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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、2018 年 8 月 4 日（土）～8 月 14 日（火）までの 11 日間。11 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。 

ツアー終了後は、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

とのミーティングおよび現地調査を行いました。  

以上の詳細を、2018 年 4 月に行った現地調査とともに本書にてご報告します。  
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第3８回ラリグラス夏のスタディツアー・スケジュール 

 

  

スケジュール 

 

 

8／４(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 

 

 

8／５(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／交流） 

 

 

8／６(月) 

 

◆ヘタウダへ移動  

◆プリベンョン・キャンプ訪問  

 

 

8／７(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  

 

 

8／８(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  

◆仕立屋を開業し、講師として活躍するプリベンション・キャンプ卒業生を訪問  

 

 

8／９(木) 

 

 

◆カトマンズへ移動 

◆フリータイム（フリーマーケット商品の仕入れ＆ショッピング etc.）  

 

 

8／１０(金) 

 

 

◆フリータイム（パシュパティナート、ボダナート観光） 

◆NDWS ネパール障害者女性協会・デイケアセンター訪問 

 

 

8／1１(土) 

 

◆交流プログラム：マイティの女性・子どもたちとピクニック  

 

8／1２(日) 

 

 

 ◆ホスピス訪問  

◆マイティ本部訪問、ツアーメンバーによる出し物披露  

 

 

8／1３(月) 

 

◆帰国の途へ  

 

 

8／1４(火) 

 

 ◆日本帰着  
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現地報告 

 

マイティ・ネパール本部 
 

【4 月訪問時の報告】 

 

‘08 年 5 月、王制が廃止され、連邦民主共和制

への移行が宣言されたネパール。以降、新たな国

づくりが行われ、全 7 州の長たる知事が中央政府

によって指名されることとなり、マイティ代表・

アヌラダ・コイララさんが第３州の知事に任命さ

れた。 

 3 州は、ヘタウダを州都とし、カトマンズ郡、

カーブレ・パランチョーク郡、シンドゥ・パルチ

ョーク郡、シンドゥリ郡、ダーディン郡、チトワ

ン郡、ドラカ郡、ヌワコット郡、バクタプル郡、

マクワンプール郡、ラスワ郡、ラメチャープ郡、

ラリトプル郡の 13 郡から成っている。アウラダ

さんは知事公邸のあるヘタウダとカトマンズを行

き来する生活を送っているとのことである。 

 筆者の訪問に合わせ、カトマンズに帰ってきて

くれていたアヌラダさんに話を聞いた。 

「4 月 27 日、ヘタウダの議会で初のスピーチを

します。そこで人身売買廃絶、教育の無償化と誰

もが学校に通える環境づくり、賄賂の根絶など、

３つの目標について話す予定です。3 州には 13 郡

あり、その内 9 郡に人身売買問題があります。ネ

パール政府としても、人身売買問題には取り組ん

でいこうという姿勢はあるのですが、予算がまっ

たく足りない。被害者のための政府シェルターの

予算など、6 万～10 万ルピーしかない。これっぽ

っちでなにができるというのでしょう。 

 長年、人身売買問題に取り組んできた者として、

提案できることがたくさんあります。すべては難

しいかもしれませんが、私が属する与党・ネパー

ル会議派の提案は通りやすいので、積極的に議会

に諮り推し進めていくつもりです。また、さまざ

まなところから演説を頼まれているので、人々に

娘を守ろうと訴えていきたい。明後日も、人身売

買犯罪の多発地帯であるシンドパルチョークで演

説をする予定です。ひとりで問題を抱えず、声を

あげていこうと呼びかけるつもりです」 

 持ち前のパワフルさで、議会に旋風を起こして

いただきたいものである。 

 

知事就任以来、24 時間 SP が付く生活を送るアヌラダさ

ん。ヘタウダの公邸は老朽化が進み、非常にカビ臭いら

しい。そのうえ、有事の際に備え、施錠してはならない

ので落ち着かないとのこと。子どもたちの声が聞こえる

マイティの執務室が恋しくてならないそうだ 

 

■毎年 4 月上旬に催されるマイティ創立記念行

事。今年はじめに設けたシェルターの最上階が会

場だ。以前、職業訓練などに使用されていた多目

的スペースを改築したのである。舞台を設け、音

響や照明などの設備もあるなかなかのものだ。こ

れまで、各種行事やダンスのレッスンは中庭で行

われていたのだが、これで雨を案じる必要がなく

なったわけである。 

そんな新品の会場で、スタッフや入所者の女性

と子どもたちが趣向を凝らした出し物を披露し、

大いに盛り上がった。そのなかで、縫製トレーニ

ング修了者 7 名に対し、ミシン贈呈式が行われ

た。今年で 3 年目を迎えるテーラー開業支援プロ

ジェクト。今年 2 月 28 日、前期と前々期の修了

者 60 名に対し、聞き取り調査を行ったところ、

テーラーを開業し、月平均１万ルピーの収入を得

ている女性や、学ぶことの大切さを再確認し、途

中で辞めてしまった学校に通い始めた少女など、

喜ばしい成果が確認された。今後は、縫製トレー

ニングに加え、農業トレーニングなど、確実性の

高い収入向上プログラムを実施する予定なども報

告された。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%AF%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%AF%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%AF%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%AA%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%B3%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%B3%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%AB%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8C%E3%83%AF%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%97%E3%83%AB%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%AF%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AB%E9%83%A1
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毎日 16 時からマイティ本部の敷地内で行われるダンス

レッスン。祝賀会当日は、ダンスの得意な精鋭チームが

演目を披露した 

 

 
有志のスタッフも出し物を披露。こちらはテレサ・アカ

デミーの先生たちのチーム 

 

 

アヌラダさんも副代表・ビシュワさんと恒例のペアダン

スを披露 

 

 
ミシンの贈呈式。みんな誇らしげな様子だった  

 

 
ケータリングサービスをオーダーし、ご馳走がふるまわ

れた 

 

【8 月訪問時の報告】 

■一昨年から、「スーパー・グローバル・ハイス

クール(SGH)」のプログラムのもと、当会のツアー

に参加くださっている早稲田大学本庄高等学院の

皆さん。今回は、7 人の生徒と吉田茂学院長が参

加してくださった。 

 ヘビーリピーターの大野国さんは、もはや欠く

ことのできない重要メンバーだ。武藤さんは、2003

年のツアー以来、15 年ぶりの参加である。倉田さ

んは初参加ながら、当会が委託販売するビーズア

クセサリーを購入してくださっており、いつか現

地に行ってみたいと思ってくださっていたとのこ

と。それぞれの想いを抱いて、一路、ネパールを

目指した先で待ち受けていたのは、恒例のお菓子

のパッキング作業である。 
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手際よくパックするツアーメンバーとマイティの女の子

たち 

 

■誠に申し訳ないと思いつつ、スケジュールの都

合上、ハードなすべり出しとなる当会のツアー。

深夜便で日本を出発し、翌日お昼にカトマンズに

到着したその足で、マイティ・ネパール本部を訪

ね、お菓子のパッキングを行うのだ。機中、十分

な睡眠がとれない状態での作業はなかなか厳しい

ものがあるが、テレサ・アカデミーの女の子たち

の助けを借りて、20分足らずで600個のお菓子詰

め合わせを仕上げることができた。 

 早速、お菓子のパックを、女性と子どもたちに

プレゼントさせていただいた。1人ひとりに手渡

すと、満面の笑顔で「サンキュー！」と応えてく

れる。上級生の女の子たちのなかには、これまで

のツアーのなかで覚えた日本語で、「ありがと

う」と返してくれる子も。一度にたくさんのお菓

子を食べられるのは、当会が訪問する8月のツア

ーと、代表・長谷川が調査に訪れる4月の2回の

み。みんな心待ちにしてくれているのである。 

 パッキングを担ったツアーメンバーの皆さま

と、カンパにご協力くださった皆さま、ありがと

うございました。 

 

満面の笑顔にこちらも嬉しくなる 

 

 
お菓子、嬉しいっ！ 

 

 
インドから帰還し、リハビリを受ける女性たち。トレー

ニングの合間のおやつに 
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【お菓子詰め合わせプレゼントにご協力くださっ

た皆さま】（敬称略） 

石原正行 伊藤芳樹 今中正次 岩間加代子  

上田朋子 小俣富美香 加古紗都子 金井京子 

工藤節子 國森佳子 鈴木樹代子 角谷三樹子 

竹林早苗 永田萌奈 福原匡伸 松永一夫  

水上直樹 峰崎はなこ 三橋久子 宮野雄弘  

武藤禎   誉増渉 

 

以上の方々から、計 135,000 円のご支援をいただ

きました。 

 

■連邦民主共和制となり、第 3 州の知事に任命さ

れたアヌラダ・コイララさん。議員が NGO の代表

を兼任することを禁じられているため、形式上、

代表の座を退くことになったが、マイティの運営

に半生を捧げてきた彼女である。時間の許す限り、

マイティ本部に顔を出し、活動を継続しているよ

うだ。 

 今回の訪問時も、議会が行われるヘタウダと、

マイティのあるカトマンズを行き来する中、ネパ

ールの女性と子どもが直面する社会問題について、

ツアーメンバーに話を聞かせてくださった。 

アヌラダさんによれば、人身売買犯罪は後を絶

たない状況にあり、その上、レイプ犯罪が急増し

ているとのことである。原因は、インターネット

の急速な普及だ。 

「ネパールでは、スマートフォンや携帯電話がと

ても安く手に入ります。チャージも 10 ルピー単

位でできるので、子どもにせがまれて、親が買い

与えてしまう。だから、多くの子どももインター

ネットやショートメッセージを使いこなしていま

す。とくに、IMO というアプリ（LINE と同様のコ

ミュニケーションアプリ）は人気が高く、山間に

住んでいる人でもやっている。そこに危険が潜ん

でいる。IMO で知り合った相手に言葉巧みに誘わ

れ、レイプ被害に遭うケースが非常に多いのです。

しかも、レイプ殺人も増えている。かつては、相

手を殺してしまうまでには至らなかった。理由は、

やはりインターネットの普及です。被害者が犯人

の顔をネット上に公開するのを恐れて、口封じの

ために殺してしまうのです」 

 インターネット経由で知り合った相手に、人身

売買されるケースも増えているという。数カ月前、

インドの『レスキュー・ファンデーション』に救

出された女性も、IMO で知り合った男に甘い言葉

でだまされ、デリーの売春宿に売られてしまった

とのことだ。 

 「大学のマスターコースまで勉強した既婚女性

です。夫は仕立屋を営んでいて、子どもも 2 人い

る。夫は、“自分は学がない。けれど、妻ほど勉強

している人がだまされるなんて……”とショック

を受けていました。妻の軽はずみな行動が許せな

いようで、子どものためにやり直すべきだと思い

つつ、受け入れを拒む気持ちもあるようです。昨

今、普通の家庭の主婦が浮気に走るケースが増え

ている。IMO で簡単に誰かと知り合うことができ

るからです」 

 そんなアヌラダさんが、議員としてもっとも力

を入れているのが、娘を持つ母親の啓発活動との

ことだ。先頃、発生したレイプ犯罪の件で、近々、

シンドパルチョークとカブレを訪問するという。

そこで、母親たちに向け、インターネットの危険

性についてレクチャーし、我が子をしっかり守る

よう話をしたいとのことだった。 

 
アヌラダさんの話を聞くツアーメンバー。  

 

 

吉田学院長からアヌラダさんへ、早稲田のマスコットの

くまちゃんのプレゼント 
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■ツアーメンバーによるマジックショーは、10 年

以上前からの恒例となっている。それに加えて、

歌や踊りの出し物を披露するようになったのはこ

こ 3 回ほど。芸達者な早稲田本庄学院の皆さんが、

ツアーに参加してくださるようになってからだ。 

 一昨年、昨年と、舞台は大盛況だった。年々、

クオリティが上がっていっている。となれば、今

回の舞台にも大きな期待が寄せられていることだ

ろう。「失敗は許されない！」との言葉を胸に秘め、

ツアーメンバー一丸となって、毎晩、練習を重ね

た。 

発表の場は、マイティ・ネパールのシェルター

最上階にあるホールである。創立記念日などの行

事の際に使用するため、この春、舞台を設け、照

明や音響設備も整えたのだ。ところが、事前に下

見したところ、大きなトラブルが発覚する。舞台

の中心部が大きくくぼみ、複数人で檀上に上れば

床板が抜けてしまいそうな状態だったのだ。窓に

もカーテンがなく、せっかくの照明装置も活かせ

そうにない。そこで、マイティ側に床板の修理を

依頼し、当方ですべての窓のサイズに合わせた暗

幕をオーダーメイドすることにした。 

 正直なところ、床の修理が間に合うとは思わな

かった。かくなるうえは、舞台下のスペースで披

露するしかないであろうと思っていたのだが、な

んと、急ピッチで修理してくれたのだ。やればで

きるではないか、ネパール。疑ってごめんなさい

である。 

 

 そして迎えた発表の日。プログラムは次のとお

りである。 

 

