧間の赤松良

子さん「遊んでもらつちゃつた」と。

向田先生―行は、3月 にさくら寮で講演し、生徒たち

に制作を指導してくださいました。

さζらβルボ生ハ

磯 公美子 (さ くら寮支lf室 )

このレポートは私がさくら寮支援室の担当者となり「さくら

寮」の寮障さん、マンジュさんとの窓口となつた 2008年 8月

から2009年 2月 までのさくら寮の主な日常の生活の報告で

すcマンジュさんからは定期報告書が一ヶ月遅れで毎月

電了メールで送られて来ます。また、現地理事のクリシュ

ナ・カティワダさんから送られてくる運営委員会の報告も人

れました。寮生のさくら寮での生活はネパールの伝統的な

祭り、日常生活、学校生活、健康問題等が報告されていま

す。

2008左
「

8月

・さくら寮運営委員会開催 ・TcO(シバ神に捧げられる祭り、

未婚の女性が良縁に恵まれるための祭り)がマヘンドラブ

ルで開催され、寮生t)参加し、ベストドレス賞を獲得3 KCP

で行われた歌謡大会に参力Π。・気候不順により数名の寮生

が発熱したが抗生物質の服用で回復。

9月

。前寮母、アンジュさんが退職し、妹のマンジュさんに交

代。。裏庭に数種類の野菜の苗を植えた。・寮全体と台所を

掃除c・ 26日 、寮生はダサイン休暇のため帰州1,数人の学

生は航空券が人手困難なため家に帰れないと連絡がきた

が、2口 後家に着いたと連絡が入る。。第1期生 (卒業生)の

サララが英語のi皇試のため寮に来た。

10月

。学生は帰省中 ・19日 、研修会のため岩谷、深田理事がさ

くら寮到着c第 1期生、卒業生10名が到着。・20日 ～22日 、

第一回フォローアップ研修会開イ生 。23日 、研修会終了、第

さくら寮での講演の様子
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一期生は帰路についたc・ ドアロック、階段、バルコニーの

修理のため作業員を呼んだ。・23日 、岩谷理事、袖山理事、

クリシュナさんはサララの赴任校訪間にサララと一緒に行く。

30日帰着。その後袖山理事はフィルムのブッダスクールヘ

H月

。さくら寮運営委員会開催〆 6日 、全ての寮生が帰寮。全員

で建物の掃除、裏庭に野菜の苗を植えた。・11日 、韓国と

日本の NGO(PEN)が 寮を訪問。3名 の寮生がマニパル病

院で診察を受けた結果、胃に問題があった。。12日 、

Ⅵ
'VCA関

係者(10名 )が寮を訪 l.l。 寮の説明と案内をした。

寄付を頂いた。英語と算数の補習授業が始まる。。19日 、マ

ニパル病院で診察を受けた、カウシラとリトゥは鼻に問題あ

り。全員でホールのガラスを磨いた。シャルミラは台所のド

アを破損、手を切ったので手当てした。ドアの修理を依頼。

12リロ

・全員が肝炎のワクチンをl_kl低 2階浴室のパイプが水漏れ

し、水道屋をよんで修凡 ナヤバザール、マヘンドラと洞窟

へ遠足。寮生達は大いに楽しんだ。スリジャすが胃の急病

でマニパル病院へ。 全員で部屋、床、ソファーセットの手

入れをした。AへFの野田氏とラジェンドラ氏が寮を訪問しバ

リジュー校長と一緒に寮を点検。・27日 、山下理事長、伊藤

理事、クリシュナさんが訪問。バリジュー校長と寮生の来夏

の教育実習について相談。山下理事長持参のPCの調整

のためSSlにイ子った。

2009年 1月

。さくら寮運営委員会 FTlイ色 給与の増額をガードマンが希望

したのでバリジュー校長はガードマンを3人から2人にした.

