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特集 第 2回卒業生の巣立ち
5月 29日、2期生の卒業式を挙行しました。これに先立ち、5月 20～23日には、卒業旅行 (カ トマンズヘ)を実

施しました。

卒業式には、在ネパール日本大使代理として、半井麻美 (な力Чざい あさみ)書記官がご出席くださり、遠隔地出身の

生徒たちに温かい言葉をかけてくださいました。顧間のマテマ氏夫妻、KCPの先生方、JNFEA関係者が見守る中、

厳粛にまた和やかに式が挙行されました。生徒たちは、自分たちの決意をネパール語で述べ、列席の皆様に感動を与

えました。彼女たちは歌が好きです。昨年覚えた「今日の日はさようなら」を日本語で歌い、今年はさらに協会理事・

伊藤ゆきさんがネパープ垢吾訳した、「思い出の歌」が気に入つて、涙しながら歌いました。

第 2回卒業式に参列して一お祝いの言葉と感想

卒業式に寄せて

半井麻美 (駐ネパール日本大使代理 二等書記官)

ここポカラで、カニヤ・キャンパス・ポカラの女生徒たちの第2回卒業式に列席することを大変うれしく思つてお

ります。

私はネパールに赴任してまだ 1カ月しかたつていませんが、美しい自然、歴史的、文化的な遺産に大変感銘を受け



ております。また、ネパールの人たちのあたたかい、優しい人柄に接し、心あたたまる思いでおります。

10人の卒業生の晴れの式典に参加できてうれしく思つております。皆さんは、極西部や中西部の故郷の村に帰って、

女の子たちが皆さんと同じように教育を受けられるように彼女たちを励ます先生となるということを聞き、私は大変

感動しています。申すまでもなく、女の子が教育を受け、力をつけることは個人的な成長だけでなく、ネパールの国

にとつても大切なことです。皆さんはご存じだと思いますが、教育を受けて力をつけた女畦は、家族、コミュニティ、

そして広くは国のために重要な役割を果たすことができま九

日本大使館は、2005年に、この寮の建設に際し、650万ルピー、また、1994年には校舎の建築費として460万ル

ピーを日本政府の草の根無償 0人間の安全保障基金 (GGPlと して供与いたしました。こうして建てられた建物が、

教育環境の改善に役立ち、遠隔地の女生徒達の教育の向上に役立ってぃることと、私は信じています。

近しい友人としてまたネパールの発展を支えるパー トナーとして、日本はこの数 10年間の間、貧困の撲滅のため、

持続可能な経済発展のため、経済的また、技術協力を通してネパールを支援してまいりました。私は、カニヤ・キャ

ンパスが民間レベルで日本とネパールの′自、の長い友好を築いていくものと強く信じております。

このキャンパスとJNFDヽ に対し心からお礼申し上げ、皆さまの遠隔地域の教育推進のご努力が実ることを心から

祈っています。また、この場所を借りて、ネパールの遠隔地域の少女たちの教育の推進に努力なさつている」NFEA
とそのメンバーに感謝の意を表しま九

最後に、今日ここで卒業証書を受けられた生徒たちにおめでとうと申し上げ、皆さんの国、特にあなた方が住む極西

部、中西部地域の少女たちの教育の向上のために貢献なさることを期待しています。

「さくら寮第 2期生」卒業式に参列 して

小野英樹 (総務担当理事)

この5月 29日 、さくら寮において第2期生の卒業式が開催されました。マテマ元駐日ネパール大使ご夫妻をはじ

め駐ネパール日本大使館そのほかから沢山のご来賓をお招きして、B.バ リジュウ・カニヤキャンパス校長、当協会

から山下理事長の出席のもと、大変不意やかな明るいそしてにぎやかな式典となりました。

ネパール遠隔地からさくら寮に入寮し2年間勉強した卒業生たちは、みなさんからの激励の言葉に緊張した面もち

とうれしさ半分そして友と別れる悲しさ半分といった表情でした。

私のネパール訪問は2回 目ですが、今回は卒業生を応援する意味合いも込め家内を同行させました。寮生たちに接

半井書記官と山下理事



していつも感じることは、その屈託のない明るさと人なつっこさで、ほっとするようなうれしい気持ちにさせてくれ

ことです。ネパール山間の地で育った純朴な子供達も さくら寮では、こうしたいい子たちが学んでいる、このことを

ご報告したいと思います。

当協会の仕事に携わって3年目、いまこの活動を支援していただくみなさんの名簿や支援金の管理を担当させてい

ただいておりますが、日々 、全国津々浦々からお寄せいただく支援金やご協力の言葉に接し、本当に頭の下がる思い

です。善意の方が沢山おられる、日本はまだまだ大丈夫などと大げさですが思つたりしていま丸

ポカラプロジェクト、ネパール山間地の子供達教育のため100名 の女の先生を養成するこの計画、お陰様OMに
滑り出しております。 しかし、まだ緒についたばかり、これからが本番です。皆様の長いご支援を心からお願い申し

上げる次第です。

さくら寮で学んだ女の先生たちは、やがて当協会の援助から離れ独り立ちしなければなりません。村々の多くの方

から評価され、子供たちに愛される立派な先生に成長することを確信しておりますが、同時に一方で「いま自分たち

があるのは日本の人々のご支援によるものだ」と心のどこ力ヽ こ留めおいてほしい、これが私たちの願いです。このた

めにも協会運営にあたる者の責任は非常に重いと思つております。

ネパールは、雄大なヒマラヤそしてこれから発展する文化豊かな国です。訪ねてみてはいかがでしょうれ さくら

寮の生活の様をご覧いただくためにも。

さ くら寮の第 2回卒業式に参列 して

渡邊いくよ(NEA会員)

昨年、側ⅡAの会員となり、思いもかけず、ポカラのさくら寮に、私のオ苗いた日本画の「さくら」(F8号)が、飾ら

れることになりました。第 2回 さくら寮女子学生の卒業式に参列し、贈呈するため、5月 26日 、山下理事長他5名の

方々と、香港経由で、ネパールに向かいました。

絵は約 lm四方の物で、結構大きな荷物になりましたが、ご一緒した方々の助けを借り、無事、夜遅くカ トマンズ

に到着しました。翌日、招待された日本大使公邸の玄関では、「富士山と松林」の日本画が私達を迎えてくれました。

広間にもやはり日本画の大きな「聖なるマチャプチャリ」の絵が飾ってありました。私の「さくら」の絵もこのネパ

ールに飾って貰えると思うと、とても嬉しくなりました。ポカラのさくら寮では、寮生の暖かい歓迎を受け、すっか

り仲良くなりました。

卒業式でのさくらの絵の贈呈にあたつて、私は、さくらが日本では昔から一番愛されている花で、日本の心を表し

ていることを説明し、さくら寮と共にさくらの絵を思い出して頂き、赴任地で頑張つてほしいと話をさせて頂きまし

た。また、この絵が、班 臥 の会員の皆様が、寮生の活動を支援していることの一つの証になって貰えたらよいと思

いました。さくら寮の寮生は明るく、大隈こく、礼儀正しく、退しい女の子です。彼女らは、それぞれ、違う遠隔地

から選ばれてきています。最初は戸惑いと寂しさで一杯であったことでしょう。でも、共同生活をすることで、お互

いを思い遣り助け合うことを学んだようです。特に感心したのは、寮生の皆さんが、何事に対しても、真面目に、真

剣に取り組んでおられることでありました。

寮生と触れあうことができたのは3日 程でしたが、彼女達は衛生感覚を身につけ、寮内も掃除がよく行き届き、清

潔な生活をしていることを見て取ることができました。側 のスタッフの教育支援と環境指導があったからでしょ

う。日本人の日常生活での良い習′贋はこれからの生活で、何処かできっと役立つことと思いました。

これから、彼女達はそれぞれ生活設備のない郷里の村に戻り、女子先生になります。女性故の障碍もあり、苦労は

大変であると推察しますが、日前に迫る困難を1つ 1つ克服し、退しく生き抜く女子先生になってほしいと願わずに

はいられませんでした。

帰国して、ネパールが何故力Y隈かしい国になつていました。ネパールの女子教育を支えるNMの プロジェク

成功しますよう心よりお祈り申し上げます。



卒業式に参列した全員の記念写真 (さ くら寮内)
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この2点は第2回卒業生の」NFEAのみなさんへの

礼状の寄せ書きです。

2009年選考委員会の報告

磯 公美子 (さくら寮支援室担当理事)