1. ミッキーマウスマーチ（キーボード演奏・ダン

ス） 

2. A whole new world（フルート・歌） 

3. バレエ 

4. 白鳥の湖のパロディ 

5. 打上花火（サイリウムスティックを使ったヲタ

芸） 

6. K ポップ TT（ダンス） 

7. Shalala（ダンス） 

 

 

 

 

 

 

演目すべて大盛り上がり。会場からは歓声が絶

えず、アンコールの意を示す「Once more！ Once 

more！」声がやまない。ツアーメンバーのなかに

は、感動のあまり号泣する人も。マイティの子ど

もたちからも、お返しのダンスと歌が披露され、

楽しいひとときを過ごすことができた。 

短い時間で練習に練習を重ね、すばらしい舞台

を作り上げてくださった皆さんに、改めて感謝申

し上げます。ありがとうございました！ 

 

 

連日、夕食後に練習を重ねたメンバー。本当によくがんば

りました！ 

 

 

A whole new world を熱唱する関さんとフルート演奏

の白戸さん 
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華麗な舞いを披露してくれた高田さん。はじめて見るバ

レエに、子どもたちの目は釘付け 

 

 

志村けんに倣い、白鳥の湖を舞う大野国さんと武藤さん。

みんな大笑い！ 

 

全員参加の K-POP ダンスに歓声が沸く。会場はノリノ

リだ！ 

 

ヲタ芸を披露してくれた永尾くん、栗本くん、浅野さん、

関さん、白戸さん。繰り返されるアンコールの声に応え、

全身全霊、2 度も踊ってくれた。会場全体が感動に包ま

れ、号泣する人も。本当にすばらしい舞台だったのだが、

照明の影響でこのようなまっ黒画像しかご覧いただけな

いのが残念である 

 

 

お返しのダンスを披露してくれたテレサ・アカデミーの

生徒たち。素敵な文化交流のひとときとなった  

 

■ツアー前、現地の子どもたちが使用する文具や

玩具の支援を呼びかけたところ、下記の方々がご

協力くださった。また、心温まるお手紙も寄せて

くださった。お預かりした支援物資とお手紙は、

確かにお届けさせていただいた。ご協力くださっ

た皆さま、ありがとうございました！ 

 

【文具や手紙を託してくださった皆さま】（敬称略） 

石原正行 上田朋子 春日恵 森谷里美 
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カトマンズ・ホスピス 
 

【4 月訪問時の報告】 

■先のラリグラス・リポートでご報告したとおり、

乳がんが発覚したラクシュミさん。マイティ本部

のクリニックで抗がん剤治療を行った後、昨年 7

月中旬、長年、マイティと協力関係にある私立医

科大学付属病院で手術を受けることに。手術は成

功し、経過も良好。その後、ふたたびホスピスに

身を寄せることになり、今回訪問時、1 年以上ぶ

りに再会することができた。 

 すっかり回復し、元気な様子のラクシュミさん。

一旦はホスピスから独立し、子守りの仕事を得て

がんばっていたが、現在も薬を服用しているため、

しばらくはホスピスでの生活を継続する予定との

こと。ビーズアクセサリー作りに励んでいた。 

 

 

■ワイバちゃん(14 歳)は、知的障害、自閉症、て

んかん、弱視など、複数の障がいを抱えている。

いずれも重度であるため、当初はマイティ本部に

保護されていたのだが、奇声をあげたり、気に入

らないことがあると暴力をふるうなどの問題があ

ったため、ホスピスに移転することになった。 

だが、ホスピスのスタッフにとっても彼女のケ

アは非常に困難なものであるようだ。好きな音楽

を聴いていれば機嫌がいいのだが、意に添わない

ことがあると癇癪を起こすという。洋服を脱ぎ、

全裸になって暴れることもあり、いくらなだめて

もなかなか収まらないらしい。最近、初潮を迎え

たとのことだが、気持ちが悪いらしく、やはり着

ているものを脱ぎ捨て、裸になってしまうという。  

寮母のガウリさんや他の女性たちがなんとか面

倒をみているようだが、かなり疲弊した様子だ。 

「薬を服用し始めてから、てんかんについては、

発作はあまり起こさなくなりましたが、一度、暴

れ出すと止めるのがたいへんです。まわりの女性

に暴力をふるうこともある。体格がよく、ものす

ごく力が強いので、コントロールできないのです。

一度、精神科医に診てもらったのですが、あまり

改善がみられません。近々、ほかの精神科医にも

診てもらう予定です」とガウリさんは話す。 

 自閉症の子どもは、コミュニケーションをとっ

たり、意志や思いを伝えるのが非常に困難とされ

る。相手に伝わらないことからパニックを起こし

てしまうことも多い。限られた単語しか話せない

ワイバちゃんも、自分の思いを伝えることができ

ないストレスから暴れてしまうと思われる。当会

の理事には、障がい児教育の専門家が 2 名いる。

現状を報告し、次回訪問時、有効なアドバイスが

提供できればと考えている。 

 

■2017 年 4 月上旬、マイティに保護されたプラ

プティちゃん(当時 2 歳の女の子)。本人も HIV に

感染している AIDS 孤児であり、重篤な状態にあ

ったのだが、マイティの医療チームのケアにより

回復。後にホスピスに移転し、入所者の女性たち

が母親代わりとなってお世話してくれたおかげ

で、すっかり元気になった。当初は言葉も話せな

かったが、すっかりおしゃべりに。みんなにかわ

いがられ、スクスクと成長している。が、間もな

くマイティ本部の寮に移転するとのこと。テレ

サ・アカデミーの保育園に通わなくてはならない

からだ。 

だが、本人としては、ホスピスでの生活から離れ

たくないらしい。「お友だちがいっぱいいるよ」

と諭しても、「嫌だ！」と突っぱねる。女性たち

の愛情を独り占めし、アイドル的な存在のプラプ

ティちゃん。多少のわがままであれば通ってしま

う甘え放題の環境は捨てがたいのだろう。 

 だが、健やかな成長に教育は欠かせない。しば

らくは淋しくてならないだろうが、たくさんの友

だちとともにがんばってほしい。 

 
食欲旺盛なプラプティちゃん。こんなにプクプクになり

ました！ 
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【8 月訪問時の報告】 

今回、ツアーのスタッフとして同行した当会の

理事・上原は、障害児教育の専門家だ。事前にワ

イバちゃんの状態を伝え、意思の表示と伝達に使

える道具を用意してもらった。 

道具とは、音楽やテレビ、食事やトイレ、シャワ

ーなど、さまざまな動作を示す絵が描かれたカー

ドだ。これらのなかから、ワイバちゃんが「やり

たい」と思うことを指し示せば、相手に具体的な

意思を伝えることが出来るというものである。コ

ミュニケーションツールとして、役立ててもらえ

ればと思う。 

 

 
お菓子と音楽が大好きなワイバちゃん。ポカをもらって

ご機嫌に 

 

■ホスピスに暮らす女性たちと、ホスピスで育ち、

現在はテレサ・アカデミーの寮で生活する子ども

たちとともにピクニックに出かけた。ほか、ホス

ピスを退所した女性や、SLC を終えて退寮した子

どもたちにも声をかけ、参加してもらった。 

 アヌラダさんは、マイティで生活する女性や子

どもたちと、退所した人たちとの交流をあまり歓

迎していない。自由な生活を謳歌するかつての仲

間に影響され、十分な準備もできていないまま、

退所を希望する者が現れるリスクがあるからだ。 

 たとえば、マイティ本部内では、たとえスタッ

フであっても、携帯電話の使用が禁じられている。

一般社会の子どもたちは、ほとんどの者がスマホ

を使用しているが、マイティの子どもたちの場合、

SLC を終え、外部のカレッジに通っている者以外

は、スマホに触れる機会さえない。そこへ、かつ

ての仲間がスマホを操る姿を見れば、うらやまし

く思うことだろう。結果、外の生活に憧れて、脱

走を企てる子どもが現れないとは断言できない。 

集団生活は規律を重んじなければなりたたない。

厳しすぎると感じる面も否めないが、未然にトラ

ブルを防ぐため、やむを得ないのであろう。 

ところが、当会主催のピクニックは、毎年、退

所した女性や子どもたちを誘っている。しかも、

他のドナーが女性や子どもを連れ出す場合、必ず

お目付け役のスタッフが同行することになってい

るのだが、当会のピクニックについてくることは

ない。外出計画を実施して 10 年あまり。これま

で、ひとつのトラブルもなく、「ラリグラスに任

せておけば大丈夫だろう」と、信頼してくれてい

るのだ。 

そんな、お目付け役不在のピクニックは、女性

や子どもたちにとって、つかの間、羽を伸ばせる

機会。ツアーメンバーとともに、大いに盛り上が

った。 

 

 
順番に得意のダンスを披露する子どもたち 

 

 
ネパールのピクニックは、ダンスにはじまりダンスで終

わる 
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恒例の手品ショーも大盛況！ 

 

 
上原、おじさんに変装して手品を披露。身体、張っていま

す！ 

 

 
お返しにマイティの子どもたちも、手品や歌、声帯模写を

披露。この日のために練習してくれたそうだ 

 

 

 
ケータリングサービスのご馳走は、普段、口にできないメ

ニューばかり。今回も、前回、大好評だったネワール民族

の料理を用意した 

 

 
食欲旺盛な女性たち。体調良好だ 

 

 
ブッフェ形式の料理を、自ら進んでホスピスの女性たち

にサーブする男の子たち。ホスピスでは、女子より男子の

ほうがおもてなし力が上のようだ 
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女の子たちに、髪をアレンジしてもらうツアーメンバー。

みんなおしゃれに仕上げてもらった 

 

 
ピクニック先は、古都バクタプルの有名なお寺の近く。み

んなで参拝した折、ポーズを決めて記念撮影！  
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プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム 
 

【4 月訪問時の報告】 

■第 3 州の知事に任命され、州都ヘタウダとカト

マンズの往復生活を送るアヌラダさん。非常に多

忙であるため、プリベンション・キャンプに足を

運ぶことはほとんどないようだが、それでもアヌ

ラダさんの知事就任の影響は大きいという。ヘタ

ウダ・プリベンション・キャンプの活動が非常に

やりやすくなったらしい。これまで何度も掛け合

わなくては動いてくれなかった一部の警察や役人

が、手のひらを返したように協力的になったとい

うのだ。 

そのおかげで、ひとつ大きな成果をあげたとい

う。責任者のマヤさんが話す。 

 「最近、国内の人身売買が増えています。今年

に入ってすでに 2 件。17 年には訴訟を 7 件起こし

ましたが、内 5 件は国内のケースでした。 

そのうちの 1 件は、プリベンション・キャンプ

の目の前のホテルでの事件です。オーナーはパル

ン出身の 32 歳の男。さほど繁盛している様子も

ないのに、なぜか営業がなり立っている。なんと

なく怪しいと感じたので、家賃を尋ねてみたとこ

ろ、65,000 ルピー(約 65,000 円)だという。それ

ほどの家賃を払えるほど客が入っているとは思え

なかったので、「女の子を使った商売をしているん

じゃないでしょうね？」と 3 回ほど聞いてみたん

です。「そんなことはしていない」というのですが、

内部の様子を探ったところ、裏手に出入口があり、

女の子が 2 人いることがわかった。やはり怪しい

と思い、警察に通報したところ、すぐに動いてく

れました。やはり売春を斡旋しており逮捕に至り

ました。以前であれば、この程度で警察が動いて

くれることはなかったのですが、アヌラダさんが

知事になったおかげです」 

 仕組みはこうだ。ホテルオーナーの姉が街で酒

場を営んでおり、その店を訪れた客に女の子を斡

旋していたという。客は 1 日 10 人程度。1 回 1,000

～2,000ルピー(約 1,000～2,000円)を支払ってい

たそうだが、女の子の手には 500 ルピー(約 500

円)も渡されていなかったらしい。 

 「最近、ヘタウダではこうしたケースが増えて

います。大半は、言葉巧みにだまされ人身売買さ

れた女の子たちですが、なかにはお金欲しさに自

ら売春に手を染める女の子もいる。さらなる啓蒙

活動に注力する必要があると考えています」 

 

売春を斡旋していたプリベンション・キャンプの目の前

のホテル 

 

■マヤさんから嬉しい報告もあった。 

 「ほかの NGO が村に入ると、“マイティ・ネパー

ルの方ですか？”と聞かれるそうです。女性と子

どもの福祉省のスタッフからも“村に入ると、み

んなマイティのことを話します”と聞きました。

私たちの活動が広く認知されてきた表れです。こ

の成果には、ラリグラスの皆さんのサポートが大

きく影響しています。マイティのプリベンション・

キャンプに行けば、技術が身に付き、ミシンがも

らえ、ピクニックのような楽しいイベントもある

との評判が広まっているのです。 

 もちろん、卒業生全員が仕立屋を開業できるわ

けではありませんが、学んだという実績だけでも

プラスになる。今年 2 月 28 日、卒業生全員のフォ

ローアップを行いました。仕立屋を開業し、月

10,000 ルピー(約 10,000 円)以上の利益を上げて

いる人や、知り合いの服を仕立てて、1,000 ルピ

ー稼いだ、2,000 ルピー稼いだという人もたくさ

んいました。ヘタウダから車で 2 時間のシカルプ
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ールという村では、卒業生 20 人のなかの 3 人が

