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はじめに 

 
 

ラリグラス・ジャパンが、南アジアの人身売買問題への取り組みを始めて、今年で 17 年目を迎えま

した。年 2 回の現地訪問と国内活動によって、当会が支援する『マイティ・ネパール』、『NDWS』、『レス

キュー・ファンデーション』は、年々、その活動の幅と深みを増しています。 

今回は、2014 年 3 月 28 日（金）～4 月 13 日（日）の日程で、ラリグラス・ジャパン代表・長谷川ま

り子がネパール(カトマンズ、カカルビッタ、サッチガッタ)とインド（ムンバイ、デリー）を訪問し、

現地調査および支援先団体とのミーティングを行いました。 

また、インドでは 2014 年 2 月から自身の仕事の関係でデリー駐在中のラリグラス・ジャパン理事・

上原翔子とともに、『レスキュー・ファンデーション・デリー事務所』のスタッフと今後のプロジェク

ト計画について調整を行いました。 

 本レポートにて、現地の最新情報をご報告します。 

 

ラリグラス・ジャパン 
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現地報告 

 

マイティ・ネパール本部 
 

●近年、マイティがより力を入れているのが女性

たちの職業訓練。提携する大手ホテルやレストラ

ン、大型病院、ショッピングコンプレックス、美

容院などで 2～3 カ月のトレーニングを受け、現場

に通用するスキルを身につけるというものである。

能力が認められ、そのままトレーニング先に就職

した女性も少なくなく、たいへん実践的なプロジ

ェクトとして評価されるところである。 

ホテルやレストランなど、施設の外に就業の機会

を得た女性たちは、まず、マイティ本部の施設か

ら通勤することになる。だんだん一般社会に慣れ

てきたところで、“ハーフ・ウエイ・ホーム”に生

活の拠点を移す。 

前回のレポートでもご報告したとおり、“ハー

フ・ウエイ・ホーム”とは、マイティ本部から徒

歩 5 分の一軒家を借り上げ運営されるグループホ

ームだ。１階がキッチンとリビング、2 階がワー

クショップ（国内外から発注を受けたビーズ製品、

縫製品などを制作）、３階がベッドルームとなって

おり、女性たち自身で衣食をまかなうシステムと

なっている。もちろん、困ったことや相談ごとが

あれば、いつでもマイティのサポートを求められ

るため、完全に自立するまでの準備期間の場とし

て活用されているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーフ・ウエイ・ホームでは、現在 26 名の女性が共同

生活を送っている。写真は、ちょうど仕事から帰ったと

ころの 5 名。ホテルのルームキーパー、病院のリネン類

の洗濯係などが彼女たちの仕事。「外の世界はとても楽し

いです！」と、明るい笑顔を見せてくれた。 

 

●1998 年から続けているお菓子詰め合わせプレ

ゼント。入所したばかりの子どもであっても先輩

から“ラリグラスのお菓子”について聞かされて

いるため、日本人の姿を見かけただけで、あっ！

と思うらしい。今回も敷地内に足を踏み入れたと

たん、ちびっ子たちがわらわらと集まってしまっ

た。 

 これほどまでに心待ちにしてくれているお菓子

の詰め合わせ。もちろん今回も用意させていただ

いた。子どもたちの笑顔をためにご協力くださっ

たみなさま、ありがとうございました！ 

【お菓子カンパにご協力くださった方々】 

石原正行様、上中美穂様、小山田基香様、川口朋

子様、住友康人様、野口みどり様、花見和子様、

房賢孝様、掘之内弘江様、松嵜三貴様、三浦優子

様、三島正志様、水上直樹様、三原一夫様、元田

智子様、吉田久美子様、レストランブーケ様 

 

以上の方々から、計 101,931 円のご支援いただき

ました。 
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マイティの女の子たちがパッキングを手伝ってくれた。

いつも、お礼にちょっとしたギフトを贈るので、お手伝

い希望者がどんどん増えていっている模様。寮母さんが

日頃の生活態度をチェックして、優等生を選抜している

ようだ。 

 

 

「早く配ってください！ボクたち私たちは、もう待ちき

れません！」 

 
「写真なんていいから解放してください。早くお菓子、

食べたいんです！」 

 

だんだん暑くなってきているカトマンズ。喉が渇くた

めか、詰め合わせ６種の中の今回のいちばん人気はフル

ーティー（マンゴー味のジュース）だった。 

 

 
「サンキュー！」「ユー・アー・ウエルカム！」を繰り返

すこと 400 回。他の施設もあわせると約 700 回に！ 

 

配布もマイティの女の子がお手伝い。すっかり手際を

マスターしてくれた。 
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◆ お知らせ◆ 

 

代表・長谷川まり子著『少女売買～インドに売

られたネパールの少女たち』が文庫化され、7 月

18 日に発売されます。最新情報も加筆されていま

すので、ご一読いただければ幸いです。なお、こ

れまで同様、ラリグラス経由でご購入いただきま

すと、販売価格の 2 割が現地への寄付となります。 

 

 

『少女売買～インドに売られたネパールの少女たち』光

文社知恵の森文庫・864 円（税込） 

帯文：年間 7 千人のネパール人少女が人身売買され、そ

の半数以上が HIV に感染し、死と向かい合っている…。

被害者たちとともに歩んだ日本人ボランティア 10 年間の

全記録。 

2008 年新潮ドキュメント賞受賞作品に、最新情報を加筆

して文庫化！ 

 

※現在、印刷中のため表紙と帯は校正紙を掲載 
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カトマンズ・新ホスピス 
 

 

【新ホスピスの様子】 

 

●ネパールの全学校で実施される学期末テスト

（進級テスト）と SLC 試験。前者は全科目をパス

しなくては進級できず、後者は高校卒業資格に相

当するため、いずれも非常に重要なものとされて

いる。そのため、テスト期間中はピリピリムード。

テレサアカデミーの先生やマイティのスタッフに

お尻を叩かれて、みんな一生懸命、試験勉強に勤

しんでいる。 

 訪問時は、そんな試験も終了し、約 2 週間の春

休みは始まったばかりのところだった。テレビを

観たり、サッカーをしたりと、すっかりリラック

スした様子だ。試験の結果はまだ発表されていな

い段階だったが、果たしてみんなのデキはどうだ

ったのだろう？ 

「すごく出来た！」 

と、得意げな顔を見せたのは、ランジットとサラ

ちゃん。ランジットは昨年、落第してしまったた

め、二の舞とならないようかなりがんばったよう

だ。 

 ほかの子どもたちも総じてうまくいった様子。

そんな中、ひとり浮かない顔を見せるのが、落第

経験豊富なターシーくんである。なんと彼、5 年

連続で試験に失敗し、保育園の年少組を 5 回も続

けてしまったのだ。 

「ネパール語と保健が心配…」とのことだが、な

んとか無事にパスできるよう祈る思いである。 

 
「よく出来た！」と自信を見せるランジットくん 

 

 

成績優秀なサラちゃん。今回の試験もばっちり！ 

 

 

食慾旺盛、明朗快活なターシーくんだが、勉強だけはち

ょっと… 

 

●ホスピスにニューフェイスが加わった。ユナち

ゃん（4 歳）とワイバちゃん(12 歳)だ。ユナちゃ

んは昨年 10 月、マイティに保護された。両親を

AIDS で亡くし、孤児となったからだ。ユナちゃん

自身も HIV に母子感染している。 

 保護されたばかりの頃は、突然、環境が変わっ

たせいからか、ひとことも話さなかったという。

やがて話し始めるようにはなったが、その内容は

自分の暮らした家のことばかり。親が恋しくてた

まらない様子だったという。 

 そんなユナちゃんを、ホスピスのみんなでケア

したという。前出のランジットの母・タラさんが

母親代わりを務め、ランジットも「ボクの妹！」

と甲斐甲斐しく世話を焼いている。 

 今回の訪問時はようやくホスピスの環境にも慣

れた段階。抱っこすると片言でたくさん話をして
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くれた。8 月のツアー時には、さらに元気な姿を

見せてくれることだろう。 

 

 
ホスピス最年少のユナちゃん。ホスピスのアイドル的存

在だ。 

 

●ワイバちゃんは、マイティ本部の施設からホス

ピスに移転してきた。HIV には感染していないが、

重度の自閉症と精神発達遅滞、弱視などの障がい

を持っている。 

 寮母のガウリさんが話す。 

「常に外に行きたいというのです。外には出かけ

られないと諭すと大泣きします。言葉が話せない

ので、泣くことで意思表示しているのでしょうが、

夜中でも騒ぐことがあるので、近所から苦情が来

てしまって…。マイティ本部も手に余ったからホ

スピスによこしたと思うのですが、こちらでも他

の子どもたちの生活リズムに支障をきたしていま

す。サッチガッタのメンタルケア施設でケアする

のがベストだと思うのですが・・・」 

 ワイバちゃんの世話は、ホスピスの女性や年長

の子どもたちが見てくれている。女の子の中には、

こちらの頭が下がるほど親身に世話してくれる子

もいる。だが、ガウリさんがいうとおり、一日中、

外に行きたいといって泣いて訴えるワイバちゃん

を看続けるのはあまりに負担が大きい。 

今後のワイバちゃんの様子次第で、サッチガッ

タへの移転も選択肢のひとつとして考えられる。

次回訪問時、改めて現地と相談する予定だ。 

 

 

ワイバちゃん（左）の食事介助をするサラちゃん（右） 

 

ワイバちゃんと遊ぶ女の子たち。一生懸命、お世話して

いる。 

 

●新たにメンバーが加わった一方で、近々、ホス

ピスを後にする子どももいた。カリシュマちゃん

という女の子だ。 

筆者がカリシュマちゃんと出会ったのが、彼女

が 3 歳の時。マイティ本部のクリニックのベッド

にちょこんと座り、いつもニコニコしている女の

子だった。また彼女は、マイティに保護される子

どもたちの中で、いちばんはじめに ART 治療（抗

HIV 薬の服用）を開始した子でもある。 

 当時、アヌラダさんがつぶやいた言葉が思い出

される。 

「カリシュマがどうしていつもニコニコしている

かわかる？そうしていれば、みんなにかわいがっ

てもらえると本能でわかっているからよ。この子

の笑顔にはみんな惹かれてしまうのよ」 

 そんなカリシュマちゃんの笑顔は、13 歳になっ

た今も変わらない。だが、彼女のこれからの生活

は、今、大きく変わろうとしているのだ。 
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カリシュマちゃんの母親は、AIDS で亡くなった。