日午前8時より開催された。場所はさくら寮2階、今年の選考委員会は 7月 18 出席者はカニヤキャンパスの校長バリジ



ュー氏、運営委員クリシュナ氏、」NRAより磯そしてさくら寮のマンジュ寮母4名だった。今年の応募者は 18名。

バリジュー校長の「今日は非常に責任ある会議です。」との言葉から始まり、「今年は一部高等学校が 12年制に移行し

ているので応募者が昨年より減つたと思われる。我々はほとんどのFHに応募用紙を R収 で送ったが学生にさくら寮のこと

を知らせないFHの寮母が一部いた」と今年の応募状況が報告された。 引き続き、バリジュー校長は今年、初めてムグ

から応募があった。 また、 ロルパからも 2名の応募がありこれはとても嬉しいことだと話された。ムグ、ロルノく、 ドティ、

バジャン、アッチャム、ジャジャルコット、ジュムラ、ドルパ、ゴルカの 10名 の学生が選考された。補欠としてバジュラと

カプリバストの学生2名が決まった。翌日(19日 )の全国紙 「カンティプール」に広告が掲載され、選考された学生は 7月 28

日までにさくら寮に入寮するように伝達され、なおかつマンジュ寮母より各人に選考結果が電話で知らされた。最初にムグ

の学生が到着し、アッチャム、ドティ、バジャン、ドルパの学生達が到着。 27日 には7名がさくら寮に入つた。

27日 になってロルパ出身の 1人は父親がさくら寮へ行くことに強く反対した為入寮を辞退した また、ジュムラの 1人も

辞退が決まった。彼女は地元の 12年制の学校ですでに 11年生を終つていたDマンジュさんはなぜこうした学生がさくら

寮に応募したのか ?他の学生のチャンスを奪う結果になった日費既していた。ジャジャルコットの学生に連絡したところ、

本人はFHの寮母から選考されたことを知らされずにいたことが判った。本当に残念なことに今年の入寮は辞退する結果に

なつた。来年の応募を希望していた。

28日 午前、バリジュー校長、マンジュさん、磯の 3人は入寮辞退者 3名の補充として補欠のバジュラのラジュクマリ・ラ

ワット、 カプリバストのスジャータ・アチャラヤと新たにジュムラのサティア・クマリ・ブールを決定した。 しかしサティアが入

寮するまでは大変な困難があつた。 大雨で橋が流されバスが止まってしまい、3日 間歩いていると電話連絡が入つた。 8

月 2日 は入学日だつたが、サティアは間に合わなかった。

こうして4期 目の学生がそろい、さくら寮で小学校の先生となるべく新しいスタートを切つた。

第 4期新入生のみなさんヘ

山下泰子 (日 本ネパーノ嗜酬勃育絵 理事D
ナマステ、みなさんち第 4期新入生のみなさんを「さくら寮」にお迎えして、私たちは、とてもうれしく思いま丸

私は、文京学院大学の学生たちとネパールを訪問するようになつて、17年が過ぎました。その間に、200人以上の

日本の学生たちが、ネパールの雄大な自然と人々のあたたかさに触れ、大いなる感動をもつて帰国しました。みんな

ネパールが大好きです。

そんな中で、ひとつだけ気がかりなことがありました。それは、山村の少女たちが学校に行けなくて、人生の「夢」

をもてないことを知ったことでした。そこで、私たちは、NPO法人日本ネパール女性教育協会 lJNFEAlを設立し、

村の学校の「おなご先生」を養成する「さくら寮」をつくつたので九

私たちの「夢」は、ネパール山村の少女たちが、みんな小学校教育を受け、人生の「夢」をもてるようになること

なのです。小学校にやさしい「おなご先生」力ヽ れヽば、女の子が学校に通えるようになるでしょう。みなさんは、凛

とした先生になつて、村人を説得して、女の子が学校に行けるようにしてください。私たちは、みなさんが、カニヤ・

キャンパス・ポカラでしつかり学び、ふるさとで村の子どもたちから信頼される先生になつていただきたいのです。

287人のいぽEA会員と88人 と4団体の日本の里親さんたちも、この想いを共有しています。どうぞみなさん、

私たちの想いをあなたの想いにして、「さくら寮」の日々 をお過ごしください。カニヤ・キャンパス・ポカラでは、た

くさんのことを学ぶことでしょう。先輩との共同生活でも、学ぶことがたくさんあるでしょう。私たちは、カ トマン

ドゥヘの修学旅行もサポー トします。見間を広めて、それをあなたの本Nllこ持ち帰って、村の暮らしをよくすることに

貢献してください。

私たちは、ときどきみなさんにお会いしに「さくら寮」を訪問します。みなさんが先生になると、赴任先の学校も

訪問します。そのときは、ご一緒に楽しく人生を語り合いましょう。私たちは、みなさん一人ひとりが、村の女の子

のあこがれの「おなご先生」になる日をいまから夢見ています。どうぞ頑張つてください。



2009年度

註・VDC=Vilbge Development Committee(村 落共同体)

・HSS==Hlgher Secondary School ・SS=Secondary School
。生年は西暦 (年齢 は 11月 1日 現在 )

Parbatl Gharti Magar

誕生日:1988/4/2921歳

住所 :Uwa vDC,Rolpa

出身校 :Shree Balkalyan HSS

SLC:2064 2nd

父親名 :」たe Gha洗 i

父親の職業 :農業

誕生日:1992/11/2516歳

イ主F~f:Motipur VDC,Kapilbastu

出身校 iShree Banganga HSS

SLC:2064 1st

父親名 :Kttshna Prasad Acharya

父親の職業 :農業

誕生日:1994/3/1815歳

イ主所 :Hemantabada VDC,Btthang

出身校 :Shree Padma Public SS

SLC:2065 2nd

父親名 :Kttshna Bahadur Rokaya

父親の職業 :農業

誕生日:1994/1/2515歳

イ主所 :Sokat VDC,Acham

出身校 :Shree Padma Public SS

SLC:2065 2nd

父親名 :Bal Bahadur Saud

父親の職業 :農業

誕生日:1989/5/2020歳

住所 :Sirdibar8,Gorkha

出身校 :Shree Budhdha SS

SLC:2065 2nd

父親名 :Kttshna Bahadur gurung

父親の職業 :農業

入寮学生紹介

Rau Kumatt Rawat

Satya Kumari Budha

誕生日:1992/8/417歳

住F~f:Dogadi,Ba」ura

出身校 iShree Padma Public SS

SLC:2065 3rd

父親名 :Amar Bahadur Gurung

父親の職業 :農業

誕生日:1993/4/116歳

住所 :Mahabepathar Khob 6,」 umb
出身校 i Shree karnali Madhyamk Vldhyalaya

SLC:2065 2nd

父親名:Dhana Budha

父親の職業 :農業

誕生日:1991/5/1618歳

f■ Ff:Barpata VDC,Doti

出身校 :Shree Padma Public SS

SLC:2065 2nd

父親名 :」たuwa Bhul

父親の職業 :農業

誕生日:1993/1/2416歳

住所 :Sam卜3,Ddpa

出身校 :Shree Padma Public SS

SLC:2065 2nd

父親名 :Na‖ al Budha

父親の職業 :農業

誕生日:1993/2/1816歳

イ主可
「

Phulmaya Rawa-2 Mugu

出身校 :Shree Kamall Madhamk Vidhyalaya

SLC:2065 2nd

父親名 :」 agat Bahadur SeJuwal

父親の職業 :農業

Padma Kumari Budha

Mana Kumarl Budha Phulmaya Sttuwal

Su」 ata Acharya

Bina Kumari Rokaya Sita Kumari Bhul

Kalpana Saud



Satya Kumari Budha

ヽ

|お|■ l鸞靱緻塚鋏|‐ ●.

Sujata Acharya

Rttu Ku

NEPAL
ADMINISTRATIVE DIVISIONS

Phulmaya Sejuwal

゛

Padma Kumarl Budha

R/1ana Kumari Gurung

Bina Kumari Rokay

にNDE珂

2006 entered

2007 entered

2008 entered

2009 entered

―一一旱
――一暴

∩
Ｗ
件

Sita Kumari Bhul

Kalpana Saud

Parbati Gharti �lagar



2009年度現地理事会報告

山下威士 (理事)

1 <日日寺>2009年 8月 11日 、13日寺～16日寺30分

出席者 :JNFEAメ ンバー ;山下泰子理事長、磯公美子理事、山下威士理事、通訳として MnKu�sha Katewad

現地理事会理事 :理事長�LSushユ Kumar Goshali �LSurendra Bahadur BhanJ∞ ,Sister Kawaoka Toshiko,

�lsoChitra Kuman Gurtmg,Ltts。 」agadamba Thapa,卜 任s.Lttadan sharma

2 <正式議事録> 山下理事長提案にもとづいて、MiBh輌∞ において、8月 11日 の現地理事会議事録が作られ

ました。しかし、この議事録は、きわめて簡単な記載に止まり、あまりに内容がありません。これでは、議論の詳細

が伺いにくいために、より詳細な報告書を作成して、」NFEA理事会に提出しました。以下は、その概要です。

3 第 1議題 ;2008年度決算 (2008年 7月 16日 ～2009年 7月 15日 )、 および、第 2議題 ;2009年度予算案 (2009

年 7月 ～2010年 6月 )について。

まず決算表についての質疑を行いました。詳細は省きますが、会計事務所による公式のものでした。 (表参照)

続いて、予算表についての質疑を行いました。

(1)例年のように、KCPの 2009年度分の授業料値上げ分は、そのまま承認しました。例年と大きく異なる部分は、

数学補習 (2008年度も、当初予算に計上はしていませんでしたが、実施していた「数学補習」を予算において承

認したことです。

(2)学生の旅費を、2008年度実績からして、大幅に増額しました。

(3)光熱水料や、寮メンテナンス費は、2008年度実績からして現行で十分であると考えました。この額の内で、寮

内部の部分修繕や修理、すなわち、寮生たちの生活環境の改善には、従前以上に積極的に支出するべきでしょう。

なお、現地理事会で、「食事材料の市場における高騰を理由に、食費を挙げて欲しい」という要求がありましたが、

もつともな要求だと思われますが、現在の実績では、なお 30,000Rsあ まりの使い残りがあり、それを活用して欲

しいと答えました。

(4)ス タッフの賃金について。①寮母については、現状維持を提示しました。すなわち、値上げ要求、および、休

日分買い上げ要求は、拒否しました。理由は、里親からの慈善の資金を、直接の学生のため以外に使うことには、

抵抗があり、できるだけ避けたいということ、および、現状 8,000RSでも、かなり高額であることです。②守衛

については、政府布告により、この職種の最低賃金 8時間4,600RSと 決定されたために、月額 4,600RSへ値上げ

せざるをえませんでした。ただし、これは、ハぽEAの審議事項であるから、同理事会決定をまって、2009年 10

月より、実施したいと答えました。 (追記 ;9月理事会で承認)

(5)かねてから懸案の卒業生教員の給与 al10warlceに ついては、予備交渉などにもとづいて、以下のとおりに決定

しました。①月額 5,000RSを 再確認し、②教員としての経験を加味して、手当てをつける方向で検討したい。ひ

とつの例は、1年日、月額 5,000Rs、 2年 目、月額 5,300RS、 3年目、月額 5,600RSと する、と。ちなみに、現在

の政府支給では、毎年の昇給は、100RSです。ただし、これも、いごEA理事会の決定事項であるために、その

決定を待つことにしました。 (追記 ;9月理事会で承認)

5 第3議題 ;小学校に勤務せず、近隣の大学に通つているのではないかと疑われるMs.Rinku(Gorka郡)の給与

の扱いについて。

所属の高校長からの、彼女の勤務状況についてのMttBharii∞ 宛て報告書の内容を聞き、同校の同僚教師として勤

務するMs.Urmilaの報告を、あわせて検討しました。その結果では、Ms.Rinkuには、依然として勤務状況にはない

と推定されます。さらに、このように、もし、勤務状況について不審がある状態で、規定の給与を支払うとすれば、

他の卒業生教員への説明ができないことになりますももちろん、ハ

「

EAには、MsoRinkuの 上昇志向そのものを否

定する必要も、つもりもまったくありません。 しかし、このような上昇志向のうちには、小学校教員よりも、中学校

教員を、それよりも、高校教員を、より上位におく思考も伺われ、いずれの段階の教育にも、それぞれの特陛があり、

いずれが重くて、いずれが軽いということは、まったくないと考える、本来のJNFEAの教育理念に違反する部分も

あるようにも思われます。いずれにしても、さくら寮入寮時の当初の約束に違反して、少なくとも「3年間の小学校

教員としての活動」を行わない限り、JNFmの理念である、「/1ヽ学校の教員の質の改善」という意図には、明確に違



反すると思われます。現地関係者の判断では、勤務状態が明確に証明されるまで、給与を支給すべきではないという

ことでした。これを受けて、いごEA理事長の判断では、岬 へ、今一度、確認する、②さらに、」NFEAが責任

を持つて、Philmの ブッダスクールを抜き打ち検査する、③その結果の連絡を待って、現地で、次の行動、すなわち、

A→これまでの給与分を含めて支払うか、または、動 した給与の返還請求と給付した奨学金の返還請求の手続き

を行うに移りたい。 (追記 ;9月 以降、AAFとの交渉の中で、上記 Bに決定)