チームを作り、村の女の子たちに縫製技術を教え

ているそうです。また、学ぶことの大切さを知り、

学校に通い始めた女の子も 60 人いました」 

 非常に明るい報告だ。だが、その一方で、不安

な話も聞かされた。なんと、61 人の女の子が出稼

ぎに行ったというのだ。正規ルートを通じ、よい

職に就けていれば問題ない。だが、悪徳業者にだ

まされるケースも少なくないのが実情である。出

稼ぎに頼ることなく、村の中で生計が立てられる

よう、職業訓練の充実を図ることが今後の課題で

あるとのことだった。 

 

■訪問時、キャンプの生徒は招集直前だった。新

たなトレーニングは 1 週間後にスタートするとの

ことだが、そのメンバーに 1 名、レイプ被害に遭

った女の子も加える予定だという。最近、レイプ

ケースが急増しており、訪問当日も１件、報告が

あったところだった。SLC 試験をパスした普通の

家庭の子女である。 

マヤさんいわく、10 日ほど前から毎日、レイプ

犯罪が発生しているという。加害者の多くは、親

戚や近所の住民とのことだ。 

 「例えば、ヘタウダから 1 日かかる山奥に暮ら

す 15 歳の女の子のケースも同じ村の 25 歳の男が

加害者です。この男は、女の子のお姉さんと知り

合いで、「妹を嫁にもらいたい」と縁談を持ちかけ

た。村では月 1 回、お祭りがあり、その際、妹が

友だちと一緒に男に会うことにしたのですが、そ

のまま連れていかれ、複数人に輪姦されてしまい

ました。のちに男が既婚者であることがわかった

のですが、姉もその事実を知らなかったようです。 

 13 歳の女の子がジャングルに連れ込まれ、輪姦

されたという事件もありました。警察に保護され、

事情聴取のためヘタウダに連れてこられたのです

が、ヘタウダに来たのははじめてとのこと。世間

をまったく知らないイノセントな女の子でした。

こういう女の子たちが狙われるのです」 

 こうした背景から、女性警察官がチームを作り、

レイプ犯罪抑止のための活動に力を入れはじめた

とのことである。 

 

 

 

 

 

 

【8 月訪問時の報告】 

■カトマンズ盆地をぐるりと囲む山々をジープ

で移動すること 5 時間半。タライ平野の入り口で

あるヘタウダで運営されるプリベンション・キャ

ンプを訪問した。 

プリベンション・キャンプは、人身売買被害を

防ぐため、メインターゲットとされる貧しい家庭

の子女 20 人を対象に、6～11 月、12～5 月の 2 期

に分け、基礎教育や職業訓練（縫製技術）を行う

全寮制の施設だ。マイティが活動を始めて間もな

く開設された歴史の長い施設だが、この度、運営

方針が一部変更されることに。トレーニングの対

象が 20 人から半分の 10 人となったのだ。 

 これまでのレポートにも記したとおり、開設当

初は 6 カ月間の教育プログラムが実施されていた。

終了後は、全生徒にミシンを配布し、故郷で仕立

ての仕事を請け負い、生計を立ててもらうことを

目的としていたのだ。 

 しかし、同施設をサポートしていた NGO から寄

付金減額の申し出があり、プログラム期間が 4 カ

月に短縮されることになった。4 カ月間のトレー

ニングでは十分な技術習得ができない。よって、

ほかの NGO に協力を求め、次のレベルのクラスに

参加させてもらったり、働きながら実践を学べる

よう仕立屋への就職をアレンジするなどしていた。

が、ほかの NGO にも定員があるため、卒業生全員

を委ねることはできない。就職先を探すのも容易

ではなく、せっかく学んだ技術を活かせない卒業

生も少なくなかった。 

 そこで、定員を 10 人に減らし、浮いた予算で、

これまでの初級コースに加え、新たに講師を迎え

て、上級コースを学べるよう整えたのだ。限られ

た予算で、より確実な成果をあげようというわけ

である。 

 1 人でも多くの女の子に学びの場を提供すべき

か、あるいは半数になっても確実性の高いサポー

トをすべきか、賛否両論あったようである。が、

学んだことを活かす環境がなければ、「楽しく学ん

だ思い出」だけが残る結果となりかねない。もち

ろん、当初の方針通り、20 人を対象に 6 カ月間の

トレーニングが成立することが最善ではあるが、

予算の都合がつくまでは、10 人態勢で運営すると

のことである。 
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まずは双方の自己紹介から。キャンプの女の子たちがま

とう紫の制服は、習いたての技術を駆使し、自分で仕立て

たクルタ。 

 

■2 カ月前からトレーニングを受けている今期の

生徒は、10 代後半から 20 代前半。最年少は 17 歳

だ。全員タマン族である。インドの売春宿でもっ

とも需要が高く、古くから人身売買犯罪のメイン

ターゲットとされてきたため、自ずとタマン族を

対象に教育の機会が提供されることになるのだ。 

 そんな彼女たちに、村の暮らしについて話を聞

いた。ほとんどが小学校低学年で学校を辞め、以

降は家事や家畜の世話、弟や妹の面倒を見る毎日

だったという。朝いちばんの仕事は水汲みだ。上

下水道が整っていない村で、湧き水を汲みに行く

のは女の子の仕事とされ、最低でも 1 日 3～4 回、

担うという。なかには水場まで、往復 1 時間かか

る女の子も。以前はもう少し近くに水場があった

というが、2015 年に発生したネパール大地震以降、

地殻変動の影響か、湧き水が途絶えてしまったと

のことだ。 

 「家の中でいちばん働くのは誰ですか？」と聞

いてみた。全員が「お母さん」と答えた。 

 「お父さんはお酒を飲みますか？」と尋ねてみ

ると、こちらも全員「飲みます」との回答。 

 この 2 つの質問からうかがえるのは、典型的な

農村部の女性の暮らしである。女に教育は不要と

され、幼い頃は家事を手伝い、嫁いだ後も畑仕事

や家事を担い、子どもを産み育てるだけの人生だ。

家長である父親は、男性にしか扱えないとされる

水牛を操るのみ。田畑を耕す際、わずかに働くだ

けで、明るいうちから酒を飲むのである。鍬で土

を掘り起こし、雑草を抜くといった重労働は、女

性と子どもが担うのだ。 

 そうした村の中で生まれ育った女の子たちの人

生は、母親と同様のものとなる。プリベンション・

キャンプは、そうした古い概念のなかに生まれた

女の子たちに、学ぶ機会と、将来の夢を育んでも

らうための施設なのである。 

 
早稲田本庄学院の生徒さんとツアーメンバーが作った千

羽鶴をプレゼント 

 

■ヘタウダ周辺でもレイプ犯罪が増えているとの

こと。この半年で、11 件も発生したという。最近

のケースでは、母親の再婚相手である養父による

犯行や、叔父による犯行など、近親者によるレイ

プが大半を占めるという。理由は、親戚内であれ

ば、発覚しても訴えられないからだ。身内の恥を

さらすわけにはいかないと、公にすることを親族

が反対し、泣き寝入りを強いるのである。 

 犯罪の低年齢化も問題になっているという。先

日、11 歳の少年が 9 歳の女児をレイプするという

事件が発生したらしい。取り調べに対し、「インタ

ーネットで観たことを、試してみたくなった」と

答えたという。結婚まで男女交際をタブーとする

ネパールの社会通念だが、最近では、中学生で性

行為の経験を持つ者もいるという。インターネッ

ト情報が早熟化を加速させていると考えられるが、

ネパールではきちんと性教育がなされていない。

結果、望まぬ妊娠や、安易な駆け落ちといった問

題が深刻化しているのである。 

 

■人身売買犯罪については横ばい状態とのことだ

が、それでも連れ去られそうなところを阻止した

ケースが 74 件にも上ったという。違法とされて

いるにもかかわらず、児童婚も増えているらしい。 

犯罪を防ぐため、現在、アウェアネス・キャン

ペーン（啓発キャンペーン）に力を入れていると

のことだ。単なるスピーチでは人が集まらないた

め、演劇形式で楽しみながら問題を認知してもら

う手法をとっているという。DV も増加傾向にある

とのことだが、こちらの問題については女性警察



現地報告：プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム 

15 

官が精力的に取り組んでいるとのことである。 

 

■プリベンション・キャンプの卒業生が、当会の

訪問に合わせて、集まってくれていた。そのうち

の 3 人は、卒業後、さらなる技術を磨くため、仕

立屋に就職したという。給料は月額 2,000～5,000

ルピー（2,000～5,000 円）とばらつきがあるが、

誰もが「1 年ぐらい働いた後、自分の店を開きた

い」と夢を語っていた。 

 また、後輩にこんな言葉も。 

 「私たちの代までは、初級コースまでしか勉強

できなかったけど、今期の女の子たちは全員、上

級コースまで学べるんだもの。あなたたちはラッ

キーよ。せっかくたくさん教えてもらえるんだか

ら、一生懸命、がんばってね！」 

先輩の話を聞き、ますます意欲がわいてきた様子

だった。 

 

■仕立屋で働く卒業生を訪ねた。インドとの国境

の街・ビールガンジに行く途中にあるオムレック

ガンジ村の店で働くプリティ・ティンさん（17 歳）

だ。近くの工場で働く従弟の家に住まわせてもら

い、そこから仕立屋に通っているという。 

母親について尋ねると、はじめは「いない」と

答えていたのだが、よくよく話を聞いてみると、

数年前、出稼ぎに行ったまま行方不明になったと

いう。仕事先で知り合った男性と恋に落ち、家庭

を捨てたといったところかもしれない。母が子を

捨てるなど許しがたいことだが、この手の話は少

なくないのだ。当初、「母はいない」と答えたプリ

ティさんの様子からも、そうした事情であろうと

推察されるのである。 

家族は父親、兄、妹。母親の代わりに妹の世話

や家事を担わねばならず、8 年生までしか勉強で

きなかったとのことだ。プリベンション・キャン

プでふたたび勉強できたことが本当に嬉しかった

という。給料は月額 5,000 ルピー（約 5,000 円）。

店主いわく、「とてもがんばっています。6 カ月か

ら 1 年で独立できると思います」とのこと。その

折には、当会からミシンを寄贈する予定だ。 

 だが、少し気になるところがあった。最近、ヘ

タウダ近郊でも出稼ぎに行く女性が増えている。

まさかとは思いつつ、 

「お店を開くときには、ミシンを贈るからね。が

んばってね。でも、いい仕事があれば、出稼ぎに

行きたいと思う？」と尋ねてみたところ、「いい仕

事があれば出稼ぎに行きたい」と言うのだ。 

 出稼ぎ先で母親が行方不明となったうえに、プ

リベンション・キャンプでは出稼ぎのリスクにつ

いてしっかり教えているはずだ。それでも、出稼

ぎが魅力的に映るのは、よい仕事を得、大金を稼

いで家を新築したといった話が聞こえてくるから

だろう。 

 もちろん、すべての出稼ぎにリスクがあるわけ

ではない。確かなエージェントを通じれば、よい

仕事を得る機会はたくさんある。ホスピスがサッ

チガッタにあったとき、ビーズ・プロジェクトの

リーダーを務めていた女性も、サウジアラビアで

メイドの仕事につき、貯めたお金で故郷に土地を

購入した。マイティが支援を始めた当初、インド

の売春宿から救出された女性は、後にイスラエル

でメイドの仕事に就き、5 年後、経済的にも豊か

なイギリス男性に見初められ、英国に渡って幸せ

な結婚生活を送っている。 

 そうした成功例もたしかにある。だが、出稼ぎ

の斡旋を口実に人身売買されるケースは枚挙にい

とまがない。ゆえに、プリベンション・キャンプ

は定期的に、出稼ぎ希望者を対象にアウェアネス

のためのレクチャーを行い、出稼ぎ申請に必要な

書類作成を請け負っている。その過程で怪しいと

思われるケースがあれば、出発を阻止するのだ。 

 「せっかく勉強してがんばっているのだから、

仕立屋を開いて、ここで生活することを勧めるよ。

あなたの先輩のなかにはものすごく成功して、月

10,000 ルピー稼いでいる人もいる。土地を買った

先輩もいるよ。でももし、出稼ぎに行こうと思っ

たら、まず、マヤ（プリベンション・キャンプの

責任者）に相談してね。絶対、自分ひとりで決め

ちゃだめよ」と、釘を刺しておいた。 

 

 
自分で仕立てたクルタを見せるプリティさん。自分の店

を持つまでがんばってほしい 
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■仕立屋を開業した卒業生、ナルサン・トカルさ

