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は じ め に 

 

 

ラリグラス・ジャパンは、毎年夏にスタディツアーを企画・運営しています。 

ネパールの現状を見聞するとともに、当会が支援する現地 NGO「マイティ・ネパール」

と「NDWS」に保護される女性や子どもたちと交流し、ボランティア活動を行うことを目的

としたワークキャンプ型のツアーです。 

今年のツアー日程は、2016 年 8 月 6 日（土）～8 月 16 日（火）までの 11 日間。12 名の

方に参加いただき、引率者 2 名、コーディネーター1 名、計 15 名のメンバーで現地活動を

行いました。 

 また、ツアー終了後、代表・長谷川がインドに足を延ばし、「レスキュー・ファンデーシ

ョン」とのミーティング、現地調査を行いました。 

以上の詳細を、本書にてご報告します。 

 

 

ラリグラス・ジャパン 
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第36回ラリグラス夏のスタディツアー・スケジュール 

 

日時 スケジュール 

 

8／6（土） 

◆ネパール・トリブヴァン空港着  

◆マイティ・ネパール訪問  

施設の女の子たちに手伝ってもらいながらお菓子のパッキング 

 

8／7（日） 

 

◆マイティ・ネパール訪問  女性と子どもの保護施設・職業訓練施設・  

テレサアカデミーなどを視察  

◆ホスピス訪問（挨拶／ビーズ検品／制作指導） 

 

8／8（月） 
◆ヘタウダへ移動  

◆プリベンション・キャンプ訪問、施設見学および入所者に挨拶  

 

8／9（火） 

 

◆交流プログラム：プリベンション・キャンプ卒業生とピクニック  

 

8／10（水） 
◆ビールガンジへ移動後、トランジット・ホーム訪問、国境見学 

◆ヘタウダへ移動後、プリベンション・キャンプ訪問  

 

8／11（木） 

◆カトマンズへ移動 

◆フリータイム（パシュパティナート、ボダナート観光、フリーマーケット商品の仕

入れ＆ショッピング etc.）  

 

8／12（金） 

◆ホスピス訪問  

◆NDWS ネパール障害者女性協会・デイケアセンター訪問 

◆CBR プログラムフィールド訪問（障がいをもつ子どもの家庭訪問）  

 

8／13（土） 

 

◆交流プログラム：ピクニック  

 

8／14（日） 
◆ホスピス訪問  

◆マイティ本部訪問、ダンス＆ファッションショー披露  

 

8／15（月） 

 

◆マイティ・ネパール訪問後、帰国の途へ  

 

 

8／16（火） 

 

日本帰着  

 

○主催：（株）風の旅行社     ○企画運営：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 
 

■語学力はもとより、社会の課題に対する関心や

教養、コミュニケーション能力、問題解決能力な

どを備えたグローバル・リーダーの育成を目指し、

国際社会で活躍できる人材育成を重点的に行う高

等学校を文部科学省が指定する『スーパーグロー

バルハイスクール(SGH)』。指定校は 5 年にわたり

研究開発学校となり、現行教育課程に依らない独

自の課程を編成・実施できるというものである。 

 そんなSGHの指定校の1つである早稲田大学本庄

高等学院。今年2月、代表・長谷川が同校で講演

を行ったことを機に、今回のツアーに生徒5名と

学院長が参加してくださることとなった。 

 

■前日の深夜、日本を出発したツアーメンバー。

カトマンズに到着したその足で、空港からマイテ

ィ本部へ移動。恒例のお菓子のパッキングをマイ

ティ本部の女の子たちとともに行った。 

 長い空の旅を終えたばかりで作業にあたるのは

なかなか大変。社会人の参加者のなかには、長期

休暇を取得するため、出発直前まで激務をこなし

てきた方も。自ずと、動きが鈍くなってしまうの

だが、さすが若さあふれる高校生たち。睡眠不足

もものともせず、テキパキ作業をこなしてくれる

のだった。 

 さらにパッキング終了後には、ダンスのセッシ

ョンに。マイティの女の子たちはダンスが大好き

だ。そんな彼女たちに、高校のダンスサークルに

所属する女子生徒2名を紹介したところ、お互い

のダンスを披露し合うことになったのである。言

葉が通じずとも音楽やダンスを楽しむ心は万国共

通。一気に距離が縮まった様子だった。 

 
マイティの女の子と同世代の高校生メンバー。和気藹々

と作業を進めます。 

昨年の参加者は、1年ぶりの再会に感激！ 

 

600セットのお菓子をパッキング。アダルトメンバーに

は疲労が滲みます 

 

■1998 年から続けているお菓子詰め合わせプレ

ゼント。子どもたちの笑顔のためにご協力くださ

った皆さま、ありがとうございました！ 

赤木由美 上田朋子 大関順子 春日恵 神谷学 

竹林早苗 永尾渉 永田萌奈  

松永一夫 松本彩 水上直樹 宮田泰司 武藤禎 

以上の方々から、計 49,000 円のご支援いただきま

した。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81
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年2回のお菓子プレゼントを心待ちにする子どもたち。 

ツアーメンバーが手渡すと、「サンキュー！」、「あり

がとうごじゃいます！」と、元気に挨拶してくれた 

 

 

マイティ本部の女性と子どもたちは総勢500名近く。 

小さな子から順に長い列を作り、お菓子を受け取る 

 

■社会的に地位の低い女性や貧しい子どものため

に尽力するマイティ・ネパール。1993 年の開設

から精力的な活動を続け、いまやその名を知ら

ないネパールの人はいないといっても過言では

ないほど、広く認められる存在となった。 

 そのため、マイティには連日、人身売買被害

者、DV 被害者、レイプ被害者など、問題を抱え

たたくさんの女性たちが訪れる。その 1 人ひと

りに適切な対応をするのも、マイティの重要な

役割の 1 つだ。 

 加えて、近年、急増しているのが、養育を放

棄された子どもたちの保護件数である。今回訪

問時も、生後間もない 2 人の乳児が保護されて

いた。 

 1 人は、臍帯がついたままの女の赤ちゃん。

道端に捨てられていたという。もう 1 人は、口

唇裂の障がいのある女の赤ちゃん。病院の玄関

先に放置されていたとのことで、2 人とも警察

によってマイティに連れてこられたのだった。 

 マイティ代表・アヌラダさんの推察によれば、

臍帯がついたままの赤ちゃんの母親は、10 代の

貧しい少女ではないかとのこと。レイプ犯罪に

巻き込まれるか、よからぬ男にだまされるなど

して妊娠し、どうしすればよいのかわからない

まま出産に至り、手に余った挙句、捨ててしま

ったのではないかとのことだ。口唇裂の障がい

がある赤ちゃんについては、次のように話す。 

 「赤ちゃんが着ていた服は上質なものでした。

中産階級以上の家庭に生まれた子だと思います。

だから、経済的な事情で捨てたのではなく、娘

の障がいにショックを受けてのことでしょう」 

 ヒンドゥー教の教義上、結婚は人生最大の義

務とされる。男性は妻を娶り、家督を継ぐこと。

女性は嫁ぎ先で夫や義父母に尽くし、嫡男を生

み育てることが求められる。そして、その義務

を我が子が果たせるよう整えてやるのが親の務

めとされている。もし、いつまでも縁談がまと

まらないとすれば、非難されるのは親なのであ

る。 

 そうした社会通念の中、障がいをもった娘に

対し、親としての義務を果たせるはずもないと

悲観し、養育を放棄したのではないかというの

だった。 

 

常時、20名前後の赤ちゃんが保護されるマイティ。 

ネパール人夫婦と養子縁組される子や、18歳になるまで

マイティで養育される子などさまざまだ 
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ツアーメンバーも赤ちゃんのお世話を体験 

 

 

抱っこはやっぱり嬉しい！ 

 

 

大半が女性スタッフで構成されるマイティ。 

男性のツアーメンバーは、父性に触れる機会の少ない子

どもたちに大人気です 

 

 

■人身売買犯罪の廃絶を目指し、尽力するマイ

ティだが、犯罪は後を絶たない。なぜなら、敵

は次々と新たな手口を編み出し、裏をかくから

だ。 

 昨今、急増しているのは、アラブ諸国への出

稼ぎ斡旋を口実に、インド経由アラブへの人身

売買である。そうした実情を受け、先のレポー

トで報告したとおり、出稼ぎを希望する人たち

に対し、犯罪に巻き込まれないためのカウンセ

リングを行ったり、国境や空港での監視業務を

強化するなどの対策を講じている。 

 ところが、先ごろ、こうした抑止の網目をか

いくぐる事件が発覚した。 

 7 月、マイティの副代表・ビシュワ氏が、スリ

ランカで行われる会議出席のために、コロンボ

の国際空港に降り立ったときのことだった。入

国審査は厳しく、さまざまな書類を提示して、

かなりの時間を要していたそうだ。そのとき、

隣のカウンターを 20 名あまりのネパール人女

性が難なく通過する様子が目に入った。列の先

頭を見ると、男が先導している。なにかおかし

いと感じたビシュワ氏は、即、空港警察に通報

し、女性たちを足止め。聴取の結果、出稼ぎを

目的にアラブに向かう途中であることが判明し

た。 

「私があれだけ細かく入国審査を受けているの

に、イミグレーションをスルスルと通っていく

なんて絶対おかしい。警察の調べによれば、ど

うやら、誘導していた男がイミグレーションの

職員に賄賂を渡して通過したようです。翌日、

ネパール大使館にも通報しました」 

と、ビシュワ氏は話す。 

 ネパールからアラブ諸国への直行便はなく、

アラブへ出稼ぎに行く場合はインド経由となる。

よって、マイティは「レスキュー・ファンデー

ション」と連携し、関係各所に働きかけ、イン

ドの国際空港を通過するネパール人女性に対し、

厳しいチェックを行うよう要請している。それ

を知る敵が、ネパール→スリランカ→アラブと

いう新たなルートを設けたのだろう。 

 ビシュワ氏のスリランカ訪問は、人身売買問

題に携わる南アジアの NGO の意見交換が目的だ

ったという。そこで得たつながりを活用し、今

後の対策を立てていくとのこと。ツアー終了後、

「レスキュー・ファンデーション」を訪問する

予定だった筆者は、本件を代表・トリベニさん

に報告する任を請け負った。 
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■昨年のツアーに参加してくださった春日さん

と鈴木さん。昨年は、英会話学校を営む春日さ

んの企画で、テレサアカデミーの生徒たちに出

前授業を行っていただいた。小道具を使ったド

ラマ仕立ての授業は大好評。マイティ側から、

「次回は全校生徒に向けて、企画を披露してほ

しい」との要請があり、春日さんと鈴木さん制

作のシナリオによる出し物を発表することにな

った。 

 テーマは、戦前から現代に至るまでの日本人

のファッションと音楽。何度もリハーサルを重

ね、マイティ本部の中庭ステージでダンス＆フ

ァッションショーを披露したところ、子どもた

ちから大歓声が沸き起こった。 

 事前準備から本番まで、努力を重ねてくださ

った皆さんに改めて感謝いたします。 

 

本番に向け、フリータイムを使って連日リハーサル。  

おそろいの T シャツを現地で作り、チームワークもばっ

ちり！ 

 

 

ショーのシナリオと MC を担当した春日さん 

 

 

武道と茶道で古き日本を紹介 

 

 

戦後の復興を当時の大ヒット曲「東京ブギウギ」に乗せて

紹介 
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高度経済成長期の象徴「鉄腕アトム」に扮した宮野くん 

 

 

国民的スター「ピンクレディー」になりきって 

 

 

ドラえもんをセンターに、アイドルグループになりきる

メンバー 

 

ビジュアルバンド全盛期を紹介したのは、おじさん 3 人

組。ギター・アクションがステキです 

 

 

瞬きも忘れてショーに見入るマイティの子どもたち 

 

90 年代を代表するのは安室奈美恵！ 
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そして EXILE の時代へ 

 

全員参加で妖怪第一体操！ 学院長も着ぐるみ姿で大ハ

ッスル！ 

 

 

世界に一つだけの花でフィナーレ！ 

 

■ツアー前、地震の被災者への支援物資として、

文具や衣類などのご寄付を呼びかけたところ、今

回も多くの方々がご協力くださった。被災者の

方々には、マイティと NDWS のスタッフが責任を

もって配布してくれることになっている。ご協力

くださった皆さま、ありがとうございました！ 

 

上田朋子さん、大関順子さん、岡部陵佳さん、 

春日恵さん、國森佳子さん、櫻井るり香さん、 

竹内淳子さん、手島綾さん、前原旭さん、 

三島正志さん、宮田泰司さん 

上記の方々から文具・衣類支援として、物資や

合計 40,000 円のご支援をいただきました。 
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カトマンズ・ホスピス 
 

 

■今年 7 月、ラリグラスのメーリングリストおよ

び Facebook でご報告したとおり、長年、マイテ

ィ・ネパールのホスピスで生活してきたサンティ・

ライさんが 34 歳という若さで逝ってしまった。 

 前号のラリグラス・レポートで報告したとおり、

彼女は今年春からマイティ本部での仕事を得、本

部のシェルターに保護される女性たちの身の回り

のお世話などを任されていた。 

 7 月 15 日(金)、翌日はネパールの公休日、土曜

だったため、サンティさんは仕事を終えるとホス

ピスへ帰っていったという。サンティはもっとも

古くからホスピスで暮らしてきたひとり。家族も

なく、人生の半分以上をマイティで過ごし、ホス

ピスのメンバーとは家族同然に過ごしてきた。そ

んな仲間がいる場所は、やはり落ち着くのだろう。

平日は仕事があるため、マイティ本部の寮に宿泊

するが、週末は必ずホスピスに戻っていたそうだ。 

 その日もいつものように帰ってきたサンティだ

が、「頭が痛い」と訴えていたそうだ。そのため、

常駐するナースと寮母のガウリさんが、「お医者さ

んに診てもらおう」と声をかけたのだが、「疲れて

いるだけだから眠れば治る」と、病院へ行くのを

拒んだという。 

 サンティに限らず、ネパールには病院を嫌う人

が少なくない。その多くは、十分な教育を受けら

れなかった貧困家庭の人々だ。貧しい人々は、経

済的な理由から、体調を崩しても積極的に病院に

かかることはない。薬草を煎じて飲んだり、近く

の薬局で買った薬を服用する程度で収めてしまう。

そんな彼らにとって、病院とは心理的に敷居の高

い場所。また、どのような処置をされるか、知識

がないため、なんとなく怖い場所といったイメー

ジを抱いているようである。 

 サンティも同様、病院に対する恐怖心がぬぐい

きれなかったようだ。ホスピスでの生活の中で、

医師や看護師に接する機会は十分にあったはずだ

が、苦手意識を払しょくすることができなかった

ようである。 

 「眠れば治る」と話していたサンティだが、翌

16 日(土)、容態が悪化。激しい頭痛と高熱にみま

われ、自ら病院に行きたいと訴えたという。ナー

スは即、近くの病院に彼女を連れて行った。が、

原因が特定できず、医師から大きな病院へ行くよ

う勧められる。マイティは、カトマンズでもっと

も先進的な病院の 1 つである金星病院にサンティ

を搬送。検査の結果、髄膜炎にかかっていること

が判明した。 

 髄膜炎は一般的に予後が悪く、早期の診断、治

療が大切とされている。が、発症から 1 日以上経

過しており、サンティはかなり危険な状態にあっ

た。それでもマイティは、可能な限りの治療を施

してくれるよう病院側に要請。医師も手を尽くし

てくれたが、翌 17 日(日)、サンティは帰らぬ人と

なってしまった。 

 

■サンティの訃報に際し、多くの方からお悔やみ

の言葉をいただいた。また、サンティの急逝にシ

ョックを受けているであろうホスピスのメンバー

を案じ、手紙を託してくださった方もいらっしゃ

る。そんな皆さまのお気持ちを預かり、ホスピス

を訪問。今回の一番の責務は、沈みがちなみんな

の気持ちを盛り立てるところにあった。 

 ホスピスを訪問すると、誰もが開口一番「アン

ティ、サンティのこと聞きましたか？」と尋ねて

きた。メールなどの通信手段に疎い彼女たちは、

筆者がネパールにやってくるまで、サンティの訃

報を知らなかったのではないかと思ったのかもし

れない。 

 「サンティが病院に行った日に、ビシュワ(副代

表)から連絡をもらった。ずっとお祈りしていたけ

れど、残念だったね」 

 そう答えると、「まさかあんなに急に死んでしま

うなんて思いもよらなかった」と涙ぐむ女性も。

子どもたちも口々に、 

「サンティ・ディディ（サンティお姉ちゃん）は、

私が赤ちゃんの頃からずっと世話してくれた。本

当に本当に悲しい」と訴えるのだった。 

 

 ビーズ・プロジェクトのリーダーとして、一生

懸命、仕事に取り組む彼女の姿が思い出される。

少しクールだけれど、大好きな子どもの前ではや

さしい笑顔を見せるサンティだった。最後に彼女

に会ったのは、今年 4 月。今回のツアーメンバー

の皆さんと出かけるピクニックを心待ちにしてい
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たが、その日を迎えることのないまま、天に旅立

ってしまった。 

 サンティの冥福をともに祈っていただければと

思う。そして、これまでサンティを支えてくださ

った皆さまに、改めて感謝申し上げます。 

 

 
昨年 8 月のピクニックにて。おしゃれして楽しんでいた 

 

■今回もピクニックを計画。出向いた先は前回同

様、地元の人の間でもっとも人気の高いカトマン

ズ郊外タンコットのリゾート公園。ケータリング

サービスを頼み、音響設備をレンタルして、総勢

80 名あまりの大所帯ピクニックとなった。 

 急きょ、サンティを失い、沈みがちなホスピス

のメンバーを盛り立てるため、ツアーメンバーの

皆さまには本当にがんばっていただいた。以下、

当日の模様を画像でお伝えしたい。 

 
ピクニックのスタートはダンスから。 

早稲田大学本庄高等学院のダンスサークルに所属するメ

ンバーが、大いに盛り上げてくれた 

 

 

 

ホスピスの女の子にメイクしてもらったJKたち。同世代

同士、すっかり意気投合した様子 

 

 

男子高生・宮野くんにとっては生まれて初めての女装。 

ホスピスのソンマヤという女性にそっくり。「あなたの

弟みたい」と伝えると、 

家族のいないソンマヤは照れつつも嬉しそうだった 

 

 
「えっ！？ 学院長も！？ 仮装は強制ではないのです

が、本当によろしいのですか？」、「はい、大丈夫で

す。どうせなら思い切ってやってください」 
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出来上がりはこちら。学院長（中央）と教え子たち。 

身体を張って女性や子どもたちを楽しませてくださる姿

に感銘！ 

 

 
ヤバイです…… 

 

 
ミツコさん、お疲れですか？ 乱れてます…… 

 

 
ラリグラスの仮装グッズは女性や子どもたちにも大人

気！ 

 