6 第4議題 ;2009年度入寮生の応募、選抜、選考結果の報告がありました。

7 第 5議題 ;次期の理事会メンバーの選任を行いました。

Nepal側 は、全員留任です。MaSushi Kumar Goshali(Chairpersonl,MISurendra Bahadur Bharii∞

Qttarlaging D� ectorl,VIrsoChitra Kumari Gllrtlng,�Lsjagadamba‐ apa,LLMadall Sharma

」NFEA側は、山下泰子lln地理事会副理事長),山下威士,磯公美子,小野英樹,シスター川岡敏子です。

さくら寮経費の決算について

小野英樹 (理事)

2008年度のさくら寮関係経費は、左記のとおり総額

2,287千 Rsと なりました。 l Rs=1.44円 で換算します

と 329万円ですもこれは、前年度 (2007年度)にくら

べ 817千 Rsの増加です。その主な要因は、さくら寮第

1期卒業生の教員への給与支給が始まったことなど次の

とおりです。

・学生関連では、第 3期生の出身地がさらに遠隔地に

なつたため旅費が 67千 Rs増加。

・さくら寮関連では、停電対応のためのソーラーや水

不足対応のためのタンクの設置および建物の部分補

修等で、寮メンテナンス費用が 101千 Rs増加。

・教員給与関連では、第 1期卒業生の教員給与支給(10

名)で 650千 Rsナ勤日。

(注)KCP納 入金

授業料、試験料、キャンパス維持費など

奨学金(1人当たり月3000Rs)

内訳 個人支給(1500RO,食費(1200RO,

共通経費(300R0

教員給与(1人当たり月 5000Rs

ボーナス lヵ 月分を含め、年間 13

ヶ月分 (65,000Rs)を 支給

(3カ年)

さくら寮経費は、皆様からのご支援金により賄われ

ておりますので、その支出にあたつては無駄のない

よう十分吟味してまいりま丸

さくら寮 レポー ト

第2期生の卒業旅行 (5月 20日 ～23日 )

20日 早朝 寮母アンジュさんに引率されてさくら寮を出発した 2期生は、11時すぎカ トマンズに到着Э前日に日

項   目

授業料関連

l KCP納 入金

2 学生募集費用

学生関連

1 奨学金

2食 費

3 学生制月艮

4旅 費

5 健康診断

6 医療傷害保険

7 卒業関連費用

さくら寮関連

1 光熱水等運営費

2 寮メンテナンス費用

3 建物保険

賃金関連

1寮 母

2守 衛

3 会計係

4 数学教員

5 会計事務所費用

教員給与関連

1 教員給与

合 計

2008年度決算 (Rs)

323,075.00

306,600.00

16,475.00

768,973.00

330,000.00

256,760.00

4,750.00

147,080.00

17,000.00

13,383.00

229,681.00

81,654.00

139,283.00

8,744.00

265,800.00

96,000.00

128,700.00

28,600.00

5,000.00

7,500.00

700,000.00

700,000.00

2,287,529.00



本から到着していた新井場と高知の会員西森品子さんが出迎えた。

20日 到着後昼食 (学生にとつては朝食)をすまして、ホテル・サンセット・ビュウヘ。オーナーの紘子さんの招

イ義 紘子さんがネパール語で生徒たちに話しかけ、さくら寮志望の動機や家族のことなどを質問。彼女らはさくら寮

にはいつてから、先生になるという希望を持ったと言っている。きれいな芝生の庭でそれぞれのポーズで写真を撮る.

きれいな庭とこじんまりしたホテルの雰囲気に、寮生はすてきだと言っていた。近くのタカリーの食堂で夕食をする。

21日 午前中■「NESCO見義 昨年の方が、所用があると言いながらも、説明してくれる。LFNESCOの仕事は一

応理解しているが、一方的な説明で少々退屈のようだD終わつてから、UNESCOの見学をやめようかと生徒たちに

聞いたら、必要だと言つていた。午後からЛ鉱 訪間。昨年と同様丁寧に説明してくださる。昼食後、動物園見学

22日 早朝日本大使館公邸へ。水野大使が日本紹介のビデオを映写してくださったが、ネパールの少女たちの人身

売買を扱ったビデオを上映し、教育の人事さをお話下さつたのに対し、生徒たちから「自分の国の問題に、よその国

の人が関心を持つてくれていることに感激した」という発言があつた。この後、生徒たちは大使にお礼の手紙を書い

た。この後、カ トマンズで一番大きなスーパーでショッピンえ あふれる商品に日を皿のようにして見つめていた。

スワヤンブナー ト見学のあと、タメルで生音楽つきのレストランで夕食。これt)初めての経喰

23日 早朝のパシュパティナー ト寺院にお参り、生理の女畦は入れないとのことで、門前で 2人イ寺1絶 1:宮博物館

を見学。昼過ぎバスで出発。 8日寺寮着。(*今回は、風の旅イ辞|」 こ依頼し、バスと案内者つきでの旅行であったので、食事の手

配とか移動などがスムースにいった。また、マンジュさんがカトマンズを周知していたので、町を歩く時も彼女に安心して任せる

ことができた。スーパーでの買い物にt)、 彼女の助言に頼つている様 r^で、安心していられた。ノ蹴三忘れられない旅行になったと

マンジュさんを通してのノli徒たちの感想である。)

卒業式の あとは

ネパールには、入学式とか卒業式というものはありません。授業が即始まって、終わりは試験ということらしいで

すDカニヤ・キャンパスを終 Fしたという証書はありますが、それも事務的に渡されます。昨年、第 1期生を出すと

き、けじめをつけましょうということで、日本式に卒業式を試みました。昨年は、元中学校の校長先生だった、岩谷

理事と新井場が訪問しました。今年は新井場と会員の西森品子さんが先行しました。

昨奪ヨま生徒たちにとつても初めての経験でした。何度もリハーサルを繰り返し、日本式の厳粛な式典を挙行しまし

た。今年は卒業生の最後の試験が前日まであったので、リハーサルはその晩限り、お力|ずかどうか自然体での挙式と

なり、生徒も楽しく式典に臨んだようです。この挙式を下級生が覚え、次々と伝えていく。楽しいですれ

卒業式を終えた生徒たちは、バリジュウ校長から、卒業後の各赴任小学校への提出書類の説明や、給料の受取方に

ついての注意を受けます。

生徒たちがきちんと責務を果

たしているかを、各月ヽ学校の校

長は細かく報告することになつ

ていますったとえば、決められ

た勤務日数のうち、休んだのは

何日か、どの教科を何年生に教

えたハ 勤務態度はどうれ ま

た、KCPを卒業した桝 |ド (さ

くら寮で勉強した生徒のことで

す)は何を授業した力、学校を

休んだ生徒は何人で、どのよう

なI里由で休んだか (来なくなっ

たか)。 それに対して桝 |「 として

どんな事をした力、学校に来て

一囁
一磁
彦
雄舞
笏
な
静
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いない女子生徒の家を何軒たずね、どんな助言をした力、等々、教師はこのプロジェクトが目指している目的の実施

を、実行するよう求められていますもこれらの勤務態度評価は 4カ 明 ごとにカニヤ・キャンパスに送られてきま丸

バリジュウ校長はそれを読んで、きちんと勤務しているかどうかをみてから、給料を振り込みますЭみなさまから頂

いた里親基金は、「ネパール山村の少女に教育を」の目的のために、しつかりと管理運営されています。

さて、故郷に帰る準備を万端整えた生徒たちには、辛い日がやつてきます。6月 2日 から4日 にかけて、生徒たち

は故郷への帰路につきます。卒業式後から、彼女らの雰囲気がおかしくなってきます。極端に大きな声をあげて喋り

まくる子、じつと暗い顔をしている子。寮母のまわりを取り囲み、「ミス、ミス」と付きまといます。出発の前夜は泣

き出す子もいます。シーンとした雰囲気の中で最後の晩餐が終わると、ミスの部屋に入り込んで話し込んでいます。

出発は朝早く、一番は4時頃に出発です。私と西森さんは 3時半から起きて待っていました。4時過ぎ、みんなが

起きてきて第 1陣が出発です。外は真っ暗です。ミスはヒンズーの儀式通 り、赤く染めた米粒を各自の額に付けてや

ります。そうなると、もう若い女の子の日は涙でいつぱい、ミスに抱きついてなく子、同級生同士で抱き合って、ま

た、下級生に別れの言葉を伝えながらハンカチで涙をぬぐっています。何年ぶりかしら、私と西森さんも17,8歳の

ころの友達との男Jれの場を思い出して、涙ぐんでいました。

こんな別れが 2日 から4日 まで早朝にありました。彼女らは、早朝 5時から7時出発の長星躙ル スヾに乗つて、遠い

子は 12時間、そして乗り換えてさらに9時間、また、ある子は 12時間のバスの後、飛行機に乗つて山間の部落まで

飛び、さらに歩いて 2,3日 という行程を経てようやく出身地へ着くのです。今回の卒業生のなかの 2人は、フムラ

という中西部のさらに西のはずれの出身です。ポカラから 12時間バスに乗り、ネパールガンジーという町の空港か

ら、地方の小さな空港へ飛行機が飛ぶのですが、その空港に2週間留まらざるを得なかつたとのことです。山間部ヘ

飛ぶ飛行機は、少しでも天候が悪いと飛びません。何日も飛ばないと、乗客がたまってきて、乗る順番が回つてこな

いのです。今度連絡があったら、いつそさくら寮に帰るように伝えようかと相談していたら、ようやく乗れたとのこ

と。所持金も底をついたのではないでしょう力、

こうして、村に帰って、教師として働きますが、彼女らには皆様の基金から3年間給料 (mOnthけ al10Warlce)を

払うことになっています。怠惰に陥りがちな刺激の少ない地方です。このプロジェクトの意義を長続きさせるために、

卒業後もさくら寮に呼び集めて、研修会を開く予定です。彼女たちがどんなに成長しているか、「それから」と題して

お知らせしますも楽しみにしていてください。 (理事 口新井場貞子)