残された家族は父親、祖父、兄二人。男手ばかり

の一家にとって、重い病気を抱えた幼子を養育す

るのは容易ではなく、父親はカリシュマちゃんの

養育をマイティに求めた。そして以降、一度も面

会にやってくることもなく、絶縁状態にあったと

いっても過言ではなかったのである。 

ところが今春、父親がマイティを訪れ、「娘を連

れて帰りたい」と申し出たという。そして話し合

いの結果、カリシュマちゃんを実家に帰すことに

なったそうだ。 

カリシュマちゃんは身の回りのことはもとより、

家事の手伝いもこなせる年齢になった。うがった

見方をすれば、手がかからなくなった今、家事の

担い手とするのが目的ではないかとも思ってしま

う。もちろん、マイティ側は父親との面談を重ね、

本人によって最善の道を選択したはずだが、新生

活をスタートさせてみないことには、手放しには

喜べない状態である。 

一家の暮らす家は、マイティ本部のすぐ近くに

ある。そのため、今後は自宅からテレサアカデミ

ーに通学するかたちになり、ART も継続される。

マイティとの縁は今後も続くわけだが、それでも

本人は不安でいっぱいの様子だ。 

「おうちに帰るの？」と声をかけると、泣き出

してしまったのである。 

そんな背をさすりながら、女性たちがいう。 

「カリシュマのお父さんが一度、ここにもやって

きたんです。白い髭を生やしていて、みんなにお

土産のチョコレートを配った。悪い人には見えな

かったから大丈夫だと思うけど、やっぱり不安な

んでしょう。だって、いくら父親といわれても、

顔も覚えてないんだから。私たちも淋しいです」 

 カリシュマちゃんにとっては、ホスピスこそが

我が家だ。そして女性や子どもたちは親や兄弟姉

妹そのものだった。そんなみんなのそばから巣立

っていかねばならないことが、淋しくてならない

様子だったが、どうか本当の家族と幸せな生活を

築いていってほしいと願っている。 

 

別れを惜しむホスピスのみんなと。赤いジャージの女の

子がカリシュマちゃん。 

 

●前回 8 月訪問時、ホスピス最年長の女の子・マ

ドゥちゃんを中心にピザの作り方をレクチャーし

た。その後も何度か調理し、みんなで楽しんだと

のことだ。 

ピザはみんなの大好物である。が、口にするこ

とができるのは年 1 回。ラリグラスのツアーメン

バーとの交流プログラムで、映画と食事に出かけ

た時のみ。こうした普段食べられないものを自分

たちで調理できれば、食生活もより楽しいものと

なるはずだ。よって、今回訪問時にもお料理教室

を開き、パニ・プリの作り方を伝授した。 

パニ・プリとは、パーニー（水）とプーリー（揚

げパン）がその名の由来。一口大の“プリ”は、

チャパティのように鉄板で焼くのではなく、油で

クリスピー状に揚げたもので、中が空洞になって

いる。そこに、スパイシーなマッシュドポテト風

の具を詰め、酸味の強いソースを流し込んで、大

口を開けてパクリとやるスナックだ。 

女性も子どもたちもパニ・プリには目がない。

だが、売られているのは街中の屋台。その場で立

ち食いするのが基本スタイルであるため、外出の

機会がないホスピスのメンバーにとっては、なか

なかありつけない一品だ。ならばピザ同様、パニ・

プリも自分たちで作ってもらおうと考えたわけだ

が、目論見は大成功！ 大盛り上がりのパニ・プ

リ・パーティーとなった。 

ちなみに、次回 8 月のスタディツアーでは、恒

例のランチパーティーの際、パニ・プリもメニュ

ーのひとつに加える計画だ。屋台風の一角を設け、

ツアー参加者に屋台スタッフを担ってもらい、女

性や子どもたちにふるまっていただくのである。

きっと大賑わいのひとときとなることだろう。 
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乾燥させた状態で売られているプリ。油でカラッと揚

げると風船のように膨らみます。当初はなかなかコツを

つかめず、失敗作を量産していたものの、やがてばっち

りのプリが！ 

 

 

こちらが揚げたてのプリ。中が空洞になっています 

 
ソースに加える赤唐辛子。男の子も張り切ってお手伝

い！ 

 
ソースに加える玉ねぎを大量に刻む女の子たち。目に

染みて涙がポロポロ！ 

 

 

プリの上部に穴を空け、そこにスパイシーなマッシュ

ドポテト風の具を詰めてソースをかければ出来上がり！ 
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子どもたちがまだかまだかと列を成しています。「ボク

は 20 個食べる！」「私は 15 個！」と大興奮！ 

 

 

一口でパクリといくのがルール。クリスピーなプリ

からソースがジュワッと溢れる瞬間がたまりません 

 

今回の現地へのお土産は、女性たちにはプチネックレ

スとリップスティック。子どもたちにはタオルハンカチ

とスクール用バッグを用意した 

 

この日のランチはフライドライス。ホスピスでは、療

養食として、毎日、玉子と果物が提供される決まりだが、

年々、果物の値段が高騰しているため、最近は比較的安

価なバナナが週数回程度。1 週間、まったく提供されない

ときもあるとのこと。そのため、緊急支援として、果物

代を寄付させていただいた 

 

敷地内の畑では、小麦や野菜が育てられている。ドー

ム型の竹組みは、マッシュルームを育てるエリア。近々、

新たなプロジェクトとして栽培を開始し、自分たちで食

べるだけでなく、量産できれば市場に卸すことも計画し

ている。 
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【ビーズ・プロジェクト】 

 

●今年1月、里親会員の石原正行さんより、納期を

3月20日として、ビーズコースター150枚をご注文

いただいた。が、この時点で当会に十分な在庫が

なかったため、ホスピスに製作可能か否かを打診

したところ、プロジェクト・リーダーのサンティ

さんから「スケジュール的にたいへんではありま

すが、がんばります！」とのお返事が。素材の仕

入れ、製作、日本に空輸するための梱包まですべ

てこなし、期日までにきちんと納品してくれた。 

「時間がなかったので、夜遅くまで仕事をする日

もあったけど、みんなで力を合わせてがんばりま

した」と誇らしげなサンティさん。そんな彼女た

ちの労をねぎらい、通常の賃金に加えてラリグラ

スから、特別ボーナスを支給させていただいた。 

大量かつイレギュラーな注文であったことが、

かえってみんなのモチベーションにつながったよ

うだ。このような機会をご提供くださった石原正

行さんに、改めてお礼申し上げます。 

 

●女性たちの仕事の成果は次のとおりである。 

ソンマヤ 4,050ルピー（約7,695円） 

サンティ 4,290ルピー（約8,151円） 

タラ 4,550ルピー（約8,645円） 

ラクシュミ 2,280ルピー（約4,332円） 

ギータ・タマン 4,330ルピー（約8,227円） 

パビットラ 2,080ルピー（約3,952円） 

（1ルピー＝1.9円で計算） 

 

【訃報】 

哀しいご報告をしなくてはなりません。 

 2014 年 1 月 11 日、パールバーティが永眠しま

した。 

 昨年 8 月のスタディツアーで、参加者のみなさ

んとホスピスを訪問した際、パールバーティの体

調は芳しくありませんでした。常駐看護師の話に

よれば、下痢が続き、食事も吐き戻してしまうと

のことで、体重が激減していたのです。外部の大

型病院で診察を受けたところ、特に問題はないと

のことでした。ネパールでは、夏季になると細菌

性の下痢や食当たりにかかる人が増えます。 

パールバーティの場合も、同様の症状であるとの

ことでした。 

「食べられない。無理に食べても吐いてしまう」 

パールバーティは、筆者にそう訴えました。まっ

たく食欲がないとのことで、声にも覇気がありま

せんでしたが、ツアーの交流イベントであるラン

チパーティーや映画＆レストラン訪問に参加した

際は、とても楽しそうにしていました。この時は、

少し食欲もわいたようで、ご馳走にも少し手をつ

けていました。 

ところが、映画＆レストランからホスピスに帰

着後、嘔吐してしまったとのことで、大学病院に

入院することになりました。精密検査の結果、心

臓疾患が判明し、緊急手術を要するとのことでし

た。 

手術費は 30 万ルピー(約 57 万円)とたいへん高

額です。が、代表のアヌラダさんが病院にかけあ

い、無料で手術を行ってもらえることになりまし

た。HIV 感染者ということで、病院側に手術を拒

否される可能性も懸念されましたが、担当医師が

「HIV 感染者であってもやります」と引きうけて

くれました。 

筆者はツアー終了後、調査のため延長滞在しま

した。その間、テレサアカデミーの寮で生活する

娘のアシュミータをお見舞いに行かせました。パ

ールバーティは娘を前に、あふれる涙を止めるこ

とができませんでした。このまま自分は死に逝く

のではないかと不安でたまらなかったのです。 

 手術は、心臓の血管を拡張するというもので、

先進国ではそれほど難易度の高いものではないと

されています。ネパールにおいても、それほど難

しい手術とはされていません。が、医療知識に乏

しく、体調の悪化を自覚している本人にとっては、

初めて受ける手術は大きな不安を伴うものだった

と思います。 

 みんなで励まし続け、パールバーティが手術に

挑んだのは、筆者の帰国当日でした。 

その後、現地からの報告によれば、術後の経過も

よく、2 週間後には退院し、マイティ本部に併設

されるクリニックで療養生活を送っているとのこ

とでした。現地から送ってもらった退院後の写真

を見ると、もちろん体調は万全ではないことは明

らかですが、確かに快方に向かっているとのこと

だったのです。 

ところが、新年を迎えて間もなく、体調が急変

し、帰らぬ人となってしまいました。 

いつも控えめな女性でした。ホスピスでの閉鎖

的な生活のなかでは、不平不満が出たり、仲間と

の間でケンカが生じたりします。が、パールバー
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ティが他の女性とぶつかることは、ほとんどなく、