 
お楽しみのランチタイム。今回のケータリングサービス

はネワール族のシェフに依頼。ホスピスのメンバーにと

って、ネワール料理は初めて。いちばん人気は黒豆ペース

トの揚げドーナツ「ウォー」。瞬く間に完食となった。次

回は 3 倍ほど用意したい 

 

 
モリモリ食べる男子たち 
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女性たちもおしゃべりを楽しみながらモリモリ！ 

 

 
公園には遊具も。アクティブに遊びまくりの子どもたち 

 

 
展望台に上って景色を楽しむ女性たち 

 

 

シメは恒例のマジックショー。すばらしい手技を披露し

てくれた 

 

【ビーズ・プロジェクト】 

■スケジュールの都合上、ビーズの検品作業に充

てる日が十分とれず、ピクニック先に作品を持参

し、チェックを行った。年々、技術レベルが上が

り、ほとんど合格ラインを超えていたが、中には

及第点をとれないものも。個々のビーズ粒の大き

さがまちまちであるため、例えば、大きめの粒ば

かりを使ってマニュアルどおりに制作すると、全

体サイズが大きくなってしまうことになるのだ。

ビーズ・プロジェクトが始まったばかりの頃は、

なかなかマニュアルどおりに作ることができなか

った女性たち。今では忠実に仕上げられるように

なったが、ビーズの使用個数だけでなく、仕上が

りサイズをイメージして、微調整までできるよう

になるのが今後の目標といえる。 
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プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム 
 

■カトマンズから南西へ 132 キロに位置するヘタ

ウダは、国内有数の工業地帯として栄える街だ。

また、街中には東西に走るマヘンドラ・ハイウェ

イと、カトマンズに通じるトリブバン・ハイウェ

イが交わっており、インドからの物資輸送の要と

される地でもある。 

そんな交通の利便性が、人身売買犯罪の一助を

担っているともいえる。ハイウエイ沿いの山間部

には、インドの売春宿でもっともニーズが高いと

されるタマン族の集落が点在する。周旋人はこう

した集落に入り込み、タマン族の少女を巧みに連

れ出し、ハイウエイを使って一気にインドへと輸

送するというわけなのだ。いわば、カトマンズか

らヘタウダ間は人身売買犯罪の多発地帯。そのた

めマイティは、早くから“プリベンション・キャ

ンプ”という施設を運営し、人身売買犯罪の予防

に努めてきた。 

 

■プリベンション・キャンプは、貧しい家庭の子

女 20 名を対象に、6～11 月、12～5 月の 2 期に分

け、6 か月間の合宿生活のなかで、啓発・基礎教

育や職業訓練を行う全寮制の施設だ。 

生徒は、各集落の役場が貧困家庭訪問し、生活状

況や本人のやる気などを鑑みたうえで選抜するシ

ステムをとっている。 

 本来であれば、新学期は6月からスタートする

ところだが、度重なる豪雨により、山間部の道が

寸断され、生徒の選抜が予定どおり進まなかった

とのこと。新学期の生徒がプリベンション・キャ

ンプに勢ぞろいしたのは、我々が訪問した日のわ

ずか3日前のことだった。 

 

一軒屋を借りて運営されるプリベンション・キャンプ 

 

 

ツアーメンバーを迎え入れるスタッフ。ひとりひとり、

歓迎のカター(白い布)を首にかけてもらった 

 

■今期の生徒は、マンタリ村、バンカトゥク村、

ティストゥン村の3つの村から選抜された女の子

たち。いずれも、広域地図には記載されていない

ような小さな集落であり、マンタリ村はもっとも

近いバス停まで徒歩3時間も要するほど、開発か

ら取り残された地域である。 

 そうした村では、未だ“女子に学問は不要”と

の社会通念が根強く残っており、今回の生徒をみ

ても、小学校3年生まで学校に通ったというのが

最高学歴。ヘタウダを訪れたのはこれが初めてだ

という女の子もおり、いかに一般社会から隔絶さ

れた環境のなかで生活しているかがうかがえるの

だった。 

 

親元を離れ、大きな街にやってきてまだ3日。当初は緊

張の面持ちだったが、しばらくすると笑顔もこぼれるよ

うに 
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日本からのお土産、アクセサリーを選ぶ女の子たち。真

剣な眼差しだ 

 

■プリベンション・キャンプのスタッフが、前期

(5 月卒業)の生徒たちにツアーメンバーの訪問日

程を知らせてくれ、数人が駆けつけてくれていた。

前回のツアーでともにプログラムを楽しんだメン

バーを懐かしみ、「今回は来てくれなかったのです

か？」と残念そうな顔を見せる女の子も。「勉強や

仕事の都合で来られなかったのよ」と説明すると、

プリベンション・キャンプで習った文字をつづり、

手紙を託されるのだった。ほんの数日、一緒に時

を過ごしただけではあるが、女の子たちにとって

は、生涯、忘れることのない思い出となったよう

である。 

前期の女の子たちがその日、着ていたのは、卒

業時、マイティからプレゼントされた布で作った

クルタ（ネパールの民族衣装）。職業訓練で学んだ

技術を生かし、パターンどりから自力で仕上げた

という。村の人々の仕立ても請け負うことができ

るよう、今も勉強を続けているとのことだ。彼女

たちと同期の 2 名は、村に戻った後、腕のいい仕

立屋で働きながら、より高度な技術を勉強中。そ

れぞれ、がんばっているようだった。 

 

 

縫製技術の訓練風景。「勉強は楽しい！」と口をそろえる

女の子たち 

 

 

前期の卒業生の女の子。着ているのは、自分で作ったクル

タ。 

「もっと勉強して、村の人たちの注文を受けられるよう

になりたい！」と前向きだ 

 

【テーラー開業支援プロジェクトへのご協

力のお願い】 

 

前号のラリグラス・レポートで報告したとおり、

今年度から『テーラー開業支援プロジェクト』を

スタートさせた。縫製技術を学んだ 40 名の女性

（年間）に対し、卒業時、それぞれに 1 台のミシ

ンと仕立屋開業に必要とされる道具一式を提供す

るというものだ。 

 このプロジェクトにかかる費用は、ひとりあ

たり 12,000 ルピー（約 12,000 円）。内訳は、ミシ

ン 1 台 10,000 ルピー、糸や針、はさみなどの道着

一式 2,000 ルピーである。女の子たちの夢実現に

向けて、1000 円を一口としてご寄付いただけます

よう、お願い申し上げます。 
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■寄付の方法 

 

○郵便振込みの場合 

 

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「お菓子プレゼン

トカンパ」とご記載ください。   

 

○銀行振込みの場合 

 

三菱東京 UFJ 銀行 麻布支店 店番 570 

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 

 

■ヘタウダでのメイン・プログラムはピクニック。

親元を離れ、日々、訓練に力を注ぐ女の子たちの

労をねぎらうため、今期の生徒、卒業生、スタッ

フとその家族など、総勢 40 名あまりで、ヘタウダ

近郊のリゾート公園へと繰り出した。雨期にある

ため、天候が案じられたが、今回もみんなの願い

が天に届いたと思われる。晴天に恵まれ、楽しい

1 日を過ごすことができた。 

 

リゾート公園到着後、早速、始まったダンス！  

 

 

練習を重ねたダンスを披露する早稲田本庄学院の5名。

キレッキレです！ 

 

 

年1回、この地域に出没するミツコも踊ります 

 

 

現地到着後、連日、練習を重ねてきたマジック。 

初めて見る不思議な世界に、女の子たちもびっくり！  
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失敗は許されません。緊張のなか、本番は大成功！ 

 

 

3回目のツアー参加となるもっちゃん。 

マジックもさることながら、コミカルな動きが大いにウ

ケました 

 

 

独特の口上でギャラリーを魅了した学院長 

 

 

2回目のツアー参加となる春日さん。ばっちりのワザを

披露してくれました 

 

 

同じく2回目の参加となる鈴木さん。昨年に続き、バル

ーンアートを披露。大好評でした！ 

 

 

ランチはケータリング・サービスをオーダー。 

普段、口にできないご馳走に、「すっごくおいしい！」

と舌鼓 
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リゾート公園にはミニ遊園地があり、みんなで観覧車に

搭乗。 

ジェットコースター並みの速度で高速回転するため、 

女の子たちから悲鳴が。それでもかなり楽しい様子だっ

た 

 

村の暮らしに娯楽らしきものはなく、大半の女の子がピ

クニック初体験。 

事前準備をしてくれたスタッフ、大いに盛り上げてくれ

たツアーメンバーのおかげで、 

すばらしい1日となった 

 

 

すっかり仲良くなったツアーメンバーと女の子たち 

 

■ピクニックの翌日は、ヘタウダから車で約 1 時

間、インドとの国境の街ビールガンジのトランジ

ット・ホームを訪問。同施設の主たる業務は、イ

ンドから帰還した人身売買被害者の女の子の一時

保護および人身売買犯罪の予防活動だ。 

なかでももっとも重要とされているひとつが国

境での監視業務。ボーダーガードと呼ばれるスタ

ッフ 2 名が、朝 6 時から夕方 6 時まで二交代制で

見張りに立ち、警察と連携して人身売買犯罪を水

際で食い止める活動である。 

ボーダーガードの大半は、かつて人身売買の被

害に遭った女性たちである。彼女たちの中から希

望者を募り、トレーニングを受けた上で任務に着

くことになる。夏の炎天下であっても、雨期の真

っただ中であっても、休むことなく監視を続ける

ボーダーガードたち。そんな彼女たちの精力的な

働きによって、昨年 185 名、今年(1～7 月まで)65

名の女の子が 

国境を渡る寸前のところで救われたのだった。 

今回訪問の 2日前にも、3名の女の子を保護し、

故郷に帰還させたところだという。施設には、そ

のほかに 3 名の女の子が保護されていた。 

ひとりは、プージャ・マハトさん(13 歳)。実家

は貧しく、学校に通ったことがない。そんな彼女

の親のもとへ、サドゥ（ヒンドゥー教の修行者）

が訪れ、「寺に住み込み、私の身の回りの世話をし

てくれれば、食事と勉強の機会を提供する」と提

案。ところが、久しぶりに里帰りした娘の様子に

異変を感じた母親が問うたところ、寺に住まうよ

うになって間もなく、サドゥに度々レイプされて

いたという。しかも、その時、妊娠 5～6 か月であ

ることが判明。トランジット・ホームに救いを求

めてきたとのことだ。 

トランジット・ホームは、早速、警察に通報し、

サドゥは逮捕される。現在、服役中とのことだが、

プージャさんの負った心の傷は深い。また、中絶

の機会を逸してしまったため、 

必然的に出産するしか道はない。が、13 歳という

年齢から、母となるにはあまりに幼いため、生ま

れてくる赤ちゃんは、マイティで保護し、養育す

る予定とのことである。 

 ふたりめのサブナム・カトゥーンさん（19 歳）

もレイプ被害者だ。イスラム教徒である彼女は、

親から「汚れた」との理由で受け入れを拒絶され
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ている。トランジット・ホームのスタッフが、親

の説得にあたっているが、帰還させるまでにはま

だ時間を要するとのことである。 

 3 人目のリンク・タクールさん（18 歳）は、親

の勧める縁談に反発し、家出してきたという。「私

はもっと勉強して、ソーシャルワーカーになりた

い。そして、私のように無理やり結婚させられる

女の子たちを救いたい」と訴える彼女の様子が噂

となり、現地テレビで報道される。児童婚の廃絶

をうたう政府からも表彰されたとのことだ。 

 マイティには、さまざまな境遇の女性や女の子

たちが保護されている。が、すべてに共通するの

は、女性として生まれてきたがゆえに、理不尽な

目に遭っているという点だ。マイティは、そうし

たすべての女性のために、日々、闘い続けている

のである。 

 

監視業務を担うボーダーガードの女性たちにナマステ！ 

 

 

炎天下に立ち、通行人に目を光らせる 

 

■前述のとおり、ヘタウダが属するマクワンプー

ル郡は、古くから人身売買多発地帯とされている。

そのため、この地を管轄する警察組織には、より

精力的な活動が求められるところだが、先頃、筆

者の古くからの友人であるミラ・チョウダリさん

（38 歳）が、マクワンプール郡警察のトップに任

命されることになった。 

 マクワンプール郡には、45 の警察署がある。日

本に置き換えれば、45 の警察署を抱える県警本部

長といったところか。それだけでも輝かしい出世

といえるが、さらにすばらしいのは、根強い男性

社会のなかで、ミラさんが女性であるという点で

ある。 

彼女は独身を貫き、命がけの捜査に力を注ぐな

ど、そのがんばりは時折耳にしていた。たいへん

誠実な人柄で、賄賂を受け取るなどの汚職には決

して手を染めないと信じることができる人物だ。

事実、現地で移動に使った車のドライバーに、「今

度、来たミラ・チョウダリ、どう？」と尋ねたと

ころ、「すっごく厳しくなった！」と舌を巻いてい

た。ヘタウダの街にも、すでにミラさんの存在は

知れ渡っているようである。 

 そんなミラさんのもとへ、人身売買問題の実情

について話を聞かせてもらうため、表敬訪問させ

ていただいた。以下、ミラさんが語ってくれた話

の一部を掲載する。 

「人身売買犯罪は、いまも多発しています。状況

を重く見た政府は、人身売買犯罪にかかわった犯

人の刑を懲役 20 年に引き延ばしました。被害者

が 18 歳未満の子どもであれば、刑期は 2 倍の最

長 40 年です。けれど、犯人を逮捕し、訴訟を起こ

すのは簡単ではない。この 1 年で起こした訴訟は

たった 3件。先の 3年間でも 7件しかないのです。

なぜ、こんなに訴訟が少ないかといえば、近年、

インドとの国境を渡ろうとする女性たちは、その

目的を“出稼ぎ”というから。警察としては、出

稼ぎを足止めすることはできません。また、ネパ

ールでは 18 歳以上は成人とされるので、18 歳以

上の女性が自分の意志で行くといえば、なにもで

きない。また、仮に、訴訟に持ち込めたとしても、

犯罪に親戚や友達が絡んでいることが少なくなく、

まわりの人から穏便に済ませるよう説得されて、

取り下げてしまうのです。訴訟を起こすことさえ

諦めてしまうケースもとても多い。 

 そこで、先頃、“ポリス・マイ・フレンド”とい

う新たな取り組みをはじめました。メディアと協

働し、人身売買に関するアウェアネスを行うとい

うものです。以前から、コミュニティ・ポリス（日
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本でいえば生活安全課のようなもの）はあったの

ですが、一般市民にとって、警察署というのはや

はり敷居が高い場所。なかには、暴力をふるった

り、賄賂を要求するなど、権力をかさに着た横暴

な警察官もいるため、できるだけかかわりたくな

いと思う市民も少なくない。そこで、こちら側か

ら積極的に市民と触れあい、市井から情報を吸い

上げることで、人身売買犯罪を未然に防ごうと考

えているのです」 

 ミラさんの手腕に大いに期待している。 

 

ミラさんを囲んで記念撮影。女の子たちを頼んだよ！ 
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レスキュー・ファンデーション 
 

【デリー事務所】 

■これまでのラリグラス・レポートで報告してき

たとおり、デリー・ホームの開設は長年の懸案事

項だった。昨年、ドイツの NGO の支援により、計

画が大きな一歩を歩み始める。土地の購入が実現

し、ホーム建設にかかる費用の約半分の支援が確

定したのだ。 

 当会は、残り約半分の建設費をサポートするた

め、“草の根無償資金”を獲得すべく、昨年 7 月、

代表・長谷川が日本大使館の担当者と面会し、協

議を行うなど、レスキュー・ファンデーションの

サポートに努めてきた。 

 草の根無償資金協力は、開発途上国において

活動している現地 NGO などが実施する比較的小

規模なプロジェクトに対し、その国の在外公館

が中心となって、原則 1,000 万円以下の案件に

対し、資金協力を行うものだ。 

 草の根無償資金協力の申請には、さまざまな

条件をクリアしなくてはならない。第一の条件

としては、施設開設にあたり、図面や運営計画

書などの必要書類を整え、事前に役所の認可が

必要とされる。しかし、インドの場合、建物の

完成後に役所関係者が視察に訪れ、認可すると

いうのが一般的だ。加えて、ホームの建設が予

定されている地域は、「役所の許可をとらないま

ま家を建ててしまう」というのが古くからの慣

習。そのため、デリー・ホームの建設許可も取

りにくい状況にあったが、粘り強い交渉を続け、

4 つの棟のうち 2 つの棟について認可され、草

の根無償資金協力を得られることが決定した。 

 このような事情により、予想以上の時間を要

してしまったが、ようやく協力を得られ、つい

にこの春、着工。完成は来年 2 月の予定だ。 

 デリー事務所は、民家の1室を借りて運営され

ている。ムンバイやボリバリ、プーネのような保

護施設がない。そのため、売春宿から救出した少

女たちは、インド政府が運営する保護施設に送る

ことになっていたのだが、政府施設は「十分な食

事も与えられず、社会復帰に必要なリハビリテー

ションもほとんどなされていない。施設のスタッ

フによるイジメも横行している」などの悪評がた

つようなものだった。 

 人身売買被害者の救出活動は、売春宿から外の

世界へ救い出せば終わるというものではない。社

会復帰に向けて、救出後の手厚いケアこそが、よ

り重要とされる。そんな、ケアの場をようやく確

保できる運びとなり、現地スタッフは皆、ますま

す意欲に燃えていた。 

 

デリー・ホームの建設現場 

 

 

ホーム本棟は 3 階建て。1 階部分は日本大使館の支援、2

〜3 階をドイツの支援でまかなう 

 

 

 



現地報告：レスキュー・ファンデーション 

21 

 

 

 

設計士、現場監督に進捗状況をうかがう。雨季のため、思

うように工事が進まない時期もあったとのことだが、「日

本大使館に提示された期日(来年 2 月完成)は死守しま

す！」と約束してくれた 

 

 

 