磯 ジ (さ ん)のさくら寮 ,帯在 日記

(さ くら寮支援室 磯 公美子)

7月 11日 ～8月 12日  までさくら寮に滞在:主たる目的は「第4期生選考委員会」に出席することと8月 11日 の

ポカラプロジェクトの理事会 (現地理事会)に出席することで九

この1カ 月間に、予定した講座 (講習)は 3つ。①「辞書活用プログラム」、②生□甲パッドの制作指導、③PCの

基礎指導です。若い女生徒たちは貪欲に新しい知識を習得します。教えるほうはネパール語と英語、たまには日本語

も混じり苦労しましたが、みんなが一生懸命学ぼうという意欲を持ってくれているのが感じられ、やりがいがありま

した。

13日 「辞書活用プログラム」スター ト

朝食前の 8時から9時 30分を充てる。彼女らは朝 6時には起きて、掃除をしたり、シャワーを浴びたり、登校す

るまでの 11時までは余裕がある。この講座は昨年来た時も実施した。英語→ネパール語の辞書を、カ トマンズの本

屋で 10冊ほど買つてきた。学生たちは辞書を使つた事はないし学校にもなかったと言う。ネパールでは小学校で英

語教育をしているので小学校教員となるさくら寮生が辞書の使い方も知らないでは困ると思い、辞書を活用して英語

力を高めようという考えである。テキス トに、NHKの英語テキスト「ジャノくントラッド」から着物、花火などのテ

ーマをえらび、16枚のプリントを用意した。全員でテキストを読み、わからない英語は辞書を引く、翌日、各自ネパ

ール語訳してきて発表する。ということを 20日 間実施した。彼女たちも、声を出して皆と合わせて英語を読むこと

に|力惑を覚えたようで合わないと「もう一度、もう一度やりたい」と言う。自分たちの英語が十分でないことを自覚



しているので、一生懸命勉強した。私は、マンジュさんの助けを借りながら、英語とネパール語のバイリンガルで指

導するのも大変。マンジュさんは白板に英語の読みをネパール語に直して書いてくれた。

13日 夜「生理用パッドの制作指導」スター ト

タ食が終り、かたづけも終わってからの8時から1時間をあてて、今回の大きな目的の 1つである、生理用パッド

を作ることにした。まず、裁縫道具を配布。雑巾を練習として縫った。雑巾の生地はよくある温泉旅館の名前入りの

タオルを持参した。今年 3月 、伊藤ゆきさんが、ネパール人の女性教師を同行して訪問した時、女畦の生理について

の話をしたところ、生理時の処理の方法として、使い古しの本綿布を折りたたんで使っているということであつた。

これは、ネパールでは普通のことだそうで、サリーなどの木綿の布は大事に取つてあるそうです。これを何度も洗っ

て使うとのことです。まさにエコです !!

私たちの使つている使い捨てのナプキンは、スーパーに米国資本の会社の物が2種類あつた。しかし、この国では

高価なものだし、遠隔地では手に入らない。そこで、日本でも布の生理パッドが商品化されたものがあるので、見本

を取り寄せ持参した。使い勝手がいいように工夫してあるので、これを見本にして、作成を指導することにした。と

ころが、針も持つたことのない子たちなので、まず、雑巾を縫うことからスター ト。運針である。何度言っても糸を

5Clcm以上も長くして糸さばきが悪い。生理用布パッドの材料は私の家にあつた、ガーゼの布団カバー。幅 7.5cmに

切つて、長さ21cm× 3倍として三つ折りにたたみ縫う。これと別にパッドカバーも2つ作った。その後 4期生も入

寮し生地が足りなくなり、友人からの寄付金でネパールの本綿生地を 16m買つた。この費用の一部は学生も負担し

た。こんな作業を教えるのも大変。知っている限りのネパール語を駆使し、指導する。それでも、夕食後ともなると

日本語が自然と出来てきてしまい、「チクチク、もつと細かくJなどと言つているらしい。皆ポカンとしている。マン

ジュさんが「磯さん、日本語よ」と言うまで気が付かない。身近な問題なので、皆一生懸命。1人あたり、10組のパ

ッドを制作した。そのあと、山下理事長が、後援者が手作りしたという、かわいい模様のパッドをお土産として持参

し配布したが、生徒たちはあまりのキレイさにびつくりして、思わず 「顔をふくのに使っていい」と私に質問したも

のた 洗濯する時の注意や必ず太陽にあて、乾かす必要性を理解させた。その為に各人に洗濯ロープとクリップを支

給した。彼女らの出身の山間部では、生理になると “けがれ"であるという迷信がいまだに残つていて、その間は特

別に作られた小屋に寝起きさせられているとのこと。岩谷理事が第 1期の卒業生の赴任校を訪問した時、見聞した。

私たちは、女′陛にとって生理は大事な身体のメカニズムであると、また次世代を生み育てる生命の再生産なのだと指

導した。その間を1夫適に過ごすためまた、女性の社会進出を促すため学生達に生理用パンツを配布し、今回は、清潔

でR適なパッドの制作となったわけです。

19日 「PCの練習」スター ト

僻地出身で、PCもないのに PCの練習なんてという考えもあるが、これだけインターネットが普及しているのだ

から、彼女らもいずれは扱うべきと考え、また、卒業生同士の情報交換が将来できるようにと、PCの指導をするこ

とにした。PCは中古のXPを使用。3台を3期生 10名が交替で毎日1時間使用。今回は、辞書プログラムで使用し

た英文プリントをタイプしながら、キーの働きを体得していくという実技中心とし、最終的に卒業式の時に滞在した

新井場さんに英文 5行のメールを送るという目的を持たせたので、熱心に取り組んだ:後 日新井場さんに感想をきい

たところ、英文も指導よろしくしつかりしていたし、10名からのメールに感動したとのことであった。

31日 裏の畑と言つてもがけ下の土地を開墾し野菜などを植えて自給している。ガー ドマンも一緒に3期生、4期
' 生 20名 でマンジュさんのキ旨導の下、 トウモロコシを収穫す

る。米袋 7つ分Ъスゴイ !!やつた !!学生は実家で手伝っ

轟島驚1‐小 ているので作業は順調だ:重たい袋を担いで坂道を上ってく

鑽は  る姿はたくましい。 トウモロコシを袋から出して乾燥用に皮

と皮を結′錢 私もこの作業は手伝い、皆おしゃべりしながら

楽しん几

8月 2日 KCP新学期始まる。新入生の制服間に合わず。

ロビーの 5π が壊れてしまった。文京学院大学生がやってく

る9日 には、一緒に「二十四の瞳」のビデオを見ることにな

つているが直らない。音Б品が日本製のため修理が出来ないの
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亀

3日 新入生 10名 がそろつた。Л別■「RAか らの学生は、飛行機が飛ばず、4日 間歩き、バスの通る道まで出てや

っとたどり着いたのだ5月 の卒業式の後、自分の本・llこ帰る飛行機が飛ぶのを2週間待って帰ったという生徒がいた。

こんなにも不便な地方の出身者が多い寮なのだなと考えさせられた。新入生の4期生も遠隔地からの学生が多い。

7日 午前中、4期生(11年0はバリジュー校長からオリエンテーションを受ける。

8日 マンジュさんを誘つてレイクサイ ドにある日本食レストランに行く。疲れた身体に日本そばの味がじんわり

としみた。

9日  山下理事長はじめ山下威士、伊藤ゆきそして文京学院大学の学生一行が到着。23人の多人数に対し、マンジ

ュさんや学生は歓迎の準備をしていたが、理事長のリー ドで歓迎会は進行した。学生たちの交流はパネルシアターの

交歓で盛り上がった。

11日 現地理事会 山下理事長、山下威士理事、私の3人が出席。

12日 いよいよ最後の日。生徒たちが「今度いつ来るの」と口々に問く。返事を簡単に出来ない。涙をぐつとこら

えさくら寮を後にした。マンジュさんが空港まで送ってくれた。天候の関係で飛行機は45分遅れでポカラを出発。

「パトレ村実習と寮生・文京学院大

伊藤ゆき (学生担当理事)

学生との交流」

8月 9日 に文京学院大学生がさくら寮に到着、さくら寮の学生と交歓、パネルシアターなどの練習などした。11日

文京の学生はバ トレ本Nllこ 出発、寮生は 12Hに出発し、15日 までパ トレ村で文京の学生と ‐緒に教育実習を行った。

パ トレ本引こ到着し、大歓迎を受けるさくら寮生 グルン族の衣装を着た文京学院大 5人娘
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【私たちは、幸運です】
「グルンの村が、とても清潔で、来村する人を差別せずに、誰でも快く迎え入れる村ぐるみの取り組みに驚いた。