いつも穏やかでした。 

彼女の心の糧は、マイティ本部の寮で暮らす娘

のアシュミータの成長でした。がんばり屋さんの

アシュミータは成績もよく、「この前の試験、よく

できたそうです」と、誇らしげに話すパールバー

ティの声が、今も耳元で聞えそうです。 

 娘を残して逝かねばならなかった母の気持ちを

思うと胸が詰ります。そして、私たちの非力を改

めて思います。 

 パールバーティの命を救うことができなかった

ことが、残念でなりません。 

 パールバーティのために私たちにできることは、

残された娘のアシュミータをしっかり養育するこ

とだと思っています。 

 どうぞ、パールバーティの冥福をともにお祈り

ください。 

 
日本からのお土産を手に笑顔のパールバーティ。いつ

もこうしたお土産は娘に譲られる 

自分のことは二の次。常に娘第一優先の母だった 

 

映画＆レストラン訪問時。パールバーティもオシャレ

して楽しいひとときを過ごした。私たちからの贈り物は、

このイベントが最期になってしまった。もっとなにかで

きなかったかと悔やまれる。 

 

 

術後のパールバーティ。マイティ本部のクリニックで

療養。娘が毎日、病室を訪ねて元気づけた 
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カカルビッタ・トランジット・ホーム 
 

●これまでにも何度かご報告しているが、サッチ

ガッタの施設を訪ねる人は極めて少ない。毎年、

欠かさず足を運んでいるのは、スペイン人ドナー

のペトロと当会のみだ。ペトロは 10 月を訪問する

ことにしている。当会は、8 月のツアーと 3 月の

現地調査で年 2 回の訪問だ。このたった年 3 回の

特別な日を、女性たちは心待ちにしている。一大

イベントといっても過言ではない。 

今回も、早い時期から筆者の来訪を待っていた

ようで、当日はきれいにおしゃれして出迎えてく

れた。そして、ウエルカムソングを披露してくれ

たのである。この日のために、ずいぶん前から練

習に励んだそうだ。 

だが、せっかくの歌を聴く客人は、筆者と通訳

のラジャさんのふたりきりである。女性たちも

少々、物足りない様子だ。やはり、たくさんのツ

アーメンバーと賑やかなひとときを過ごしたいの

である。 

今年のスタディツアーの際も、みんなでピクニ

ックに出かける計画を立てている。例年以上に楽

しいひとときとなるよう、鋭意プランニング中で

ある。 

 

 

何度も練習した歌を披露してくれました 

 

 

歌の後は、もちろんダンス！  

 

 
編みこみヘアでおしゃれして… 

 

●今回の日本からお土産は、プチネックレスとリ

ップスティック。とても喜んでもらえたのだが、

毎度のことながら、早速、欲しいものリクエスト

があった。ほとんど現金収入がなく、外出の機会

もない女性たち。身の回り品をそろえるのも簡単

なことではないのだ。今回のリクエストは、シャ

ンプーと香水。カカルビッタの市場で調達し、１

人ひとりに支給した。 

食べ物に関するリクエストも、恒例となってい

る。 

女性たちの大好物は肉料理だ。施設では、毎週

土曜が肉の日と決まっているのだが、それだけで

は満足しきれない様子。そこで毎回、水牛の干肉
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と小魚の佃煮をカトマンズで仕入れ、差し入れる

ことにしている。それもまた、みんなの大きな楽

しみとなっているようだ。 

果物も女性たちの好物だが、年々、価格が高騰

しているため、最近はあまり食べる機会がないら

しい。単調な生活を送る女性たちにとって、食は

大きな楽しみのひとつ。できれば、時々は好きな

ものを食べさせてあげたい。栄養面から考えても、

果物の摂取は必要であるため、果物購入費を寄付

させていただいた。 

 
ネックレスとリップを選ぶ女性たち 

 

 

早速、ラジャさんにネックレスをつけてもらってます！ 

 

昨年 8 月ツアーの際に撮影した写真をプリントして持参。

女性たちは、自分の写真をほとんど持っていないため、

とても喜ばれました！ 

 

●訪問するたび、症状が安定していく女性たちだ

が、今回もいくつかプラスの変化が見られた。 

 特に目立ったのは、仕事への取り組み姿勢だ。

多くの女性たちから、「仕事がしたい」、「仕事が楽

しい」といった声が聞かれ、自分の担当業務を生

き生きとこなしているのだった。 

 ちなみに、彼女たちのいう“仕事”とは、掃除、

食器洗い、洗濯といった生活上の雑事と、牛の世

話や畑仕事など。農村部の女性たちが担っている

仕事と同じ内容だ。 

こうした仕事が、女性たちを快方へと向かわせ

ている。 

例えば、かつて自分の名前さえ記憶になく、マ

イティに保護された時に“プタリ”と名づけられ

たプタリさん。重度の統合失調症を患い、他者と

のコミュニケーションさえまったくできなかった

のだが、今や施設のリーダー的存在になるまで回

復した。 

プタリさんの仕事は、牛の世話や畑仕事、掃除

などさまざまだ。「すべての仕事をやっています！」

と、誇らしげに答えてくれた。 

以前のレポートでもお伝えしたが、作業療法が

もたらした効果であると思う。といっても、精神

衛生分野において立ち遅れているネパール。作業

療法と意識して行っているわけではないのだが、

結果的に大きな効果を見せているのである。 

 

●与えられたらやり遂げる。褒められる。すると

もっとがんばりたくなる。 

こうした一連の流れが、女性たちに達成感をも

たらし、精神面にプラス作用をもたらしている。
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それに気づいたスタッフは、このたび、新たなプ

ロジェクトを立ち上げた。ラッピングペーパーや

草を素材としたカゴ作りだ。 

 ラッピングペーパーは 1 枚 8 ルピー程度。ひと

つのカゴを製作するのに、13 から 15 枚を要する

ため、材料費は 120 ルピーほどだ。ちなみに、近

くを流れる河のほとりで採れる草を活用すれば、

材料費はタダである。 

 出来上がったカゴは、カカルビッタの市場に 1

個 250 ルピーで売りに出す。現在、このプロジェ

クトに参加しているのは、マイリー、シータ、カ

マラ、ノルマヤの 4 名。なかでもマイリーは、も

っとも技術力があり、市場での販売数がトップと

のこと。2,000 ルピー以上のお金を貯めることが

できたという。 

「もっと作って、もっと売って、自分の店を開

きたい」 

と、マイリーさん。2,000 ルピーではさすがに開

業はできないだろうが、そんな夢を抱くまでに回

復したといえるのだ。 

 こうした状況を受け、看護師と寮母から、プロ

ジェクトをさらに活発化したいとの要望があった。

カゴ作りだけでなく、ロウソクや線香作りにも手

を広げたいとのことだ。 

そこで当会から、素材購入費や商品開発費など、

プロジェクトにかかる費用として、15,000 ルピー

を緊急支援した。 

 

新たにスタートしたカゴ作りプロジェクト。野菜を入れ

たり、造花を飾ったりに使われます 

 

●サッチガッタの施設に暮らす女性や少女たちは、

皆、統合失調症やうつ病などの精神疾患を抱えて

いる。その多くが、性被害に遭ったことが発症の

原因と考えられているのだが、100 パーセントそ

うともいいきれないのが実情だ。なぜなら、マイ

ティに保護された当時、皆、ひどい状態にあった。

自分の名前さえわからない女性が大半だったので

ある。 

ゆえにマイティはこれまで、女性たちの口から

断片的にもれる言葉をつなぎ合わせることで、そ

の身の上を推し量るしか術がなかったのである。  

 そのような中、驚くべき事実が判明した。 

みんなに日本からのプレゼントを配り、ウエル

カムソングを披露してもらった後、筆者は１人ひ

とりに近況を尋ねた。 

「カゴ作り、がんばってます。お金を貯めて店

を出したい！」というマイリーさん。「今度、来る

ときはピクニックに行くんだよね？」と何度も確

認するソニちゃん。「シャンプーがほしい。もうな

いの。アンティ、買ってきて！」というサリタさ

ん。さまざまな声を拾いながら、次に控えていた

ビマラさんに声をかけたときのことだ。以下、そ

の時のやりとりを再現してみる。 

「最近はどんな仕事をしているの？」 

「今日は食器洗いの当番。掃除もしました。土

曜日は肉を食べて牛の世話をします。草刈りもし

ます。仕事をするのは好きです。前は食べて寝る

だけだった。独り言をいって、人と目も合わせな

かったし、すぐに怒っていた。汚いところをきれ

いにするのが好き。この前、病院にいったら、“仕

事しているね”といわれた」 

「畑仕事もできるの？」 

「子どもの頃にやった」 

 この後のことだった。ビマラさんが、突然、自

分の身の上を語りだしたのだ。 

「私の家は、ボジプールのスンダリというとこ

ろです。家族は、ふたりの兄と私、お父さんと継

母とその娘 3 人、息子 1 人。 

お父さんは悪い人です。お母さんが死んだ後、

他の女の人と結婚して、私はその女の人に追い出

されました。家を出た後、お兄さんが探しに来て

くれて、一緒に住みました。でも、お兄さんは軍

隊に入って、それから行方不明になってしまいま

した。それで、男の人に仕事があるといって連れ

ていかれました。私はインドから帰ってきた」 

 ここまで聞いたところで、ある思いが巡った。

それを確かなものにするために、質問を投げかけ

てみた。 

「インドのどこで仕事していたの？」 

「ムンバイ。カマティプラ 12 番」 

  筆者は、レスキュー・ファンデーションの救出
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ミッションに同行し、カマティプラ 12 番に潜入