■救出ミッションに関しても精力的に活動してい

る。 

 昨年 10 月、マイティ同様、人身売買問題に取り

組むネパールの NGO『シャクティ・サムハ』から

行方不明者の捜索を依頼され、G.B.ロードで大規

模なレスキューを行った。対象は、G.B.ロードの

ハウスナンバー59、1 階のカマラマーケット。シ

ャナーズというムスリムの女性が経営する店だ。 

 シャナーズは、100 名以上の女の子を抱える店

を 4 軒持ち、この業界でその名を知らない者はい

ないといわれるほどの成功者である。警察官と土

地ころがしを生業とする男の 2 人を情夫に持ち、

その力を借りて、業界トップクラスに上り詰めた

らしい。とくに警察官の情夫の存在が大きいよう

だ。同僚警察官の弱みを握り、それをネタにコン

トロール。配下に置いた警察官に情報収集され、

救出ミッションの計画が事前に漏れてしまうこと

も度々だったという。 

 そんなシャナーズの店に警察とともに乗り込ん

だデリー事務所の責任者・サントッシュ。 

 『シャクティ・サムハ』から依頼されていた行

方不明者は発見できたが、ほかにも救出すべき女

の子たちを救い出すまでには至らなかったという。 

 「先頃、改定されたインドのルールでは、バン

グラデシュ人、ネパール人、ジャンムーカシミー

ル人の場合、21 歳未満がマイナー(未成年)とされ

ています。そして、マイナーであれば、本人の意

志に関係なく、救出することができる。店には見

るからにマイナーの女の子がたくさんいました。

けれど、彼女たちは年齢を 21 歳以上と偽り、“こ

こには好きでいる。出たくない”と言い張る。い

つもなら、そういっても無理やり、救出するので

すが、シャナーズの店ではできなかった。それほ

ど大きな力をもっているんです」 

 シャナーズは 36〜37 歳のベンガル人女性。週 1

回、抜き打ちで店をチェックにやってくるそうだ。

各部屋にはカメラが設置され、自分専用の部屋か

ら様子を監視するのだという。「女の子の値段は、

15 分で 350～500 ルピー（700～1000 円）。若くて

きれいな子であれば、その倍ぐらいです。人気の

ある子は 1 日で 10,000 ルピー（20,000 円）の売

り上げがある。平均でも 3,000～5,000 ルピー

（6,000～10,000 円）は売り上げるので、400 人も

の女の子を抱えるシャナーズがどれだけ儲けてい

るかわかるでしょう。店には頻繁にやってはくる

ものの、いつもブルカで顔を隠しているので、ど

んな顔をしているのか知っている人はほとんどい

ない。街で会えば、良家のマダムのようにしか見

えないはずです」 

 口惜しさをにじませるサントッシュだが、少な

くとも行方不明者の発見・保護は成功。関係者も

逮捕され、現在、裁判中とのことである。 

 

■この 7 月にもレスキューを行い、4 名の女の子

(シッキム出身のネパール人、ラジャスターン出身

の低カーストの女の子 3 人)を救出した。ターゲ

ットは、同じシャナーズの店。前述のとおり、思

うように女の子を救出できず、歯がゆい思いを抱

き続けていたサントッシュ。いわば、リベンジ戦

のようなものだった。 

 今回のミッション成功のカギは、デリー事務所

の責任者であるサントッシュの内偵活動にあった。

7 月 12 日、客を装い店に潜入。G.B.ロードの買春

宿は、用心棒の役割を兼ね、男性のフロントマネ

ージャーを置いているという。そのため、入店の

際、怪しまれないよう細心の注意が必要とされる

が、無事にクリア。そこで発見したのが、救出さ

れた 4 名のうちの 1 人、シッキム出身の女の子の

名はクンジャンさん(15 歳)。8 日前に売られたば

かりだったが、すでに客を取らされていたという。 

 サントッシュは、店を出たその足で、ラケッシ

ュ・クマール氏（45 歳）に面会するため警察署に
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向かう。汚職まみれの警察官が存在するなか、ク

マール氏はレスキュー・ファンデーションの活動

に協力的な頼れる警察官。情報が洩れる前にいち

早く救出計画を練り、2 日後の 7 月 14 日、売春宿

に踏み込んでレスキューを成功。クンジャンさん

は傷ついた心を癒すため、丁寧なカウンセリング

が施され、その過程で多くの情報を入手し、彼女

と警察官とともにシッキムを訪れ、人身売買犯罪

に加担した 8 人を逮捕することができたという。 

 サントッシュは次のように話す。 

 「クマール氏はとても誠実な人で、これまで決

して賄賂を受け取ったことがないといわれていま

す。部下に対しても賄賂を受け取らないよう、厳

しく禁じている。また、彼の手腕で、売春宿のな

かでの酒類の販売を禁止した。これまで酔っぱら

った客が、女の子に暴力をふるったり、店内で暴

れるなどのトラブルが多発していましたが、酒を

禁じれば多少、こうした問題は減るだろうと思い

ます。そんなクマール氏を見て、“あの警察官がい

る限り営業できたもんじゃない”と、閉店した売

春宿も。それほど頼りになる人だったのに、たっ

た 3 カ月の任期で、つい先日、警備部門に移動し

てしまったんです。おそらく、彼の存在を煙たく

感じた売春宿の経営者らが、癒着する警察上層部

に働きかけ、飛ばしてしまったのだと思う。彼の

移動は私たちの活動にとって大きな損失です」 

 救出活動は、警察との連携が欠かせない。担当

者が好人物であればことはうまく運び、売春宿と

癒着関係にあるようなものであれば、決して成功

しない。クマール氏の移動は実に痛いところだが、

これまでレスキュー・ファンデーションは、同じ

ような試練を何度も乗り越えてきている。今回も

きっと、新たなルートを開拓してくれるはず。間

もなく行われるラーキーというお祭りの直後には、

次の救出ミッションを予定しているとのことであ

る。 

 

■残念ながら、人身売買犯罪は後を絶たない状況

だが、ひとつ大きな進展があった。昨年 4 月、デ

リーでレイプ事件が発生し、それを機に、売春宿

に対する罰則が強化された。摘発された売春宿は、

以降、最低でも 10 年は新たに店を開くことを禁

じられることになったのである。徐々にではある

が、インド政府も人身売買犯罪の刑罰を重くする

方向へと動いてくれている。先進国の仲間入りを

目指し、年々、発展を遂げるインド。国際社会に

恥じることのないよう、ますますがんばってほし

いところである。 

 

【ムンバイ】 

■ボイサルの施設では、自給自足はもとより、広

大な敷地で育てた野菜や果物、牛乳などを販売し、

運営費の一部に充てる努力を続けている。とくに、

需要の高い果物の育成には力を入れており、その

香り高さで有名なアルフォンソという品種のマン

ゴーは、今シーズン、500 本の木から 25 万ルピー

(50 万円)を売り上げたという。 

 「マンゴーの木は毎年 200 本ずつ植えています。

けれど、雨季に台風がやってきて、何本もダメに

なってしまう。それでもなんとか 500 本まで増や

すことができた。最終目標は 1200 本です」と、笑

顔を見せる代表・トリベニさんだった。 

 

■当会が申請して得た総務省のボランティア貯金

補助金をもとに開設されたケア・センター。

HIV/AIDS はじめ、重い病を抱える女性たちに適切

な医療を提供するというものだ。その施設の天井

の一部が、雨漏りのトラブルに見舞われていると

いう。 

完成からさほど年月は経っていないものの、雨

の多いムンバイ。急速なペースで傷みが進んでい

たようである。いずれにしても、修理しなくては

ならず、建築士にみてもらったところ、平屋建て

のケア・センターに、2 階部分を上乗せしたほう

が雨に強くなるとの回答が。結果、カナダの NGO

が資金提供してくれることになった。 

 

■ボリバリとボイサル 2カ所の施設には、常時 200

～250 名の女の子が保護されている。その大半が

人身売買の被害者であるのだが、各々のバックグ

ラウンドは少しずつ異なる。 

 シムランさん（12 歳）とルパリさん（16 歳）は、

姉妹でレスキューされ、ボリバリの施設に保護さ

れていた。 

 ルパリさんは 13 歳で名だたる売春宿街カマテ

ィプラに売られ、3 年近く、売春を強要された。

シムランさんは、オークションにかけられていた

ところにレスキュー・ファンデーションが踏み込

んだため、客を取らされる寸前でその身を守るこ

とができた。 
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トリベニさんは次のように語る。 

 「オークションがあるという情報をつかみ、売

春宿を急襲したんです。もし、オークションが行

われていたら、おそらくシムランは 50 万ルピー

（100 万円）ぐらいで買われていたはず。オーク

ションというのは、その子の最初の客となる権利

を買うというものです。買い手はインドやドゥバ

イの金持ちや、インドの政治家たち。シムランは、

歯医者に行こうといわれて売春宿に連れてこられ

たようです」 

 レスキュー・ファンデーションの尽力で救われ

た姉妹だが、救出後のケアにたいへん苦戦したと

いう。なぜなら、彼女たちは生まれながらにして、

洗脳の世界に生きてきたからだ。 

 トリベニさんが続ける。 

 「ふたりは、ラジャスターン州のベディアとい

う民族です。ベディアというのは、ナートやバン

ジャラなどと同様に、売春を生業としている。な

かでもベディアは徹底していて、どの家庭にも父

親の存在がない。女たちは皆、客の子どもを身ご

もり、産み育てるのです。 

 女の子であれば、必然的に将来は売春をするよ

うになります。なので、女の子たちは子どもの頃

から、母親に“あなたの体は自分だけのものでは

ない。男を楽しくさせるための体だよ”と言い聞

かされる。そうした娘たちは、商品として大切に

育てられるので、母親をとても大切に思っており、

決して裏切らない。だから、救出後、カウンセリ

ングのなかでいくら売春はダメだと伝えても、な

かなか理解できない。そんな彼女たちだから、CWC

（チャイルド・ウェルフェア・センター）からも

親許に返してはならないといわれています」 

 とくに姉のルパリさんのマインドコントロール

は強いらしい。なんとか落ち着きを見せ始めたた

め、一般社会に慣れてもらおうと、ホテルのルー

ムメイドのトレーニングを受けさせているようだ

が、彼女の心のケアは今後も継続されるとのこと

だ。 

 

姉のルパリさんはダンスの名手。ベディアの女の子は、 

将来、客を喜ばせることができるよう、幼い頃から踊りを

習わされるのだという 

 

 

ピースサインのルパリさん（最後列左 2 人目）とシムラ

ンさん（前列中央）。 

屈託のない笑顔を見せるも、マインドコントロールは解

けきれていない 
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■グリヤさん（14 歳）のたどってきた道のりも壮

絶である。 

 彼女は親の意のまま、12 歳で 40 歳の男性のも

とに嫁がされた。嫁ぎ先では、義母や夫に事ある

ごとに暴力を振るわれる毎日だった。その挙句、

14 歳で夫によって売春宿に売られたという。 

 訪問時、グリヤさんはレスキュー・ファンデー

ションに保護されて 2 週間経過したところだった。

聞くところによれば、夜は眠れず、食事もほとん

ど喉を通らず、突然、泣き出したり、放心状態に

なったりを繰り返しているという。精神科に通わ

せ、可能な限りケアに努めているが、自殺未遂を

引き起こすなど、ひとときも目を離せない状態に

あるとのことだ。 

 「グリヤ以外にも、死を願うほど、心に深い傷

を負った女の子はほかにもいます。継父にレイプ

されたガイヤトゥリ(12 歳)もそう。売春宿でドラ

ッグ漬けにされていたプリヤ（18 歳）も、自殺を

試みたことがある。なので、最近は音楽テラピー

やダンステラピーなどを取り入れ、サイコロジカ

ル・カウンセリングに力を入れています」 

 しかしながら、トリベニさんと話す過程で、精

神衛生分野に関する知識や情報が十分でないこと

がわかった。現地で筆者の知り得る限りの情報は

提供してきたが、次回訪問時、さらなる情報提供

に努めたいと思っている。 

 
グリヤさんの心の傷は深い。精一杯のケアに努めている 

 

 

ガイヤトゥリさんは、少し笑顔が見られるようになった

という 

 

 

ダンステラピーを楽しむ女性たち 

 

 

保護される女性たちはおしゃれに関心の高い年頃。筆者

の訪問に合わせてファッションショーを催してくれた。

「施設では職業訓練の一環として縫製の勉強をしていま

す。ドレスはレシュマ（16 歳・左端）がデザインして作

りました。勉強の成果を見てほしいと自分たちで企画し

たんですよ」とトリベニさん。レシュマさんの夢は、デザ

イナーになることだそうだ 
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ショーのモデルを務めた中で、もっとも目立っていたの

がプリヤさん（18 歳）。ドラッグ依存の後遺症で激しい頭

痛に見舞われることもあるそうだが、がんばって職業訓

練に取り組んでいるそうだ 

 

 

レスキュー・ファンデーションは、さまざまな事業者と提

携し、女性たちにアクセサリー作りや縫製など、さまざま

な手仕事のトレーニングを行っている。技術が身につけ

ば内職の依頼も。今回訪問時は、洗濯屋さんで使用するタ

グ（誰の衣類かわかるようにつける布製の名札）を制作し

ていた 

 

 

ブライダルプロジェクトで結婚の決まった 3 人。施設の

リーダーとして、後輩の統率を任されていた。自信に満ち

た表情は、保護された当時の彼女たちとは思えない。来年

1 月の結婚式が待ち遠しくてたまらない様子だった 
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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 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もつ子どもたち

に焦点を当て、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研

修会の実施 

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 

 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力を入れている。2011 年

からは、政府の委託を受けてゴダワリの村ごとの

障がい者の現状調査および障がい者手帳発行手続

きを実施している。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であるが、政

府からの委託プログラムはこれとは別の村で実施

されている。 

 

●デイケアセンターでの活動 

 デイケアセンターには現在13人の子どもが通っ

ている。前回のレポートで新しいインド製の車両

を購入したことをご報告した。これまで使用して

いたトヨタの四駆車も修理をしながら送迎を続け

ていたが、老朽化が進んでおり、一度総メンテナ

ンスをしてもらうことになったそうだ。 

 これまでデイケアセンターには教員がおり、子

どもたちの学習や遊びを担当していた。しかし、

財政難によりスタッフの数を減らし、保護者に交

代で来てもらって少額の謝金を支払うことでデイ

ケアセンターの運営を成り立たせていた。この

度、デイケアに通っているハシーナの母親をデイ

ケアセンターの教員として、またプラジウルの母

親を補助教員として正式に任命したそうだ。ハシ

ーナの母親のサルミラ先生は授業でパズルに取り

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

組ませたり、外に出てダンスやゴミ拾いをしたり

と、これまでの教員は実施しなかった活動を取り

入れているようで、子どもたちも楽しそうに過ご

しているということだった。 

 今年8月に行われたスタディツアーのメンバー

も、8月12日にNDWSを訪問した。デイケアセンタ

ーの子どもたちはお客さんに会うことをいつも楽

しみにしているという。またラリグラスはいつも

お菓子の詰め合わせや文房具などのお土産を持参

するため、訪問を心待ちにしてくれている。ツア

ーメンバーは、NDWSのスタッフから活動概要など

の紹介を受けた後、子どもたちとダンスをしたり

お土産を配ったりして交流を行った。 

ネパールではダサインという一番大きなお祭り

が毎年 9～10 月ごろ（ネパール暦のため、毎年日

にちがずれる）に行われる。10 日間にもわたって

日々いろいろなプジャ（神様へのお祈りごとや神

事）を行い、おいしい料理を食べたり新しい服を

買う時期である。子どもたちの間では凧あげが人

気で、特に凧同士を戦わせるゲームが昔から行わ

れている。ダサインの後にはラクシュミ神をお祝

いする光のお祭り、ティハールもすぐにあるため、

学校は 3 週間ほど休みとなる。NDWS の子どもたち

はダサインの休暇前になると浮足立って、凧あげ

やブランコ（広場や公園に特設のブランコが設置

される）を楽しみにしていたそうだ。 

 

美術の授業の様子。手前が生徒、奥がサルミラ先生 

と。 
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ガレージで修理を受けるトヨタの四駆 

 

 

お菓子と日本からのお土産を受け取ってうれしそうな子

どもたち 

 

●マヘンドラ君の腎臓疾患 

 マヘンドラ君は定期的に透析を受けている。送

り迎えは弟がバイクでしているそうだが、実は弟

には海外への出稼ぎの話が持ち上がっている。も

ともとネパールでは就職難で、ゲストハウスのフ

ロントの仕事で月20,000ルピー（約20,000円）ほ

どを稼ぐのが精いっぱいだった。震災が起こった

ことでさらに就職状況は悪化。出稼ぎに行って外

貨を稼ぐことが一番の手段で、日本でもコンビニ

や居酒屋の店員でネパール人を見かける方もいら

っしゃると思う。マヘンドラ君の家庭の稼ぎ頭は

弟。透析費用は無料だが、薬代の月10,000ルピー

は弟の稼ぎから支払っている。しかし、弟がいな

くなってしまうとマヘンドラ君を病院に送り迎え

する人がいなくなってしまう。マヘンドラ君の家

は山間部にあり、ラリトプールの中心にある病院

に行くにはバイクや車などの交通手段を使う必要

がある。 

 家計を少しでも助けるため、また自立した生活

を送るため、マヘンドラ君も手に職をつけること

を希望しており、携帯電話を修理する職業訓練の

コースを近日中に開始予定である。 

 

●アナンタ君の就職支援 

 過去のレポートでもアナンタ君について紹介し

たことがある。アナンタ君は下肢に障がいがあ

り、車いすの生活を送っている。まだまだ障がい

のある子どもが学校に通うことが難しいネパール

ではあるが、NDWSの働きかけと支援により、私立

の学校に通うことができ、めでたくカレッジを卒

業することができた。頭脳明晰のアナンタ君、学

校も優秀な成績で卒業したのだが、就職先がな

く、現在は家庭で過ごしているとのこと。NDWSの

スタッフが母親や本人とも相談し、在宅でもでき

るIT関連の仕事をしてはどうかという話になっ

た。オンラインのパソコンスクールで学び、技術

を身につけることを本人も望んでいるそうだ。ア

ナンタ君はパソコンを所有していないため、パソ

コンが必要となるが、まずはNDWSのスタッフが利

用可能なパソコンスクールのコースの概要や料金

などを調べることになった。 

 

●その他の活動 

 〈障がい者手帳発行プログラム、NGO との協力

プログラム〉 

 NDWSは、ラリトプール郡より委託を受けて、南

部ラリトプール郡の子どもたちの調査と障がいの

アセスメントの実施や障がい者手帳発行業務を行

ってきた。ネパールで子どもの教育や健康状況改

善のために活動しているNGO「International 

Child Resource Institute」と共同で、調査の中

で出会った障がい児の中から支援のニーズが高い

子どもたちを選定し、いくつかの支援プログラム

を実施している。経済的に貧窮している家庭に対

しては、収入向上のための資金15,000ルピー（約

15,000円）を支援したそうだ。子ヤギを飼うこと

を始めたり、農業を始めたりしたという。さら

に、医療的治療やケアが必要な子どもについて

は、診断が可能な病院に連れて行って医師の診察

を受けてもらったそうだ。しかしながら、多くの

ケースは手術が必要とのことで、貧困家庭がほと

んどであったために、手術費用を負担できない状

況にある。病院では数人が薬をもらうなどのケア

を受けることはできたものの、人工内耳や外科手

術はすぐには対応できていないという。このプロ
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グラムのもとで、NDWSに登録されているサビット

リーさんとアナンタ君は新しい車いすをもらうこ

とができた。サビットリーさんは四肢まひがあ

り、以前は歩くことができたが体が成長するにつ

れて支えることが難しくなり、車いすを利用して

いる。 

 障がい者手帳の発行プログラムは、2015年4月

に起こった大震災の復興に政府の予算がまわされ

ているため、一時的に停止されているということ

で、今後も国際NGOなどと協力して支援を続けて

いくことが期待される。 

 