私の村も、こんな村にしようと思います。本すの教師たちとの教育実習も、ポカラのノJヽ学校とは違って、迫力がありま

した。サファラ先生のようになりたいです。こんなに素晴しい体験をさせてくださつた測旺Aに、本当に感謝してい

ます。11年生からも、羨ましがられました」。パ トレから一緒に山を下る途中で、10人のさくら寮生が予想以上に良

い経験をしたと、話してくれました。同じ階層の繋がりの中に生き、他の階層をツト除する傾向があるネパールでは、

他の民族がどのように暮しているかを知る機会が少なく、また関心も希薄です。合宿中の話し合いで、民族によつて、

生理についての考え方や処置の習慣が異なることも初めて知ったそうです。来春には教育現場に立つさくら寮生にと

つて、「百間は一見にしかず」の大きな効果でした。

【46年ぶ りの中学校開設】

ダーディン郡パ トレ村を拠点とする文京学院大の正規授業「海外フィール ドワーク実践」は、文京学院大生21名、さ

くら寮生 10名 、教員やスタッフを加えると50名 を越える大所帯となり、村の人口が一気に 10%も増加する一大イベ

ントでした。「パ トレ村教育開発 5ヵ 年計画」の一角に参加して、今年で3年になります。村人の努力も日覚しく、私

たちの支援と合わせ、大きな効果が見えてきました。

山下先生が教室の増改築資金を、伊藤がグランド拡張とトイレ建設資金を、島田文京学院大学長が手洗い場建設資

金を提供したことで、46年前に作られた村の小学校が中学校になり、女の子が村に居て中学校を卒業できるようにな

りました。学齢者のほぼ 100%が就学し、生徒は2倍になりました。また、 1年生に混じつていた幼児のクラスも別

棟で行われています。

サッカーやバレーボールのチームもつくられ、昨年参加した学生の努力で、成田市サッカー協会など市民レベルの

支援の枠が広がり、サッカーボール、ユニフォーム、シューズなど多くの資材が提供されました。「馬子にも衣装」で、

姿だけは、プロチームのように格好良くなりました。

初期には、学校建設や、ユニフォームなどの資金・資材支援が、村人教育への関心を喚起し、教員への刺激も効果

的ですが、今後は、質の面での支援が必要になるでしょう。

【パ トレ本寸で国際交流】

さくら寮生と文京学院大生の山村での交流は初めての試みでした。①同年齢の日本人学生との共同作業を通じて真

の国際交流を図る、②ネパールの中で他民族の村に住み、自分の村と比較する機会をつくる、③実際に、村で教えて

みることを計画しました。ポカラカニャ。キャンパスのバリジョー学長に、この実習の効果は理解していただけました

が、休暇言午可を得るのに苦労しました。たまたま、暦の巡り会わせで、クリシュナ・アシュタミ(祝日・木曜)と 土曜

日 (休 日)をつなげた 3日 間の可能畦を打診し、運よく許可が出ました。 しかし、実質的には往復の日数があります

から、交流できたのは2日 間だけでした。

それぞれの体験としては画期的なプログラムでしたが、交流という面では充分ではありませんでした。しかし、周

辺の村の先生方を集めた共同研究実習では、サファラ先生の優しくも厳しい指導の下、さくら寮で、磯さんや伊藤等

に教えられた教育技術を、ちゃんと憶えていて、立派な授業を行いました。村の先生たちからは「政府の 10ヶ 月教育

研修を受けたが、こんな実効性のある研修は初めて。私たちは今まで何を教えていたのでしょう !」 という驚きと喜

びの言葉も出ました。さくら寮生は、実際に村で教える厳しさを、肌で感じたことでしょう。

一方、交流については、文京学院大生が話しかけても、言葉の限界があるので、シャイなさくら寮生グループの塊

は、なかな力約翠けません。すぐに会話が途切れてしまいます。言葉の壁を越えて分かり合えるまでには、もつともつ

と時間が必要ですし、プログラムの工夫も必要です。文京学院生は、帰国後 「もつとネパーノ嗜吾ができれば、何倍も

楽しくなつたのに」と、後'晦 しています。それでも、豪雨の中でパネルシアターの競演や踊り・歌を披露し、運動会

などの共同作業ができました。 5日 間にわたつて、こうしたフィール ドワークを実現させてくれたのは、村の人々や

サンカデヴィ小学校の生徒と先生、そして トレッキング・スタッフたちです。ご協力に感謝、感謝です。帰る日は、

暑い日でした。送ってくれる生徒たちの長い行列の中で、涙、涙の別れでした。

【夢をつくる】

帰り道で、本寸のリーダーの男性が 「私の′自、子は5歳ですが、日本人のお姉さんたちはいつくるの?と 、何回も聞く

んです。彼にとつては、外国人とは日本人なんですよ。毎年、夏にお姉さんたちが来てくれるのが、嬉しくてしょう
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がないらしいのです。そして、大きくなったら、お姉さんたちみたいになるんだ、学校へ行くんだというんです」と、

話してくれました。山下先生は、ランタン谷での調査中に、村の娘たちに「将来の夢は ?」 と聞いたら「夢なんてな

い。学校にも行けないし、人生は決められている」との答えに衝撃を受けたと、よく話します。 しかし、このお父さ

んの話を聞いて、私たちでも、村の子どもたちや両親に外の世界を垣間見せ、夢を与えることができることを知りま

した。そのことが、文京学院大生にとつても励みになり、さまざまな形で他力依存、自信喪失傾向のある学生たちに

自信を与えてくれま九

後日、この村を含めたエコ・ツアー計画が村人と「風の旅行社」の共同企画でつくられました。w臥 の皆様も、

ぜひ、ご参加ください。

海外フィールドワークに参加して

赤津智美 l_t京輸 大学3つ

私たち21名は、さくら寮を8月 9日 から2日 間訪問し、そのあと15日 までパトレ本寸を訪問しました。

さくら寮生は、皆が学ぶということにとても熱心であり、純粋でした。そして、何事にも一生懸命で、とても生き

生きしていると感じました。また、ただ指示を待つのではなく、進んで働いていました。自ら考え積極的に動くとい

うことが自然にできているのだと′思いました。

日本からのプレゼントを渡したとき、とても嬉しそうな顔をして、すぐに名前を書いていたのが印象的でした。物

がありふれている世界に暮らす私たちにとつては、自分の物を持てるのは当たり前の感覚で、でも、彼女たちを見て

いると、自分だけの物を持てるということが、どれほどありがたく、嬉しいものなのかということを感じました。喜

んでくれている姿を見て、私も嬉しくなつたのと同時に、“物をあげている"と いう感覚が自己満足のようで、やりき

れない思いになりました。また、私たちの荷物の管理ミスで、プレゼントが 1つずつ足りなくなつてしまい、一度渡

した物を取り上げる形になってしまいました。学生を優先したので、寮母さんに迷惑をかけ、悲しい思いをさせてし

まいました。寮母さんも、学生と同じ環境で生活 しているのに、とても申し訳ないことをしてしまいました。

お別れの日、ある女の子が自分の部屋へ案内してくれました。部屋に入ると、とても綺麗で、大切に使われている

と思いました。壁には勉強したものが貼られてあり、それらを嬉しそうに説明してくれました。言葉はあまり通じな

くても、その笑顔から学べることが楽しいと伝わってきました。

ネパールでは、彼女たちの年齢だと女性は結婚をし、家庭のためだけに働くというのが一般的であるのに、先生に

なるために親元を離れて生活し、勉強し、それは、ネパールという保守的な国であるだけに、私が想像もつかないほ

ど覚悟のいることなのだと思います。教育を受け、女子先生になるということは、自らの人生を豊力ヽ こするというこ

とであリネパールのためにもなります。 しかし、ネパールの一般的な習'買から外れるということは、人生の大きな決

断であり、周囲の協力なくしてはできないことなのだと思います。同年代であるのに、経験が全く違い、尊敬します。

はじめての視力検査にドキ ドキ 道中安全祈願のカタを戴いて
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さくら寮生と私たちでは、今の生活への感謝、日々 の重みの感じ方が違うと思いました。さくら寮生との交流でさま

ざまなことが学べました。これからも、文京学院大学とさくら寮の交流がずっと続き、そして、さくら寮生が素敵な

女子先生になることを願つていま九

この後、私たちは、先輩方から引き継いだパ トレ村 5ヵ 年計画という目標を持ち、パ トレ村を訪問しました。

まず、サッカー少年団に関しては、日本の様々な方の協力により集まったサッカー用品 (ボール、ユニフォーム、

シューズ等)を届けることができました。揃いのユニフォームを着た子どもたちはとても嬉しそうで、表情も心なし

か凛々しく思えました。このことが、子ども達の向上心につながってくれたらいいなと思いました。

小さな子も大きな子も、 トレッキングスタッフも、皆混ざり合い、サッカーをしていました。グラウンドはボコボ

コ、石も落ちているのに、裸足で馬囲す回つている子もいます。柵はなく、すぐそこは急斜面なのに、全く気にするこ

となくサッカーをしていました。 「ボールが落ちたら、下まで追い力ヽ すて取ればいい」と言つていました。私たちか

らすると、とても危険に感じるのに、彼らにとつては当たり前で、危険などという感覚はもともとないのだと知りま

した。しかし、サッカーをする上で、とても環境が良いとは言えませれ パ トレの子ども達は皆、身体能力が高い L

に、そのような環境ぽ贋れていますが、だからといって安心はできないと思いました。発展のため、そして何より子

ども達の安全のためにも、環境が改善されることを願います。

チアリーダー育成は、私たちの学年にチアリーディングをできる人がいないこと、そして、時間の都合により、進

展させることができませんでした。

その他の活動としては、昨年と同様、子ども達の身体測定や運動会の開催、パフォーマンス披露などを行いました。

身体測定については、まだ2年目なので、資料としてはまだまだですが、これからもこの調査が続き、良い資料にな

つてほしいです。

運動会では、子ども達は一生懸命で、とても楽しんでいてくれているようでした。来年は更に工夫をして、もつと

より良いものにできるようにしたいです。

ソーラン節披露のとき、音楽がかからないというハプニングがありましたが、村の方の協力により、なんとか、音

楽をかけることができました。その方は、機械が使えないと知ると、わざわざ家まで別の機械を取りに行つてくれた

そうです。それだけでなく、パネルシアターのとき、雨が降ってきて中断してしまったとき、村の方々がテントを張

つて雨よけをつくつてくれました。パフォーマンス成功のため、多くの方々の協力がありました。そのお力ヽずもあり、

パフォーマンスはとても盛り上がり、私たち自身も楽しんでやることができました。このパフォーマンスの成功は、

本寸の方々の協力なくしては出来ないものだったと思います。

村での私たちの生活は、村の方々や トレッキングスタッフの方々など、多くの方々に支えられているものでした。

子ども達や村の人と触れ合つて、人に喜んでもらう喜びを感じました。そして、人のために何かをしてあげたい、と

いう気持ちを強く感じました。パ トレ村で生活したことにより、普段の日本の生活で忘れていたり、感じられないよ

うな気持ちを持つことができました。 「支援をしている」というのではなく、足りないものを補い合い、互いに協力

し合うという方が適切だと′思いました。そのため、村のために私たちができることを、もつと考えたいと′思いました。

村の良いところの継続と、より良い発展を心から願つています。

第 2回フォローアップ研修会を実施して

―七転び八起きのだるまの精神で一

岩谷栄子 (事務局長・さくら寮担当理∋

2009年 10月 5日・6日 、第 2回フォローアップ研修会を実施した。1・ 2期生 18名は赴任先から2年間、先生

になるために勉強をしたさくら寮に集合した。

卒業生は,やむを得ない事情により、2人が欠席で、18名 の参力日であつた。カニヤ。キャンパスからは、学長

M£ur∞dra Bdr Bha呵∞、英語教授 �LBishuu Hariと LヽDurga Rag Regmi教 育擁 LttKeshar Sharan

の他に、運営委員 Mrs.Jagadamba¶ npaが参力日し、また SIKawaokaが若い職員 Ms.Bimala Gurtlngを連れだつ
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て仲間に入つて下さつた。日本からは,コ ンピュータ指導のIIWIの職員上田雅士氏,読み間かせ指導の小林典子氏、