したことがある。そこには、界隈でもひときわ大

きな売春宿が集うビルがある。 

 ビマラさんは、人身売買の被害者だったのだ。 

「アンティもそこ、行ったことがあるよ」 

「ほんとですか？ 大きいところですよねぇ」 

 ビマラさんはそういうと、にっこりと微笑むの

だった。 

 後にわかったことだが、彼女はこの日、初めて

自分の過去を打ち明けたそうだ。それは、これま

で、彼女の苦しみの日々を誰かと分かち合うこと

がなかったということだ。 

 彼女がにっこり微笑んだのは、カマティプラ 12

番を知る筆者なら、自分を理解してくれるのでは

と期待したのかもしれない。事実、彼女はそれか

ら長い時間をかけて、売春宿での日々を語ってく

れたのである。 

「ムンバイには、15、16 歳のときに行きました。

タマンと一緒にいました（注：タマン族のオーナ

ーの店と思われる）。 

 5 年ぐらい働いた。身体の大きなインド人と結

婚しました（注：用心棒役のマフィアと思われる）。

体調が悪くなって、その時、レスキューされまし

た。マイティで子どもを生みました」 

 そして彼女は最後にこういったのだ。 

「私の本当の名前は、カンチ・シェルパです。

ビマラは本当の名前じゃない」 

 マイティのスタッフも知らなかった事実が、本

人の口から明かされたのだった。 

 これまで 100 人を超える被害者の声に耳を傾け

てきた。その多くは、はじめ固く口を閉ざし、決

して真実を語ろうとはしなかった。だが、何度も

何度も面会を重ねるうちに、少しずつ言葉をつむ

ぎ始めるのが常だった。 

 そうしたとき、筆者はいつも思う。自分をさら

け出すということは、その相手に信頼を寄せてい

るからではないか。そうであるとするならば、決

してその信頼を裏切ってはならないと思うのだ。  

 ビマラさんの告白は、私たちへの期待なのだと

思うのである。 

 
過去を打ち明けてくれたビマラさん 
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サッチガッタ・メンタルケア施設 
 

●東ネパール・ジャパ郡カカルビッタで運営され

るトランジット・ホームは、責任者のゴビンダさ

んはじめ、会計 1 名、カウンセラー１名、国境監

視小屋のボーダーガード 4 名、ワーデン（寮母）1

名、ガードマン１名、ドライバー１名の 9 名で運

営されている。少人数ながら、さまざまな取り組

みを行っており、ゴビンダさんからその成果をお

聞きしたかったのだが、あいにく不在とのこと。

ゴビンダさんの妻が手術を要する病気を患い、カ

トマンズの病院に入院したため、しばらくつきそ

わなくてはならないようなのだ。 

 ゴビンダさんの不在は、活動上、多少なりとも

支障を生じる。警察や役所、メディアとのやりと

りなどは、ゴビンダさんを置いて他に担えるもの

はいないからだ。 

 聞くところによれば、がんの疑いもあるとのこ

とだ。どうか大事に至ることなく、一日も早く回

復されることを祈っている。 

 

●責任者不在をカバーすべく、スタッフ一丸とな

ってより活動に力を注いでいる様子。国境での監

視業務をはじめとするその他の活動も滞ることな

く継続され、着実に成果をあげていた。以下は、

2013 年 1 月～12 月までの 1 年間および 2014 年 1

月～3 月までの３カ月間で、トランジット・ホー

ムが扱った事案である。 

【2013 年 1 月～12 月までの 1 年間】 

国境で食い止めた少女と女性の数……279 名 

国境に接したインド領の街・シリグリの売春宿か

ら救出した被害者……16 名 

行方不明者の届け出……121 件（その内、発見に

至った人数 22 名） 

家庭内暴力……17 件 

人身売買されたケース……4 件 

レイプ被害……4 件 

訴訟……3 件 

セイフマイグレーション……25,293 名 

 

【2014 年 1 月～3 月までの３カ月間】 

国境で食い止めた少女と女性の数……42 名 

国境に接したインド領の街・シリグリの売春宿か

ら救出した被害者……15 名 

行方不明者の届け出……21 件 

家庭内暴力……3 件 

 

●トランジット・ホームの主たる活動のひとつは、

国境での監視業務である。警察と協力し、ボーダ

ーガードが 2 交代制で見張りを行い、人身売買犯

罪を水際で阻止しようとがんばっているが、今回

訪問時も、国境を超える寸前のところで 2 名の少

女が保護されていた。 

 カマラ・ライさん（12 歳）は、シンドゥーリの

出身。家族構成は、両親、兄 2 人、姉 1 人、弟 2

人、妹 3 人。カマラさんは 4 番目の子どもだ。父

親は農業に従事しているというが、家計は苦しく、

カマラさんも 9 年生を終えると、女友達と一緒に

カカルビッタの食堂で働くことにした。 

といっても、親の許可を得て村を後にしたわけ

ではない。友達に誘われるまま、親に内緒で家を

出てしまったのだ。 

女友達は既婚者だったが、夫がアラブに出稼ぎ

に行っていたため、カマラさんと生活をともにし

てくれた。ところが、夫が出稼ぎから戻ったため、

女友達はカトマンズの夫のもとに行ってしまった。

ひとり残されたカマラさんは、一旦、村に帰るこ

とにしたのだが、そこで従兄弟を通じて知り合っ

た 20 代後半の男に結婚を申し込まれる。プロポー

ズを受け入れたカマラさんは、男と一緒にカカル

ビッタ近くの村に向かった。 

ここでカマラさんは、九死に一生を得ることに

なる。男とカマラさんの様子に不審に思った村人

が、ふたりをトランジット・ホームに連れてきた

のだ。 

トランジット・ホームのスタッフが男を尋問し

たところ、すでに妻子があることがわかった。そ

の上、女の子を連れ去った過去があることも判明

したのだ。 

スタッフは即、男を警察に突出し、カマラさん

を保護したのだった。 

「家出して、食堂で働き出して、一度は村に戻

ったけど、親には怒られなかった」とカマラさん

はいう。察するに、親はカマラさんにかなり無関

心のようだ。生活苦にあえぐ親の中には、無計画

に子どもを作った後、育てあぐねて親の責務を放

棄してしまうものも少なくない。そんな家庭環境

が、少女を危険にさらすのである。 
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村人の通報によって、無事に保護されたカマラさん 

 

 

女性スタッフが粘り強く、カウンセリングを行う。は

じめは「家に帰りたくない」と話していたカマラさんも、

やがて帰郷を承諾。「帰ったら勉強します」とも約束して

くれたのだが、親の理解が得られるか否かがカギとなる 
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レスキュー・ファンデーション 
 

●設立当初、売春宿からの被害者救出を主たるミ

ッションとしていたレスキュー・ファンデーショ

ンだが、年々、活動の幅を広げている。特に大き

な実績をあげているのが教育と職業訓練の分野だ。 

 売春宿から救出された女性や少女は、みな一様

に教育の機会を提供される。例えば、学校に一度

も通ったことのない人の場合は、読み書き計算か

らスタートすることになる。 

だが、学齢期を過ぎ、学校の勉強には関心がな

いという成人女性であれば、職業訓練に重きを置

く。学齢期にある少女や学習意欲の高い成人女性

には、外部の学校と同レベルの授業を行い、高校

卒業資格試験をパスするまで指導する。さらに学

びたいという場合は、専門学校やカレッジに進学

させる。１人ひとりの意欲や能力に合わせて、手

厚いサポートを行っているのだ。 

マヒナーちゃん（16 歳）は、8 歳のときにレス

キュー・ファンデーションに保護された。 

いつもスタッフやトリベニさんに、ぴたりと身

体を寄せ、幼児のように話す女の子だった。筆者

に対しても同様だ。一度手をつなぐとなかなか離

してくれなかった。帰国する際は、いつも涙声で

「今度はいつ来てくれるの？」と、名残惜しそう

にしていた。 

幼児期、親との間でなされるべきすべてが、す

っぽり欠落しているのだと思った。 

マヒナーちゃんは本名ではない。保護時、自分

の名前がはっきりわからず、レスキュー・ファン

デーションにそう名づけられた。また、彼女の国

籍はインドではなく、バングラデシュである。貧

しい家庭に生まれた彼女は、物心つくかつかない

かのうちにインド人家庭に奉公に出された。そし

てその家の主に、おもちゃにされた。家人の目を

盗んで逃げ出したところを警察に保護され、レス

キュー・ファンデーションに委ねられたのだった。 

マヒナーちゃんには、親に甘えた経験がほとん

どないに違いない。赤ちゃん返りともとれるほど、

トリベニさんたちに甘えるのは、幼児期に得られ

なかった親の愛情を必死に取り戻そうとしている

ように思う。 

そんな彼女も今年で 16 歳になった。甘えたよう

に話すところは変わらないが、ずいぶんしっかり

してきた。 

インドには、SSC という高校卒業資格試験があ

る。この春、その試験に挑戦し、見事にパスした。

今後は、レスキュー・ファンデーションの支援に

よってパソコンの学校に通い、さらなるスキルを

身につける予定だ。 

「将来はソーシャルワーカーになりたいです。

レスキュー・ファンデーションのようなところで

働きたい」と、語るマヒナーちゃん。将来の夢は

数あるが、“ソーシャルワーカーになりたい”との

一言は、とりわけ胸に響く。なぜなら、レスキュ

ー・ファンデーションのスタッフの存在が影響を

与えていると思うからだ。 

 子どもは憧れの人のようになりたいと思うもの。

レスキュー・ファンデーションのスタッフたちは、

目標とされるに足りる働きを確かにしていると思

うからである。 

 

 
すっかりお姉さんらしくなったマヒナーちゃんの 

趣味は絵画だ 

 

●カリシュマさん（18歳）は一昨年 SSCをパスし、

現在、看護学生としてがんばっている。彼女もま

た、マヒナーちゃん同様、幼くして保護された女

の子である。 

カリシュマちゃんの故郷はネパール。叔母がム

ンバイで経営する売春宿で下働きさせられていた

ところを、レスキュー・ファンデーションによっ

て救出された。 

「ネパールにも、家族のもとにも帰りたくない」 

 カリシュマちゃんは頑なだった。なぜなら、売

春宿に送り込んだのが、彼女の親だったからだ。

お金のために自分を捨てた親の顔など、2 度と見

る気はないと決意しているようだった。 

筆者が彼女と初めて会ったのは、彼女が 12 歳の

ときのことだ。ヒンディー語の壁もあったのだろ

うが、極端に口数が少ない女の子だった。そして、

キリリと結ばれた唇に芯の強さがうかがえるよう
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だった。事実、彼女はあたまひとつ抜きん出てが