ん（25 歳）のもとを訪ねるのは、今回、新たに組

んだプログラムである。『テーラー開業支援プロジ

ェクト』にご協力くださった皆さまに、具体的成

果を報告させていただきたいと考えたからだ。 

 目的地はラトマテ村のブロン家。卒業後、結婚

し、嫁ぎ先で仕立屋を開いたのである。事前情報

によると、ヘタウダから車で 1 時間、山道を徒歩

10 分でたどり着けるとのことだった。ところが、

いくら車を走らせても目的地に着かない。マヤさ

んもドライバーも辺り地域には詳しくないという。

ナルサンさんに電話で尋ねたり、途中の村々で道

を尋ねながら進むものの、気づけば 2 時間が経過。

雨が降り始め、辺りは次第に薄暗くなる。やっと

のことで、村の目印となる学校へと続く道の入口

まではたどり着いたのだが、なんと、雨季により

道がぬかるんでいるため、ジープでも上ることが

できないという。 

 村人の話では、目印の学校まで徒歩 30 分程度

とのこと。日本人の足ならそれ以上要すると思わ

れたが、ここまで来て諦めるわけにもいかず、み

んなで歩を進める。テニス部で鍛えている男子高

校生 2 名は軽やかだ。文系女子は息があがってい

る。アダルト組はヨレヨレだ。時折、弱音を吐き

つつも、みんなで声をかけあいながら歩き続けて

40 分、やっと学校が見えてきた。 

ところがである。ナルサンさんの仕立屋は、そ

の学校からもうひとつ山を越えた向こうにあると

のこと。位置を示す目印となる大木は、目算した

ところ、日本人の足でさらに小一時間は歩くこと

になりそうだ。往復するうちにすっかり暗くなっ

てしまうため、訪問は諦め、ナルサンさんに学校

まで足を運んでもらうことにした。 

 待つこと約 20 分。ナルサンさんと彼女の生徒 3

人が、大急ぎで駆けつけてくれた。ナルサンさん

は、仕立てを請け負う傍ら、村の女性に縫製技術

を教える学校を開いているという。そんな彼女に

話を聞かせてもらった。 

 「結婚後、ラリグラスからいただいたミシンで

仕立ての仕事を始めました。同時に、村の女性に

教えることにしたのです。習いたいという人はた

くさん来てくれましたが、ミシンは 1 台だけなの

で、とくに意欲的だった 4 人に教えることにしま

した。18 歳、22 歳が 2 人、35 歳。月謝は 600 ル

ピーです。もっと高くしてもいいのでは？ とい

う声もありましたが、田舎だし、まだ始めたばか

りなので安くしました」 

 村で初の縫製技術の講師となったナルサンさん

は、「ミス（先生の意）」と呼ばれ、誰もが知る存

在だという。そんな彼女の生徒時代の様子を、マ

ヤさんが振り返る。 

 「トレーニング中、彼女は私にこう言いました。

“私はほかの子とは違う。人に教えるぐらいにな

りたい”と向学心に燃えていました。少しでもわ

からないことがあると、しつこく質問してくるん

です。ほかの生徒と雑談などしようものなら、“ち

ゃんと教えてください！”と怒るほどでした」 

 ナルサンさんが生まれ育ったのは、バインセと

いう小さな村だ。家族構成は、両親と彼女、3 人

の弟妹。家事や弟妹の世話をしなくてはならず、

小学校には７年生までしか通えなかった。ナル

サンが続ける。 

 「勉強を続けたかったけれど、長女としての役

割を果たさなくてはならなかったのです。だから、

プリベンション・キャンプで学ぶことができて、

本当に嬉しかった。縫製技術の先生に出会って、

私も先生になりたいと思ったのです。まだ始めた

ばかりですが、がんばってもっとたくさんの女性

に教えられるようになりたい」 

 ツアーメンバーの訪問をナルサンさんは心待ち

にしてくれていたようだ。雨季にあるため、3 日

前、舅に頼んで、村への入り口となる麓の分岐点

まで、道路状況をチェックに行ってもらったとい

う。その時点では、車が入れる状態だったという

が、翌日から 2 日間、大雨にみまわれてしまった

のである。 

 自分の仕立屋を見てもらえず、残念そうなナル

サンさん。わざわざ日本人が自分を訪ねてきてく

れたことを、まわりの人に自慢したい気持ちもあ

ったことだろう。近い将来、必ず再訪すると約束

したのだった。 

 

 
山道を歩くこと 40 分。やっとナルサンさんに会えた 



現地報告：プリベンション・キャンプ／トランジット・ホーム 

17 

 

 
日本からのお土産とお菓子詰め合わせをプレゼント。ナ

ルサンさんと生徒からは、ツアーメンバーのために作っ

たという布製のバッグやハンカチをいただいた  

 

 
みんなで記念撮影。次回は必ずお店まで足をのばしたい 

 

■早稲田本庄学院のメンバーが作成したプロジェ

クションマッピングで日本文化の紹介を行った。

また、以前、ツアーに参加してくれた同校 OB、OG

の皆さんがビデオメッセージを委ねてくれた。新

学期の生徒のなかで、日本人を見たことがあるの

はゼロ人。日本という国についても、ほとんど知

らない様子。次々と映し出される日本の様子に、

皆、興味津々、見入る。口をポカンと開けたまま

の女の子も。卒業生は、ビデオメッセージに懐か

しい顔をみつけ、「覚えてる！」と歓声を上げてい

た。 

 努力を続ける女の子たちへ、お菓子の詰め合わ

せをはじめ、関係者の皆さまから寄せられた支援

物資や、日本からのお土産として用意したヘアア

クセサリーなどをプレゼントした。物資の寄付に

ご協力いただいた皆さま、プレゼントの購入費用

としてご寄付くださった高橋国和様、ありがとう

ございました。 

 

【テーラー開業支援プロジェクトにご協力くださ

った皆さま】（敬称略） 

伊藤芳樹  國森佳子  渋谷修  野口恵里花 

平井英津子  松永一夫  三橋久子 

 

 

【テーラー開業支援プロジェクトへのご協

力のお願い】 

 村で仕立屋を開業するには、ミシン 1 台 10,000

ルピー、糸や針、はさみなどの道具一式 2,000 ル

ピーと、合計 12,000 ルピー（約 12,000 円）が必

要です。そこで当会では、縫製技術を学んだ 40 人

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な道具一式を提供する

ため、「テーラー開業支援プロジェクト」を推進し

ています。女の子たちの夢実現に向けて、1,000 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。 

 

■寄付の方法 

  

○ゆうちょ銀行の振替の場合 

  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「テーラー開業

支援プロジェクト」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 

 

 

■恒例となったプリベンション・キャンプの女の

子たちとのピクニック。昨年の卒業生も同窓会を

兼ねて集まってくれたため、総勢 40 人弱でヘタ

ウダ郊外へと足をのばした。 

場所は昨年と同じリゾート公園。広々とした緑

地に、日除け・雨除けの東屋が設けられ、小規模

ながら遊園地も併設されている。今年は、動物園

も開設されていた。 

雨季の真っただ中にあり、カトマンズに到着し

て以降、連日、雨に見舞われていたのだが、この

日は一粒の雨もなし。10 年以上、カカルビッタや
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カトマンズ、ヘタウダなどでピクニックに出かけ

たものだが、傘の出番がなかったのは今回が初め

てである。自然のなか、ダンスをしたり、観覧車

に乗ったり、ツアーメンバーの手品披露などで盛

り上がり、楽しい 1 日を過ごした。 

 

 
みんなでダンス！ 

 

 
ひたすらダンス！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注記：今年も出没した彼女たち。決して、趣味でやって

いるのではありません。ネパールやインドの映画には、

コメディシーンが盛り込まれており、女装したコメディ

俳優が登場するのです。女の子たちに笑ってほしい。そ

の一念で身体を張ってくださっているのです  
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高速観覧車で絶叫！ 

 

 
続いてバイキングで絶叫！ 

 

 
ツアーメンバーによる手品。ほかのピクニック客もゾロ

ゾロ集まり大好評！ 

 

 
不思議な展開にみんな目がまん丸！ 

 

 
ケータリングサービスをオーダーし、数々のご馳走を用

意した 

 

 
いよいよさよならのとき。ツアーメンバーも女の子たち

も涙、涙。楽しかったぶんだけ、別れはつらい 
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■ピクニックの翌日は、ヘタウダから車で 1 時間

半、インドとの国境の街ビールガンジにて運営さ

れるトランジット・ホームを訪問。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、人身

売買犯罪の予防活動を主たる活動とする施設だ。 

 予防活動のひとつである国境での監視は、もっ

とも重要な仕事だ。ボーダーガードと呼ばれる監

視スタッフが見張りに立ち、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。2018 年

1～7 月は 106 人を阻止したとのこと。昨年同時期

が 108 人であり、警察が食い止めた 17 件を合わ

せると、増加傾向にあることがうかがえる。 

 訪問時、ひとりの女の子が保護されていた。5 月

4 日、カトマンズ方面から来た大型トラックから

叫び声が聞こえ、調べてみたところ、コンテナに

押し込められていたという。聴覚に障害があり、

言葉も話せないため、まったく身元がわからない。

トランジット・ホームのスタッフがサラスワティ

と名付けたという。 

責任者のサンギータさんの話によれば、いつも

ニコニコしているものの、視線が定まらず、ほと

んどコミュニケーションがとれないという。その

様子から、重度の統合失調症であると思われた。 

 「トラックの運転手は、いつの間にか荷台に乗

り込んでいた。どこから乗ってきたのかもわから

ない。自分はなにもしていないと言っていました

が、ウソだと思います。身体に触れると、ひどく

怯えるのです。どこかで拾い、レイプを繰り返し

ていたのではないかと思うのですが、彼女が話せ

ないので証拠がない」 

ビールガンジ周辺でも、レイプ犯罪が増加して

いるとのこと。半年で 7 件、検挙したという。だ

が、泣き寝入りする者は少なくなく、おそらくこ

の何倍、何十倍もの女性が被害に遭っているので

はないかとのことだった。 

 

 

 
国境で監視業務を行うボーダーガード。炎天下、立ち続け、

不審な通行人に声をかける 

 

 

ひとりでインドに渡ろうとしていた女の子。親戚の家に

向かうとのことだが、行先の住所や電話番号はわからな

いという。危険を孕むため、保護者に連絡し迎えに来ても

らうことになった 

 

 

トラックに押し込まれていたサラスワティさん。10 代半

ばぐらいではないかとのこと。精神科の医師に薬を処方

してもらい、少し落ち着いてきたというが、さらなるケア

が必要だ 
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レスキュー・ファンデーション 
 

■8 月 15 日はインドの独立記念日。今年もレスキ

ュー・ファンデーションのボイサル・シェルター

にて、救出活動をともに行う警察関係者や地元の

名士、提携する現地 NGO 代表らを招き、祝賀イベ

ントが催された。 

 盛り上がりを見せるのは、シェルターに保護さ

れる少女・女性たちによる、ダンスや歌、演劇や

ヨガなどの出し物である。 

レスキュー・ファンデーションでは、リハビリ

の一環として、ミュージックテラピーやダンステ

ラピーを行っている。音楽は古来より「魂の薬」

とも呼ばれ、情緒安定に多大な効果をもたらすも

のとされている。そうした歌やダンスを通して、

傷ついた精神や身体の痛みを緩和するというもの

だ。 

祝賀会当日は、日頃のレッスンの成果を発揮す

る晴れ舞台。女の子たちのがんばる姿に、来場者

から大きな拍手が送られた。 

 

アクロバティックなダンスのなかでインド国旗を掲げ、

独立記念日を祝う 

 

 

チームに分かれ、練習を重ねたダンスや歌、ヨガや演劇が

披露された 

 

演技を披露したすべてのチームと、学業優秀者の表彰式。

“讃えられる”ことでモチベーションが上がる 

 

【デリー事務所】 

 

■昨年末、長年の悲願であったデリー・シェルタ

ー“ASHA DEEP HOME”（希望の光の家）が完成

した。ムンバイ、ボイサル、プーネに続く 4 カ所

目のシェルターである。 

 今回訪問時、4 人の女の子が保護されていた。

インドでは、施設を運営する場合、政府の認可を

受けなくてはならない。現在、申請中とのことだ

が、政府の担当者から「まずは少人数でスタート

し、実績を作るように」とのアドバイスがあった

という。約 1 カ月半後、チェックが入るらしく、

問題がなければ認可が下り、本格的に運営をスタ

ートするとのことだ。 

 開所にたどり着くまでの道のりは険しかった。

昨年秋のレポートでご報告したとおり、工期の遅

れと土地取得という深刻な問題が立ちはだかって

いたのだ。工期については、急ピッチで作業を進

め、なんとか巻き返すことができたのだが、土地

の問題については解決の目途が立たない状況にあ

った。 

 インド政府から施設建設の認可を受ける際、ル

ール上では 2,100 平方 GAJ の土地が必要とされる

（注:1GAJ＝91.44cm）。ところが、資金不足により、

1,500 平方 GAJ しか購入できていなかったのだ。

そこで地主に協力を仰いだのである。「資金繰りが

でき次第、残り 600 平方 GAJ を必ず購入する」と

の約束のもと、レスキュー・ファンデーションに

対し、2,100 平方 GAJ の土地を売ったという証明

書を発行してもらい、政府に申請したのである。 

日本の常識では想像もつかない手法だが、イン
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ドにおいてはよくみられるテクニックらしい。こ