 

車いすをもらったアナンタ君（右）とサビットリーさん

（左） 

 

 

収入向上プログラムの支援を受けた家庭。ヤギは育つの

が早く、市場ニーズも高いため現金収入が得やすい  

 

 

 

〈スペシャルオリンピックスへの参加〉 

 

 スペシャルオリンピックスは知的障がいのある

人々のスポーツ競技大会で、世界レベルの大会だ

けでなく、地区レベルから県、国レベルまでさま

ざまな大会や協議会が世界中で行われている。ネ

パールでもスペシャルオリンピックスは有名で、

毎年数名がネパール代表としてクリケットや陸上

競技に参加している。NDWS の子どもたちもこの

大会によく参加しており、今年も 4 人がカトマン

ズで行われた国レベルの大会に出場したそうだ。

100 メートル走ではリナさんとスーラジ君がめで

たく 1 位を獲得。他の 2 人もソフトボール投げに

参加したそうだ。 

 

1 位でゴールするスーラジ君 
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イベント・その他の活動（2016年4～9月） 

 

●アースデイ 

 2016 年 4 月 23 日（土）～24 日（日）に東京・

代々木公園で行われた、アースデイ東京 2016 に

参加した。 

 

毎年大きなアーチが組まれます 

 

 初日はほとんど曇り空ではあったが、時折晴れ

間がみえることもあり、暖かな 1 日であった。2 日

目の午前中には少し雨に降られたものの、午後か

らは雨も止み、多くの方が来場された。 

 

青空が見えることも 

 

 たくさんの人が通り過ぎていくものの、ラリグ

ラスのブースの向かいに出展していた団体が派手

なパフォーマンスを行っており、こちらをなかな

か見ていただけない状態であった。しかし、ボラ

ンティアの皆さんが積極的に声をかけてくださり、

足を止めてくだる方もしだいに増えていった。 

 

 当会は例年通り、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

ルト小物、レスキュー・ファンデーションの女性

たちの描いた絵や刺繍を施した作品などを販売し

た。ホスピスの女性たちの作品の中で人気なのは

やはり定番のネックレスであったが、今回はアン

クレットや子ども用のブレスレットなども人気が

高かった。レスキュー・ファンデーションの女性

たちの作品は年々クオリティーの高いものが増え

てきており、こちらも大変好評だ。しかし、レス

キューされたばかりの女性たちが練習のために作

った雑貨も静かなヒットを飛ばしている。お世辞

にも上手とはいえない刺繍やいびつな形のもので

はあるが、「味があってよい」と購入される方が多

くいらっしゃるのだ。ラリグラスではこの他にも

ネパールで仕入れてきた個性豊かな雑貨も販売し

ている。お客さまからは「かわいい雑貨がいっぱ

い。普段はどこでお店をやっているのですか？」

と問われることも少なくない。お気に入りの雑貨

を購入することも 1 つの支援の形であり、そこか

ら当会の活動に興味をもってくださる方が今後も

増えてくださればと思っている。 

 また、ブースではパネル展示も行い、たくさん

の方にご覧いただいた。特に中学生や高校生の女

子生徒の方たちが多く訪れてくださったのが印象

的だった。 

 

中学・高校生のグループがたくさんいらっしゃいました 

 

 今回もボランティアの皆さんには店舗準備、販

売・活動紹介、片付けまで、大変お世話になった。

毎回遠方からも駆けつけてくださる方、忙しい中

時間を作ってきてくださる方……皆さんのご協力

に、心から感謝申し上げたい。 

 

●印刷作業 

 2016 年 6 月 25 日（土）に飯田橋にある東京ボ

ランティア・市民活動センターにて、『ラリグラス・

ジャパン 2016 春リポート』の印刷作業を行った。

ボランティアの皆さんがてきぱきと非常に手際よ

く印刷・製本を行ってくださったおかげで、当初
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の予定よりも早く発送準備を終えることができた。

皆様に感謝申し上げる。 

 

●委託販売 

 ラリグラス・ジャパンでは、アースデイやグロ

ーバルフェスタなどのイベントに参加し、マイテ

ィ・ネパールのホスピスの女性たちが制作したビ

ーズ・フェルトなどの商品、レスキュー・ファン

デーションの女性たちが制作した民芸品、その他

ネパール・インドで買い付けてきた雑貨などを販

売している。だが、当会が参加するイベントだけ

では販売の機会が限られてしまうため、委託販売

という形で全国各地の皆さんにご協力いただいて

いる。2016 年 4～9 月にご協力いただいたのは香

川県の佐藤圭都さんだ。個展をされた際に当会の

商品を会場の一角に置き、ご自身で作ったパネル

などを展示して当会の紹介をしてくださった。こ

の他にもさまざまな機会に販売をしてくださって

いる。継続的なご協力に感謝申し上げたい。 

 長年、当会はマイティ・ネパールのホスピスに

て「ビーズ・プロジェクト」を続けており、ビー

ズアクセサリーをはじめとした雑貨を発注・販売

している。ホスピスの女性たちにとって、日本か

ら依頼されたものを制作することは、単調な生活

にハリをもたらすものとなっている。唯一の現金

収入であることはもちろん、自分たちの作品が日

本の市場で売られていることが彼女たちの自信に

もつながっている。今後もこのプロジェクトを継

続していくためにも、委託販売でのご協力を皆さ

まにお願いしたい。委託販売の流れについては以

下の囲みをご参照願う。 

 

【委託販売ご協力のお願い】 

○委託販売の流れ 

委託販売のお問合せ 

    ↓ 

販売見込みに応じたビーズ製品と 

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、ミニ

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

問合せください。 

皆さまのご協力、心よりお待ちしております。 

 

******************************************* 

 他項でも触れたとおり、当会が支援するホスピ

スでの『ビーズ・プロジェクト』のリーダーとし

て活躍していたサンティ・ライが今年の 7 月に亡

くなった。手先が器用で技術が高い彼女は、他の

女性たちへの技術指導や素材の在庫管理・仕入れ

を担っていた。誇りを持ってプロジェクト・リー

ダーを務めあげた彼女の最期の作品をご覧いただ

きたい。 

 

ボタンにビーズをあしらったかわいらしいヘアゴム。サ

ンティの最期の作品です 

 

 

 

 

 

 

 

 



決算・予算・事業計画 

31 

 

 

2015年度決算・2016年度予算 

2016 年 04 月 01 日～2017年 03 月 31 日(配賦) (円) 
 

科目 2015 年度決算 2016 年度予算 増減 

 1.経常増減の部 

 (1)経常収益 

受取会費  
正会員受取会費 320,000 300,000 -20,000 

  賛助会員受取会費 1,619,000 1,620,000 1,000 

  受取会費計 1,939,000 1,920,000 -19,000 

受取寄付金  
受取寄付金 

 - 一般 

6,034,160 6,100,000 65,840 

   - ブライダル基金 268,830 300,000 31,170 

   - 子供服 67,000 70,000 3,000 

   - お菓子 90,025 90,000 -25 

   - 職業訓練 126,000 130,000 4,000 

   - クルタ 0 0 0 

   - 文房具 78,000 80,000 2,000 

   - 緊急支援（地震） 3,691,213 0 -3,691,213 

  受取寄付金計 10,355,228 6,770,000 -3,585,228 

事業収益  
普及・啓発事業収益 

 - アースデイ・グローバルフェスタ 

103,300 200,000 96,700 

   - 委託販売 28,400 100,000 71,600 

   - ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ 1,314,400 1,650,000 335,600 

   - その他 0 0 0  
情報収集・情報提供事業収益 

 - 書籍販売 

54,041 50,000 -4,041 

   - その他 0 0 0 

  事業収益計 1,500,141 2,000,000 499,859 

その他収益 

  その他収益計 286,093 1,000 -285,093 

  経常収益合計 14,080,462 10,691,000 -3,389,462 
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 (2)経常費用 

 事業費 

  【その他費用】 

  テーラー開発資金プロジェクト（寄付金支出） 0 1,000,000 1,000,000 

  ﾎｽﾋﾟｽ・プリベンションキャンプ運営費（寄付

金支出） 

1,250,000 1,000,000 -250,000 

  ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ支援費（寄付金支出） 167,343 160,000 -7,343 

  NDWS運営費（寄付金支出） 2,300,000 1,500,000 -800,000 

  RF 運営費（寄付金支出） 2,733,813 2,500,000 -233,813 

 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ支援費（寄付金支出） 250,000 300,000 50,000 

 地震災害支援（寄付金支出） 3,511,668 180,000 -3,331,668 

 子供服 0 215,000 215,000 

  お菓子 0 226,279 226,279 

  職業訓練 0 193,000 193,000 

  文房具 0 91,000 91,000 

 スタディツアー 1,172,750 1,200,000 27,250 

 ｱｰｽﾃﾞｲ 0 32,400 32,400 

 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ -124,220 140000 264,220 

 物品仕入・購入 67,238 70,000 2,762 

 講演会・講習会 5,700 6,000 300 

 現地調査 682,535 700,000 17,465 

 通信運搬費 118,828 120,000 1,172 

 会議費 1,100 2,000 900 

 旅費交通費 143,781 150,000 6,219 

 ｳｴﾌﾞｻｲﾄ運営 14,904 15,000 96 

 消耗品費 16,913 20,000 3,087 

 事務用品費 24,900 30,000 5,100 

 研修費 1,000 3,000 2,000 

 書籍「少女売買」 67,228 0 -67,228 

 印刷製本費 26,979 30,000 3,021 

 支払手数料 1,080 1,200 120 

 為替手数料 20,216 20,000 -216 

 送金手数料 30,902 30,000 -902 

 雑費 16,861 20,000 3,139 

  【その他費用計】 12,501,519 9,954,879 -2,546,640 

  事業費計 12,501,519 9,954,879 -2,546,640 

 管理費 
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  【その他費用】 

  役員報酬 0 0 0 

  給料手当 0 0 0 

  水道光熱費 0 0 0 

  支払い地代家賃 0 0 0 

 消耗什器備品費 0 0 0 

 通信運搬費 49,786 50,000 214 

 会議費 5,734 6,000 266 

 旅費交通費 1,212 1500 288 

 消耗品費 216 300 84 

 事務用品費 17,571 20,000 2,429 

 N-Books会計ソフト使用料 10,800 10,800 0 

 修繕費 11,880 10000 -1,880 

 研修費 4,000 4000 0 

 印刷製本費 6,838 7000 162 

 支払手数料 144 150 6 

  為替手数料 270 270 0 

 送金手数料 324 300 -24 

 口座維持手数料 2,160 0 -2,160 

 租税公課 0 2000 2,000 

 為替差損 31,215 0 -31,215 

 雑費 7,813 0 -7,813 

  【その他費用計】 149,963 112,320 -37,643 

  管理費計 149,963 112,320 -37,643 

  経常費用合計 12,651,482 10,067,199 -2,584,283 

 当期経常増減額 1,428,980 623,801 -805,179 

 2.経常外増減の部 

 (1)経常外収益 

  経常外収益合計 0 0 0 

 (2)経常外費用 

  経常外費用合計 0   0 

 当期経常外増減額 0   0 

 税引前当期正味財産増減額 1,428,980 623,801 -805,179 

 当期正味財産増減額 1,428,980 623,801 -805,179 

 正味財産期首残高 11,092,578 12,521,558 1,428,980 

 正味財産期末残高 12,521,558 13,145,359 623,801 
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書式第１６号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　ラリグラス・ジャパン

１． 重要な会計方針

　　 　計算書類の作成は、 N-Books（ネット帳簿）    によっています。

　 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産無し

　 固定資産の減価償却の方法

固定資産無し

　 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 無し

　 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

無し

消費税等の会計処理
無し

２． 事業別損益の状況

（単位：円）

国内事業 海外支援事業 　　事業 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ　経常収益

受取会費 1,939,000 0 1,939,000 0 1,939,000

受取寄附金 10,488,170 0 10,355,228 0 10,355,228

受取助成金等 0 0 0 0 0

事業収益 1,500,141 0 1,500,141 0 1,500,141

その他収益 153,151 0 286,093 0 286,093

経常収益計 14,080,462 0 14,080,462 14,080,462

Ⅱ　経常費用

人件費 0 0 0 0 0

給料手当 0 0 0 0 0

退職給付費用 0 0 0 0 0

福利厚生費 0 0 0 0 0

･･････････

人件費計 0 0 0 0 0

その他経費

会議費 1,100 0 1,100 5,734 6,834

旅費交通費 143,781 0 143,781 1,212 144,993

通信運搬費 118,828 0 118,828 49,786 168,614

印刷製本費 26,979 0 26,979 6,838 33,817

スタディツアー 1,078,648 0 1,078,648 0 1,078,648

現地調査 682,535 0 682,535 0 682,535

イベント出展費※ -124,220 0 -124,220 0 -124,220

書籍購入 67,228 0 67,228 0 67,228

ビーズ類購入 67,238 0 67,238 0 67,238
N-Books会計ソフト
ウエブサイト

14,904 0 14,904 10,800 25,704

事務用品 24,900 0 24,900 17,571 42,471

送金手数料 2,402 28,500 30,902 324 31,226

為替差損 0 0 0 31,215 31,215

施設等評価費用 0 0 0 0 0

減価償却費 0 0 0 0 0

寄付金支出 0 10,306,458 10,306,458 10,306,458

その他 45,377 16,861 62,238 26,483 88,721

その他経費計 2,149,700 10,351,819 12,501,519 149,963 12,651,482

経常費用計 2,149,700 10,351,819 12,501,519 149,963 12,651,482

当期経常増減額 1,428,980

※イベント出展費のマイナスは仕分け（収益と費用）間違いのため

平成27年度　　計算書類の注記

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

科目

 １．

 ２．

 ３．

 ４．

 ５．

（１）

（２）
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 ３． 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容 金額 算定方法

４． 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は12,517,558円ですが、そのうち1,157,654円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は10,494,324円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

ブライダル基金 238,000 268,830 250,000 256,830

子供服 108,000 67,000 175,000

お菓子 136,254 90,025 226,279
職業訓練 67,000 126,000 193,000

クルタ 36,000 0 36,000

文房具 13,000 78,000 91,000

地震支援 0 3,691,213 3,511,668 179,545

合計 598,254 4,321,068 3,761,668 1,157,654

５． 固定資産の増減内訳

（単位：円）
期首取得価額 取得 減少 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産 0 0 0 0 0

車両運搬具

什器備品

･･････････

無形固定資産 0 0 0 0 0

･･････････

投資その他の資産 0 0 0 0 0

敷金

･･････････

合計 0 0 0 0 0

６． 借入金の増減内訳

期首残高 当期借入 当期返済

0 0 0

0 0 0

７． 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）
計算書類に
計上された

金額

内役員及び近
親者との取引

（活動計算書） 0 0

活動計算書計 0 0

（貸借対照表） 0 0

貸借対照表計 0 0

８．

　・　事業費と管理費の按分方法

　・　その他の事業に係る資産の状況

内容 備考

科目

科目

合計

科目

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするた
めに必要な事項

国内事業に係わる管理費用は国内事業に計上。それ以外は管理費に計上

その他の事業はありません
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2016年度事業計画 

 

 

１．海外事業活動  

 （１）マイティ・ネパール 

  ・フェアトレード・ビーズ製品の購入と技術指導  

  ・エンパワーメント支援 

  ・ホスピス・ヘタウダ施設運営支援 

 （２）レスキュー・ファンデーション 

  ・ホスピス運営支援  

  ・ブライダル支援  

 （３）NDWS 

  ・デイケアセンター運営支援  

  ・地震災害復興支援 

 （４）スタディツアー実施  

 （５）商品仕入れ 

 

２．国内活動 

 （１）広報活動 

  ・ホームページ運営 

  ・報告書・パンフレット印刷 

・SNSサイト運営 

・書籍販売 

・Face book広報の活用 

 （２）イベントの参加とフェアトレード商品の販売 

  ・アースデイ、グローバルフェスタ参加、ほか  

 （３）委託販売 

 （４）財政基盤の強化  

  ・会員・里親会員の継続会員のフォローと新規会員の拡大推進 

  ・寄付・募金活動の実施 

  ・助成金申請の積極推進 

 （５）プロジェクト活動 

  ・ビーズ製品新デザインの検討 

  ・現地からの報告書などの文書翻訳（英文→和文）や（和文→英文）など 

 （６）勉強会・講演会の開催 

  ・ラリグラス・ジャパンの活動や現地 NGOの現状、ネパール・インドの社会状況などについて理解して

もらうことを目的とし、勉強会・講演会を開催 

 （７）映画・DVD製作 

 

以上 
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会員・寄付者リスト 

（敬称略） 

 

【会員】 

2016年 4月から 2016 年 9 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 石川重美 上原翔子 加古紗都子 門垣裕子 亀尾麻彩子 下窄あゆみ 須賀香奈 住友康人 

高橋国和 高橋奈美江 高柳ユミ 中嶋野香 新倉元彦 長谷川まり子 林亜紀子 藤音晃明  三原一夫  

 

《里親賛助会員》 

我妻美和 阿部真里子 石原正行 伊藤芳樹 稲垣すみ子 上中美穂 宇田川江美 宇野ゆかり 大関順子 

大田多恵  大西和江   岡田順子 岡野孝博 奥井眞佐子 尾花好恵 小俣富美香 小山田基香 笠原礼子 

北山絢子 木村良枝   工藤節子 國森佳子 櫻井るり香 佐藤圭都 渋谷修 白石衣香 鈴木樹代子  

宗祥子   高橋多美子 瀧口修薫 土居裕見子 徳山明志 轟木元枝 西部徹 西堀喜則 根本元春  

野口みどり 南風本いづみ 林和夫 林省吾 平井英津子  平野善之 房賢孝 藤本律子 細村嘉一  

前澤洋子 丸山竹士郎 三浦優子 水上直樹 宮田泰司 持田季未子 元田智子  森谷里美 山田しづ子 

山田千恵 

 

《一般賛助会員》 

秋山洋子 有田千枝 飯塚愛理 石渡裕康 稲葉資郎 今村久美子 入江まり子 江口敏 江戸利恵  

大黒やより 大西朋子 大野国貢 岡部陵佳 小山田万里子 鏡島元昭 春日恵 金田敦子 木谷招子  

木藤陽子 久保田明人 駒井咲久良 坂本淳子  柴田智子 渋谷優子 下田伸子 鈴木明子 大成勝代  

竹内淳子 玉橋紳一郎 千葉幸子 塚野多木子 豊田健治 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  藤城裕子  藤田海庭 松井江利子 松岡静枝 松永一夫 松葉道代  

松本聡子 三島正志 峰﨑はなこ 武藤禎 村上隆男 山田都子 吉田久美子 吉田茂 米山知得子 

 

 

《学生会員》 

荒川久美 市川実花 金子奈央 小林明日香  清水詩絵 白井菜穂  永田萌奈 永松若葉 藤本成美  

松本祐美 宮野雄弘 本橋鮎花 山田有美香 
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【寄付をしてくださった皆さま】 