んばり屋さんだった。学業も空手もトップクラス。

SSC でも最高レベルの成績を収め、看護学校へと

進学したのである。 

ゆっくりと、でも確実に、１人ひとりが成長し

ていってくれている。保護する女性や少女たちす

べてを幸せに導くべく、個々に応じた細やかなサ

ポートを継続するレスキュー・ファンデーション

に、改めて敬意を表したい。 

 

 

真ん中がカリシュマさん。片道 1 時間 40 分かけて看護

学校に通っている 

 

 

「あんなにちびっこだったのに、こんなに大きくなっ

ちゃって！」 

「だってアンティ、私、もう 18 歳だし！ 携帯電話だ

って持ってるし！」 

 

●職業訓練もまた、とても実践的だ。特に、2 年

前から収入向上プログラムとして始められたジュ

エリー製作は、大きな成果をあげている。 

 そもそもは、レスキュー・ファンデーションの

活動に賛同し、現地のホールセラーが支援を申し

出てくれたことから始まったプログラムだ。ホー

ルセラー側が派遣する講師が、40 名と 20 名の 2

つのグループに対し、製作のノウハウを指導して

くれている。 

製作したアイテムはすべて、海外やインド国内

の顧客からオーダーされたアクセサリーだ。その

ため、一定の技術レベルをクリアすれば、確実に

製作者の収入につながるのである。今回訪問時は、

ダイアモンド風のガラス玉を埋め込む作業を行っ

ていた。1 個埋め込んで 2.5 ルピーの賃金が得ら

れるとのことだ。 

講師によれば、ジュエリー製作の重要なポイン

トは、糊づけの技術とのこと。7～8 カ月のトレー

ニングを受ければ、マーケットに出せる技術レベ

ルに達し、月額 3000 ルピー程度の収入を得られる

ようになるという。 

１日のスケジュールは、朝 8 時にお祈りと朝食、

9 時～13 時に仕事、13 時～14 時に昼食、14 時～

16 時に仕事となっている。休日の日曜以外は、仕

事に励んでいるそうだ。 

レスキュー・ファンデーションは、女性たちそ

れぞれの名義の銀行口座を開設している。そこに

おのおのが得た賃金を貯蓄し、施設を退所する際、

新生活に役立てられるよう全額持たせるというシ

ステムである。 

 

 
訪問時に製作していたジュエリー。とても精巧な作りだ 
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コンピュータ技術のトレーニング。ＩＴ国での就職に

は欠かせない 

 

 
広大な敷地には、農園や果樹園が。ほぼ自給自足が成

り立っている。また、施設で食べるだけでなく、豊作の

ときは市場に卸して現金収入に！ 

 

 

マンゴーの木は 400 本！ 5 月が食べごろ 

 

●当会が建設費を支援し、その後も運営費をサポ

ートしているリカバリー・ケア・センター（RCC）

には、現在、22 名の患者が入院している。その内

の 12 名が HIV/AIDS 患者、結核 2 名、精神疾患 4

名、STD（性感染症）4 名。1 名の女性医師と看護

師、ケアテイカー等が常駐し、手厚いケアを行っ

ている。 

HIV/AIDS 患者の病状をはかる CD-4 検査は、6

カ月に１回のペースで実施されている。ART 治療

は 5 名の患者に行っており、彼女たちに関しては、

CD-4 検査を 3カ月に 1回のペースで実施している。 

RCC では、現在、ターミナルケアは行っていな

い。病状が悪化した場合は、提携する近隣（ター

ネ地区）の病院あるいは国立 JJ ホスピタルなどの、

HIV/AIDS 治療専門セクションに転院させるシス

テムになっているのだが、今回訪問時、ひとりの

末期患者が保護されていた。 

「彼女は一時、JJ ホスピタルに入院していたので

すが、医師にもう長くないといわれたのです。そ

れで、本人にどうしたいのか聞いてみました。家

族のもとに帰りたいというので、連絡を入れて許

可をとり、帰宅させたんです。ですが、すぐに追

い出されてしまい、ケアセンターに戻ってくるこ

とになったのです」 

 そういうトリベニさんだが、今も時々、家族に

連絡し、彼女の受け入れを要請しているという。

“家族と一緒に過ごしたい”という最期の願いを、

なんとか叶えてやりたいというのだが、彼女の希

望が実現する可能性は極めて低いとのことである。 

 

 

家族に受け入れを拒否され、涙する日も多いという 

 

●同じく RCC に保護されるマドゥさんは、統合失

調症を患い、夢の中にいる。売春宿での過酷な日々

の記憶を追い出し、自身の創り上げたストーリー

の中で生きているのだ。 

 彼女は毎日のように「私の恋人に電話して」と、

スタッフにねだるという。かつてジャーナリスト

として活躍していたトリベニさんには、メディア

関係者の知人友人が多い。そのうちのひとり、若

い男性の新聞記者を、自分の恋人だと信じきって

いるのだ。 
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 その男性記者と会ったのは、たった一度きりと

のことだ。トリベニさんを訪ねて、施設にやって

きたのが 2 カ月前。言葉を交わしたことをきっか

けに、男性記者が自分の恋人であると思い込んで

しまった。以来、週に一回は電話をかけないと気

がすまないという。もちろん、相手には仕事があ

るため、すべての電話に対応できるわけではない。

そうした場合は、レスキュー・ファンデーション

の男性スタッフが相手役を務める。騙しているよ

うだが、一本の電話で、マドゥさんの精神状態が

驚くほど安定するというのだ。 

 ともすれば、彼女を騙しているように思う人も

いるかもしれない。だが、携帯電話片手に満面の

笑みを浮かべる彼女を見ると、これもまた、確か

なケアのかたちのように思えるのだ。 

 支援には、いろんなかたちがあっていい。きっ

とその方法は、支援を必要とする人の分だけある

はずだからだ。そして、その人が何を欲している

のかを知るのは、もっとも近しい存在であるレス

キュー・ファンデーションにほかならない。 

だから、改めて思うのである。当会の役割は、

“支援を必要とする女性たちに、もっとも適した

支援を提供するレスキュー・ファンデーションを

下支えすること”なのだと。 

どうぞ、これからも１人ひとりの幸福のために、

引き続きのご支援をお願い申し上げます。 

 

幸せそうに電話で話すマドゥさん。「早く会いに来て！ 

アイ・ラブ・ユ～！」といって会話を終えた 

 

 

レスキュー・ファンデーションの入所者は 300 名ほど。

日本からお土産を持参するのが困難だったため、現地で

夏物のクルタ用布地を調達し、プレゼントさせていただ

いた 

 

【ブライダル基金プロジェクト】 

●8 年前、レスキュー・ファンデーションは、『ブ

ライダル・プロジェクト』をスタートさせた。花

嫁を望む男性と、レスキュー・ファンデーション

が保護する女性の縁組を行うというものだ。ラリ

グラスはプロジェクトに賛同し、2008 年から『ブ

ライダル基金』を設け、嫁入り支度と挙式費用へ

のカンパを呼びかけさせていただいている。 

2014 年 1 月 5 日、新たに 2 組のカップルが誕生

した。その結婚式に向けて、皆さまからのご支援

159,000 円に、当会のプール金を併せ 100 万円を

送金させていただいた。 

『ブライダル基金』にご協力いただいた皆さま、

ありがとうございました！ 

 

【ブライダル基金にご寄付くださった方々】 

稲垣すみ子様、國森佳子様、後藤秀夫様、佐藤光

男様、鈴木祐子様、野口恵里花様、房賢孝様、元

田智子様、 
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以下は結婚式当日の模様です！ 

 

 

花嫁となった 2 人。とってもキレイ！ 

 

 

延々と続く結婚の儀式。神妙な面持ち 

 

 

お坊さんの指示に従って、夫婦 2 人でさまざまな

儀礼を行う 

 

 

金のネックレスは、いわゆる結婚指輪。トリベニさ

んが聖水をかけ、幸福を願う。 

こちらのネックレスは、ラリグラスからのサポート

によって購入された 

 

 

嫁入り道具一式も、ラリグラスからのサポートによ

って購入された 

 

 

夫側の家族はじめ、たくさんの参列者が集った 
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仲間を見送る女の子たち。「次は私のだんな様を探し

て！」と、トリベニさんにお願い！ 

 

 
いよいよ施設を後にする。トリベニさんとの別れを

惜しんで「マミ～！」と大泣き！ 

 

 

皆さん、ありがとうございました。必ず幸せな家庭

を築きます！ 

 

【家庭訪問】 

●レスキュー・ファンデーションは、保護してい

た女性が嫁いだ後も、最低 3 年間は“花嫁の実家”