そして茶道の師範石井幸子氏が私と同行し、応援してくれた。

1年半の教職経験をしている1期生と、まだ4ヶ 月間の教員経験しかない悪戦苦闘している2期生からの現場報告

を受け、課題を拾い出し、先生方から指導助言をいただいた。体験報告をまとめてみると,指導方法、米就学児童ヘ

の対応、女陸教育の重要畦の啓発等、昨年の課題の他に、カーストの問題への対応、研修機会の要求、現職教員の怠

慢さへの苛立ち、学校現場の政治活動への不安等々一段と深まった問題提起がなされたことが今回の特徴であった。

彼女たちは、2年間、カニヤ。キャンパスのさくら寮で学び、大石先生を目指して現場に飛び込んだ。とはいえ、理

想とはかけ離れ、様々な現実に直山iし ながらも、精一杯頑張っている姿が伺えた。まだまだ未熟であるだけに、自分

の考えがなかなカザ嘲翠してもらえず、研修の機会なども回してもらえない不満などが、参力日者の心を曇らせた。しか

し、彼女たちは,けなげに自分らしい教育実践をやり女台めていた。学校に来ない先生の授業を代替し、そっと採点し

て,テストを子どもに返す。カースト問題には地道に説得活動を続け、ついには, 自分の間違いを認めさせたりと静

力ヽ こ頑張りだしている姿に心が熱くなつた。特に感動を与えたのは、ラミラの実態調査であった。自分の9区からな

る郡のなかで、 5・ 7区の貧しい地区を対象に、女陛の実態調査をしたのである。アンケー ト項目,集計方法など,

改善点は多いものの,そのなかから,女畦の厳しい現実が浮き上がり、女`陛にも教育が必要であることをより強く実

感し、自信を持って啓発活動を行い始めたラミラはまぶしいほどであった。

上田雅士氏には,近い将来確実に発展するであろうコンピュータの機能と、インターネットでのメール活用につい

て講義をお願いした。パワーポイントによる説明が日本から持参したプロジェクターを通して映し出され、分かり易

い説明で、ま漁大学より寄貝曽いただいた8台の PCを活用し、メールアドレス作成まで実施した。ネパールは無線シ

ステムが 75郡中2群を除いて、雪薦されている。卒業生のなかでも、Gorkha,Dolpa 住民 4人以外はそのシステム

の恩恵がある。交通事情の厳しいネパールでは、交流はむしろ、メール交信によるコミュニケーションが先行しそう

である。今後の課題は卒業生が 1台ずつPCを村に満ち帰り,文化センターとなれるようなシステム作りが急がれる。

上田氏の PC授業 小林氏の読み聞かせ授業

岩谷氏の算数教室石井氏のお抹茶教室
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小林典子氏は長年学校で実践してきた 「読み聞かせJの指導をしてくれた。持参した 101冊の絵本のなかから、谷

川俊太郎の詩を披露してくれた。美しい絵に引き込まれていく卒業生の姿に,着物姿で熱演してくれた小林さんも大

満足だつた。読書の大切さや,図書館づくり等、卒業生のモチベーションが高まってくれることを期待したい。

着物姿に変身した石井さんは、茶道の腕前を存分に発揮してくれた。総勢 30人ほどの一人ひとりにお抹茶を立て

てくださり、簡単な作法も小林さんとともに指導してくれた。茶菓子が特に好評で、苦いお茶に大いに興味を示し、

本道の歴史などのお話も熱心に問いてくれた。その後、自発的に着物が着てみたいと卒業生から声があがり、何人か

を対象に着付け教室が始まった。日本文化に触れ、自国の文化の良さも改めて気づいてくれたに違いない。

最後に岩谷の算数教室である。十進法が十分に定着していないと見られるネパールでは少数、分数のI嘲午が出来な

いのは当然であろう。そこで、 トランプゲームで 10の補数を見つける指導方法の発展的なゲームを実施した。各学

年に応じて、方法が]:夫出来るよう、また、学習が楽しく出来る一つの指導例として紹介した。5人の 4グループに

分けての競争である。案のJ_1盛 り上がり、好評であつた。すっかり気に入つたMりaの希望もあって、赴任校でも実

施することになった。

Mayaの赴任校を訪問 して (極西部 Bttllra郡 )

10月 811はネパールー帯豪雨であつた。100カ所以上の崖崩れがあり、30人以上の死傷者がでた。Mayaの学校

への出発日はさくら寮で足止めとなる。やつと稼働している高速バスに乗り、通訳のクリシュナさんが先発として、

Nepalgt両 まで、状況を偵察に行ってくれた。案の定、Nepalgu珂 からの飛行機は一切飛ばない。Kohti行 きもどう

なる力■早日検討もつかない。もちろん崖崩れの山道はどこでストップになるか分からない、という厳しい状況の報告

があった。そσD後、イロ∫とか 10日 の飛行機のチケットがとれたと朗幸段が入り、9日 早朝さくら寮を出発し、12時間チ

ャーター車に乗りNepalgtl珂 に到着。翌朝 5時に起きて飛行場に向かう。ところが、突然 Kolitiへの飛行機は本国は

無いという。崖崩れ等で飛行機に変史した待機者が大勢いたようで、その順番待ちらしい。落胆しきりだが致し方な

し、次の便を待つこと3日 隔上

12卜 |やつと飛イ計幾が飛べた。同じように待機していた、ラルマヤとパンファーは羨ましがることしきり・…・・.30
分ほどの飛行で Kolitiの飛行場に到着、もうすぐMttaの学校だと思いきや待ち受けていたのはそれから2 H ttlの山

道登山だった。途中の宿は3軒日にしてやつと許可されたものの、薄い毛布だけでは寒くて大変、どこでも熟III出 来

ることが唯 ‐自1曼のさすがの私も虫と寒さに悩まされた一夜であった。しかし、Mttaのこれが日常であることに思

いをいたし、改めて、リモー トエリアの厳しい状況を体験出来るチャンスだと考えを切り替え21J日 を迎えた。やっ

とMlikaに到着した。すでに、陽も落ちかけていた。

14Hはティハールの大きなお祭りで学校はお休みだつたが、4-6年生 50人ほど集合しMayaがネパール語と英語

σ)授業を2こ ま実施してくれた。ネパール語の授業では先輩の先生がいろいろと助言をしていたが、英言吾は彼女に任

せていた。薄暗い教室で、やはり、一斉授業形式、先生の読みを復唱するネパーノИ虫特σD授業方法であった。しかし、

lllll別に
「

寧な指導も随1折に見られ、安堵した。Mttaが一人ひとりの子どもを愛おしみ、大りJに している様 Fが伺え

うれしく思つた。その後、私が トランプ
)ゲ

ームを用いた算数の授業をした。学校の算数の先生も一緒になつて、取り

利lんでくれた。子どもたちが大喜びしてくれた。
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「Mayaはポカラというすごいところで勉強し、すばらしい先生になつてきている、と評判で、自分の娘もそのよ

うな機会があるといいとヽ ＼の羨望の的である。」と校長先生が語つてくれた。病気の先生の替わりに授業をしたら、

Maya先生の方がいいと言われた。保護者も子どもをよく指導してくれて有り難うとお礼にきてくれた。Mayaと し

ては「当たり前のことをみんなにしているだけなのに・…・・」と謙遜していた。

ライセンスのテス トや教員採用試験の時期が不明確な教育行政のなかで、支援の切れる3年後の任用が大変気がか

りであつたので、校長先生にお願いした。自分が校長をしている間は、勤務を継続させることを約束してくれた。Maya
のまじめな先生ぶりが評価されたことと、子どもが増えていることと、中学校の教員が 3人不足することが好条件の

ようである。何とか、政府より支援してもらえる教員となってほしい。

その後また、2日 間、山道を歩き、Dipayalの飛行場にたどり着く。チケットが手に入リポカラまで帰ることが出

来た。他の卒業生たちも、厳しい交通事情を, 日常的にこなし、先生になるために頑張つている姿を身をもつて体験

したとき、彼女たちの学ぶ姿勢の大きさに改めて感動し、期待に応えるようハごEAと しても頑張つていかねばと励

まされた赴任先訪間であつた。

卒業生の赴任地訪間計画

袖山正彦

JNFEAでは、卒業後の寮生の勤務状況の調査をし、その様子を会員・里親の皆様に報告するために、学校訪問計

画表を作成しました。

遠隔地では交通事情が悪く、隣の県に移動するだけでも大変です。同じ郡の出身者は同時期に訪問することとして

作成しました。 1～ 3期生30名の小学校赴任・赴任予定先は18郡 26小学校です。また、同じ君5の出身者別では7

郡 19名おります。

フムラ郡の学校訪間計画の 1例

日 程 内 容 交通手段

1日 目 ポカラからネパールガンジー 長距離バス

2日 目 ネパールガンジー→フムラ Puspaさ ん宅 飛行機

3日 目 Puspa(3期 生)学校訪問、

4日 日 Puspa→Rituさん宅 徒歩 1日

5日 目 Ritu(2期 生序校訪問、

6‐9日 目 Ritu→Himaniさん宅 徒歩 4H
10日 目 Himalli (2期生)学校訪問

11日 目 Himaniesushilaさん宅 徒歩 1日

12日 目 Sushila (3期生)学校訪問

13‐ 16日 目 Sushila→シミコット飛行場 徒歩 4日

17日 目 シミコット→ネパールガンジー→カトマンドゥ 飛行機

学校訪問するための交通手段は主にバスと飛行機です。山岳地方のドルポ、ジュムラ、フムラなどは、ポカラを午後

出発して翌朝到着する長距離急行バスにのり、飛行場のあるネパールガンジーまで行き、そこから飛行機を利用しま

す。高速道路は車両オンリーでなく、人も動物、自転車も往来します。道路の舗装状態、バスの乗り心地も良くあり

ません。 トンネルがなく、峠を猛スピー ドで走るため、乗客の半分は車酔で、バスの中は異臭が大変です。また、飛

行機は/J理機のため、フライ トは天候に左右され、数日間欠航することはめずらしくありません。週 1便の場合は飛

行場にいつてみなければ分かりません。往復料金は卒業生の 1～ 2ヶ月分の給料に相当します。訪問レベル難易度別

にバスターミナルや飛行場に到着して、徒歩 2～ 3時間以内に学校にいける小学校 16校を「Ajラ ンク、1日 かかる

小学校 7校を「B」 ランク、1日 以上かかる小学校は3校 「C」 ランクの3ラ ンクに区分しました。
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学校訪間計画表 (1～ 3期生)