寮の全てのガラスを掃R3名 の寮生が寒さのため体調をく

ずした。・7日 、lst terlllindの 試験。・10日 、11年生とマン

ジュさん はゴル カヘ ロ帰 り旅行 にc・ 14日 、Maghey

SankranJ祭 りのため、芋、サツマイモを調理、その他スウィ

ートライス、セルロッティを調理。・17日 、全員で山岳博物館

を見`れ 韓 L■l、 日本の NGO(PEN)が寮を訪問。カウシラは

鼻の手術を受けた。叔父が付き添つた。STasmi puiaの祭

りが KCPであり、寮生はダンスを披露。

2月

。さくら寮運営委員会開催cアンビカは激しい頭痛を訴えた

のでマニパル病院へ.全てのカーテンを洗濯し、じゃがい

もを菜園に植えた。停電による水不足を解消するため新しく

1,000リットルの水タンクを設置 寮生は KCPで教育実習。

新しく大きなホワイトボードを大工に注:文。Shvど前�の祭り

にバリジュー夫人と友松さん (前寮母)を招待。・17日 、今村

夫妻が訪間。音楽の指導をして頂いた。。20日 、金先生他

10名 が訪問。絵、茶道、音楽の指導して頂いたG° 25日、

森本泉さん訪 Fnl。 アンケートを実施した。・ 26日 、山下嗣夫

さん―行が訪門された。12年生後期の試験発表。マニサは

クラスのトップになり、アンジャリ以外は合格。

」NEFA 活動報告

08 11 4-09.5 29

200811.4 総務部会 llPO法人について (山下研究室)

11.5 さくら寮支援室・教育担当会議 寄贈品について (山 F

研究室)

11.8 さくら寮支援室会議 ニュースレター発送作業 (吉 田宅)

1116 総務部会 blPO法人について (コ ンパー トメント東京

中央)

1120 総務部会 理事会議題について (コ ンパー トメント東京

中央)

1121 さくら寮支援室会議 0中奈り1県民サポー トセンター)

1129 第 6期第4回理事会 (文京学1院大学)

128 里親会議 里親個人指定について (山下司1究室)

1215 さくら寮支援室会議 卒業式等について (神奈川県民サ

ポー トセンター)

1227 山下理事長・伊藤理事がさくら寮訪問

(山下理事長1224～0911ネバープし/滞在)

200917 テレビ神奈川  「石橋勝 ボランティア21」 でき

くら寮について放映

118 総務部会 フォーラム開催準備 (大泉資料室)

121 総務部会 フォーラム準備 (山 下研究室)

125 さくら寮支援室会議及び31日 の準備会  (文京学1坑大

学)

131 「フォーラム2009 ネパール山村の少女に教育をJ

及び懇親会を開催 (文京学院大学)

29 総務部会 旅費規程について (コ ンパー トメント東京中

央)

213 総務部会 総会準備 (山下研究室)

217 今村務・美れ子夫妻他2名 がさくら寮訪問 音楽指導

220 金氏とアーティスト6名 がさくら寮訪問
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222 第 6期第 5回理事会 (文京学1坑大学)

37 さくら寮支援室会議 け中奈川県民サポー トセンター)

313 会計担当理事引き継ぎ打ち合わせ (コ ンパー トメン ト東

京中央)

322～27 佐伯理事・松本氏がさくら寮訪問

326・ 27 伊藤理事がさくら寮訪問

327 占宇田
`副

順氏他 6イ|が さくら寮訪間

331 さくら支援室教育担当会議 教育支援計 山i(コ ンパー ト

メン ト東京中央)

44 総務部会 総会準備合わせ (人泉資料室)

410 会計担当理事引き継ぎおよび監査実施 (コ ンバー トメン

ト東京中央)

426 第 6期第 6回理事会 (文京学院大学)

517 2009年 総会 (文京学院大学)

520～ 23 さくら寮12年生修学旅行 新井場理事司行

520～65 月千井場理事さくら寮滞在

526～63 さくら寮卒業式参列ツアー実施

(山下理事長・小野理事夫妻・波邊理事夫妻他ツアー参加者 )

529 第 2り ll生スト業式
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彼女は長年花を題材に日本画を描き、数々の賞を受賞cフ ォーラムでは

絵葉書にして 100枚を完売。この絵はさくら寮のホールを飾 ります.

☆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 :0130-4370983(郵 使振替 |1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 (年会費)

☆教育里親基金☆ 口座名 :JNFEAネパール女性教育養成里親基金 IJ座番弓 :001103-355493

NPO法 人 日本ネパール女性教育協会 (」NFEA)
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