として見守る。インドの風習にのっとり、子ども

を授かれば出産時の世話や祝い事も担う。施設の

女性や少女たちから「マミー」と呼ばれていると

おり、トリベニさんはまさに全員の母親的な存在

なのだ。 

そんなトリベニさんとともに、先の 1 月 5 日に

結婚式をあげた 2 名の家庭を訪問した。 

 レスキュー・ファンデーションは、縁組の際、

相手とその家族にいくつかの条件を提示する。も

っとも重要とされているのは、「過去を話題にし

ない」「宗教を話題にしない」の 2 点だ。この 2

つの約束を厳守すると誓ったうえで、結婚の許可

を下すのである。 

 だが、たとえ固い約束を交わしたとしても、女

性は自分を卑下する気持ちをぬぐい切れない。も

ちろん、トリベニさんらの熱心なサポートによっ

て、どこに出しても恥ずかしくないだけの家事の

技術や立ち居振る舞いなど、しっかり身につけて

いる。トリベニさんも常々、「自信を持ちなさい」

と声かけしているが、貧しい家庭に生まれ、教育

も満足に受けておらず、売春宿で働かされていた

という過去が、どうしても女性たちを萎縮させて

しまうのだ。 

 だから、トリベニさんは筆者を家庭訪問に同伴

させたがる。そして、 

「こちらは、ラリグラスのマリコが日本から持

ってきてくれたお菓子と扇子です。ラリグラスと

いうのは、うちの娘が嫁入り道具として持ってき

たあの箪笥や、サリーや、いろんなものを買って

くれた日本のドナーです。もうずっと長い間、支

援してくれているんですよ」 

といった具合に紹介されるのだ。 

 トリベニさんの意図は、娘に箔をつけることに

あるのだと思う。言葉にこそしないまでも、（う

ちの娘には家族も財産もありません。ですが、は

るばる日本から駆けつけてくれる人がいるんです

よ。だから、どうか過去を蒸し返したり、見下し

たりすることなく、末永くうちの娘を大切にして

ください）と、いいたいのだ。 

 経済発展著しいインドだが、「アジアきっての

先進国」「優秀で品行方正な民族」など、いまだ

日本に対するイメージはすこぶる良好だ。そんな

国の一員がバックに控えていると知らせることで、

嫁の自慢のひとつにでもしてやりたいと考えてい

るのだと思う。 

 筆者も、うちの娘のためならと、好感度アップ

に努めさせていただいた。次回も家庭訪問に精を

出す所存である。 
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1 組目の家庭。夫の実家はグジャラートにあり、若夫婦

2 人でムンバイ市内に住んでいる。夫はお菓子屋さんを経

営。おいしいと評判の繁盛店だ。お料理上手な嫁のおか

げで、ふたりとも福々しい。年齢差があるため、嫁がか

わいくてたまらない様子の旦那さまだった 

 

 

2 組目のお宅は総勢 9 人の大家族！「なんでも手際よく

こなすいい嫁です」と、お姑さん（前列右）が褒めてく

れた。ええ、そうでしょうとも！ 

 

 

夫は会社で経理を担当。物静かで優しい旦那さまとの

ことだ 

 

 

 

兄嫁とともにキッチンに立つ若妻。この後、食道が逆

流するほどたくさんの手料理をいただいた。 

 

 

 

 

【寄付の方法】 

1 口 1000 円 

 

○郵便振替の場合 

口座番号：00100－5－713661 

加入者名：トクヒ）ラリグラス・ジャパン 

 ※郵便振替の場合は、通信欄に「ブライダル基

金」とご記載ください。 

 

○銀行振込の場合   

三菱東京 UFJ 銀行 麻布支店 

口座番号：普通預金 0158054 

口座名義：トクテイヒエイリカツドウホウジン 

ラリグラス・ジャパン 
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ネパール障がい者女性協会（NDWS） 
 

●NDWS の概要と支援の経過報告 

 ネパール障がい者女性協会（Nepal Disabled 

Women's Society: 以下 NDWS）は、1994 年、障が

いを持つ女性たちが中心となって立ち上げた組織

である。設立当初は、首都カトマンズから車で 40

分ほどのラリトプール郡ゴダワリという地域に住

む障がいを持つ女性に対する職業訓練などを行っ

ていたが、現在は同地域の障がいを持つ子どもた

ちに焦点を当て、トレーニング・教育・リハビリ

テーション・アウェアネス活動などのプログラム

を実施している。 

 NDWSの主な活動は以下の 3つに大きく分けられ

る。 

① 障がい児・その保護者に対するセミナーやト

レーニングの実施 

② CBR プログラム（地域中心型リハビリテーシ

ョン・プログラム）の実施 

③ デイケアセンターの運営 

ここ数年はデイケアセンターの運営に重点を置

いてきたが、施設の設備やデイケアセンターの活

動内容が充実してきたこと、ゴダワリ周辺の主に

山間部からの支援要請が増えてきたこと、ネパー

ル国内における障がい児・者の社会参加の潮流が

強まってきたことなどにより、近年は地域住民へ

のアウェアネスプログラムや社会参加のための活

動にも比重を置いている。地道な活動を続けた結

果、地域での知名度も向上し、ゴダワリ近辺の地

域の障がい児・者支援の要請が地域住民から多く

寄せられるようになっている。これに対し、NDWS

は政府と協力したプログラムを 2011 年より実施

している。ラリグラス・ジャパンは NDWS に対して、

これらの活動運営費の支援、障がいに関する情報

提供、助成金の申請代行、文房具や教材の提供な

どを行っている。NDWS が支援の対象としている地

域は、ゴダワリにある 8 つの VDC1である。 

 

●CBR プログラム関連の活動 

NDWS は、設立以来 CBR プログラムを実施してき

た。CBR プログラムの最大の特徴は、CBR ワーカー

が各家庭や地域を巡回し、必要なサービスの提供

やアウェアネス活動を実施する点である。NDWS の

活動地域であるラリトプール郡ゴダワリ地域はカ

                             
1 自治体単位のひとつである村落開発委員会のこ

と。 

トマンズ盆地のはずれに位置しており、山間部も

多い。山間部には家々が点在しており、センター

型でサービスを提供するよりも、巡回型のほうが

効率性が高い。以上のような理由から、NDWS では

CBR プログラムを実施しており、ラリトプール郡

の CBR 施設の一つとして他の関連 NGO からも認識

されている。 

2011 年から継続的に郡政府から受託実施して

いるゴダワリ地域の障がい者手帳発行手続きも、

CBR活動により NDWSの知名度が高まったことが受

託に至った大きな要因である。ネパール政府も障

がい者手帳の発行や公立学校におけるインクルー

シブ教育（障がい児受け入れ）を促進してはいる

が、専門性をもった人材の確保に課題を抱えてい

る。その点を経験のある NGO に頼るケースが増え

ており、ラリトプール郡も NDWS に研修の講師など

を依頼しているという。 

現在、NDWS に登録している障がい児は 150 人程

度にまで増加しており、NDWS スタッフによる巡回

の頻度は少なくなっている。加えて、後述する資

金面での問題もあり、今後継続的に巡回を続ける

ことはますます厳しくなると予想される。NDWS で

は、電話などで各家庭に定期的に連絡をとり、問

題や変わったところはないか聞き取りをするよう

にしている。 

 2013 年 4 月から、公益信託今井記念海外協力基

金から助成を受けて、「障がい者・障がい児支援サ

ービスボランティア育成事業」を開始した。この

助成金プロジェクトの内容は「国内活動報告 助成

金」で詳述する。 

 

 

●デイケアセンターの活動 

 デイケアセンターは 2000 年に開設した障がい

児のための療育センターである。NDWS の設立当初

は、家庭訪問を中心とした障がい児とその家族へ

の支援を行っていたが、家族からデイケアセンタ

ー設立の強い要望があり、開設に至った。デイケ

アセンターは現在午前 9 時半から午後 4 時までと

なっている。2014 年 5 月現在の登録児童数は 23

人であるが、毎日通っているのは 12 人程度である。 

 前回のレポートで、NDWS の資金繰りが厳しくな

り、女性教員を解雇したことをお伝えした。その

かわりに、ペアレンツ・アソシエーションのメン
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バーが交代でデイケアセンターに来て子どもたち

の学習活動を支援するようにしたが、やはり保護

者は特別な研修を受けているわけではないため、

学習の質を確保することが難しくなっている。教

員がいた際は、個々のレベルに合わせた学習がで

きるように配慮がなされていたが、現在はデイケ

アセンターにある教材や遊び道具を適当に子ども

たちにさせているというような状況で、個々の発

達を見極めることができていない。一人の保護者

が毎日通うことができず、交代制になっているこ

とも学習の質を確保できない一因となっている。 

欧米からのボランティアも積極的に受け入れて

おり、多くが障がい児教育や療育分野の経験を持

っているため、アドバイスをしてくれるそうだが、

言葉の壁もあり問題の解消には至っていないそう

だ。また、こうしたボランティアは 2 カ月程度の

短期であることが多く、保護者や子どもたちとの

関係づくりの面でも壁があるという。今後、デイ

ケアセンターの運営方法につき NDWS 理事メンバ

ーおよびスタッフと一度議論する必要がある。次

回訪問時までに、今後も保護者ボランティアとい

う手法でデイケアセンターを運営していくのかど

うか、一度 NDWS 内で協議してもらうようにお願い

した。 

 

欧米からのボランティアも積極的に受け入れるようにし

ている 

 

●車両購入の検討 

 前回のレポートで、ペアレンツ・アソシエーシ

ョンはデイケアセンターのサービス利用料として

月に 2,000 ルピー（約 2,000 円）を徴収し始めた

ことを報告した。保護者の財政状況は各家庭によ

ってばらつきはあるが、貧しい家庭では約 100US

ドル程度の月収である。数カ月この月謝制度を継

続しているが、支払える家庭と支払えない家庭が

でてきているそうで、支払っている家庭からは不

満の声もあがっているとのことであった。また、

送迎車両も故障しており、現在はレンタカーを借

りて送迎しており、この費用も保護者および NDWS

の運営費を圧迫している。 

ラリグラスも、これ以上 NDWS への支援を増やす

余裕はないため、運営費については何とか他のド

ナーを見つけてほしい旨改めて要請した。車両に

ついては、レンタカー代が非常に高額であるため、

この料金を支払い続けるのであれば車両を購入し

たほうが費用対効果が高いと判断し、ラリグラス

の予算で購入する予定である。ただ、ネパールは

関税が高いため、NGO の活動目的であるというこ

とで免税の申請をしてもらい、この問題が解決で

きたらという条件をつけている。現在 NDWS のスタ

ッフが税関と事前の交渉中であるため、次回訪問

時に進捗を確認することにした。 

 

●その他の活動 

 2013年12月、障がい者デーに合わせて例年行わ

れているラリープログラムに参加した。ラリトプ

ール郡およびカトマンズ市内の障がい者関連団体

が毎年協力して実施しており、NDWSの子どもたち

もプラカードを持ってパタン市内を練り歩いた。

ラリーは、マイクで障がい児・者の人権を訴えた

り理解を促すスピーチがなされたり、当事者団体

による打楽器演奏があったりとにぎやかだ。ラリ

ーの後にはスナックボックスとフルーツジュース

がふるまわれた。 

 