（2016年 4月～2016年 9月） 

赤木由美 芦名洋二郎 石田宏壽 井上加代子 伊原由香里 岩淵有哉 岩村昭司 上田朋子 大関順子 

大田多恵 オカザキカナ 岡部陵佳 オザキカナ 小澤弘江 大野国貢 小野寺一彦 笠井育子 春日恵 

金井京子 神谷学 國森佳子 黒柳節子 古賀ミチ 小手川弘子 坂谷内勝明 櫻井るり香 佐藤圭都  

志村好郎 下田伸子 鈴木重男 鮮菜魚早瀬 瀬谷直子 高橋国和 千葉きく代 竹内淳子 竹林早苗  

堤田芳和 手島綾 土居裕見子 徳山明志 永尾渉 永田萌奈 中塚文子 中野陽子 西堀喜則  

平井英津子 平野善之 福島県佛教会  福田昌代  福原匡伸 フジノカオリ 藤原秀美 別府浩一郎  

前澤洋子 前原旭 俣野美代子 松永一夫 松本彩 松山眞理 三島正志 水上直樹 三谷理 宮田泰司 

武藤禎 元田智子 横田眞二郎 トマトプロジェクト  匿名 

 

 

 

【ネパール大地震緊急支援寄付にご協力いただいた皆さま】 

（2016年 6月～2016年 9月） 

上田朋子 小手川弘子 下田伸子 瀬谷直子 手島綾 武藤禎 

 

 

 

 

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】 

（2016年 4月〜2016年 9月） 

 

赤木 由美 秋山佳子 石川重美 上原翔子 大関順子 岡本   柿沼美沙子 亀尾麻彩子  佐藤圭都  

住友 康人 高柳ユミ 竹内淳子 長谷川まり子 林亜紀子 平田小百合 松本 彩 武藤禎 籾山幸子  

山田千恵 

 

 

【活動にご協力くださった団体・皆さま】 

（2016年 4月～2016年 9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 丸子安子    

 

 

 

  



会員・寄付者リスト 

40 

 

 

 

【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 

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 

 

顧問            間部俊明（弁護士）   佐伯義文（ジャムシステム株式会社社長）  朏博一（税理士） 

 

評議委員      高橋国和      新倉元彦 
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スタディツアー感想文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆参加者◆    市川実花       群馬         学生 

大野国貢            東京         社会人 

大関順子        神奈川     社会人 

春日恵              長野         社会人 

金子奈央            埼玉         学生 

久保田明人          東京         社会人 

清水詩絵            群馬         学生 

白井菜穂       千葉     学生 

鈴木明子            東京         社会人 

宮野雄弘            埼玉         学生 

本橋鮎花            東京         学生 

吉田茂              埼玉         社会人 

 

 

  

 ◆同行スタッフ◆  長谷川まり子       ラリグラス・ジャパン  代表 

               石川重美        ラリグラス・ジャパン 理事 
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出会い 

市川実花 

 

 
 

私にとって、初めてのネパール。初めての途上

国。周囲の人たちは「危険じゃないの？」とか、

ふざけて「生きて帰ってきてね」とか、たくさん

心配してくれていました。でも、日本とネパール

は水と土でつながっていることだし、私は出発前

から何も心配していませんでした。実際に行って

みて感じたのは、自分が慣れない環境に対してあ

る程度柔軟に対応できるのだな、ということ。ネ

パールのちょっと砂っぽい空気も、車で溢れる道

路も、果てしなく広がる大自然も、全部大好きで、

既に懐かしさを感じています。帰国して 3 日くら

いはずっと日常生活の中で「日本無駄な電気多す

ぎ！」「廊下こんなにきれいにする必要ない！」と

かグチグチ文句を言っていたのが、もう今はまた

日本のスタンダードに感覚が戻ってしまっている

のも寂しい気もします。 

 私はネパールの言葉が話せるわけではないので、

ネパールの女の子たちとの共通言語は、ダンスで

した。どこへ行ってもみんなダンスが好きで、ダ

ンスのジャンルは違うけどとりあえず踊って……。

相手が何を考えているのか、そこに言葉はなくて

もわかることはあるのだなと、身をもって実感し

ました。ネパールの女の子たちは、曲に合わせて

決まった振りで踊るスタイルではなくて、リズム

に身を任せて自由に自分を表現していて、キラキ

ラしているように感じました。 

 一方で、一緒に楽しく遊んだり、踊ったりして

いるとき、その子の抱える壮絶なバックグラウン

ドをふと忘れそうになる瞬間が何度もありました。

それがよいことなのか悪いことなのか、ツアー中

も何回も考えましたが結局答えは出ませんでした。

最終的に、考えても答えは出ないんだからとりあ

えず一緒にいる時間を楽しもう、という結論に至

りました。でも、ふと見せる表情、踊り疲れて休

憩しているほんの一瞬、その一瞬の表情から思い

起こされることがたくさんありました（正直私も

うまく文字で説明できません。ただ、帰国してか

らもずっと心の片隅に引っ掛かっている気がしま

す）。 

 また、人手が足りない、スポンサーがお金を出

してくれない、資金が足りない……など支援にお

いて切実な問題が山積している、ということを初

めて現実の問題として理解しました。というのは、

今まで本やニュース等の媒体を通してそういった

情報に触れ、頭では理解していたつもりでしたが、

変な言い方をすると、実際に目の前に立っている

人が自分の経験を元に声に出して言っているのを

聞いたのが初めてだったからです。百聞は一見に

如かず。見るもの聞くもの全部が全部想像以上で

した。ネパールに行く前の私は、「なぜ国連や各国

政府 ODA や NGO が全力をあげて途上国支援を行

っているのに、さまざまな社会問題が解決されな

いのだろうか？」というのが正直なところでした。

でも実際にネパールに行っていろいろな人の話を

聞いて、そんなうまくいくはずがないのだと妙に

納得させられました。人の数だけ人生観や考え方

があり、国の制度・法律などさまざまな要因が複

雑に絡み合っているのを実感しました。そんな中

での、まり子さんの「大きくは変えられなくても

少しずつ改善していくことが大事」という言葉は

とても印象深かったです。 

 最後に、私事ですが、先日京都で開催された立

命館高校主催の JSSF（Japan Super Science Fair）

というシンポジウムに参加し研究発表をしてきま

した。世界約 23 カ国から総勢 120 人以上（多分）

の高校生が参加するビッグイベント。そこで一番

驚いたのは、参加校の 1 つがネパールから来てい

たことです。読み方は忘れてしまったけれど、

Budhanilkantha school という学校で、3 人の女

の子と先生が来ていました。私は、今こそ「ナマ

ステ」と「メロナームミカホ」と「タカイラギョ」

を使うときだと思い、ネパールの JK に機会を見

つけて話しかけに行きました。英語で挨拶をかわ

し、その後「メロナームミカホ」を召喚するとと
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ても驚いていました。大野国さんのネパール語講

座がとんでもなく役に立った瞬間でした。私は最

初「どうせネパールの中ではお金持ちのお嬢様な

んだろうな～ きっと人身売買とかは興味ないだ

ろうな～」と思っていました。しかし実際は違っ

ていて、彼女たちがお嬢様であることは間違いな

いけれど 3 人ともマイティ・ネパールについてと

ても詳しく知っていたし、そのうちの一人は将来

社会的に立場の弱い人のために何か活動がしたい

と言っていました。サイエンスという目的で集ま

ったはずの私達は、いつの間にか人身売買やネパ

ールの教育制度、政治、文化などの話題で盛り上

がっていました。ネパールの JK は当たり前です

が英語が堪能で、最初は私が理解できるように気

遣って、とてもゆっくり喋ってくれていました。

しかし、だんだんお互い会話に熱が入ってくると

ものすごいスピードになっていき、最後の方はよ

く聞き取れなかったです（笑）。ただ、同じ志を持

っているということだけは終始感じられました。 

 

「ネパールに行って実際にそういう施設を見て、

どう思った？ その後日本に帰って何かしてる？」 

「日本にいてもできることはたくさんあると思

ったし、できることは何でも協力しようと思った。

今度文化祭で彼女たちが作ったものを売ったりす

るの」 

 

 感覚として、世界は狭いのだか広いのだかわか

らないのですが、少なくともこのときは、自分の

行動次第でその広さは変わると思いました。新し

いことを知れば知るほど、いろいろな人と出会え

ば出会う程、世界は無限に広がっていく。いつか

将来彼女と同じ職場で働くことになるかもしれな

いし、まり子さんとラジャさんのように仕事上の

よきパートナーになるかもしれない。可能性は無

限にあると思いました。 

 ネパール人にも、日本人にも、素敵な出会いの

あるツアーでした。ネパールで見たものや感じた

ことは、この先もし私が国際協力と関わっていく

としても圧倒的な最初の印象として一生忘れられ

ないものになるでしょう。 

 一般的な高校生が受験に追われるこの時期に、

こんなにもすばらしい経験ができたのも、ひとえ

に今回のツアーに関わっていただいたすべての方

のおかげです。忙しい中引率をしてくれた𠮷田学

院長先生、私がまったく知らなかった世界を教え

てくれたまり子さん、ラジャさん、参加者の皆さ

ん、そして何より、このツアーに参加することを

承諾してくれた両親。すべての方に、感謝の意を

込めて。 
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スタディツアーレポート 

 

大野国貢 

 

 
 

8月6日（土）  

 昨年同様、羽田発が0:20ということで、空港で

のチェックインは金曜の夜に当たる。日付が6日

になった直後の羽田を離陸してバンコックで一休

み。乗り継ぎ時間はこれまた昨年同様5時間ほど

もある。私をはじめ上の世代の参加者は空港内ラ

ウンジに引きこもり。一方、高校生たちは元気い

っぱいで、春日さんと鈴木さんが協力してシナリ

オを練ったテレサアカデミーで行う出し物のダン

スの練習。若いってよいわぁ！ ラウンジ滞在も

ダンスの練習も飽きてきたところでカトマンズへ

Go！ 

 カトマンズの空港に到着し、まり子さんと落ち

合ったところでハプニング。タイ航空利用グルー

プとは別便で、中国経由で到着しているはずのも

っちゃん（本橋さん）が見当たらない！ 入国に

手間取っているのかと思い、入国審査のところま

で確認に戻ろうとするのだが、警備の警官が入場

させてくれない（空港セキュリティを考えれば当

然なのだが……）。しばらく経って、もっちゃん

が自力で移動してマイティ本部へ到着していたこ

とが判明。ようやっと安心してマイティ本部へ全

員で移動。  

 マイティ本部では例によって、ツアー参加者と

マイティ本部の寮生の女子たちが協力してお菓子

の袋詰め。みんなで力を合わせればあっという間

です。  

8月7日（日） 

 午前中ホスピス訪問。みんなに挨拶をして早速

交流開始。お土産のアクセサリーをテーブルに広

げると、みんなの目は真剣になり一番気に入った

アクセサリーをゲット。ツアーメンバーが封を切

ってみんなにつけてあげるとみんな大喜び。アク

セサリーに続いてお菓子も配り、さらにみんなに

こにこ。言葉は日本語とネパール語とで通じてい

なくても、もちろん心は通じています。ひとしき

り過ぎたところでビーズ製品の検品。みんなの作

ったビーズ製品を吟味しつつ、先日亡くなったビ

ーズリーダーのサンティを思う。彼女が亡くなっ

たことで、この先ちょっと心配に思うことも。 

 昼過ぎにホスピスを後にし、マイティ本部へ移

動。この日は本来ならば平日のところ、特別休暇

でテレサアカデミーはお休み。授業風景は見られ

ませんでした。本部ではワークショップ見学や、 

おなじみお菓子のお配り。高校生を含むツアーメ

ンバー女性陣はワークショップで見たビーズ製品

に夢中。爆買いの予感……。  

8月8日（月） 

 朝、早起きをしてタライ平原にある都市ヘタウ

ダへと出発。ヘタウダへ向かうつづら折りの山道

は相変わらず崖崩れ多数。しかしこれは昨年とは

異なり、地震ではなく今年の雨期に降った雨の影

響で崩れたところが多い様子。それが何より証拠

には、崩れた土砂の中に緑の葉が着いた樹木が混

じっている。土砂崩れはあったもののそれなりに

通れる道だったので、予定どおり昼過ぎにはヘタ

ウダに到着し、昼食後は早速プリベンション・キ

ャンプを訪問。前期キャンプを終了した卒業生の

女の子と、今期のキャンプに入ったばかりの女の
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子たちにご挨拶。今期生は村から出てきた直後だ

っただけに、お互いにまだ打ち解けていない様子

で表情が硬い。その硬い表情を一気に打ち崩して

みんなを笑顔にしたのは久保田さんの自己紹介。

頑張って覚えたネパール語で「私は結婚していま

せん！」。偉いぞ！ 久保田さん！ 

 

 

 

 夕方、食事までの空き時間を利用して ツアー

メンバーはホテル近くの市場を見学。観光地価格

のカトマンズの土産物屋と違って、ここの市場は

庶民価格。色鮮やかな生地の衣類を見たツアーメ

ンバー女性陣は早速あれこれ吟味し、電卓を使っ

て店主と価格交渉を始める。爆買いの予感……。 

8月9日（火） 

 プリベンション・キャンプ卒業生&今期生の女

の子たちとピクニックへ。行き先は昨年と同じヘ

タウダ近郊のリゾート公園。そして今年もこの時

点で早速ミツコの登場！ 変身の場は朝食後のホ

テルのレストラン。ホテルスタッフの注目の中、

美しい女性（？）たちの誕生よ。去年までは若い

子が多かったけど、今年は若いというよりは、ま

だまだ咲ききっていないJK（宮野君）と、結婚

に焦るアキコ（久保田さん）、盛りを過ぎた（失

礼！）シゲミ（石川さん）とシゲ子（吉田先生）

といったメンバー。ミツコの魅力がいつもよりさ

らにいっそう輝いて見えるわ！ 

 リゾート公園ではこれまた昨年と同様で、一服

した後は音楽が始まりダンス・ダンス！ ひとし

きりダンスを楽しんだ後で公園内を散策し、その

後は当然ハイスピード観覧車を満喫。 

 公園内の散策を終えたらランチタイム。この頃

までに、ミツコ以外は変身を解いてしまってお

り、ツアーメンバーは朝と異なり男性の姿が増え

ている。さて、昼食後はおなじみ手品のお時間。

昨日の時点で女の子たちは「手品を見たことがな

い」ということを確認済み。美女メンバーとして

唯一残ったミツコが不思議な世界を見せてア・ケ

・゙ル！ 他のツアーメンバーによる一夜漬けの手

品と違って、ミツコが見せるのはもはや魔法！ 

そう、これからは「魔法使いミツコ」と呼んで！ 

キュアップラパパ！ 

8月10日（水） 

 昨年と同じく、国境の町ビールガンジへ移動し

てマイティのトランジット・ホームと国境のチェ

ックポイントを見学。熱い中、また、ほこりっぽ

い中でマイティのスタッフはきびきびと働き、少

しでも怪しいと思った人物には次々声をかけて話

を聞いている。本当に頭が下がります。  

 国境見学の後は再びヘタウダに戻り地域警察本

部へ。ここのトップ（女性）はまり子さんの古く

からの知り合い。オリンピックの柔道選手でも務

まりそうな貫禄。ツアーメンバーは彼女に対し、  

女性警察官としての経験や地域の状況をインタビ

ュー。めったにない話を聞く機会となりました。 

警察本部を後にして再びプリベンション・キャン

プを訪問し、女の子たちに昨日のピクニックの感

想を聞く。やはり手品はかなりの衝撃だったよう

で楽しんでくれた感じであった。いえいえ、ミツ

コがお見せしたのは手品ぢゃなくて魔法よ！ 
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8月11日（木） 

 ヘタウダを出発しカトマンズへ移動。この途中

でも昨年と同様、2本の街道の合流点にあるマイ

ティのチェックポイントを見学。 

 カトマンズ到着後はパシュパティナート観光の

後、土産購入と併せてラリグラスの商品仕入れの

お手伝い。ツアーメンバー女性陣、特に高校生た

ちは初めて目にするネパール産品に夢中。爆買い

の予感……。 

 

8月12日（金）  

 NDWS訪問。去年に続いて今年も鈴木さんの

バルーンアートは大人気。こうした技をもってい

るのはすばらしいわぁ。フィールド訪問では昨年

に続いてマヘンドラの家を訪問。腎移植は結局行

われず透析の日々。兄マヘンドラの 透析を助け

る弟のラジェンドラにも日本から 持って行った

お土産を渡す。ラジェンドラは 今度、シンガポ

ールに本部を置く会社のクルーズ船のコックとし

て就職が決まったとのこと。これまでより格段に

収入がアップして家族を支えてくれる見込み。マ

ヘンドラの透析はラジェンドラに替わって親戚が

手伝ってくれるらしいので、まずは大丈夫か。  

8月13日（土） 

 休日の土曜日は去年と同じくホスピスメンバー

と寮生活の子どもたちとでピクニックへ！ ピク

ニックといえば当然また音楽とダンス！ 今年の

ツアーメンバーは高校のダンス部員もいる強力な

布陣。激しいダンスは高校生に任せ、年長メンバ

ーはいつもより多くの休憩が取れました。ミツコ

も汗で化粧崩れすることはなくてよ。おかげで手

品、いいえ、魔法もばっちりお見せできてよ。今

年嬉しかったのは、ラダが笑顔でいる時間が増え

たこと。言葉によるコミュニケーションはまだ無

理なようだけれど、「楽しい」という気持ちはい

っぱいもっていたようでした。これは魔法？ キ

ュアップラパハパ！ みんな笑顔にな〜れ!  