君β 生徒数 所要 日数 ランク 交通機関 備考

ゴルカ

ムスタン

ノレベンデヒ

ハグルン

パノし/ノ く

グル ミ

パ ピルバ スツ

ダン

サラヤン

シ
゛
ャシ

゛
ャルコット

ドル/パ

ジュムラ

バジュラ

アッチャム

フムラ

ドティ

バジャン

バイタディ

4人

1人

1人

1人

1人

1人

2人

1人

1人

1人

2人

2人

1人

1人

4人

3人

2人

1人

9日 間

2-3日 間

2-3日 間

2日 間

2日 間

3日 間

2-3日 間

3日 間

6日 間

6日 間

8-9日 間

8¨9日 間

8¨9日 間

7日 間

17日 間

8日 間

7日 間

6日 間

C

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

B

B

C

B

B

A

バス/車両

バス/車両

バス/車両

バス/車両

バス/車両

バス/車両

バス/車両

バス/車両

バス/車両

バス/車両

焉 識

驚 識

飛行機

バス/車両

焉 識

バス/車両

驚 識

飛イ刊響車両

一部実施済み

実施済み

実施済み

実施済み

実施済み

一部実施済み

これもあくまで飛行機が予定通リフライ トした場合です。知識として分かっていても、トラブルはよく起こります。

学校訪間で何が起こっても「No Problem」 の気持ちを持つことが肝要です。学校訪間にも喜びもあります。観光旅

行では味わうことのできない、自然の風景や人との出会や、厳しい教育環境の中で、卒業生が子供たちに熱心に教え

ている授業を見る時、疲れが吹っ飛びます。将来、会員・里親の皆様とツアーを組んで卒業生の学校訪間をしたいと

考えています。是非ご参加下さい。

さくら寮を訪ねて一一感動をあ りがとう

金斗鉱

2009年 2月 に9人の仲間と「さくら寮」を訪問しま

した。2008年からムスタン地区の「ナウリコット村」の

小学校で絵の指導をするプロジェクトを始めてから2回

目のネノく―ルでしたが、「さくら寮」とかかわったことは

それよりも教師 (小学校の先生)たちに子どもたちにとっ

ての絵画教育の大切さや子どもの発達過程への理解の重

要畦を伝えたいと願つていましたので、先生の卵たちに

絵の面白さを伝える機会を得ることが出来、まさに願つ

たりかなったりでありました。

私は 10年ほど前にカ トマンズでネパールの女畦の自

立を願い洋裁を指導している義姉の戒能恵子から、山の

村にボランティアで出かけた時のこんなお話を聞いたこ

とがありました。「髪を清潔にする必要を教えるための紙

芝居を日本で用意し、ある本れこ行つた時のことですも大

勢集まった子どもたちの目は、吸い寄せられるように紙

芝居に見入つたのでした。ところが、髪を清潔にする話

に興味を持ったのではなく、今までこのような絵を見た

ことがなかったからです。」子どもが絵を描いたり、見た

りするチャンスのないに等しい世界があることを初めて

知りました。しかし、この時は自分がネパールの子ども

たちとかかわることになるとは思つてもいませんでした。

2005年に「ナウリコット村」を訪れたときに、私が絵感謝の一言です。私は子どもたちへの指導も大事ですが
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の指導をしているのを知った村
^の

有力者のアルジュン 0

トラチャンさんから「ネパールの公立学校では、図工や

音楽の授業は行われていないので、小学校で絵を教えて

ほしいJと頼まれました。しかし、きれいな瞳の本寸の子

どもたちを見ていると、外部の人間がむやみに入り込ま

ないほうがよいのではと思えて躊躇していました。それ

でも、私がアルジュンさんの申し出に協力しょうと′思っ

たのは何らかの使命感というよりも、ここの子どもたち

と一緒に絵を描く時間はどんなに素晴らしいだろうかと

いう思いからでした。そして、絵を教えるより古着でも

持っていたほうが良いのではという私の迷いが吹っ切れ

たのは、アルジュンさんの奥さんの紘子さんの一言でし

た。「古着はその場かぎりです。この貧困からぬけ出すに

は教育が人事です。」

「さくら寮Jでは子どもの絵の発達段階をレクチャし

た後、四つのグループに分かれて、水彩画、 トリックア

ー ト、ろうそくを使った水彩画、円盤アニメとクレヨン

を使つた絵の教室を行いました。そして、茶道の体験と

音楽の授業。特に絵の授業は私たちにとつては感動その

ものでした。貪欲に吸収しょうとする生徒たちに私たち

は圧倒されました。教える側にとつてはこれほど幸せな

ことはありません。しかし、時間が足りず、音楽のキ旨導

はドレミの説明で終わり、音楽の先生ll■晦しい思いをし

ました。「さくら寮」の素晴らしい働きに微力ながら協力

出来たことを大変うれしく思つています。2010年 3月 に

訪間できたら、もう少し時間をかけて交わりをしたいと

願い、また楽しみにしています。

Topics and News

NWE嘲 立女隣 会館ワークショップ

8月 30日 (日 )、 埼玉県嵐山にある国立女l■_教育会館

の恒例のイベント「男女共同参画のための研究と実践の

交流推進フォーラム」に参加し、ワークショップを開催

しました。新井場・磯のコンビによる「さくら寮の生活」

をパワーポイントで説明し、フォローアップ研修と赴任

地訪間について、岩谷が講演しました。教室がほ1鍮商員

になるほどワークショップは盛況でした。

フォーラムまつり2009に参力日

10月 4日 (日 )横浜市戸塚区にある男女共同参画センタ

ー横浜で開催された「フォーラムまつり2009」 に「ネパ

ール山村の少女に教育を」というタイ トルで参加しまし

た。 2階セ ミナールーム3でセミナー、パネル展示、バ

ザーを行いました。

午前 11時半より「ネパールについてJと言う題で明

治学院大学准教授の森本泉さんに講演していただきまし

た。彼女が研究している山岳部の民族の暮らしなどパワ

ーポイントでお話していただきました。午後 1時より「さ

くら寮生の生活」をパワーポイントを使い、新井場、磯

が二人掛け合いで紹介しました。予想外に人が集まり、

ネパールを知っていただく良い1幾会となりました。

埼玉県国際交流財団から助成金 !!

45万円をいただきました !! さいたま在住の会員

を中心に以 下のプロジェクトを組み助成金の申請を行い

ました。

①さくら寮で今年開催される「フォローァップl研修プロ

グラム」の主催

②第 1期卒業生 Sarala Mtthi が勤務する極西部 Dod

の Sh■・ee Chaughan小 学校へ机・いす・黒板等の寄贈

(こ の学校には机やいすがありません。土間に座って

授業を受けます)

③来年 3月 、さくら寮にネパール人講削iを派遣し、教育

実習を実施

国際交流ボランティア「みなとグループ」からご寄付

10月 23日 、国際交流ボランティア「みなとグループJ

は、創立 30周年の記念イベントとして横浜市神奈川区

にある「カナックホール」で、「草原の風を感じて」と題

し、モンゴルの馬頭琴グループ「アジナイホールJによ

るチャリティコンサー トを開きました。この収益金を私

たちの協会、ユニセフ、そしてアフリカ・セネガルの

NGO「バオバブJの 3団体にくださいました。100,000

円を戴きました。このグノレープは、昭和 55年にネ彰割 ||

県国際交流課が開いた、「国際交流ボランティア講座」を

受講した有志の方々が設立したものです。この会の創立

者で」NFEAの会員でもある川野節子さんのご尽力によ

り、今回の授与となりました。ありがとうございました。

９
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・11 運営委員会開イ亀

全国退職女性校長会 「梅の実会」からのご寄付      012 リトゥはマニパル病院で鼻の読 。

同会は今年で創立 50周年を迎えられます。これを記   ・13 学生達に奨学金を支払う。

念して制定された綱領の一項目、「福祉の増進に寄与す   ・14 ネパールの新年。

る」に則り、5,100人の会員からの会費の 1%を国内お   ・16 マンジュはバリジュー校長と一緒に大木神父様を

よび海外の福祉関係の団体に寄付することになりました。   訪問。長年のさくら寮に対する支援の感謝を述べた。

記念すべき第 1回 目の今回は海外の教育関係の福祉に取   ・25 ネパールの母の日。

り組む当協会の活動が高く評価され、369,000円 を戴き   ・28 12年生の最初の試験日。結果は想像よりも良かっ

ました。10月 29日 の大会に山下理事長が出席し、頂戴  た。

しました。同会の副会長の西田敦子さんから以下のよう  5月
な言葉が寄せられました。                ・12 12年生は全てのカーテンを洗った。マンジュは卒

「ささやかですが全国退職女性校長会 (梅の実会)の   業旅行の説明をした。

会員みんなの心を、ネパールの少女に届けることができ   013 11年生の試験が始まる。全員最後のB型肝炎のワ

るようになって、とてもうれしく′思います。女の先生を  クチンをするため医療センターに行った。

養成し、少女たちが学校に行ける環境を整えるお手伝い  ・20 早朝、カ トマンズヘ卒業旅行のため出発。新井場・

ができることは、私たちにとつても幸せなことです。」  西森と合,九

〇21 ユネスコ、」CA訪間の後、市内を見渡せるサンド

AAFが 「第 11回国際石材建築賞」を受賞        ラタワーに行った。

さくら寮を設計した、竹中工務店の設計部有志 (赤尾   022 日本大使館訪問。 日本のビデオを鑑賞。スワヤン

健蔵代表)た ちでつ くるNGO‐ AAF(Asian  ブナー トを見学し、タメルで強 。

Architecture niendship)に、世界の優れた石材建築に   023 パシュパティナー ト訪問後、王宮博物館見学。昼

授与されるイタリアの「国際石材建築賞」力`授与されま  食後ポカラに向け出発し、8時に寮に戻つた。

した。AAFは、さくら寮を設計する以前から 1600メ   ・24 新井場とマンジュは卒業式の打ち合わせにバリジ

ー トルのゴルカ郡フィルムに、地元産の石材を使つた学  ュー校長と面会。

校を設計し建築していました。小中高校、寄宿舎、図書   ・25 11年生は卒業式の予行演習、西森さんから折り紙

館まである立派なものです。それが評価され今回の受賞  を習った。

となつたものです。現在そこではさくら寮出身の女性教  ・28 12年生は最終試曳 卒業式のため山下理事、JNFI弘

師が 2人働いています。                 の理事が到着。渡邊さんからさくら寮へ絵の贈呈。
e29 卒業式Э成功裏に式は終った。

・30 JNFBへ の理事と一緒にポカラ市内の観光
さ くら寮通信 031 卒業生に帰郷の交通費を支給。

(マ ンスリー報告書 2009年 3～8月 の抜粋)     6月
3月                          ・1 バリジュー校長のオリエンテーション。新井場は卒