プラカードとお揃いのユニフォームでさあ出発 

 

2014年4月には、NDWSの子どもたちと近隣に住む

子どもたちを対象にしたヘルス・チェックが実施
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された。昨年まではNDWSの子どもたちを障がい専

門の病院に連れて行っていたが、今年は車両がな

いために、病院から医師を招いて開催した。デイ

ケアセンターの子どもたちは特に大きな問題は見

つからなかったが、心臓の弱い子どもたちが数人

いるため、保護者の協力を得て専門病院に行って

もらうようにしている。 

 

外部からの参加者には NDWS のスタッフがテラピーを施す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●公益信託今井海外協力基金からの助成金 

 2013 年 4 月より、公益信託今井記念海外協力基

金から助成金を受けて、「障がい者・障がい児支援

サービスボランティア育成事業」を実施している。

この事業は、主にアクセスの悪い地域、NDWS のス

タッフが頻繁に巡回することが難しい地域を対象

に、障がい児・者へのサービス提供の担い手を体

系化された研修プログラムのもとで育成すること

を目的としている。対象 VDC は 9 カ所となってい

る。 

 2013 年 10 月までに 5 カ所の対象 VDC での研修

を終了した。2013 年 12 月と 2014 年 1 月に残りの

4 カ所の対象 VDC で研修を実施し、一連の研修は

終了となった。NDWS のスタッフは研修実施済みの

VDC をいくつか巡回し、研修後のサービス提供状

況についてフォローアップもしている。研修を受

講したヘルス・ワーカーや看護師は、地域のヘル

スポストにおいて障がい児・者へのテラピーを実

施しているとのことだった。また、ボランティア

の協力により、家庭訪問が実施されている VDC も

あった。しかし、完全なボランティアでは持続性

に不安が残るため、NDWS のスタッフは VDC 担当職

員と交渉し、障がい者手帳を取得することで当事

者に給付される補助金などを利用することが可能

かどうか、今後検討していく予定だ。 

 

 

NDWS スタッフによる講義 
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イベント・その他の活動（2013年10～2014年3月） 

【イベント】 

●グローバルフェスタ JAPAN2013 

 2013 年 10 月 5 日（土）～6 日（日）に、東京都

千代田区の日比谷公園で行われたグローバルフェ

スタ JAPAN2013 に参加した。 

 出展内容は、 

・マイティ・ネパールのホスピスの女性たちが作

ったビーズアクセサリーやフェルト雑貨、およ

びネパール雑貨の販売 

・パネル、パンフレット、口頭での活動紹介 

・ワークショップにおいて、ネパール・インドで

の人身売買問題の現状や当会の活動の説明 

・インド・ネパール＆アジアンダイニング「カナ

ピナ」様のご協力による、バターチキンカレー、

チキンティッカ、ナン、チャア、ビールの販売 

台風の影響で、5 日は朝の準備段階から雨だっ

た。ボランティアの皆さまは、雨がっぱや防水ジ

ャケットなどで雨対策をして、車からの荷物の搬

入や店舗のセッティングなどに協力してくださっ

た。会場内に車が入れないため、人の手で何往復

もして運ばなければならず、特にカレーやチキン

などの食材は、中腰で慎重に運ぶので、腰を痛め

てしまう方もいた。 

「カナピナ」様で丹精込めて仕込まれた食材。

カレーは、ラリグラスのブースで温めなおす。ナ

ンと味付けされたチキンはタンドリー窯で焼きあ

げられる。それらの香りに誘われて、連日長蛇の

列ができた。5 日は、雨で苦戦するかと思ってい

たが、ボランティアの皆さまの声かけや列の整理、

注文取りの素晴らしいチームワークのおかげで、

雨の影響を感じさせない売れ行きとなった。 

 

お客さまの目の前で焼かれるナン。タンドリー窯からカリっ 

＆もっちもちの焼き立てのナンが！ 

 

その列さばきに一役買ったのが、今回から導入

した食券制度だ。改善の余地はあるものの、うま

く機能してお客さまにストレスを感じさせず並ん

でいただけたようだ。 

 

メニュー表やビールの見本を持ち呼び込みをしてくださった

ボランティアの男性お 2人。トピ（ネパールの伝統的帽子）がお

似合い 

 

物販には、2013 年夏のスタディツアーの際に仕

入れてきたフェアトレードプロジェクトの商品や、

ネパール雑貨が並んだ。人気商品は、ビーズのブ

レスレット各種、もじゃコースター（麻ひもを芯

に、もじゃもじゃのカラフルなミックス・シルク

糸をまきつけたもの）、各種フェルト商品だった。

ラリグラスのブースはいつもカラフルで、特に女

性のお客さまが好むものが多い。 

 

 

雨で地面がぐちゃぐちゃ。ダンボールを敷いて少し改善。 

毎度毎度、工夫が求められる。 
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当会代表理事の長谷川が行ったワークショップ

にも、たくさんの方が関心を持って話を聞きに訪

れてくださった。 

 

 真剣に聞いてくださり、この後に当会ブースに立ち寄って声

をかけてくださった方もいた 

 

グローバルフェスタは、日本国内で最大級の国

際協力のイベントだ。ラリグラスにとっても、規

模・売り上げともに主となるイベントで、多くの

人員が必要となる。2013 年のグローバルフェスタ

がまた大成功に終わることができたのも、イン

ド・ネパール＆アジアンダイニング「カナピナ」

の社長ダカル・ヤムラル様を はじめとするスタッ

フの皆さま、ボランティアとしてお手伝いくださ

った皆さま、遊びに来てくださった皆さまのおか

げだと感謝している。 

 

●よこはま国際フェスタ 2013 

2013 年 10 月 19 日（土）～20 日（日）によこは

ま国際フェスタ 2013 に出展した。 

出展内容は、 

・マイティ・ネパールのホスピスの女性たちが

作ったビーズアクセサリーやフェルト雑貨、およ

びネパール雑貨などの販売 

・パネル、パンフレット、口頭での活動紹介 

・ベジタブルカレー、キーマカレー、チキンテ

ィッカ、ナン、サフランライス、チャア、ビール

の販売 

同時期のグローバルフェスタに注力しすぎるの

か、よこはま国際フェスタは毎年人員確保に苦労

するのが正直なところだ。それでも、お忙しい中

時間を作って集まっていただいたボランティアの

皆さまには、本当に感謝している。 

1 日目は、風が非常に強く、客足が少なく厳し

い状況だった。それでも、温かいカレーやチャア

が良く売れた。今回の食販では、グローバルフェ

スタでご協力いただいたインド・ネパール＆アジ

アンダイニング「カナピナ」様より食材を購入し、

本場のカレーやチキンを提供することができた。

この場を借りて、「カナピナ」の皆さまに改めて御

礼を述べたい。 

 

 

 エプロンをつけたお子さまもお手伝い 

   

   

カラフルな物販ブース 

 

2 日目には、ボランティアの方々が準備のため

に会場に集まったものの、ひどい悪天候。すぐに

イベント運営本部がやむなくイベント自体の中止

を決定したのも、仕方がない状況だった。そうと

決まれば当会も従うほかなく、撤収作業に取かか

った。 

屋外でのイベントは、客足・売り上げが天候に

左右される。仕方がないことだが、今回はこれま

でにないほど天候が悪く、大きく影響を受けてし

まった。 

 いかなる天候でも、一生懸命にお力を貸してく

ださったボランティアの皆さまに心より感謝申し

上げる。 
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〈協力者のご紹介〉 

インド・ネパール＆アジアンダイニング 

「カナピナ」 

 イベントに多大なご協力をいただいているカ

ナピナ様は、東京都内に 5 店舗（東日本橋・東上

野・シーフォートスクエア・浅草橋・中野坂上）

を展開されています。 

http://khanapina-dinning.com 

 

 

●よこはま国際フォーラム 2014 

2014 年 2 月 9 日（日）に、JICA 横浜で行われた

「よこはま国際フォーラム 2014」に参加した。 

 ラリグラス・ジャパンからは代表理事の長谷川

他 3名が出向いた。最初の 20分間はビデオ映像「急

成長インドの闇 少女売買の実態」を見ていただ

き、その後、パワーポイントを使って、インド・

ネパールでの人身売買の問題の実態や当会の活動

内容の紹介などを行った。 

 

 

【その他】 

 

●印刷作業 

 2013 年 11 月 24 日（日）、『ラリグラス・ジャパ

ン 2013 秋リポート』の印刷・発送作業を、東京

ボランティア・市民活動センターにて行った。 

 少ない人数にもかかわらず、印刷・冊子作成・

封筒の宛名シール貼りなどたくさんの作業をテン

ポよくこなしてくださったおかげで、無事に発送

を終えることができた。ご協力くださった皆さま

に感謝申し上げる。 

 

 