   

 

 

  

 

8月14日（日） 

 ホスピスを訪問し、別れのご挨拶。ツアーメン

バーの何人かは来年の再会を約束。ちゃんと守っ

てね！ 

 ホスピスを後にしてマイティ本部へ。本部では

今回のツアーの最後にして最大のイベントが待っ

ている。そう、春日さん鈴木さんのシナリオによ

る出し物の披露。戦前から現代に至るまでの日本

人の服装変化と流行歌をダンスショウ仕立てにし

たもの。ショウには美女が欠かせない！ という

ことで当然ミツコの登場。これまではピクニック

に行くリゾート公園でしか目撃されてこなかった

ミツコがついにマイティ本部デビュー！ マイテ
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ィ代表である堅物（？）アヌラダさんの感想や如

何に？ 

 無事に公演を終えホテルに帰ったら夕食までは

フリータイム。ツアーメンバーもすっかりカトマ

ンズの街に慣れて、もはや私が通訳しなくても大

丈夫な様子。それぞれ気に入ったお店を目指して

散開。爆買いの予感……。 

8月15日（月） 

 ネパールで過ごす最後の日。爆買いしたお土産

も、無事にスーツケースに収まった模様。ホテル

をチェックアウトした後、マイティ本部を訪問し

アヌラダさんにご挨拶。昨日の出し物の感想とし

ては、石川さんのエアギター演奏シーンがたいそ

う気に入ったご様子。その一方でミツコに関する

言及はなし。きっとミツコのあまりの美しさに、

言葉も出なかったのね。 

終わりに 

 今年のツアーメンバーは平均年齢が一気に下が

って、これまでとは違った雰囲気となりました。  

高校生メンバーは10代でありながら、途上国の抱

える複雑な問題に直面しつつも、ネパールの子ど

もや女性たちと交流し、楽しいひとときを過ごす

ことができました。学校の行事としてネパール訪

問を決断した先生の英断は大正解だったと思いま

す。高校生メンバー以外も強者揃い。充実したツ

アーとなりました。みんなありがとう。また参加

してね！ 
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語りきれない経験盛りだくさんのツアーでした 

 

大関順子 

 

 
 

 私は以前にまり子さんの著書『少女売買』を

読み、強い感銘を受けました。それからは人身

売買とレスキューされた少女たちのその後がず

っと気になり、自分に何かできないかと常に頭

の片隅にありました。実際にネパールに行って

現状を知りたいと思い、今回スタディツアーに

参加しました。 

 ネパール到着の初日から、マイティ・ネパー

ルを訪問し、お菓子のパッキングに始まり、ホ

スピス訪問、プリベンション・キャンプ訪問、

トランジット・ホーム訪問、インド国境見学、

NDWS 訪問等、多くの施設見学をして職員の方々

から貴重な話を聞くことができました。被害者

の体験してきた話やネパールの現状を聞き精神

的に辛くなったり、ヘタウダへの片道 5 時間強

の荒れた道のドライブや暑さに身体的にも辛く

なることがありましたが、振り返るとすべてが

貴重な体験で、密度の濃い日々でした。 

 

 特にピクニックは、施設の女性や子どもたち

と長く過ごすことができて楽しい時間でした。

2 回あったピクニックでは、どちらも大人も子

どももみんなおしゃれをしていてピクニックを

楽しみに待っていたことを感じました。1 回目

のピクニックでは、一緒に食べようと少女たち

が誘ってくれてカレーを食べましたが、緊張し

て紙皿がずれてカレーをズボンにかけてしまい、

少女たちにもツアー参加者の方々にも驚かれて

しまいました。カレーをこぼした私に少女たち

が紙皿の持ち方を教えてくれて、私が食べるた

びに少女たちが笑いながら見ていてさらに緊張

してしまいました。その後は、踊る！ 食べる！ 

踊る！ 食べる！ 踊る！ と彼女たちの食欲

とダンスに圧倒され、これがまり子さんの言っ

ていた延々と踊り続けるピクニックなのだと実

感しました。 

 2 回目のピクニックでは、ネパールメイクを

希望したのに、なぜかおじさん顔に仕上がって

しまい、おじさん顔で子どもたちと過ごしまし

た。どの子も良く笑い、良く食べて元気でした。

その中で一緒にお散歩をした少女が私に「アン

ティ、私の名前を覚えている？ 言ってみて。

また逢える？ いつ来るの？」と何度も何度も

自分（少女）の名前を私が覚えているか確認し

てくることでした。子どもたちは、ホスピスで

スタッフの方々や仲間に囲まれて生活している。

守られているけれど多くの中の 1 人でしかない

ことへの寂しさや物足りなさを少なからず抱い

ているのだと感じました。私は聞かれるたびに、

少女の名を呼び「来年の 8 月にまた来るね」と

答えました。答える時にかなり勇気が必要でし

た。今回はただ体験してみるという気持ちで参

加したスタディツアーでしたが、子どもたちと

の約束を破れない、来年も何とか都合をつけて

スタディツアーに参加しようと思いました。 

 最終日にマイティ・ネパールへ挨拶に行った

時、生後数日の乳児が 2 人保護されていました。

一人は臍帯がついたままで保護されて、もう一

人は口唇裂の障害のある乳児でした。親の事情

で育てられないから、障害があるからと親が育

児を放棄してしまう現状とそれが事件にならな

いネパールの現状に衝撃を受けました。 

 しかし、ツアーで出会った女性も子どもたち

も一生懸命に生きていました。また、ピクニッ

クや市場で遠くから私たちを見ている貧しい子

どもたちもたくさん見ました。 

 今回のスタディツアーで、求める人に何か少

しでも自分のできることはないかと自問自答す

る機会が多々ありました。 

 ネパールで起きている悲しい出来事を知らな

ければ支援もできません。 

 大きなことはできないけれど、継続してラリ

グラス・ジャパンの活動に参加し、周囲にもこ
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の活動を知らせていきたいと思います。 

 

 最後に、短い間でしたがとても充実した日々

を過ごせました。このツアーのためにご尽力い

ただいたまり子さん、石川さん、ラリグラス・

ジャパンスタッフの皆さま、本当にありがとう

ございました。 

 社会人の方々には本当に随所で助けていただ

きました、感謝しています。 

 学生の方々はみんな優しくて素直で元気で、

一緒に過ごせて楽しかったです、ありがとうご

ざいました。 
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スタディツアー感想文 2016 

春日 恵 

 

 

 

 

 今年２回目の参加です。まずは、このような機

会を提供してくださった、まり子さん、石川さん、

支えてくださったラジャさん、スタッフの皆さま、

1 日 1 日共に過ごした参加者の皆さまに感謝申し

上げます。 

今回、1 人ひとりの存在の意味を実感し、誰か 1 人

欠けてもダメだっただろうと改めて思います。 

 

 まずはホスピス。去年参加しただけで覚えてい

てくれるものだろうか？ と疑心暗鬼で向かいま

したが、おそらく“あなたは去年来たわね”とで

も言っているかのように笑顔で迎えてくれました。

それも私が覚えているみんなが。険しい顔をして

いた女性もいましたが、恐ろしい過去を抱えてい

るのだからそれは当たり前で、でもだんだん話し

かけているうちに笑顔になっていきました。いろ

んな過去を抱えて生きてきたのに、こんな私たち

を笑顔で迎えてくれるなんて、本当に純粋な女性

たち。去年帰国後、ネパール語を勉強する！ と

気合いを入れたのにも関わらず、怠けてやらなか

ったので、また後悔……。何を言っているのかわ

からないこの歯がゆさ。 

 

 ヘタウダのプリベンション・キャンプでは、や

はり覚えていてくださった。女の子たちは去年の

メンバーとは違いましたが、アニータ含め去年い

た３人の女の子たちは覚えていてくれたし、去年

参加した大学生たちを懐かしんでいました。カツ

ラを被って“キャーキャー”、ダンスして“キャー

キャー”、写真の画面に映る自分たちを見てにっこ

り。本当に日本人やそれに携わる物に興味津々で、

幼い子どもたちのようでした。彼女たちの心の中

に、たった 1 年に一度の日本人の訪問がどれだけ

大きな意味を成しているかということがよくわか

りました。本当にみんな普通の女の子たちなのだ。

そう思うたびにまたネパール語の習得を怠けた自

分に後悔の嵐。 

 

 テレサアカデミーでは、やっぱりみんなが笑顔

で迎えてくれた。シータ・タパちゃんが私を見て

飛んできてくれた姿には感激。英語は通じたもの

の、ほとんどはネパール語。マイティでの生活は

自立させるもので、なんでも自分でやる。今の同

じ世代の日本人の子どもたちは、自分でできるこ

とでも親に頼り、甘えている。だから自分の将来

も夢も自分で決められる子どもたちはわずかしか

いないように思う。あくまで教育者としての個人

的な意見ですが。マイティの子どもたちの生活を

見せてあげたいと強く思いました。貧しい国でも、

教育システムは日本よりよいのかもしれない。国

語、算数、理科、社会、英語を先生が日本語で一

方的に解説し、子どもたちはノートをひたすら取

るつまらない日本の教育システム。自分の意見を

言いたくても、そんなことは教えてもらえないし

手を挙げることも億劫で、日本では“出る杭は打

たれる”と暗黙で身につけられてしまうのだ。一

方ネパールの子どもたちは、挨拶がしっかりでき、

みんなが挙手し、キラキラ輝いていました。裕福

な国ではないからこそなのかもしれませんし、何

不自由なく暮らせる日本は、ネパールに学ぶべき

ことが本当にたくさんあるのではと思いました。

私はこのようなことをまずは自分の身の回りから

伝えていこうと思います。自分でなんでもやるこ

と、思い切って発言すること、怠らないこと、世

界に目を向けること。 

 

 ツアーを通して思ったことは、ネパールの子ど

もたちは、特に女の子は純粋すぎて、世の中には

“悪”が潜んでいることを知らなければと思いま

した。男性の軽い誘いに乗らないとか、日本のか

つてのように寺子屋みたいな形でどんなに離れて

いる村でも学びの場があれば安易な行動も少しは

避けられると思うし、みんなを学校に行かせてあ

げたいと強く感じました。 
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 がっかりしたことはネパールの道路事情が 1 年

経っても全然変わっていないこと。道路だけでも

もう少し修復すれば、もっと住みやすい街になる

のではと思いますし、ガソリンの不純物を取り除

く設備があれば大気汚染も緩和する。役に立って

いるのかどうかわからない信号の代わりをしてい

る警察官。だったら信号をしっかりメンテナンス

できれば、労力も減るし、渋滞もかなり緩和する。

問題は山積みである。 

 

 それから、今後のツアー課題として、ホスピス

の女性たち、マイティの子どもたち、ヘタウダの

女の子たち等、名前が難しくて、仲良くなった相

手の名前しか覚えられないという現状が参加者全

員に見られました。 “あの子の名前何だったっ

け？” “わからない” “忘れた”、マイティの女

の子に“What’s my name?”と問われた時にドキッ

としました。参加１年目は、とにかく接すること

にいっぱいいっぱいでしたが、２年目は少し余裕

を持って周りを見ることができた時に、とても失

礼なことをしていたのだと改めて悔いが残りまし

た。かわいい名札を作ってあげる等、みんなをも

っと笑顔にすべくいろいろな面での事前準備を参

加者みんなが一丸となって怠らずすべきだと思い

ます。  

 

 こんないろいろな体験を参加者みんなと共有で

き、さまざまな意見を耳にすることができました。

大人からの目線、高校生からの目線。長いこと生

きているから年配の意見が正しいと思いがちでは

ありますが、高校生の意見がとても新鮮で、かつ

少しも劣らないのだと、同世代だった頃の自分を

思い出し恥ずかしくなりました。ぜひ来年も参加

していただいて、溢れる若さでもっともっとよい

ツアーにしていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 
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スタディツアー感想文 

金子 奈央 

 

 

 

 

 

「来年も行くことにした」 

 ただいま、の次にこの言葉を聞いた家族は、果

たしてどう思ったのだろう。そもそもこのスタデ

ィツアーに参加すること自体反対していた両親に

とっては、驚きの展開だっただろうな、と思う。 

 実は、次回も参加したくなるなんてことは私に

とっても想定外の出来事だった。私の乏しい知識

内での理解は、ネパールは治安が悪い・街が発展

していない・清潔でない・食べ物がおいしくない

……とにかく、無条件に安全が保障されているよ

うな国ではないことくらいはわかっていた。外務

省のサイトでも危険レベル 2 に指定されるような

地域のある国なんだから……と心配する両親を必

死に説得して勝ち取った参加権ではあったが、能

天気な私にも危機感がまったくないわけではなく。

出発まであと数日に迫ったある日、隣国バングラ

デシュでテロが発生したときには、さすがに「お

となしく言うこと聞いてればよかったかも……滞

在中にテロが起きたらどうしよう……」とすっか

り弱気になり、何となく荷造りが進まないような

気になっていた。 

 そんなヘタレな感情をもちながら入国した私が、

最終的には後ろ髪を引かれる思いでネパールを発

つことになった一番の理由は、やはり施設の女性

との交流だろう。 

 女性たちはみんな気さくで、元気で、笑顔がキ

ラキラしていて、だから私は度々、彼女たちが壮

絶な過去を背負っていることを忘れそうになって

しまった。貧困のために家族に売られた女性、騙

され売られたショックから精神疾患を患ってしま

った女性、救出されても家族に引き取りを拒否さ

れた女性、売春宿で HIV に感染しいつ命が尽きる

かわからない女性…… 施設にいたのは、私たちが

想像してはいけないのではないかと思うほど暗く

重い痛みと共に生きている女性ばかりだった。し

かし、彼女たちはみんな素敵な夢をもっていた。

彼女たちは「医者になりたい」「ダンスの先生にな

りたい」と、次々に瞳を輝かせながら自分の夢を

語ってくれた。恵まれない不条理な環境に置かれ

ながらも、状況を悲観せず未来を見据えて逞しく

生きていこうとする彼女たちの姿は、強く、美し

く、眩しくて、温室で育ってきた私の心を強く打

った。 

 私たちは施設の女性たちと 2 回ピクニックに出

かけたが、2 回目のピクニックでアンジャナとい

う少女に出会った。彼女は言葉の壁に戸惑う私に

たくさん話しかけてくれて、私たちはすぐに親し

くなった。皆で歌い、踊り、ご飯を食べ、マジッ

クをし、また踊り…… そろそろお開きかという頃

になって、このアンジャナという少女が瞳に涙を

湛えながらこう言ってくれた。 

 「今日はありがとう。一生忘れないと思います」 

とっさに「来年も来ないといけないなぁ」と思っ

た。人生の中で「一生忘れない」ほど嬉しいこと、

楽しいことはそう多くないように感じる。私たち

とのピクニックは、少なくとも彼女にとっては一

生忘れられない出来事で、彼女の人生の中でひと

きわ強い光を抱えた思い出として記憶される。彼

女は今日のピクニックを全力で楽しめたのか？ 

私たちは彼女たちのために全力を尽くせたのか？ 

…… 次は、もっともっと、彼女たちを楽しませな

ければ。自然とそう思えた。 

 いよいよお別れ、というとき、たくさんの少女

たちが「私のこと、忘れないでね」と私の腕に油

性ペンで名前を書いてくれた。お返しに、私も彼

女たちの細い腕に自分の名前を書く。約束ね、消

えそうになったらノートに書き写してね、と念押

しする少女を前に、やっぱりまた来ないとな、と

決意を固くしたのである。 

 彼女たちのことを考えていると、今でも泣きそ

うになってしまうことがある。ネパールでの思い

出は楽しいことばかりだったのに。少女たちの輝

く笑顔を思い出せば思い出すほど、訳も分からず
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泣きたくなってしまう。そんなときは、彼女たち

と息を切らしながら歌い踊ったダンスナンバーを

脳内でガンガンにかけ、必死に涙を追い出す。そ

して私と同じくダンスが大好きなアンジャナに心

の中で話しかける。「私も一生忘れないよ。でも、

来年また、一生の思い出を上書きしに行くから」 
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当事者と会い、現場を訪ねて 

久保田 明人 

 

 

 

1 知って、向き合う 

 「女の子はいらないか？ 12 才だ」インドのあ

る村を歩いているときに男からそう声をかけられ

た。 

 インドを旅行していると売春の話題によく接し、

女性たちがどのような境遇で至ったのか、どのよ

うな気持ちでいるのか次第に考えるようになって

いった。特に、少女の場合は大人から売春を強要

され孤立した状況に置かれているのではないかと

思うと、あのとき「12 才の少女」に会い、せめて

寄り添うべきだったのではないかとの後悔をし続

けていた。いつか同じ境遇の“彼女”に会い、向

き合いたいと思っていた。 

 今回ツアーに参加させていただき、当事者と会

い、この問題の最前線の現場に立ち会うことがで

き、ようやく向き合うきっかけを得ることができ

た。 

 特に、カトマンズ郊外にあるホスピスを訪問し、

女性たちと直接会い、ビーズアクセサリーの検品

作業を一緒にすることで、彼女たちを身近に感じ

ることができたことはよい経験だった。ホスピス

には、インド帰還者で精神疾患を患った人、HIV ウ

イルス感染者、障がいのために遺棄された人など

が入所しており、近年は精神疾患者が多いという。

だまされてインドへ連れてこられ、オーナーの商

売道具・奴隷として 1 日何十回何年もの間客に「強

姦」され続けて、精神に異常を来たさないほうが

稀であろう。彼女らはそれぞれどのような物語を

もっているのだろうか。 

 

 

8 月 6 日：ホスピスにて 

 

 また、マイティ・ネパール本部施設内で配布用

のお菓子の袋詰め作業を一緒にした内戦孤児や貧

困家庭の女の子たち、子どもの保護施設で会った

乳児を含めた子どもたち、ヘタウダのプリベンシ

ョン・キャンプで会った周辺村から来た女性たち

は素晴らしい笑顔をしてくれ、みんな素直で純粋

できれいなものを心にもっていると感じた。その

ような子たちが奴隷として客に「強姦」され続け

るということがあってはならないと強く思った。 

 インドとの国境沿いの町であるビールガンジに

あるトランジット・ホームでは所長からお話をう

かがった。ここでの越境監視で 2015 年は疑わし

い女性の越境を 185 名食い止めたという。ホーム

には、人身売買被害者のほかに、レイプ被害者、

男性から捨てられた女性なども匿っているとのこ

とで、訪問した際も修行僧にレイプされ妊娠した

13 歳の女子、男に捨てられたムスリム女性、親か

らの結婚強要から逃れてきた女性が匿われていた。

同地域は少女に対する性虐待も多いという。女性

を軽視する意識がさまざまな問題の原因の 1 つに

なっているように思う。所長からお話を聞いた後

に、国境で警察とともに監視をしている元被害者

にも会うことができ、現場の最前線に立ち会うこ

とができた。 
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8 月 10 日：ビールガンジ国境付近での監視風景 

 

 当事者に会い、また、この問題に正面から向き

合い、彼女たちのために尽力している支援者を見

て勇気づけられ、自分も力を出さなければならな

いと感じた。 

 ツアーにご同行いただいた長谷川まり子様、石

川重美様はじめラリグラス・ジャパンのスタッフ

の皆さまに大変お世話になり感謝申し上げるとと

もに、ツアーで一緒になった参加者皆さまと一緒

に楽しい時間を過ごせたことに感謝申し上げたい

（帰国してからピクニックでの女装した自分の写

真を見て、気持ち悪くて直視できませんでした）。 

 