うして、建築申請に対する認可が下りたわけだが、

前述のとおり、今度は施設運営の認可を取得しな

くてはならず、それまでにはなんとしても残り

600 平方 GAJ の土地を購入せねばならなかったの

である。 

 昨年夏の段階で、土地取得に必要な費用は

1,400 万ルピー（約 2,500 万円）。そのうちの 650

万ルピー（約 1,140 万円）は確保してあるとのこ

とだったが、750 万ルピー（約 1,310 万円）が不

足している状況だった。 

そこへ名乗りをあげてくれたのが、長年の支援

仲間であるドイツの NGO『BONO』である。不足分の

大半を支援してくれたというのだ。ほかの支援仲

間も小額ではあるが、協力してくれたという。 

当会としても、ほんの一部であっても協力した

いと考え、レポート上で呼びかけさせていただい

た。結果、下記の方にご支援いただいた。この場

をお借りして、心より感謝申し上げたい。 

 

【土地購入にご協力くださった方】 

松永一夫さん 

 

 

 

デリー・シェルター外観 

 

 

太陽光を取り込むため、建物のセンターを吹き抜けに  

 

 

 

縫製技術のトレーニングルーム 

 

 

コンピューター・トレーニングも行われる  
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広々としたキッチンと食堂。調理専門のスタッフが食事

の用意をしてくれる 

 

 

ムンバイの本部から責任者として赴任したアショーク

(左)と、ボイサルのシェルターから異動してきた事務局

長のヒマ・カトリさん 

 

 

デリー・シェルター開所とともに雇用した新しいスタッ

フ。「とてもやりがいのある仕事」と話す  

 

 

 

 

読み書きを勉強する女の子。マスター後は、インドのカ

リキュラムどおりの教育を受ける 

 

 

入所者の 4 人とヒマさん。ヒマさんは、女の子たちのお

姉さんといった存在だ 

 

 

■デリー・シェルターの開設により、デリーでの

活動はさらに活発になっている。デリー事務所開

設時から育んできた警察との関係性も良好であ

り、今年に入ってから数回、G.B.ロードの売春宿

の摘発に成功したとのことだ。8 月 5 日には 16

人のネパール人被害者をマイティに送ったとい

う。大半は 10 代、20 代の女性だったとのことだ

が、そのなかに 2 人の子どもを持つ家庭の主婦が

含まれていたらしい。アヌラダさんの話にあっ

た、マスターコースを修了した女性だ（マイティ

本部の項参照）。 

新たにデリー事務所の責任者となり、内偵員で

もあるアショークが話す。 

「人身売買のメインターゲットは 10 代。とくに

高値で取り引きされる未成年が狙われますが、最

近では 20 代後半の既婚女性も犯罪に巻き込まれ

ています。SNS の発達により、見知らぬだれかと

簡単に出会えてしまうのが原因でしょう。G.B.ロ
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ードは相変わらず活況を見せている。積極的にレ

スキュー活動を行わなくてはなりません」 

この 3 日後にも、G.B.ロードの売春宿を摘発す

るらしい。すでに 3 人のカウンセリングを終えて

おり、踏み込む準備は万端とのことだ。 

さらに活動を活発化させるため、新たに 3 人の

内偵員を雇い入れたほか、2 人をトレーニング中

とのこと。政府の認可が下り次第、この 2 人につ

いてもスタッフに加える予定とのことである。 

 ますます精力的な活動を展開するデリー事務

所。実に頼もしいことだが、レスキュー・ファン

デーションに求められるミッションは、デリー周

辺に限られたことではない。 

 以前のレポートに記したが、デリーから車で 3

時間、メーラットという街にも売春街がある。レ

スキュー・ファンデーション本部のあるマハラシ

ュトラ州では、昨今、人身売買問題に積極的に取

り組む警察官も増えてきているが、メーラットに

おいては警察の介入はほとんどなく、野放しの状

態になっているという。アショークによれば、

「人身売買犯罪がもっとも盛んだった、2001

年、2002 年のマハラシュトラ州のよう」とのこ

とだ。 

このエリアでは、未成年の少女が多数、働かさ

れており、レスキュー・ファンデーションのスタ

ッフが定期的に内偵を行って救出活動を担ってき

た。しかし、ミッションを成功させるのは容易で

はない。拠点がないため、デリーから何度も通わ

なくてはならず、場合によっては、簡易宿に泊ま

りこみを続けなくてはならないのだ。 

 そこでこの度、活動の拠点となるメーラット事

務所を開設することにしたという。以前、デリー

事務所の責任者を務め、内偵員でもあるサントッ

シュが、開設されたばかりの事務所でがんばって

いるとのことだった。 
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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

をもつ女性たちが中心となって立ち上げた組織で、

カトマンズ盆地内にあるラリトプール郡ゴダワリ

地域で活動を行っている。設立当初は、対象地域

の障がいをもつ女性たちへの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 

 2011 年から実施していた各村の障がい者の現

状調査および障がい者手帳発行手続きは、政府か

ら受託して実施していた。現在、調査のための予

算が確保できていないという理由で一時休止して

いるが、2017 年 12 月に予算承認されることにな

っており、2018 年 1 月以降に再開予定である。 

 

 

●デイケアセンターでの活動 

 デイケアセンターには現在 12 人の子どもが通

っている。毎日通っているのは 10 人で、2 人は病

気をしがちであまりデイケアセンターに来ないと

いう。最近 NDWS のスタッフが新たに始めた取り

組みが、Facebook などのソーシャルメディアを使

い、お米や豆など少しでもよいのでできることか

ら支援してほしいといったお願いをネパール人に

広く呼びかけるというものだ。お米や豆、小麦粉

などの材料を提供してくれる支援者もいれば、料

理を作って子どもたちのランチ時間に提供してく

れる支援者もいるという。NDWS はこれまで子ども

たちにランチを提供してきたが、職業訓練などの

新しいプログラムも増えているため予算が厳しく

なり、食材の予算を半分にせざるを得ない状況に

なった。不足分は家庭から収めてもらう形をとっ

ているが、少しでも家庭の負担を減らしたいとい

うことで Facebook での呼びかけを始めた。支援し

てくれた人は自分がやったことを Facebook でシ

ェアし、支援の輪を少しずつ広げていくようにし

ている。 

 2018 年 6 月には、スタッフの友人がチャリテ

ィイベントを開催してくれ、ショッピングセンタ

ーでスープを販売したそうだ。これにはデイケア

センターの子どもたちも参加し、子どもたちにと

ってもよい経験になったということだ。 

 
ランチを提供してくれる支援者。この日のメニューは 

モモ（チベット餃子） 

 

 

●アウェアネス研修の実施 

 NDWS はゴダワリ市から依頼を受けて、3 つの地

域で障がいに関するアウェアネストレーニングを

行った。当事者、その家族、教員、医療従事者、

地域の行政組織の職員などのメンバーを対象に、

障がいとは何か、どのように支援したらよいか、

などについてスタッフが講義を行った。参加者た

ちからは、今まで障がいについて知らないことも

多かったので、継続してこのような講義を受けた

いという感想があったそうだ。ゴダワリ市からも

ほかの地域においても実施してほしいと言われて

おり、現在予算の確保ができそうかどうか、市か

らの返事を待っている。 

 

 

●スタディツアーメンバーの訪問 

 8 月 10 日、スタディツアーのメンバーが、NDWS

のデイケアセンターを訪問した。雨季のため、NDWS

を訪問するころに雨が降っていたが、玄関で NDWS

のスタッフたちが花束と歓迎の意を表す布を 1 人

ひとりの方にかけてくれた。教室では子どもたち

がいつも楽しみに待ってくれている。まずはお菓

子の詰め合わせを子ども 1 人ひとりに配った後、

ツアーメンバーたちは子どもたちと一緒にダンス
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を楽しんだ。知的障がいのある子どもがほとんど

で、言葉を話さない子どもも多いためダンスはみ

んなが笑顔になれるコミュニケーションの 1 つで

ある。大勢のゲストが訪問すること自体めずらし

いため、子どもたちはうれしい反面緊張もしてい

る。最初はツアーメンバーも子どもたちもぎこち

ない表情だったが、一緒にダンスをしているうち

にだんだんと打ち解けてきた。 

 

一緒にダンスを楽しむツアーメンバーたち  

 

 子どもたちと一緒にダンスを楽しんだ後、ツア

ーメンバーたちは 2 階の教室に移動して、NDWS

のスタッフによる活動報告を聞いた。あまり時間

がなかったため簡単ではあったが、写真の入った

英語のスライドを用いてスタッフが説明してくれ

た。 

 

スタッフによる説明を聞くツアーメンバーたち 

 

 その後、ツアーメンバーは水がめを担ぐ体験を

することに。これは、ヘタウダで出会った女性た

ちが普段朝早く起きて水汲みに行くという話を聞

き、どれほどの重労働か体験してもらおうという

ことで、NDWS のスタッフにお願いして水がめと

それを頭で担ぐための縄を準備してもらった。水

がめ自体を担ぐことは難しかったので、水がめを

大きな竹かごに入れて担ぐことに。もちろん水が

めにはたっぷりの水が入っている。写真を見てい

ただければわかるが、かごに縄をひっかけ、それ

を背中に乗せ、額の部分に固定して担ぐ。前かが

みになりすぎると水がこぼれてしまうため、首に

も負担がかかる。NDWS のデイケアセンターから

少し行ったところに山につながる細い獣道がたく

さんあるため、そこを歩いてもらおうと思ったの

だが、あいにくの雨だったため、デイケアセンタ

ーの庭先での体験となった。男性のみならず、女

性たちも果敢に挑戦。ヘタウダで出会った女性た

ちは、これよりも重い水がめを担いで山道を往復

何時間も歩くことを聞いていたツアー参加者たち

は、改めて村での生活の厳しさを感じたようだ。 

 

ポリタンクの入った竹かごを担ぐツアーメンバー。水が

めでは傾斜がありすぎて水がこぼれるため、ふたのでき

るポリタンクに入れてもらった 

 

 

●サラスワーティさんへの支援 

 NDWS より、脳性まひでほぼ寝たきりの女性が

おり、そこの生活状況が厳しいので何とかした

い、という連絡があった。彼女の名前はサラスワ

ーティさん（24 歳）。脳性まひと軽度の知的障

害があるという。調査をした際に始めて NDWS に

登録した女性で、これまで学校にも行かず、ほと

んど外出もせずに生活してきた。家が山の中腹に

あり、交通の便も悪い。現在は母親と一緒に住ん

でいるが、母親もだいぶ高齢になってきており、

サラスワーティさんの身の回りの世話をするのも

難しくなってきているそうだ。父親はすでに病気

で他界しており、兄弟が 2 人いるそうだが、支援

をしてくれないとのこと。1 人は出稼ぎに海外に

行っており、もう 1 人の兄が父親から譲り受けた

家に住んでいるが、その家に母親とサラスワーテ

ィさんが住むことを認めず、2 人は家の敷地内に

トタンで作った小屋のようなところでの生活を強
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いられている。床は土の地面がむき出しになって

おり、雨のときや冬の寒いときは寝ることもまま

ならない。屋根がトタンのため、夏の日照りのと

きは家の中がサウナのようになってしまう。 

 NDWS は栄養補助食品や彼女が着られるような

洋服を少し寄付したそうだが、定期的な収入も家

族からの支援もないため、ラリグラスに相談があ

った。ツアー参加者の大野国貢さんが、継続的な

支援を申し出てくださり、早速 NDWS のスタッフ

が支援物資などを購入して届けた。ラリグラス

も、できれば一度サラスワーティさんの家庭を訪

問し、兄とも協議をして彼女が安全で清潔な環境

で生活できるように解決策を見つけていきたい。 

 

 

サラスワーティさんと母親。昼間でも家の中には十分な

明かりが入ってこない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アスタちゃん 

2017 年秋のレポートで、NDWS が支援をして義

足を作ったアスタ（Astha）ちゃんのことを紹介

した。ツアーメンバーが NDWS を訪問したときに

アスタちゃんとその両親も来てくれており、元気

に走り回る姿を見せてくれた。前回の写真よりも

だいぶ大きくなっており、幼稚園に通う準備を進

めているそうだ。 

 

 
2018 年 8 月に訪問したときのアスタちゃん。元気に

走り回っていた 

 

 