● 委託販売 

ラリグラス・ジャパンでは、当会が所有する商

品（マイティ・ネパールのホスピスで暮らす女性

が製作したビーズ・フェルト商品やネパール雑貨）

をイベントで販売している。しかし現状では、イ

ベントの出展は東京でのアースデイ東京（代々木

公園）・グローバルフェスタ（日比谷公園）・神奈

川でのよこはま国際フェスタ（横浜市象の鼻パー

ク）のみとなっているため、販売機会が限られて

いる。そこで、通年、日本各地にお住まいの皆さ

まに委託販売へのご協力をお願いしている。ここ

では、この半年間にご協力いただ方をご紹介させ

ていただきたい。 

三島正志様には、2012 年 12 月より月に数回の

ペースで広島での委託販売にご協力いただいてい

る。ホスピスの女性たちの思いのこもった手作り

の品が、首都圏以外の方の手に届く貴重な機会で

ある。フェルトのポーチなどの雑貨が人気だそう

で品不足になることもある。買い物を通して、ネ

パールを少しでも身近に感じていただけたら幸い

だ。三島様のこれまでの継続的な活動に心より感

謝申し上げる。 

東京都世田谷区三軒茶屋にあるカフェ「Cafe ゆ

うじ屋」様では、昨年 6 月よりビーズ商品の委託

販売をしてくださっている。店主の実方裕二様が、

電動車いすでのケーキ販売とともにビーズアクセ

サリーも精力的に販売してくださり、また、カフ

ェの一角にもラリグラスの商品を展示販売するス

ペースを設けてくださっている。事務所・店舗を

持たない当会にとって、常設の店舗に商品を置い

ていただけることは大変ありがたい。心より感謝

申し上げる。 

 北九州看護大学校の有志の皆さまには、2013 年

11 月 9 日（土）の学校祭にて委託販売にご協力い

ただいた。以前、当会のスタディツアーに参加し

た先輩から引き継いで、今年も問い合わせてくだ

さった。このように学生の皆さまが、学習のひと

つとして取り組まれることも少なくない。今後も

続けていただけると大変嬉しいと思う。この度の

ご協力に感謝申し上げる。 

野田禮子様は、2013 年 11 月 26 日（火）に恒例

となっているご自宅でのバザーとコンサートを開

催し、今年は東日本大震災被災地支援とラリグラ

ス・ジャパンの委託販売の協力をしてくださった。

お送りしたフェアトレード商品とネパールのフェ

ルト雑貨のうち、ホスピスの女性が製作したビー

ズのコースターやヘアアクセサリー、そしてフェ

ルトのマスコットが人気だったようだ。長年にわ

たるご協力に心より感謝申し上げる。 

古賀盟子様は、毎年 3 月に行われる公民館の文

化祭にて委託販売をしてくださっている。2014 年

3 月にも、ビーズアクセサリーやネパールのスカ

ーフ、革ポーチを販売してくださった。1 日限り

のイベントだが、毎回工夫をしてくださり、売り

上げも素晴らしかった。古賀様にも、長年継続し

てくださっていることに心より感謝申し上げる。 

長坂実紀様には、2013 年 2 月に名古屋で委託販
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売をしてくださり、この度ご報告いただいた。お

忙しい中、当会のこと、ネパールの女性や子ども

たちのことを気にかけてくださり、2014 年 5 月に

も 2 度行っていただいた。思いをかけていただき

感謝申し上げる。 

このように半年を振り返ってみても、全国のた

くさんの方々に支えられていることを改めて感じ

る。 

ラリグラス・ジャパンが扱うフェアトレード商

品は、ホスピスの女性たちが手作りしている。そ

の工賃は彼女たちの唯一の現金収入の手段である

とともに、製作作業をすることが単調になりがち

な施設での生活にハリをもたらすなど、重要な意

味をもつ。得た収入はたまに機会がある買い物、

お祭り、家族のための貯蓄など、人それぞれに使

い道がある。そして、日本で自分が作った商品が

売られていることへの誇りや自信が生まれ、生活

にメリハリができるのである。 

このため、プロジェクトを継続し、一定量の発

注を保つことがとても重要になる。販路を確保、

できれば拡大をするために、委託販売のご協力の

お願いを強く呼びかけている。 

通常、発注は夏のスタディツアーの際に行い、

検品・買い取りは、翌年になる。いずれもスタデ

ィツアーに参加された皆さまに大変お世話になっ

ている。この場を借りて御礼申し上げる。そして、

今後もラリグラスの活動の大きな柱になるプロジ

ェクトとして大事にしていきたい。 

 このように大変意義のある委託販売にご協力い

ただいた皆さまには心よりお礼を申し上げたい。

そして引き続き全国の皆さまのご協力をお願いし

たい。 

 

フェアトレード商品の主力：ビーズアクセサリー 

 

 

 

［委託販売ご協力のお願い]  

○委託販売の流れ 

委託販売のお問い合わせ 

↓ 

販売見込みに応じたフェアトレード商品と 

ネパール雑貨の送付（当会より） 

↓ 

販売 

↓ 

売上のご報告とご入金 

↓ 

不良品／売れ残り商品のご返送 

 

○価格や売上金について 

販売価格は当会のイベント時の価格でお願い

しています（価格がお客様層と合わない場合等は

ご相談ください）。 

送品、返品にかかる送料は当会が負担いたしま

すが、ご入金の際にかかる手数料はご負担願いま

す。また、売上金は全額当会にご入金をお願いい

たします。 

またご希望の方には当会のパンフレット、パネ

ルを同梱させていただきます。 

他にもご不明な点がございましたらお気軽に

お問い合わせください。 

皆さまのご協力、心よりお待ちしております。 
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会員・寄付者リスト 

（敬称略） 

 

【会員】 
2013年 10月から 2014年 3月の間に会員（継続も含む）になってくださった皆さまのお名前 

 

《正会員》 

秋山佳子    有田千枝    石川重美     上原翔子  岡佐保理    小山田万里子  門垣裕子  

亀尾麻彩子  下窄あゆみ  須賀香奈     高橋国和  高橋奈美江  高柳ユミ     竹田鈴江  

中嶋野香    新倉元彦    長谷川まり子 畑中郁香  林亜紀子    三原一夫  

 

《里親賛助会員》 

我妻美和    阿部真里子  生悦住順子  石原正行  伊藤芳樹   今中正次   上中美穂    宇田川江美 

宇田川純子  宇野ゆかり  大黒やより  大田多恵  大西和江   岡野孝博   奥井眞佐子  尾花好恵 

小俣富美香  小山田基香  金子三郎    川島由佳  木村良枝   喜友名尚美 工藤節子    國森佳子 

畔柳茂樹    櫻井るり香  渋谷修      白石衣香  鈴木樹代子 宗祥子     反町絵理    高橋多美子 

瀧口修薫    田中易子    土居裕見子  徳山明志  轟木元枝   西部徹     西堀喜則    野口みどり 

南風本いづみ 萩原民也   林泉        林和夫    林省吾     平井英津子 平野善之    房賢孝  

藤本律子    福田彩加    細村嘉一    前澤洋子  丸山竹士郎 水上直樹   三ツ木知昭  宮田泰司  

武藤裕子    持田季未子  森谷里美    山田しづ子 山田千恵   吉田紫磨子   

 

《一般賛助会員》 

秋山洋子    生田卍      石渡裕康     稲垣すみ子 稲葉資郎 今村久美子 岩原日有子 内田修弘  

江戸利恵    近江京子    大成勝代     大西朋子   大野国貢 岡田桂子   岡部陵佳   越久幸子  

桶谷有紀    鏡島元昭    柿木喜久男   笠原礼子   金田敦子 木谷招子   木藤陽子   木村和人  

駒井咲久良  齊藤英恵    坂本淳子     渋谷優子   鈴木祐子 竹内淳子   玉橋紳一郎 千葉幸子  

塚野多木子  長坂実紀    中野陽子     名田文子   西野章男 野口恵里花 河朱美     長谷川隆三  

平櫛知行    松岡勝彦    松岡静枝     松永一夫   松葉道代 松本聡子   武藤禎     村上隆男  

矢野弘明    吉田久美子  米山知得子   和田季依 

 

《学生会員》 

榎本忠宣   大橋由希     大庭まり子   大森恵実   岡本啓典  金子洋平   狩野拓也   永松若葉  

藤本成美   降幡知真 
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【寄付をしてくださった皆さま】 
 

（2013年 10月～2014年 3月） 

 

有浦紀美子 石原正行   稲垣すみ子 稲葉資郎   上中美穂   上山英徳   近江京子   大谷享  

大野国貢   岡千景     岡部陵佳   岡本智晶   小野寺一彦 小山田基香 川口朋子   沓掛優子  

國森佳子   小手川弘子 後藤秀夫   小林幸子   小森忠良   坂本淳子   坂谷内勝明 櫻井るり香  

佐藤光男   白石衣香   杉田泰子   鈴木祐子   住友康人   田中裕美   堤田芳和   遠山和久  

中野陽子   永松若葉   ニガキサトシ           西堀喜則   野口恵里香 野口みどり 河朱美  

花見和子   房賢孝     堀之内弘江 俣野美代子 松嵜三貴   松永一夫   ミウラマイコ 三島正志  

水上直樹   三浦優子   三谷理     三橋久子   三原一夫   元田智子   山口泰正   山田浩嗣  

横浜雙葉高等学校       吉田久美子 ヨシダマサナオ         横田眞二郎 レストランブーケ  

 

 

 

 

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】 
 

（2013年 10月～2014年 3月） 

 

秋山佳子    石川重美   インド・ネパール＆アジアンダイニング『カナピナ』全スタッフ   上原翔子 

宇田川江美  宇田川純子  亀尾麻彩子  柿木喜久男  Cafeゆうじ屋  北九州看護大学    黒田朋斎  

古賀盟子    駒井咲久良  佐藤典子   下窄あゆみ   須賀香奈       住友康人          高柳ユミ  

竹内淳子    徳山明志    中嶋野香    長坂実紀    野田禮子       長谷川まり子      林亜紀子  

林省吾      林朋哉      林浩子      原葉瑠香    氷室さと       藤本成美          三島正志  

武藤禎      山田千恵 

  

 

 

 

【活動にご協力くださった団体・皆さま】 
 

（2013年 10月～2014年 3月） 

 

青木亮     株式会社風の旅行社     株式会社光文社   佐伯義文（ジャムシステム株式会社）  

佐藤圭司   ダカル・ヤムラル（DHAKAL INTERPRISES株式会社）    手島綾     三浦優子 
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【理事・役員】 
 

理事 

長谷川まり子    代表 

秋山佳子        渉外（infoメール）担当 

石川重美        会計・会員名簿・ホームページ担当 

上原翔子        NDWS・各種補助金申請担当 

岡佐保理        商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当 

亀尾麻彩子      商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当 

下窄あゆみ      商品管理・イベント・ビーズプロジェクト担当 

須賀香奈        NDWS担当・里親会員・年間スケジュール管理担当 

高柳ユミ        翻訳チーム・渉外（infoメール）・各種補助金申請担当 

中嶋野香        会計・渉外（info メール）・各種補助金申請担当 

林亜紀子        里親会員・翻訳チーム・各種補助金申請・NDWS担当 

 

監事            三原一夫 

 

会計監査        門垣裕子 

 

評議員    高橋国和      新倉元彦 
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※本誌記事および画像の無断転用を禁じます。 

 

 

 