2 人身取引・児童買春の根絶 

 現地で当事者に会い、目の前の彼女らに対して

力になりたいと思うとともに、これ以上被害を出

してはいけないと強く思った。そもそもなぜ毎年

7000 人といわれる少女がインドへ売られて売春

を強要される状況が現在も続いているのか、この

状況を終わらせることはできないのだろうか。 

 問題の構造としては、インドで“ネパール少女

の売春”という「需要」があり、「需要」に応える

べくネパール側から「供給」されるという取引構

造がある。問題の根本的な解決には、「供給」「需

要」双方に対する抑止が必要だ（なお、以下に述

べることは本ツアーと 2，3 の文献資料で知った

知識による現段階の拙い疑問、考え、感想である

ことをご容赦願いたい）。 

（1）「供給」側 

ア 被害者 

 被害者は、地方村の少女が多かったが、近年は

都市部にいる少女も多くなってきたとのことだ。

それら少女が「働き口があるから紹介する」「縁談

がある」と言われてだまされるのが手口であるよ

うだ。 

 とすれば対策としては、①働き口を満たしてだ

まされる原因を排除する→収入確保政策、②だま

されないようにする→啓蒙活動が考えられる。た

だ、現在のネパールの状況で十分な現金収入を得

るのは当面困難だから、対策の要は②啓蒙活動に

なるのではないだろうか。 

 この点、マイティ・ネパールではすでにアウェ

アネス活動を各地方で行っており、また今回、マ

クワンプール郡警察署長から、同地域内において

学校と連携して「意識改革プログラム」を実施し

ているとのことをお聞きした（マイティ・ネパー

ル、警察のそれぞれの啓蒙内容・規模・方法につ

いてもっと知りたいところだ）。おそらく、他団体

や他地域の警察でも啓蒙活動は行っているのであ

ろう。 

 啓蒙実施の規模としては、これまで未実施の地

域へも普及し、かつ、地域内でより密に実施して

いく必要があるだろう。全国的に学校教育そのも

のに啓蒙活動を取り入れるなどの徹底が必要では

ないだろうか。 

 啓蒙内容については、啓蒙活動を実施した成果

が上がっているかを検証する必要があるだろう。

実施した地域からの被害者は出ていないか、出て

いるとすれば内容や規模・方法にどのような欠陥

があるのか、ブラッシュアップを重ねる必要があ

る。 

 啓蒙内容に関しては、日本の消費者被害や「オ

レオレ詐欺」に対する取り組みが参考になるので

はないか。日本でもこれだけ注意喚起がされてい

るにもかかわらず被害数は一向に減っていない。

詐欺被害の情報を知っていても「自分のことでは

ない」と思うようだ。したがって、劇や芝居など

で情報提供するだけでは足りず、双方向型のコミ

ュニケーションを通して自分の問題であることを

気づかせる工夫が必要といわれている。また、「オ

レオレ詐欺」対策と同じように、被害対象者本人

のみではなく、家族ぐるみ・村ぐるみで注意喚起

していく面的な啓蒙が必要になってくると思われ

る。その意味で、学校内で生徒に対してだけ啓蒙

するのは足りないだろう。 

 帰国後、写真家石川梵氏から、氏の現地友人ら

によるゴルカ地方での啓蒙活動により同地域から



スタディツアー感想文 

56 

 

 

の被害者はいなくなったとの情報をいただいた。

啓蒙活動間での情報共有は当然すでに行っている

と思うが、このような成功例を共有し、それぞれ

の活動内容や規模・方法をレベルアップしていく

ことも必要と思われる。 

 しかし、いずれにせよ、NGO では実施規模に限

界がある。地方行政・学校・警察という網羅的に

地域住民への働き掛けをするすでにあるソースを

活用すべきであり、国の積極的な政策が必要不可

欠だ。 

イ 加害者 

 少女を売買する関係者は、連れ去り者→周旋者

→斡旋業者→売春宿オーナーで、連れ去り者は少

女の知人や親戚、軽犯罪者などが多いという。 

 彼らとしては、少女売買は儲かる、つまり「リ

スクよりも得られる利益が多い」と考えているか

ら行うはずである。そうであれば対策としては、

①別の道で儲けさせる→収入確保政策、②リスク

があることをわからせる→刑事責任・民事責任を

課すことによる予防、が考えられる。①は上記同

様なので、②が対策の中心となろう。 

（ア）刑事責任による予防・抑止 

 この点、刑事責任については、1986 年制定の人

身売買禁止法があり、同法は人身売買目的の国外・

国内へ連れ去ることを処罰対象としている（親告

罪。同法の他の罰条は不明）。しかし、先のマクワ

ンプール郡警察署長の話によると、2015 年の同地

域での起訴数は 3 件、直近 3 年間で 7 件であると

いう。全体の潜在的な被害数・逮捕数を聞き忘れ

たが、同地域が被害多発地域であり、上記の越境

防止件数からして起訴数は少なすぎるように思う。

その理由について、同署長は、①人身売買目的で

あることを立証できないこと（「出稼ぎで連れてい

く」と言われれば反証できない）、②被害者がはっ

きりしないこと、はっきり証言できないこと、を

挙げられた。人身取引目的で連行しても起訴され

ないのであれば行為者にとってリスクはないのと

同じであり、潜在的な犯罪者に対する抑止（一般

予防）にもならないし、犯罪者自身の再犯防止（特

別予防）にもならない。手口を覚え、起訴されな

いことを知った犯罪者は必ず再犯を犯すだろう。

犯罪行為に対する刑罰による抑止機能がまったく

といっていいほど働いていないことが、人身売買

問題がいまだに継続していることの大きな要因で

あるように思う。刑事法制の早急な改善であるし、

親告罪であることによる訴追手続の進め方や捜査

方法など運用においても改善が必要のようだ。 

 例えば、①については、上記の「人身売買目的

の連行」という犯罪に該当しなくとも、他の罪状

で処罰できないのだろうか。日本の刑法には、未

成年拐取罪や国外移送目的拐取罪などがあり、未

成年の越境連行であれば人身売買目的を立証でき

なくとも別罪で起訴はできる（カンボジアで国連

人身取引議定書の批准後に改正された人身売買禁

止法にも未成年連行罪・越境移送目的連行罪があ

り、同様である）。別罪での起訴可能性がないので

あれば早急に立法すべきだ。 

 また、被害者からの刑事告訴を促すべく、被害

者に対する国家からの補償制度を構築し、刑事告

訴・捜査協力・加害者の有罪認定を獲得した場合

には上乗せで補償を受けられるものとすることも

考えられる。 

（イ）民事責任を課すことによる抑止と損害填補 

 加害者に損害賠償責任を課すことも制裁・抑止

と被害者の損害填補の観点から重要だ。しかし、

被害者による損害賠償訴訟の提起について聴取し

なかったが、おそらく皆無だろう。そもそも立証

の問題、加害者不明の場合があるだろうし、加害

者自身に経済的余裕がない以上勝訴しても金銭は

獲得できない。 

 妙案は浮かばないが、例えば、刑事訴訟とリン

クさせ、捜査を警察にしてもらうことで被害者の

立証負担を軽減させるとともに、加害者の有罪判

決の後、没収財産に対する被害者の優先権を認め

る（カンボジアの人身売買禁止法は認めている）、

労役による収入を被害者に填補する、などの制度

は考えられないだろうか。また、国民を保護すべ

き責任のある国家に対し、事態を放置しているこ

とを理由に国家賠償訴訟は考えられないだろうか。 

（ウ）行政による監督・登録制 

 ネパールにおいては現実的ではないかもしれな

いが、職業斡旋業を登録制にし、行政の監督下に

置くことで無登録による斡旋自体を処罰し、また、

登録業者以外からは就職紹介を受けないように周

知徹底することも方法としては考えられる。 

（2）「需要」側 

 インドでの「需要」は、「ネパール」「少女」の

「買春」を求める人々がいる。「需要」側の取り組

みは、刑事法制による抑止が基本になろう。買春

が現状で継続している以上、結果的に抑止効果が
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上がっていないのであるから、漏れのない罰条の

制定、取締り・捜査の強化、汚職の厳罰化がより

いっそう必要なのだろう。 

 しかし、いくら法制を整備し捜査を強化したと

しても、薬物犯罪と同様、買春という「需要」は

なくならず、単に地下活動化するだけのようにも

思える。よい考えは浮かばない。 

（3）小括 

 現状に対する対処療法も当然必要であるが、現

行制度・運用では問題は解決しない以上、問題の

根絶に対しては問題を生み出している構造に対す

る制度的対応が必要である。啓蒙活動の制度整備、

刑事・民事法制の整備、被害者の補償制度の整備

などの制度枠組みの整備とともに、警察等による

制度運用の強化をしなければ問題の根本的な解決

はできないと思われる。 

 そして、制度整備・運用の強化はすべて国の役

割だ。これまでも被害者・支援者が尽力され、そ

れでもネパール政府が動かないのは理解している

つもりだが、国を動かさない以上問題は解決しな

いから、諦めずに今以上の働きかけをする必要が

あるだろう。いっそう広く社会運動を展開し、国

民の意識を変え、国の意識を変えることが必要だ。 

 社会運動の方法として、日本で近年成果を上げ

ている「政策形成訴訟」は検討できないだろうか。

「政策形成訴訟」とは、ある問題について政府の

政策を変更させることを目的とした訴訟と運動で、

単に勝訴を獲得することだけではなく、政治への

働きかけを通じて，政府に政策を変更させ、あら

たな政策を獲得することを目的とした社会運動で

あり、中国残留孤児訴訟、原爆認定集団訴訟、薬

害Ｃ型肝炎訴訟などで、実際に政策の変更・構築

を勝ち取っている（訴訟と運動をつなげる手法は、

私の事務所では「大衆的裁判闘争」と言ってきた

が）。基本的には国を相手とする訴訟であるが、国

家賠償訴訟だけではなく、刑事告訴をする場合に

も 1 人ひとりでは難しい面もあるだろうから、「政

策形成訴訟」を応用して被害者が集団で訴訟を提

起し、社会運動を作り上げていくということも考

えてみる価値はあると思う。 

 いずれにしろ、問題をもっと深く理解し、背景

にあるネパールの法制度や社会構造も知ったうえ

で、考えられる解決への道筋のなかで、自分にで

きることを考え、何らかの形で関わっていきたい。 

以上 
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清水 詩絵 

 

 

 

初めてのネパールから帰国して早 1 ヶ月。なか

なか興奮が冷めず、写真を遡って見ながら、美し

い思い出に浸っていた。少し時間がたって、やっ

とこの思い出を冷静に振り返ることができるよう

になったので、このレポートを書いていきたいと

思う。 

 私が発展途上国の諸問題について関心をもった

のは、中学１年生の時。学校の弁論大会でのテー

マに設定したことがきっかけだ。高校生になって

改めて、この問題を深く考え、さらに今までずっ

とやりたかった、１つの夢である、現地で実際に

学べる機会に巡り合うことができ、このツアーに

参加させていただいた。 

 実際にネパールに足を踏み入れてみると、想像

していたネパールと大きく異なっていて驚いた。

テレビで報道されているような、砂埃が舞い、人々

の表情も暗く描かれているいかにも発展途上国で

あるようなあの感じではなく、割と大きめのモー

ターバイクや車が街を走り、着ているものも、携

帯電話も、人々の表情も、ナマステと声を掛けれ

ば笑顔で返してくれる、明るい国であった。治安

も特別危ないと感じることもなかった。 

 マイティやホスピス、プリベンション・キャン

プ、NDWS など、多くの施設を訪問し、ピクニック

やポカを通して、念願叶った、現地の人との生の

交流をすることができた。苦手であるダンスを必

須と言っていいほど毎回踊り、苦しかった面もあ

ったが（笑）、交流してみて、HIV、精神障害、レ

スキューされたなどの、複雑なバックグラウンド

をもった同世代の子どもたちは、勉強する意欲、

未来に対する夢や希望をもっており、ぬくぬくと

「授業嫌だなー」と思いながら生活している私は

恥ずかしくて交流する資格はないのでは、なぜこ

のような不平等な世界になっているのかと、少し

考え込んでしまったことも多かった。そのため、

積極性に欠けた場面も出てきてしまったので、そ

こに関しては少し悔いが残ってしまった。 

 カトマンズからヘタウダまでの道中の車内では、

まり子さんに、ネパールやインドの支援の現状、

将来の職業についてなどをお話ししていただいた。

支援とは、相手のニーズに合わせることが大切で、

愛や気遣いや同情では、米一粒食べられないこと。

持続した支援でなければ意味がないこと。お金が

なければ何も成り立たないことを、当たり前のこ

とではあるが、突きつけられた。また、将来に対

してあやふやなビジョンしかもっていなかった自

分にとっては、まり子さんのお話すべてが勉強に

なり、短期的に見れば遠回りになりそうなことで

も、自分が成長できるものであれば積極的に取り

組もうと心に決められるきっかけになったし、少

しずつ、これからやりたいことを見つけられる、

かけがえのない時間となった。 

 まり子さんをはじめとし、いつもニコニコで言

語の橋渡しをしてくれたラジェンドラさん、ラリ

グラス・ジャパンを支えてくれている石川さんを

はじめとし、謎が多いけれど、知識量は半端では

ない大野国さん。市場の値切りの協力や、素敵な

ショーの構成をしていただいた春日さん、鈴木さ

ん。みんなのことを気遣い、優しい言葉をかけて

いただいた大関さん。職業について、いろいろな

質問に答えていただいた久保田さん。先輩である

本橋さん。ミーティングと言いつつ真夜中までず

っと喋っていた高校生軍団。そして、生徒のこと

を第一に考えてくれている吉田先生。家族のよう

に温かな、素敵なメンバーの中で、ネパールでの

たくさんの学びを得ることができて、幸せであっ

たし、何よりも、人との出会いの大切さを強く実

感することができた。 

 このツアーを通して、自分の人生に深みをつけ

られたし、良い面での大きな影響や、選択肢が与
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えられたと思う。これから先も、発展途上国につ

いての諸問題を勉強していきたい。そして、自分

でお金を貯めて、またこのラリグラス・ジャパン

のスタディツアーに必ず参加したい。 

 

 皆さん、本当にありがとうございました。 
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スタディツアーを終えて 

白井 菜穂 

 

 

 

ネパールという国について私は全く知識があり

ませんでした。首都がカトマンズであること、国

旗が三角形なこと、エヴェレストがあること、こ

の３つしか知りませんでした。私が人身売買、少

女たちの売春がネパールで行われていることを知

ったのは、学校の SGH のプログラム表を見て、吉

田先生に話を聞きに行ったときです。大学の附属

高校に入ったから何かしたい、という軽い気持ち

で行ったのを覚えています。私はほかの皆さんの

ように何か目的があって参加したというよりは成

り行きで来た部分があったと思います。もちろん、

興味がなかった、というわけではありませんが、

その問題について積極的に取り組もうとかはあん

まり考えていませんでした。吉田先生に話を聞き

に行った後も理解できていなかったと思います。

それでも一度足をつっこんでしまった以上やり遂

げなければいけないというのはありました。 

 7 月に初めて皆さんとお会いしたときに、今年

は大学生が少ないとおっしゃっていましたが、そ

れでも社会人の方が多いという印象を受けました。

私は最年少だったこともあり、皆さんときちんと

お話をすることはできるのだろうかという不安は

ありました。それは出発当日、そしてネパールに

着いてからもありました。 

初めての食事ではまだ高校生は高校生で、去年

も参加していた人はそこで固まっていて交流はそ

こまでなかったと思います。現地での活動 2 日目

くらいから少しずつお話をさせていただきました。

私が皆さんとたくさんお話しできるようになった

きっかけは、ヘタウダまでの 6 時間の移動だと思

っています。高校生も 2 台に分乗したので固まる

ことなくそれぞれ長い間いろんなお話をさせても

らいました。ヘタウダに着き、買い物に行こうと

なったときにはだいぶ打ち解けてお話しすること

ができました。皆さんとの関わりの中でショーな

ど、大人になっても一生懸命になる姿に尊敬と感

謝の気持ちが大きく芽生えました。学生が何かに

向かって一生懸命になるのは普通です。でも大人

が一生懸命になると一気にかっこよくなるし、大

きな意味をもつと思いました。大人でも一生懸命

な人がいるのだなという希望をもらえました。そ

して、最年少の私とも対等に話してくださり、皆

さんからはこれからの生き方のヒントをいただき

ました。普段は話すことのない世代の方、関わる

ことのできないお仕事をされている方、貴重なお

話を聞くことができてよかったです。 

 ネパールという国について、空港の駐車場で待

っていたときに一番感じたのは空と山が近いとい

うことでした。カトマンズは標高が 1500m くらい

あるということで、日本に比べたらそう感じるの

は当たり前のことかもしれません。それでも自分

にとっては新鮮でした。街中に出れば、車もバイ

クも多いし建物も多いのでイメージしていたネパ

ールよりも発展していました。マイティ・ネパー

ルの本部もきれいで大きく、正直そんなに苦労し

ていないのでは？ と思う部分もありました。で

も、お菓子配りをしたときに喜んでくれたので普

段は生活も大変なのだろうなと実感しました。私

がお菓子をあげるとみんな「THANK YOU」と言って

おり、私は自然に「YOU ARE WELCOME」と言って

しまいました。でも、その後にこれって少しおか

しいと感じました。確かに何かをもらえば“あり

がとう”と言うのは普通かもしれませんが、私が

「どういたしまして」と言うのは女の子たちを上

から見てしまっている気がしました。そこで自分

のなかで意識が変わったと思います。こちらはボ

ランティアとして来ているがそんなことは女の子

たちには関係なくて、1 人の人間として対等に向

き合っていくのが本当の接し方なのだろうと思い

ました。学生時代の今しかそういう接し方もでき

ないと思うので、大事にしたいと思いました。ま

たマイティの子も、ホスピスの子もプリベンショ

ン・キャンプの子も尊敬できる部分がたくさんあ

りました。私は高校生ですが自分で洗濯はしませ

んし、食事の手伝いもしません。その点、彼女た
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ちは日本の同年代の子に比べて何倍も働き、自立

しています。一方で普段は年下の面倒などをみて

いるお姉さんでも、ピクニックのときには音楽に

合わせてノリノリに踊っていてやっぱりティーン

エイジャーだと思いました。私も一緒に踊りまし

たがなかなかハードだったので途中で離脱してし

まいました。インドの映画で見たことのある腰を

くねくねさせて、くるくる回る踊りをみんなで踊

れてよかったです。プリベンション・キャンプに

来たばっかりの子は緊張してか最初は険しい顔で

踊ってくれませんでしたが後半になると少しずつ

踊り始めて慣れてきて楽しんでくれていたのかな

と思います。どこのピクニックでも一番の人気は

バルーンアートでした。私は犬くらいしか作れま

せんでしたが、鈴木さんに教えてもらってお花や

指輪をみんなにプレゼントできました。思い出だ

けでなく、何かものとして残るものをあげること

ができてよかったです。それを見てまた来年を楽

しみにしてもらえていると思います。 

 私自身、まだこの問題に一生をかけて取り組む

覚悟ができでいません。それでも、現状を知って

しまった以上見て見ぬふりをすることはできませ

ん。まだ高校生なので金銭的な援助というのはそ

んなにできませんが、文化祭での物品販売の売り

上げの寄付や、報告会で来年に活動をつなげられ

るようにするなど自分ができることで問題とかか

わっていきたいと思います。今回はありがとうご

ざいました。今後もよろしくお願いします。 
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リベンジのその後 

鈴木 明子 

 

 

 