アスタちゃん（ラリグラス・ジャパン 2017 秋リポー

トより） 
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●被服デザイン・仕立ての職業訓練 

 2017 年秋のレポートでお知らせしたとおり、

NDWS はフィンランドの ABILIS 財団という団体の

助成金を受けて障がいのある女性たちのための被

服デザインや仕立ての研修を実施してきた。その

後、ニュースレターでも継続支援についてご報告

した。NDWS の代表リタさんはブティックを経営

し、オーダーメイドのデザインや仕立てを行って

いる。すでにラリグラス・リポートでも何度も紹

介しているが、ネパールの女性たちの普段着であ

るクルタ・スルワールやサリーは仕立てて自分の

サイズで作ることが多い。リタさんとリタさんの

義理のお姉さんのサヌーさんが協力し、障がいの

ある女性や障がいのある家族をもつ女性たちに対

してデザインや仕立ての基礎を教えている。15

人の女性に 15 カ月の研修を行った。参加者にも

とても好評であったが、仕事を受注できるまで技

術を磨くためには、さらに 1 年間の上級コースを

受ける必要がある。NDWS は ABILIS 財団に報告を

して上級コースを実施したいため支援してくれな

いか、交渉をした。上級コースの実施には約 100

万円かかるそうだが、ABILIS 財団は約 40 万円で

あれば支援が可能とのことで、残りの費用をラリ

グラスが支援することにした。 

 8 月 10 日、縫製を学んでいる女性たちのとこ

ろをツアーメンバーで訪問した。サヌーさんの自

宅の一室にミシンを置いて授業を受けられるよう

になっている。この日は、聴覚障がいのある女

性、足に障がいのある女性、弟がデイケアセンタ

ーに通っている女性などが参加していた。みんな

将来の夢は自分でお客さんからオーダーを受けて

クルタやサリーを作ること。仕立て屋であればミ

シンがあれば自宅での作業も可能となるため、障

がいのある家族の世話をする必要があっても、現

金収入を得ることができる。ぜひこの上級コース

を成功させ、来年のラリグラス･リポートでは職

を得られたという報告ができればと思う。 

 

 
クルタ（民族衣装）をミシンで作っている研修参加者  

 

 

●新たな職業訓練プログラムの計画 

 NDWS では、現在新たな職業訓練プログラムを計

画している。デイケアセンターに通っている子ど

もたちはだんだんと大きくなり、中には成人して

いる人もいる。しかし、障がいがあるためになか

なか就労は厳しく、デイケアセンターで日中を過

ごしている。保護者たちはなんとか働けるところ

を確保できないかと考え、現在農業を始めること

を計画している。NDWS のスタッフであるアディカ

リさんが土地を無償で提供してくれるとのこと。

農業を始めるための資金を提供してくれる団体を

探しているとのことで、クラウドファンディング

での呼びかけも検討している。次回のリポートで

は、本件の進捗状況についてもお知らせしたい。 
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イベント・その他の活動（201７年10月～2018年9月） 

 

●グローバルフェスタ JAPAN2017 

2017 年 9 月 30 日（土）、10 月 1 日（日）に東

京・お台場のセンタープロムナードにて、グロー

バルフェスタ JAPAN2017 が開催された。天気に恵

まれ、過去最高の来場者数 12 万 861 人を記録し

たとのことだ。 

 

さわやかな秋晴れ。イベント日和です 

 

当会の出展ブースではホスピスで制作したビー

ズアクセサリーなどのフェアトレード商品、イン

ドのレスキュー・ファンデーションの女性たちが

トレーニングを受けて制作したアクセサリーや小

物、そしてネパールで買い付けてきた雑貨を販売

した。 

 

色とりどりの華やかな民族衣装で「ナマステ」 

 

ラリグラスのブースには常に人だかりが！ 

 

活動報告コーナーでは代表の長谷川が活動報告

をし、多くの方が関心を寄せてくださった。ブー

スでのパネル展示にも興味をもってくださる方が

多くいらっしゃり、さまざまな方とお話する機会

が得られた。 

 

熱心にパネルを見てくださる方が多くいらっしゃいまし

た 

 

スタディツアー参加者をはじめ、遠方から駆け

つけてくださった方、忙しい合間を縫って毎年ご

参加くださっているボランティアの方、前日準備

にご協力いただいた方々に感謝申し上げたい。 

 

たくさんのボランティアさんたちが集まりました  
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●封入作業 

 2018 年 6 月 16 日（土）、飯田橋にある東京ボラ

ンティア・市民活動センターにてニュースレター

の封入作業を行った。今までは年に 2 回、ボラン

ティアの皆さんにご協力いただきラリグラス・リ

ポートの印刷・製本の作業を行っていたが、2018

年度より 6 月にはカラー印刷したニュースレター

をお送りすることになった。皆さん手際よく作業

してくださり、無事に会員・関係者の皆さんの元

へお届けすることができた。 

 

初のカラー印刷のニュースレター！ 

 

●グローバルフェスタ JAPAN2018 

2018 年 9 月 29 日（土）、前年同様、東京・お台

場センタープロムナードにてグローバルフェスタ

JAPAN2018 が開催された。当初は 29 日・30 日の 2

日間の開催予定であったが、30 日は大型台風の影

響で急遽中止となった。 

 

台風の接近により、1 日だけの開催です 

 

29 日、1 日のみの開催となったグローバルフェ

スタ。あいにくの雨でお客さまは少なく、実行委

員の公式発表によると来場者数は 43,888 人であ

ったとのこと。食販ブースに出展した団体は 2 日

分の食材を用意していたところも多く、大変な思

いをされたようである。当会は会場がお台場に移

ってから食販ブースへの出展は行っておらず、今

回も物販ブースのみの出展ではあったが、雨で人

もまばらな中での販売は苦戦を強いられた。30 日

に予定されていた活動報告コーナーでの講演も残

念だが中止となってしまった。 

 

雨の降る中呼び込みを頑張りました！ 

 

しかしながら、ツアー参加者の高校生たちをは

じめ当日のボランティア参加者の皆さんが、マイ

ティのホスピスやレスキュー・ファンデーション

で 1 つひとつ心を込めて作られた作品を 1 つでも

多くお客さまの手に取っていただけるよう丁寧に

商品の説明をしてくださったり、自作のボードを

掲げて大きな声で呼び込みをしてくださったりし

た。少しでも現地に還元できるようにと本降りの

雨の中びしょ濡れになりながら、皆さんが熱心に

販売してくださったおかげで、たくさんのお客さ

まに商品を購入いただくことができた。前日の準

備、当日ご参加くださった皆さんに感謝申し上げ

る。

 

遠方からもたくさん駆けつけてくれました  
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●委託販売 

 ラリグラス・ジャパンでは全国各地にお住まい

の皆さまに委託販売という形で、マイティ・ネパ

ールのホスピスやレスキュー・ファンデーション

で作られた商品などの販売活動にご協力いただい

ている。2017 年 10 月～2018 年 9 月に委託販売を

してくださった方々を紹介したい。 

 

 2017 年 10 月 28 日（土）・29 日（日）に開催さ

れた早稲田大学本庄高等学院の稲稜祭にて、2017

年のスタディツアーに参加した皆さんが、ネパー

ルにおける人身売買問題の現状報告を行い、ネパ

ール雑貨の物品販売を行ってくださった。会場は

大盛況で、夏休みに行われた六高祭と合わせて 10

万円以上を売り上げている。 

2017 年 11 月 25 日（日）に行われた専門学校北

九州看護大学校の学校祭では、赤尾芹菜さんをは

じめ、有志の皆さんが委託販売にご協力くださっ

た。専門学校北九州看護大学校の皆さんには長年

継続的にご協力いただいている。 

 香川県の佐藤圭都さんはさまざまな機会に商品

を販売くださっており、ご自身で作ったポップを

使って当会の活動を紹介するなど、いつも精力的

に活動されている。2018 年 4 月には香川県の蘭

ズ・ガーデンにてチャリティイベントを開き、自

作のがま口とともに当会の商品を販売してくださ

った。佐藤さんは遠方から毎年かかさずグローバ

ルフェスタにもご参加いただいている。 

 6 月 2 日（金）、3 日（土）に行われた共栄学園

中学高等学校の文化祭・共栄祭では、ボランティ

ア部の皆さんと、同校保健室で働く鈴木明子さん

が商品を販売してくださった。皆さんが作ったミ

サンガなどの売り上げや当日集めた募金も併せて

ご寄付いただいた。鈴木さんは 2015 年から数回

スタディツアーに参加されており、当会の活動に

いつもご協力くださっている。 

 東京都世田谷区・三軒茶屋にあるカフェ「Cafe

ゆうじ屋」さんは 5 年前から継続して委託販売に

ご協力いただいており、ゆうじ屋さんでビーズ商

品を購入されたことをきっかけに当会の活動を知

ったという方もいらっしゃる。現在店舗の一角に

ビーズ商品を置いてくださっているので、ぜひお

立ち寄りいただきたい。 

 委託販売にご協力いただいたすべての方に心よ

りお礼申し上げる。 

  

稲稜祭にはラリグラスのメンバーも駆けつけました 

 

 
佐藤さんが行ったチャリティイベントの様子  

 

 ラリグラス・ジャパンが行っている「ビーズ・

プロジェクト」は、マイティ・ネパールのホスピ

スで暮らす女性たちに「働く機会」を提供するこ

とを目的として立ち上げられた。彼女たちにとっ

てこのプロジェクトが唯一現金収入を得られるチ

ャンスであり、生活にハリをもたらすものとなっ

ている。そして、自分の作ったものが海外で認め

られていることは彼女らの大きな誇りにもなって

いる。ホスピスで作られた商品をはじめ、ネパー

ル・インド雑貨を委託販売していただける方を募

集している。当会の委託販売の流れは次の通りで

ある。ご協力いただける方からのご連絡をお待ち

している。 
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【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ビーズ商品と 

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（価格がお客さま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、ご入金の際にかかる

手数料は当会が負担いたしますが、売上は全額当

会にご入金願います。 

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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2017年度決算 

2017 年度 活動計算書(報告書) 

2017 年 04 月 01 日～2018 年 03月 31日(配賦) 

特定非営利活動法人 ラリグラス・ジャパン 特定非営利活動に係る事業の会計 
(円) 

科目

CD 
科目 金 額 

 1.経常増減の部 

 (1)経常収益 

受取会費 

## 正会員受取会費 200,000     

  賛助会員受取会費 1,387,000     

  受取会費計   1,587,000   

受取寄付金 

6501 

 -1 

受取寄付金 

 - 一般 
4,427,347     

 -2  - ブライダル基金 126,000     

 -3  - 洋服 48,000     

 -4  - お菓子 136,000     

 -5  - 職業訓練 77,000     

 -7  - 文房具 4,000     

 -9  - テーラー開業支援 155,000     

 -100  - その他 122,700     

  受取寄付金計   5,096,047   

事業収益 

6201 

 -3 

普及・啓発事業収益 

 - ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ（物版） 
101,409     

 -6  - 委託販売 231,289     

 -7  - ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ 2,092,470     

 -100  - その他 38,420     

6202 

 -1 

情報収集・情報提供事業収益 

 - 書籍販売 
2,056     

  事業収益計   2,465,644   

その他収益 

## 受取利息 29     

## 為替差損益 60,206     

  その他収益計   60,235   

  経常収益合計     9,208,926 

 (2)経常費用 

 事業費 

  【その他費用】 

 - 32 ﾎｽﾋﾟｽ運営費（寄付金支出） 554,983     

 - 33 ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ支援費（寄付金支出） 230,912     

 - 34 NDWS 運営費（寄付金支出） 1,500,000     

 - 35 RF 運営費（寄付金支出） 2,606,500     

 - 36 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ支援費（寄付金支出） 500,000     

 - 37 テーラー開業支援 1,000,000     
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 - 42 洋服代 157,200     

 - 43 お菓子 144,129     

 - 44 職業訓練 100,000     

 - 46 文房具 10,000     

 - 47 アーシャネパール運営費 58,751     

 - 50 材料費購入 18,665     

 - 52 寄付物品 83,113     

 - 63 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ 22,118     

 - 66 物品仕入・購入 27,413     

 - 71 現地イベント費 170,811     

 - 72 食費 222,817     

 - 73 通訳代 200,000     

 - 101 通信運搬費 126,867     

 - 102 会議費 34,690     

 - 104 宿泊費 697,266     

 - 105 旅費交通費 850,995     

 - 110 消耗品費 324     

 - 115 事務用品費 27,468     

 - 140 印刷製本費 14,723     

 - 198 送金手数料 15,108     

 - 250 雑費 64,229     

  【その他費用計】   9,439,082   

  事業費計   9,439,082   

 管理費 

  【その他費用】 

  役員報酬 0     

  給料手当 0     

  退職給付費用 0     

  福利厚生費 0     

  支払地代家賃 0     

  水道光熱費 0     

 - 100 消耗什器備品費 3,549     

 - 101 通信運搬費 28,973     

 - 105 旅費交通費 14,438     

 - 106 広告宣伝費 2,320     

 - 107 ｳｴﾌﾞｻｲﾄ運営 14,904     

 - 110 消耗品費 12,313     

 - 115 事務用品費 2,752     

 - 116 N-Books 会計ソフト使用料 10,800     

 - 130 新聞図書費 1,260     

 - 131 研修費 8,000     

 - 185 諸会費 2,000     

 - 197 為替手数料 216     

 - 198 送金手数料 1,858     

 - 232 為替差損 40,879     

  【その他費用計】   144,262   

  管理費計   144,262   
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  経常費用合計     9,583,344 