・ソーラーパネルが設置され、1階ラウンジと寮母の部  業生と給与について話し合う。

屋に明かりが点く。1日 8時間使用出来る。        ・2 卒業生の一部は離亀

・6ス リジャナはフィシュテール病院で胃の内視鏡検査   03 残りの卒業生、離気 3期生のうち5名は遠隔地の

を受けたが異常なしと判った。              ため帰郷せず。川岡シスターの保育園で研修のため訪問。
010 ホーリー祭。色の付いた水を掛け合つて楽しむD   04 新井場、西森帰国。

・12 戸石先生の「自然と環境」の言乱          ・7 学生達は研修開女亀

・23 高田さんが友人と訪問。              ・8 応募用紙を郵便局へ受け取りに行く。

・26～30 佐伯、松本による日本語の指導。伊藤は読み   011 卒業生のヒマニとリトゥは飛行便の トラブルで帰

聞かせの指導、サハラ先生は生理についての話をされた。  郷が遅れていると連絡あり。

・27 古宇田先生グループによるパネルシアター指導Э   ・13 会計簿の観

4月                         ・16 サビトリがインフルエンザにかかる。一日中看病。

・5 寮の裏庭にトウモロコシと豆の苗を植えた。      ・17 数人の応募用紙が届いた。
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・21 スリジャナ、シスラが耳と目の受診のためマニノく   ・11 ポカラプロジェクト現地理事会開イ亀

ル病院に連れて行く。                  012 磯、帰国

・22 マンジュは日本語学校へ入学。           013 12年 生はダーディン研修へ出発。

・23 落雷のため屋外の電気器具故障、修理を依頼し回   014 第 2期卒業生のアンジャリとビンドゥは最終試験

復した。                        に落亀 2010年に追試を受ける。

026、 27 学生にコンピューターを指導Э         015 休日のため新入生年をマヘンドラ洞窟へ案内。

・29 SLCの結果発表、応募者は全員が合格していた。   016 スタッフの給料、奨学金の支払い

7月                          ・19 スジャータ、ラジュとサティアの3名の身体検査

011 磯、さくら寮到着。新 12年生 10名が迎えた。    のためマニパル病院ヽ

・12 磯、バリジュー校長と面会。新入生選考委員会は  ・20 “Teej"祭。KCPで歌の大会がありさくら寮生は 2

18日 と決定:同 日、運営委員会も開催予定        等賞を獲観

013 磯、午前は辞書プログラム、夜は生理用布パッド  021 "Tea"祭のためたくさんの料理を作り、夕方はさ

製作開女乱                       くら寮で歌い、踊り、食べ物を楽しんた

014 食料倉庫のゴキブリを退治。流しの下が水浸しの  023 休日。学生達の希望でフェワ湖に行ってボー ト遊

原因は排水のホースの不具合と判り、修理をすることに  びを楽しんa
した。                          ・24 卒業生のスニタから給料が届いていないと連絡が

015 プスパ、スシラ、カウシラ、サルミラが鼻、アレ  あり、再度送金。

ルギー、風邪の症状でマニパル病院へ。          027 シタが,心理的な病気になった。マンジュの部屋で

・17 「シュラワン祭り」グリーンのチュラをして手に  寝た。医者に見てもらい彼女は元気になつた。

ヘナを描き、夫の長命を祈念する祭りだが、なぜか女子   029 内山さんが絵の指導のため訪問。

学生達も同じ事をしていた。今晩の夕食は “ロティ"庭

の石ずみのかまどで焼く。
JNFEA活 動報告018 選考委員会開イ亀 出席者はバリジュー校長、磯、

マンジュ寮母、クリシュナ (通訳)の 4名。10名 の入寮         (太 字はポカラでの活動)

者と2名の補欠を選出。翌日19日 の全国紙カンティプー  5.21 内閣府・法務局へ 2009年度報告書及び特定NPO
ルに公告を出した。運営委員会はKCPの タパ先生、ケサ  法人の申請書提出。ニュースレター発送 総務担当

ブ先生と学生アンジャリが加わった。           。29 さくら寮第 2回卒業式

・21 さくら寮、寮生手帳 10冊印刷。          6.14 活動推進会議 (文京学院大学)

・22 磯、12年生を対象にPCの練習を開女乱       7.1 大木神父様訪問 練馬区関町教会 山下理事長、

・23 バリジュー校長に面会し、12年生のダーディン研  新井場、磯理事

修の許可とフォローアップ研修の日程の了解を得る。    .5 第 7期第 2回理事会 (文京学院大学)

・28 バリジュー校長、マンジュ、磯の3名で補欠3名   。7 磯理事ネパールヘ ～8.12

を選び、電話連絡した。                 .18 第 4期生選考委員会開催 バリジュウ校長 磯理

029 7名の新入生はマニパル病院で身体検査。全員異  8。9 文京学院大学生 さくら寮へ 山下理事長、 伊

常なし。                        藤理事同行

030 新入生歓迎会とカリカの誕生日祝          .11 現地理事会開催 山下理事長 山下威士・磯理事

・1 テレビ故障D修理不可能 (部品が日本製のため)。   。13 さくら寮生と文京学院大学生がパ トレ村で教育実

・3 新入生は制服の注文と写真撮影にマヘンドラプルヘ。  習

05 `りalld hmima"祭。寺院へお参りに行った。豆の   。21 総務部会

スープ “Kw�"を作って食べた。床とガラスの掃喰     .27 総務、支援室打ち合わせ (コ ンパー トメント)

08 新入生にオリエンテーション (バ リジュウ校長)。    .30 NWECの ワークショップに参加 (国立女陛教育会

09 ユーロガー ド(給水器)が故障、は  理事長夫妻、   館)

伊藤理事が文京学院生と一緒に訪問。           9。 1 さいたま国際交流基金授与式 伊藤・新井場理事

・10 文京学院生と一緒にパネルシアターの練習。     参加

出席8月
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9。3 活動推進会議 (文京学院大学)          10。 4 フォーラム横浜・「フォーラム祭り」でワークショ

.8 支援室会議 (神奈川県民センター)        ップ開催

。10 会計担当打ち合わせ (渡邊理事宅)         。19 元駐日ネパール大使 (」NFEA顧問)マテマ氏来

.12 第 7期第 3回理事会 (文京学院大学)       日歓迎会 (日 ネ協会主催)

.14 さいたまプロジェクト会議 (ウ ィズユウさいたま)   。23 国際ボランティア「みなと」グループより寄付を

伊藤、磯、新井場                   受ける。新井場、磯出席

.24 活動推進会議 (コ ンパー トメント)         。29 全国退職女性校長会から寄付を受ける。山下理事

.27 フォーラム横浜の打ち合わせ (磯・新井場)(アー  長出席

スプラザ)

。28 岩谷理事ネパールヘ～10。 22

会員 (287名 、団体 2)、 教育里親 (88名、団体4)の皆様方には、日ごろからNPO法人日本ネパール女性教育協

会にご理解と、ご支援をいただき誠にありがとうございます。

会員、教育里親とは別に2008年 4月 より当協会にご寄附いただいた方々のお名前を掲載させていただきました。

心より感謝申し上げますとともに今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

お名前の記載漏れ、まちがい等ございましたらお手数ですがご連絡ください。

姉川共子様 新井場清則様 新井場貞子様 庵康雄様 石橋芳子様 磯公美子様 大軒史子様  市川雅美様

伊藤巨子様 猪爪範子様 江利川勝枝様 大賀文江様・大沢瑞子様 大日向美那子様 小野好江様 葛西登喜子様

加藤玲子様 鎌倉YWCA様 Jり |1良様 木村脱子様 倉田宏蔵様 倉田照子様 古宇田嘉煩様 小林栄様

小林みよ子様 齊藤好江様 佐野松江様 品田直子様 十文字学園女子大学橋本ヒロ子ゼミナール様 鈴木基之様

全国海外教育事情研究会様 全国退職女性校長会様 (第 1回梅の実福祉支援金)田中三良様 寺井早苗様

当麻由美子様 渡嘉敷美智子様 新潟大学様 西森晶子様 原田紀栄様  (株)美ファイン研究所様

フィロメナ・フィッシヤ~様 福田敦子様 古橋源六郎様 宝達佑美様 牧口典子様 増法1民子様 増山民江様

町田民世子様 松本由紀子様 水田佳代子様 宮坂洋子様 元百合子様 森井孝子様 森田正明様

横浜国際交流ボランティア「みなとグループ」様 横浜国際婦人会様 (渡部紀美子様) 横山宏子様 吉田俊吾様

吉野脱子様 吉村香様 渡邊いくよ様                             (五 十音IQ

◇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 :00130‐ 4‐370983郵便振朴||ハつ

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)

◇里親基金支援口座◇

口座名 :船ぽEAネパール女性教員養成里親基金 口座番号 :00110… 3…355493郵 f更振本卜||‖つ

NPO法人 日本ネパール女性教育協会 鰤�EAl

理事長 山下泰子

本部 〒113‐8668 東京都文京区向丘 1… 19-1 文京学院大学山下泰子研究室

ポカラ療: Sakllra DoⅡ�tott Kanya Campus Pokhara,Nadipllr Pokhara‐ 3 Nepal‐ 977‐ 061‐ 621359 PO Box 192

事務局長 岩谷栄子 〒104‐0032東京都中央区八丁堀 3… 24‐ 1‐ 1001 編集委員 :新井場貞子 吉田俊吾

Tel&Fax 03-6222-3&4  E mailiwatani@m7.gyao.ne.jp  ■「RL http.II….印∝ides� p/nepa edu parent2/
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