 ハニカミの国ネパール。まさか、今年も参加す

ることになるなんて、自分が一番驚いています。

参加の理由を一言でいえば「やり残したことがあ

ったから」。完全に自己満足ですが、もっとこうし

たかったという思いを消化するためにリピートし

てしまいました。少し長くなりますが、私のくだ

らない感想文にお付き合いください。 

 

●グルメツアーのその後 

 2 回目のネパールでまたおいしいものに出会い

ました。チベット料理のきしめん「テントゥク」、

ホテル SAMANA の「チーズボール」、マンゴー味と

間違えた黄色のアイス「バタースカッチ味」、大関

さん特注の「ハニージンジャーティー（生姜めち

ゃめちゃ増量バージョン）」。生姜で体中の血が沸

騰しそうになるほど最高に刺激的な味でした！ 

そして、一番のお気に入りはガイドのラジャさん

宅でいただいた「ウォー」という黒豆のドーナッ

ツ。機会があったらバケツ一杯食べたいと夢見て

います。また、ネパールでの主食はジャガイモの

自称ミスポテトとしては、いつかジャガイモの聖

地巡礼をして、ネパールの高地でとれるおいしい

ジャガイモを食べてみたいです。 

 

●ツアー内容のその後 

 昨年と同じ行程のはずが、嬉しい初体験がいく

つかありました。ポカガールとポカを詰めたり、

ダンスのレッスンに飛び入り参加したり、初めて

飼い猫に遭遇したり、詩絵ちゃんのお誕生会でネ

パールのケーキも食べました。大麻の葉っぱを見

つけたり、地元の床屋で髪を切るメンバーのカッ

トショーを見たり、警察署を訪問して署長のミラ

さんのカッコいい姿にうっとりしたり（ミラさん

は女性です！）、ヨガレッスンに挑戦して水揚げさ

れたマグロみたいな写真を撮られたり、ラジャさ

んが最近購入した山荘にお邪魔したり、髪の毛を

編みこみしてもらったり、ダンスバーに行ってセ

クシーダンサーに札束をばら撒くおじ様を生で見

たり、マイティの大きなステージでファッション

ショーもしました。同じことは一つとしてなくて、

毎日が新発見の連続でした。きっと、何回参加し

てもまた違った気づきが得られることでしょう。

これも一重にまり子さんのホスピタリティと企画

力のおかげだと思います。 

 加えて、マイティやホスピス、プリベンション

ホームでみんなの変化を感じられたことが最大の

魅力です。ランジットくんは身長がとても伸びま

した。サンティのことを思い出して涙ぐむプシュ

パにもらい泣きしました。ヘタウダの卒業生たち

はミシンを上手に使える人になっていました。マ

イティの赤ちゃん部屋で寝ていた赤ちゃんが、自

分で歩ける幼児になっていました。そして、何人

もの人が「また来てくれた」と私を抱きしめある

いは微笑んでくれて、彼女たちが私たちの再来を

1 年間本当に楽しみにしていたことを実感しまし

た。 

 また、昨年感じた不便さを克服することができ

たことも大きな収穫です。ほこりだらけの街もマ

スクなしで過ごせるようになったし、行けなかっ

たピクニック場のトイレも五感を刺激する山越え

のトイレも拍子抜け。慣れるってすごいですね。

便利に慣れるのは簡単だけど、不便にも慣れると

いうことを知りました。Wi-Fi もうまく繋がらな

かったので携帯もほぼオフ。それはそれですごく

楽でした。実際生活してみるとそれが当たり前に

なって、当たり前のことにイチイチ不便とか思わ

なくなるのだなと感じました。不便だと思ってい

るうちは外の人間なのかもしれません。もちろん、

私はまだまだそして今後も外の人間ですけれど。 

 

●捨て子のその後 

 マイティには路上に捨てられていた新生児もや

ってきます。特に、障害をもった子どもは捨てら

れる傾向があるそうです。今回の訪問で口唇口蓋

裂の乳児に会いました。本来であれば、ミルクを
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飲むことにも苦労するこの子には献身的なケアと

適切な医療を与えるべきですが、捨てられていた

そうです。ですが、実は口唇口蓋裂はその生まれ

た時のビジュアルのインパクトから、私たちの住

む日本でも母親が大きなショックを感じる障害で

もあるのです。実際は、成長に合わせて手術をす

ることで問題は解決するし、形成外科の手腕一つ

でお化粧をすれば全く気がつかれない程度に整復

することは可能なのですが、母親が受けるショッ

クは本当に大きくて自分を責めてしまうため、母

親の心のケアが必要とされています。これほど医

療が進んでいる日本でも同じなのですから、ネパ

ールにおいてはすぐに解決できないことかもしれ

ません。しかしながら、驚く気持ちは理解できま

すが、路上に捨てるという行為には複雑な気持ち

を抱きました。野良犬に襲われたら？ カラスに

つつかれたら？ 命あるうちにマイティに運んで

こられたことだけでも、とても幸運なことなのか

もしれません。日本でも、障害をもった子どもた

ちが密かに命を絶たれた事実はあります。でも、

私たちの国はそのことがどんなに理不尽なことか

理解し、社会として取り組むことができました。

ネパールはまだまだインフラの整備も追いつかず、

障害児の人権を考えるような余裕がないのかもし

れませんが、国として早急に対策を立ててほしい

と切に願いました。知識があれば、例えば手術で

治るとか、どの機関に相談すれば補助してもらえ

るとか、育てられない時の預かり先とか、母親の

行為や前世で悪いことをしたからそうなったので

はないとか、そういった知識があれば、人として

もっと大切に扱われるチャンスが広がると思いま

す。そういった啓蒙活動もぜひ行ってほしいです。 

  

●ネパールの人とのその後 

 私たちの無茶ぶりのような「ナマステ」攻撃に、

戸惑いながらも律儀にはにかんで答えてくれるネ

パールの人をとても愛おしく思いました。しかし、

このハニカミの国の特徴を言い換えれば、外部の

人間に対して警戒心が低いともいえます。それは

つまり、だまされやすいということなのかもしれ

ません。自分には警戒しないでと思ってしまうず

るさと板挟みの感覚に難しさを覚えました。昨年

の感想にも清らかな瞳を残したままの教育の難し

さについて触れましたが、今年も同じような感想

をもって考えさせられました。 

教育はある面では「知る」ことを学ぶこととい

えるのではないかと思います。知っているという

こと、知りたいと思うことはとても重要なファク

ターです。ネパールに暮らす彼らは私たち日本人

と比較してあまりにも選択肢が少ないのが現状で

す。スマートフォンの普及など、能動的にも受動

的にも情報が手に入る状況はできてきているよう

に感じます。でも、知るということは情報を手に

入れることとイコールではないでしょう。手に入

れた情報を、どのように理解して・判断して・使

うのか、その方法を学ばなければ、知っているこ

とにはなりません。路上で不衛生に生肉を売って

いるその横で、最先端のスマートフォンに釘づけ

になっているアンバランスさにとても不安になり

ます。一足飛びに便利なものを導入するにしても、

1 つひとつの物事をスモールステップで理解して

いかなければ、日本の援助で作られた動かない信

号機のように、本来の便利さや安全を手に入れる

ことはできないと思うのです。特に、ヘタウダの

少女たちには、もっと求めてもいいんだというこ

とを知ってほしいです。知りたいという欲求と、

その欲求をもつ権利があることを。知識は誰にも

奪えない財産なのですから。たった 10 日間のツ

アーでは何かを変えることはできませんが、魔法

が手品だとわかったり、日本という異文化の国を

知ったり、そういう小さなきっかけにはなるはず

です。そのときはわからなくても、何かのときに

そういった体験が彼女たちの選択肢を広げる手助

けになると思います。だから、これからもこのス

タディツアーが続いていくことを願っています。 

 

●珍事のその後 

 今回もメンバーの皆さんに本当にお世話になり

ました。その中でも、一番の珍事は「ホテルの部

屋の鍵が開けられなかったこと」です。ホテル

SAMANA203 号室の鍵を何度やっても自分では開け

られず、結局全日メンバーの皆さんにお世話にな

りました。皆さん本当にありがとうございました。

自分の手が邪魔で取っ手が回せない不思議な現象、

部屋に閉じ込められて出られない恐怖、一生忘れ

ません。それもいい思い出です。 

 

●リベンジのその後 

 さてさて、参加動機である「やり残したことが

あったから」という気持ちがどうなったかという
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と、結局消化されずまた新しい心残りができてし

まいました。私はこの心残りを宿題に、またいつ

か来ることになるかもしれません。1 度目のネパ

ールは未知の体験、2 度目のネパールでやっと現

実的な課題や自分にできることが見えてきました。

2 回で完結しようとしていた自分が甘かったと反

省しました。また、このツアーには、また会いた

い、成長が見たい、次はこうしてあげたいと思っ

てしまう中毒性がありました。まるで親戚に逢い

にきているような気分になってしまうのです。「ま

た来年」と思わず言いそうになってしまうのです。 

 この国の問題は人身売買だけではなくて、そも

そもは英語を学んで外貨を稼ぐしかないと教育に

も色濃く出ているこの国の貧しさが問題だと思い

ます。併せて、ネパールの人の利を求めないマイ

ペースな国民性はマイナスにも作用するように思

います。夜に市場へ行った際、買いたいと言って

いるのに時間だからと店じまいをしてしまったお

店がありました。日本人やインド人なら絶対にそ

んなことはしないはずです。自宅近所のカレー屋

さんで働くネパール女性に言われたことを思い出

します。「ネパールの男性は怠け者なの。そんな人

たちを助ける必要はないのよ。ネパールに行くあ

なたの気持ちがわからないわ」と。腎臓病を患っ

ているマヘンドラくんの家でも、母親が一番の働

き手であると聞きました。もちろんすべてがそう

ではないと思いますが、そういう部分を感じるの

も事実です。だけど、将来に夢がもてなかったり、

選択肢が少なかったり、閉塞感を感じている状況

がそうさせているのかもしれません。そういう意

味でも、このツアーを続けて、わずかながらでも

外貨を落としたり、他の選択肢もあることを想像

させたり、1 年に 1 回の訪問でも忘れずにいる人

が日本にいることを知ってもらうことは意味があ

ることかもしれません。 

私には何かを変えるような大きな力はありませ

ん。人身売買を止めたいと思っても、私にできる

ことはあまりないのかもしれません。けれど、マ

イティにもホスピスにもヘタウダにもホテルにも

タメルの T シャツ屋さんにもたくさんの友人がで

きたネパールは、私にとってすでに知らない国で

はありません。１年前は名前しか知らなかった国

が今ではとても身近に感じます。私が昨年お土産

を配った周りの人たちもネパールのことを気にし

てくれるようになりました。ネパールのことを知

りたいと思う気持ちが生まれたこと、これも支援

の第一歩なのだと思い、今年もスーツケースいっ

ぱいにお土産を買いました。 

 ここに、備忘録として私の次回訪ネパールの課

題を書き留めておきたいと思います。まず、持参

荷物を減らすこと！ そして、ヘタウダの女の子

たちに日本を紹介するムービーをつくること！ 

マイティの子たちにバルーンアートのつくり方マ

ニュアルをつくること！ もっともっと、みんな

が笑顔になる手品を研究すること（打倒、大野国

さん）！ ←案外単純なほうがわかってもらえま

す。ネパール語もしくは英語の会話力を微力アッ

プすること！ ポカや支援物資を確実に忘れずに

届けること（いつ何が必要かを早めにリストアッ

プする）！ マイティやホスピスの皆さんのマイ

プロフィールをつくる！ これさえできれば、心

残りがだいぶ減るのではないかと思います。でも、

後悔があるほうが次の目標ができていいのかもし

れません。うまくいかないことを楽しめる幸せを

感じています。 

 

●感謝のその後 

 今回も素敵なツアーメンバーに囲まれて本当に

楽しいツアーになりました。この場をお借りして

皆さまに感謝申し上げます。まず、高校生 5 人組。

高校生と一言にまとめてしまうのは申し訳ないく

らいそれぞれが個性的でしっかりと自分をもって

いる皆さんでした。最年少ながら好戦的なかわい

いなほちゃん、ちょっとした一言が真理を突いて

いる感性が素敵なみかちゃん、いつも優しいけど

ブラックも魅力の聡明な詩絵ちゃん、ファッショ

ンショーの救世主ダンスがプロ級のなおちゃん、

困ったときにいつも助けてくれたにこにこ宮野く

ん。みんなの行動力や熱い気持ち、尊敬していま

す！ そんな彼らを引率していた吉田校長先生は

懐が広い理想の上司です。こんな先生が存在する

のかと驚愕しました。はじめましての大関さんは

本当にキュートで生き生きしていてアイドル的存

在！ 久保田さんは寡黙かと思いつつ結構お茶目

で高校生の頼れるお兄さん。ネパールで嫁探しす

る姿がリアルでみんなを楽しませてくれました。

今回、男性が多く参加していたこともすごくよか

ったです。女の子たちもとても喜んでいましたし、

ネパールの大量のご飯を残さずに済みました！ 

今後もこの問題に取り組もうとする男性が増える
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ことを願います。リピーターのもっちゃんは安定

の面白さ。今年は完璧なエスパーに成長、ツアー

になくてはならない存在です。メグさんには「い

じわる猫」という新しい名前がつきました。ムー

ドメーカーのメグさんの正体は世話焼き姉さん。

メグさんの気遣いは本当に素晴らしく、みんなに

わからないところでたくさん尽力してくださいま

した。裏で頑張るウラバンでした。大野国さんは

ツアコンと通訳をこなしてくれるネパール愛の塊。

いつも全体を考えてくださいました。女装姿で車

窓から手を振る大野国さんの満足顔が脳裏から離

れません（笑）。ガイドのラジェンドラさんは本当

に最高のガイドです。心がこもったおもてなしあ

りがとうございました。今回、ラジャ子に会えな

かったのは残念でした！ また、石川さんをはじ

めとしたラリグラスのスタッフの皆さま。ツアー

が安全に遂行するようにたくさん心配りをいただ

き、ありがとうございました。そしてそして、長

谷川まり子様。毎回私たちのオーダーを聞いて、

より充実した旅になるように尽力していただきま

した。このツアーの要、カリスマ的存在のまり子

様がいなければ、どれもこれも成り立たない企画

です。どうか、お体を大事に、このツアーや支援

が続いていくようにお過ごしください。 

 

●最後に 

 私は何かを始めるときに、着地点をどこにする

のかということを考えます。大きな目標とその実

現のための小さな目標。大きなことを一度で成し

遂げることはとても難しいことですが、小さい目

標をいくつもこなして達成感を得ながら少しずつ

大きな目標の達成に近づいていくことはそれほど

困難に感じません。ツアー参加に迷っている方が

いたら、まずその一歩を踏み出してみてほしいと

思います。自分のしている支援がどんな形で相手

に伝わっているのか、ダイレクトに知ることがで

きるこのスタディツアーはとても意味があるもの

だと感じています。スタッフの皆さま、この機会

を与えてくださったことを重ねてお礼申し上げま

す。 
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スタディツアー感想文 

宮野 雄弘 

 

 

 

 私は今回、学校の課外活動の一環としてこのス

タディツアーに参加させていただきました。今年

の 2 月にまり子さんと石川さんに学校まで来てい

ただいて、ネパールの現状や人身売買の実態につ

いていろいろな話を聞かせていただいたときに、

とても大きな衝撃を受け、ぜひツアーに参加させ

ていただきたいと思いました。しかし、「売春や人

身売買というテーマは高校生の自分には重すぎる

のではないか……」「高校生の自分に何ができるの

だろうか、逆に迷惑をかけてしまうのではないか

……」「男性がこのようなツアーに参加させてもら

ってもよいのだろうか？」など、不安もたくさん

ありました。しかし、まり子さんがぜひ参加して

ほしいと言ってくれたことと、学院長や同級生、

後輩に背中を押してもらったことで、参加させて

もらう決意ができました。しかし、決断してから

まり子さんの著書を読んだり、昨年のツアーレポ

ートを読んだり、ネパール語を勉強したりしなか

ったのは大きな反省です。特にネパール語は、少

し話せるだけでもかなり違った交流ができたのか

なと思います。 

 今回ツアーに参加させていただいて、本当によ

かったと思っています。まず、もちろんですがネ

パールに実際に滞在し、少女の人身売買という深

刻な問題について直接知れたこと、ネパールとい

う国を自分の身体で感じられたこと。そして、実

際に被害にあった方々や、その子どもたち、彼ら

のサポートをしている人々などと交流できたこと。

さらに、高校生の私からしたら志が高く、しっか

りと「己」を持っているツアー参加者の大人と過

ごさせていただいた日々。これらすべてが大変貴

重な体験でした。ここでは、現地の子どもたち、

そして参加者の方々から見習いたいと思ったこと

をそれぞれ書かせていただきます。 

 現地に滞在し、たくさんの被害者の女性と接し、

大変貴重な時間を過ごすことができました。また、

被害者の女性以外にも施設の子どもたちととても

楽しい時間を過ごさせていただきました。彼女た

ちと共に時間を過ごしていると、自分がなぜ今ネ

パールにいるのか、今一緒にいる女性たちが人身

売買の被害者だということ、目の前の女の子が

HIV 陽性だということ、それらすべてを忘れて純

粋に楽しく遊ぶことができました。それは彼女た

ち自身が、純粋に私たちとの時間を楽しんでくれ

ていたからではないかと思います。私はその姿を

思い返し、どんな困難があっても、大きなリスク

を背負っていても、素直に「今」を楽しみ、将来

の夢に向かって勉強をする彼女たちに感銘を受け

ました。そして私も彼女たちのように常に前を向

いて、素直に「今」という時間を楽しみたいなと

強く思いました。 

 現地の方々だけでなく、今回のツアーで 11 日

間共に活動をしてきた他の参加者の皆さんからも

たくさんのことを学ばせていただきました。皆さ

んそれぞれ強い「己」を自分のなかに持っていて、

ツアー中にさまざまな話を聞かせていただきまし

た。人身売買という問題やネパールという国につ

いてはもちろん、日ごろどのようなお仕事をなさ

っているのか、今までの人生の話など、高校生の

私からしたらとても貴重な話でした。皆さんしっ

かりとした「己」をもっているからこそ自分が本

当に目指したい、やり遂げたいことを見失わずに

追い求められるのだなと感じました。私も 10 年

後、20 年後は皆さんのように、強い「己」を持ち、

自分が本当にやりたいことを見失わずに追い求め

られる大人になりたいと改めて強く思いました。 

 今夏このスタディツアーに参加させていただ

き、たくさんの貴重な経験をさせていただきまし

た。ふとしたさり気ない時間でも学ばせていただ

くことは本当にたくさんあって、今までで一番濃

厚だといっても過言ではないほどの日々でした。

今回高校生が 5 人も参加させていただき、迷惑を

かけたことも多々あったと思いますが、まり子さ

んをはじめ、温かく受け入れ、接してくださった
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方々には本当に感謝しています。ありがとうござ

いました。 
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※本誌記事および画像の無断転用を禁じます。 

 

 

 