 当期経常増減額     -374,418 

 2.経常外増減の部 

 (1)経常外収益 

  経常外収益合計     0 

 (2)経常外費用 

## 過年度損益修正損 4,000     

  経常外費用合計     4,000 

 当期経常外増減額     -4,000 

 税引前当期正味財産増減額     -378,418 

 当期正味財産増減額     -378,418 

 正味財産期首残高     11,922,312 

 正味財産期末残高     11,543,894 
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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 1,587,000 0 1,587,000 0 1,587,000

受取寄附金 5,096,047 0 5,096,047 0 5,096,047

受取助成金等 0 0 0 0 0

事業収益 2,465,644 0 2,465,644 0 2,465,644

その他収益 60,235 0 60,235 0 60,235

経常収益計 9,208,926 0 9,208,926 9,208,926

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 34,690 0 34,690 0 34,690

旅費交通費 57,376 793,619 850,995 14438 865,433

通信運搬費 126,867 0 126,867 28,973 155,840

印刷製本費 14,723 0 14,723 0 14,723

スタディツアー 218,840 688,815 907,655 0 907,655

現地調査 580,933 0 580,933 0 580,933

イベント出展費 22,118 0 22,118 0 22,118

書籍購入 0 0 0 0 0

ビーズ類購入 27,413 0 27,413 0 27,413
N-Books会計ソフト
ウエブサイト

0 0 0 25,704 25,704

事務用品 27,468 0 27,468 2,752 30,220

送金手数料 1,858 10,108 11,966 5,108 17,074

為替差益 0 0 0 40,879 40,879

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 6,450,000 6,450,000 6,450,000

その他 381,004 0 381,004 29,658 410,662

その他経費計 1,493,290 7,942,542 9,435,832 147,512 9,583,344

経常費用計 1,493,290 7,942,542 9,435,832 147,512 9,583,344

当期経常増減額 -374,418

過年度損益修正益

過年度損益修正損 4,000

経常外増減額 4,000 4,000

（１）

（２）

 ５．

平成29年度　　計算書類の注記

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

科目

 １．

 ２．

 ３．

 ４．
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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11,922,312円ですが、そのうち339,723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11,582,589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 145,830 126,000 500,000 -228,170

子供服 28,000 48,000 157,200 -81,200

お菓子 42,348 136,000 144,129 34,219
職業訓練 94,000 77,000 100,000 71,000

文房具 8000 4,000 1,000 11,000

地震支援 21,545 0 0 21,545

テーラー開業支援 0 155,000 1,000,000 -845,000

合計 339,723 546,000 1,902,329 -1,016,606

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
その他の事業はありません

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
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監査報告書 
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2018年度事業計画 

 

 

１．海外事業活動  

  （１）マイティ・ネパール 

  ・テーラー開業支援 

  ・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  

 （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 

（２）イベントの参加とフェアトレード商品の販売 

 ・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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2018年度予算 

 

2018 年度 活動計算書予算 

  科目 予算額（円） 

 1.経常増減の部 

 (1)経常収益 

受取会費 

  正会員受取会費 200,000     

  賛助会員受取会費 1,387,000     

  受取会費計   1,587,000   

受取寄付金     

  受取寄付金     

   - 一般 4,400,000     

   - ブライダル基金 126,000     

   - 洋服 48,000     

   - お菓子 136,000     

   - 職業訓練 77,000     

   - 文房具 4,000     

   - テーラー開業支援 155,000     

  －その他 122,000     

  受取寄付金計   5,068,000   

事業収益 

  普及・啓発事業収益     

  －助成金申請 2,000,000     

   - ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ 100,000     

   - 委託販売 231,000     

   - ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ 1,500,000     

  事業収益計   3,831,000   

  経常収益合計     10,486,000 

 (2)経常費用 

 事業費 

【その他費用】 

  ﾎｽﾋﾟｽ運営費（寄付金支出） 500,000     

  ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ支援費（寄付金支出） 230,000     

  NDWS 運営費（寄付金支出） 2,120,000     

  RF 運営費（寄付金支出） 3,500,000     

  ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ支援費（寄付金支出） 500,000     

  テーラー開業支援 500,000     

  洋服代 0     

  お菓子 150,000     

  職業訓練 60,000     

  文房具 10,000     

  アーシャネパール運営費 150,000     

  材料費購入 20,000     

  ビーズ購入 10,000     

  寄付物品 85,000     

  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ 25,000     

  物品仕入・購入 30,000     

  現地イベント費 170,000     

  食費 230,000     
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  通訳代 200,000     

  通信運搬費 130,000     

  会議費 35,000     

  宿泊費 700,000     

  旅費交通費 850,000     

  消耗品費 1,000     

  事務用品費 30,000     

  印刷製本費 100,000     

  支払手数料 0     

  為替手数料 0     

  送金手数料 15,000     

  雑費 65,000     

【その他費用計】   10,416,000   

  事業費計   10,416,000   

 管理費 

【その他費用】 

  役員報酬 0     

  給料手当 0     

  退職給付費用 0     

  福利厚生費 0     

  支払地代家賃 0     

  水道光熱費 0     

  通信運搬費 30,000     

  会議費 5,000     

  旅費交通費 15,000     

  ｳｴﾌﾞｻｲﾄ運営 15,000     

  消耗品費 1,000     

  事務用品費 5,000     

  N-Books 会計ソフト使用料 10,800     

  研修費 5,000     

  送金手数料 5,000     

  雑費 9,000     

【その他費用計】   100,800   

  管理費計   100,800   

  経常費用合計     10,516,800 

  当期経常増減額     -30,800 

 当期経常外増減額 0     

 税引前当期正味財産増減額     -30,800 

 当期正味財産増減額     -30,800 

 正味財産期首残高     11,543,894 

 正味財産期末残高     11,513,094 
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会員・寄付者リスト 

（敬称略） 

 

【会員】 

2017年 10月から 2018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  門垣裕子   亀尾麻彩子 久保田明人    下窄あゆみ 須賀香奈  

高橋国和   高橋奈美江 高柳ユミ   長江さをり  中嶋野香   長谷川まり子  林亜紀子  三原一夫  

 

《里親賛助会員》 

石原正行 伊藤芳樹  稲垣すみ子 上中美穂 宇田川江美 大関順子 大田多恵 奥井眞佐子 尾花好恵 

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  

宗尚子 鈴木樹代子 高橋多美子 瀧口修薫 土居裕見子 轟木元枝 西部徹 西堀喜則 野口みどり 

林和夫 平井英津子 平野善之   藤本律子 前澤洋子   丸山竹士郎 水上直樹 宮田泰司  

持田季未子 元田智子 森谷里美 山田千恵 

 

《一般賛助会員》 

青井博 秋山洋子 阿部真里子 生田卍 石渡裕康 稲葉資郎 今村久美子 入江まり子 岩間加代子  

漆原万里子 江口敏 大黒やより 大野国貢 岡部陵佳 小澤弘江 小俣富美香  春日恵 角谷三樹子  

金田敦子 木谷招子 木藤陽子 倉田春香  下田伸子 鈴木明子  竹内淳子 千葉幸子 豊田健治  

中野陽子 名田文子 西野章男 橋本篤 河朱美 長谷川隆三 藤音晃明 藤城裕子 松岡静枝  

松永一夫 松本聡子 水﨑朋子 武藤禎 村上隆男 山田都子 横田眞二郎 吉田久美子 吉田茂  

米山知得子 匿名 

 

 

《学生会員》 

浅野友里 荒川航輝 石澤知世 市川実花 大畑璃子 小野桃 金子奈央 栗本賢 坂本明日香 

清水詩絵 白井菜穂 白戸二花 関智美 高浦明香 高田茉那 永尾一晟 永松若葉 野口有希乃  

蓮実直海 増田花凜 宮野雄弘 柳澤佑奈 
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【寄付をしてくださった皆さま】 

（2017年 10月～2018年 9月） 

浅野芳子   阿守優美 石原正行 伊藤芳樹 稲葉資郎 今中正次 岩間加代子 上田朋子 上山英徳  

漆原万里子 近江京子 大田多恵 大野国貢 大原由子 岡部陵佳   越久幸子 尾崎可奈 小野浩司  

小野寺一彦 小俣富美香  柿沼美沙子 加古紗都子 笠井育子 角谷三樹子  金井京子    神谷学  

木藤陽子   工藤節子   國森佳子   久保田明人 桑田真由美 古賀ミチ  小手川弘子  小林のぶ江   

坂本淳子    坂谷内勝明 櫻井るり香 サトウヨシノリ 篠原マリ 渋谷修  下田伸子     新谷暁子 

杉山弘子   鈴木樹代子 鈴木重男   瀬谷直子   宗尚子     高橋国和   竹林早苗    田辺浩一  

田邊暢子   千葉幸子   堤田芳和   手塚恭子   土居裕見子  轟木元枝    永田萌奈    中野陽子  

永本智美   西部徹      西堀喜則   野口恵里花  林泉      平井英津子  平野善之    福田昌代  

福原匡伸   藤田一彦   別府浩一郎  前澤洋子   前原旭    松永一夫    松山眞理    丸山竹士郎  

水上直樹   三谷理     峰﨑はなこ 三橋久子   宮野雄弘  武藤禎      元田智子    森谷里美   

山口泰正   山下真奈   山田千恵   横田眞二郎 吉田久美子 誉増渉   米山知得子     

株式会社上山 未来 Mire （有）フットフィール   グローバルフェスタ寄付 匿名 

 

 

 

【ボランティアとして活動に参加してくださった皆さま】 

（2017年 10月〜2018年 9月） 

 

赤木由美   秋山佳子   浅野友里   荒川航輝   石川重美   市川実花   上原翔子   大関順子   大橋由希 

大畑璃子   大野国貢   春日恵   角谷三樹子   金子奈央   亀尾麻彩子   クシャール・サッキャ 

久保田明人  栗本賢   佐藤圭都    白戸二花   鈴木明子   関智美     高浦明香   高田茉那   高柳ユミ 

永尾一晟   中嶋野香  野口有希乃  蓮実直海   長谷川まり子  藤城裕子  増田花凜   松本彩、 

峰崎はなこ   宮野雄弘    武藤禎  柳澤祐奈   山田千恵 

 

 

【活動にご協力くださった団体・皆さま】 

（2017年 10月～2018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   
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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 

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            久保田明人      三原一夫      門垣裕子 

 

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） 

 

評議員        高橋国和      新倉元彦      三谷理 
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スタディツアー感想文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆参加者◆    浅野友里       埼玉         学生 

                           大野国貢            東京         社会人 

倉田春香            埼玉         学生 

栗本賢              埼玉         学生 

白戸二花            埼玉         学生 

関智美              東京         学生 

高田茉那            埼玉         学生 

永尾一晟            東京         学生 

増田花凜            埼玉         学生 

武藤禎              静岡         社会人 

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 

               上原翔子        ラリグラス・ジャパン 理事 
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｢私を忘れないで｣ 

浅野 友里 

 

 

 

日本に戻ってきて早 3 日が経ち、余韻に浸りな

がらも記憶や感動が冷めないうちにこれを書き起

こしています。 

 このスタディツアーへ、早稲田本庄が団体とし

て参加するようになったのは 2015 年からの試み

でした。当時高校 1 年生であった私は、ネパール

をアジア最貧国とくくり、関心が持てませんでし

た。キラキラしているように見える欧米の観光に

憧れていて、貧しい国へ行くことは考えていなか

ったのです。華やかな写真を撮ることや、煌びや

かな体験談をすることに夢中だったのかもしれま

せん。しかし、高校での生活を重ねるうちに、考

え方が変わりました。ネパールの『少女売春』と

いう社会問題に対して、自分の目で見て聞いて、

肌で感じたいと思いました。日本で生活する上で

身近に感じられない人身売買の問題を、学院長の

引率の下、勉強できる機会を逃したくないと思っ

たのです。 

8 月 11 日に、ホスピスの女性やマイティの子ど

もたちとピクニックをしました。「ここにいる子全

員が AIDS を発症している」そんな言葉がまり子

さんの口からすっと出てきました。彼らは円を作

り誰かが中心に入って踊る。その中心に友達を引

っ張っていくような微笑ましい場では、彼らが病

気であることを忘れていました。 

 昼食前に、仲良くなった女の子に、スマホの写

真を見せながら日本での生活を説明していました。

そして私の家族写真がスマホに映し出された瞬間、

彼女は固まりました。そのとき、彼女には家族が

おらず、保護されている身であるということを思

い出しました。また、彼女に出身を尋ねると｢マイ

ティ・ネパール｣と答えました。直前に、埼玉出身

であると気楽に答えた私にはその言葉が一段と深

く心に刺さりました。たったその一言は、彼女の

孤独さや今までの生活の苦しさなどを私に想像さ

せました。出身を施設名で答える彼女には思い出

もマイティでの生活しかないのだと考えると、な

んとも言えない沈んだ気持ちになりました。同時

に、彼女の居場所となる場所を支援するまり子さ

んたちに頭が下がります。日本での生活をする傍

ら、ボランティアで異国の人々の生活を支援した

上で、少女たちに仕事の大切さなど、生きる上で

必要な教育もしていました。ホスピスの女性にも

作る商品は量より質だと教えていました。形だけ

ではなく根本から支援していく姿に感動しました。

私たち人間は、普段は自分の幸福だけに思い煩っ

て他人の幸福までを思いやるゆとりはないと思い

ます。ボランティアは見返りを求めない活動であ

り本当に難しいことですが、それこそが本当の愛

なのだと実感しました。日々の生活の中に奉仕す

る心を少しでも持ちたいです。 

しかし、私は物足りなさをどこかで感じていま

す。限られた数時間しかやってこない外国人学生

が少女たちと、本当に心を許しあうことなんて到

底できないはずです。私は、彼女たちが何を思っ

て生活し、何を必要としているのかを知りたいと

思い、ネパールへ行きました。現状こそ学べまし

たが、少女の気持ちは分からないままでした。と

いうよりも私では簡単に理解できることではない

と自覚しています。私も人に知られたくない秘密

を持っています。共有しているのは家族と信頼で

きる友人数人です。「この人になら話したい」と思

ったときに話します。話してしまうと、肩身の荷

物がおり、真の自分と一緒にいてくれる人の存在

がとても心強くなります。私も、愛情を伝え、誰

かに信頼され心の拠り所となる人になりたいです。

私は哀れみではなく、相手の痛みや苦しみを自分

が受けたかのように想像し、その辛さを感じるこ

とができるようになりたいです。そのために自分

でお金を貯めて、まり子さん、翔子さん、ラジャ

さんの率いてくださるこのツアーに参加します。

一度で終わらせる気はありません。仲良くなった

6 年生の彼女に別れ際にブレスレットをもらいま

した。彼女がマイティを出る 10 年生までに、ブレ

スレットをつけて訪問します。 

今の私にできることは、人々に伝えることと、

全額寄付の物品販売で売り上げを伸ばし、より多

くのお金をネパールの女性たちに届けることです。
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私がこのツアーに参加を決めたのも昨年度参加者

のクラスメイトの経験談に胸を打たれたからでし

た。私も、人々の心に訴えかけ、まずはネパール

の現状を知ってもらいます。そして、まり子さん

が代表となって運営するラリグラスジャパンとい

う NGO が存在することを周知させます。人々が関

心を持ってさらに人が集まれば、きっとまり子さ

んたちも活動がしやすくなります。日本での物品

販売では多くの人の足を止めて、良い品を自信を

持って売ります。 

 ネパールでは毎日 250 人の少年少女が行方不明

になっていると聞きました。そうした人々が世界

中に 1 人でもいる限り私たちは決して真の幸せで

あるとは言えないと思います。真の幸せが到来す

る日ははるかに遠いかもしれませんが、その橋渡

しとなるよう活動します。 

 そして私の手首に巻いてもらったブレスレッ

ト。言葉がなくても彼女が言っていることは分か

ります。「私を忘れないで」 
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スタディツアーレポート 

大野国 貢 

 

 

 

8月4日(土)  

 前日 3 日（金）の夜に空港でチェックイン。

集合、チェックインとも滞りなく進み、バンコク

での長い乗り継ぎのための待ち時間を過ごした

後、カトマンズまで無事に到着。空港からは直行

でマイティ本部へ向かい、いつも通りツアー参加

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。詰められたお菓子は早速子どもた

ちにお配り。ツアーメンバーは移動で疲れている

こともあり、この日のプログラムはここまでで終

わりホテルに移動。 

 到着したホテルHOLYHIMALAYAでは、なん

と、昨年と同じトラブル発生!!!!!!! 預けていた

荷物が再び紛失していたのだ!!!!!! 昨年、あれ

だけ念押しして荷物を預けたのに、いったいどう

いうこと??? 

 

8月5日(日)  

 失われた荷物を捜索するため、まり子さん、翔

子ちゃん、私とラジャさんとで、昨年訪れたとこ

ろとは別のホテル関連施設に行く。そこには昨年

同様ホテルから運び込まれた大きなバッグや半分

壊れたようなスーツケースがいくつも置かれてい

た。これまた昨年同様、片っ端から中を確認して

いくと、見覚えのないバッグの中から、昨年チア

ダンスで使ったボンボンの残骸が発見された。こ

れはもう、誰かが荷物の中身を吟味して、金目の

ものを取り出して価値のないものを残したとしか

考えられない！ この件に関しては、まり子さん

がホテルに対し厳重に抗議。 

 ツアーのほうは、昨日に続きマイティ・ネパー

ルを訪問。試験休みのためテレサ・アカデミーは

休校で、ツアーメンバーはアカデミー以外の施設

を見学。昼食後はホスピスを訪問し、施設見学と

ビーズ製品チェック。商品チェックの際にお気に

入りの品を見つけたツアーメンバーはその場で商

品購入！ 

 

8月6日(月)  

 今年も早起きをしてタライ平原にある都市ヘタ

ウダへ移動。なんと、昨年と比べて道が非常に良

くなっており、舗装の壊れた凸凹に悩まされる時

間帯が激減。予定どおり昼過ぎにはヘタウダに到

着。プリベンションキャンプには、翌日のピクニ

ックに参加する昨年の卒業生たちも集まってお

り、ツアーメンバーと交流の時間。早稲田の学生

たちは、過去 2 年にネパールスタディツアーに

参加したOB メンバーのビデオメッセージを披

露。 

 

8月7日(火)  

 すっかり定番となったヘタウダ近郊にあるリゾ

ート公園でのピクニック。これまた定番となった

ミツコの登場！ そしてまた定番は、軽食で一服

した後のダンス・ダンス！ そして、いつもの高

速観覧車に続いて、定番化するであろうバイキン

グ船を皆で楽しみました。このリゾート公園は儲

かっているのか拡張が続いており、今年はミニ動

物園までできていて、ここも散策。 

 アトラクションを楽しんだ後は、おなじみ手品

の時間。今年も新ネタを持ち込んで、楽しく過ご

しました。今年はピクニックの間、雨期にも関わ

らず一滴の降雨も無し。例年より涼しく快適な気

候でした。これはやはり、私の日頃の行いの賜物

に違いありません。 

 ピクニックから戻ったツアーメンバーは、夕

方、女子を中心にヘタウダのアクセサリー卸店

へ。 夕方になって雨も降り始め、今年は市場の

ほうへは行かずホテルに戻る。ホテルに戻った後

は、12 日に予定されているマイティ本部で披露

する出し物に向けた特訓の時間。昨年はチアダン

スという強力なコンテンツがあり、ヘタウダでも

一度披露されたが、今年はネパールに着いてから

少しずつ構想を固めており、地道な練習が欠かせ

ない。高校生を中心とした若手ツアーメンバーの

練習風景を見ながら、ひたすらビールを飲んでい

る人も…… （それは私？）。 
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8月8日(水) 

 例年通り、国境の町ビールガンジへ移動して、

国境のチェックポイントとマイティのトランジッ

トホームの見学へ。途中、キャンプ卒業生が雇用

されているテーラーを訪問。しっかり働いている

ようでした。しかし、まり子さんが彼女に「よい

仕事があると誘われたら行ってみたい？」と質問

すると「行ってみたい！」との答え。う、キャン

プの成果としてせっかくよい仕事を得たのに、も

しかしたらだまされちゃう危険あり??? 

 ビールガンジでは例年より少し足を伸ばしてイ

ンドとの国境ぎりぎりまで歩く。幸い、例年より

涼しく、歩くことも苦にならない。日本では味わ

うことのできない「国境」を満喫。 

 ヘタウダに戻った後、再度プリベンションキャ

ンプを訪問。ピクニックの感想を聞くと、本当に

楽しんだ様子。別れ際には涙を流す女の子もいま

した。 

 プリベンションキャンプを辞した後、今年は新

たな企画として、卒業生が村に開いたテーラー訪

問が計画されていた。昨年、吉田先生からミシン

を受け取った中の一人が開いた店が、車で 1 時

間プラス少しの歩きで行くことができると言う。

ところが、移動を開始してみると、車でいくら走

っても目的地に着かない。ドライバーもその辺り

の地域には詳しくないため、道を聞きながら移

動。ようやく目印となる学校へ続く道の入口が分

かったものの問題発生。四駆の車でも上れないだ

と！ 仕方ないので車を置いて歩くことにしたも

のの、ネパール人の足でも30分はかかると言

う。しばらく歩いて、もうあきらめようかという

頃、ようやく学校が見えてくる。だがしかし、卒

業生の開いたお店は、その学校からさらに山一つ

向こうとのこと！ 何とか彼女と連絡がついて、

彼女のほうが学校まで来てくれることとなり一安

心。学校でしばらく待っていると、彼女が、店と

併せて自分で開いた縫製教室の生徒を連れて登

場。自作の商品もお土産に持ってきてくれまし

た。乾期であれば車で彼女の店の近くまで行けた

ものの、残念ながら今年はこれまで。果たして来

年はどうなるか??? 

 

8月9日(木)  

 ヘタウダを後にしてカトマンズへ移動。途中、

峠の茶店で休憩を取っていたら、なんと、遙か向

こうにヒマラヤ山脈が見えるではありませんか！ 

雨期のこの時期ヒマラヤが見えるとは何という僥

倖。これもひとえに私の日頃の行いの賜物ね。 

 カトマンズ到着後はホテルに一度戻った後、ラ

リグラスの商品仕入れのお手伝いとお土産購入タ

イム。夕食の後、12 日のマイティでの出し物に

向けた練習に気合いが入る。 

 

8月10日(金)  

 市内観光をこの日の午前中に実施し、ボーダナ

ートとパシュパティナートとを廻る。はじめにボ

ーダナートに行った後、まり子さんと翔子ちゃん

及び私の 3 人は、パシュパティナートには行か

ずマイティ本部へ。12 日の出し物の会場は、こ

れまで使ってきた本部中庭ではなく、建物内にあ

る大きめのホールとするため、ホールの設備を確

認することが目的。ホールにはステージがあるも

のの、そこに上がってみるとステージの真ん中あ

たりは床が陥没しており、そこに人が乗れば大穴

が開いてしまいそうな部分があるではないか。で

きるものなら 12 日までに修理してもらえるよ

うマイティに依頼。ステージの確認の次は窓の大

きさを確認。その目的は、出し物で光り物を使い

たいので、部屋を暗くする暗幕を準備するための

寸法取り。目的達成後はパシュパティナート観光

組と合流して NDWSへと向かう。 

 NDWS には昨年同様マヘンドラが顔を出して

くれていた。透析にきちんと通っているようで、 

昨年と比べて顔色もよくなっている。スマホ修理

の職業訓練を受けることにも前向きになってきて

おり、今後に期待が持てそう。NDWS のデイケ

アセンター見学後は、高校生向けの体験プログラ

ムが準備されていた。ヘタウダで山道を歩いた

際、ネパールの子どもたちはこの山道を水や家畜

のえさを持って上り下りするという話をしたのが

きっかけ。ネパールの子どもが荷運びに使う篭に

30kgほどの重りを入れて歩いてもらおうという

企画。何とか皆やってみたものの、毎日この荷物

を持って30 分以上山道を行くなんて、日本の高

校生には無理そう。 

 

8月11日(土) 

 休日の土曜日はいつも通りのピクニック！ ピ

クニックの会場は昨年の会場とは少し離れたとこ

ろにあるバクタプール近郊のリゾート。もちろん

ミツコも登場よ！ 今年はなんとマイティの子た

ちも手品や歌等の出し物を披露。うむ、おぬした

ちなかなかやるな！ そうなると、来年のこちら
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からの出し物の手品についてもレベルアップしな

ければ……。 

 今年のピクニックは食事時間がいつもとは異な

り、夕方にかかってしまったので、ツアーメンバ

ーにとっては事実上の夕食となり、ホテル帰着後

に食事に行くことは取りやめとなった。夕食外出

がなくなったことで生まれた時間は、翌日のマイ

ティ本部での出し物に向けた最終リハーサルに費

やされたのであった。出し物の中身が決まってか

ら日本に発注した光り物(サイリウム) も、運搬

に協力してくれた人のおかげで無事に到着。通し

リハまでしっかり練習をして翌日に備えるメンバ

ー。さて、その成果や如何に？ 

 

8月12日(日)  

 午前中、別れを告げにホスピスを訪問。なぜか

道が普段にも増して渋滞しており、距離的には

20分程度で移動できるはずなのに、1 時間半も

かかってしまう。前日のピクニックの感想を話し

たりしてしばし歓談をした後、ホスピスを後にす

る。 

 マイティ本部では、今回のツアーで初めてアヌ

ラダさんと対面。現在は知事の仕事と二足のわら

じを履いているので、相当忙しそうでした。その

後、テレサ・アカデミーを見学し、教室にお邪魔

する。もちろん生徒の中には前日のピクニック参

加者も。 

 放課後はいよいよツアーメンバーの出し物のお

時間。なんと会場のステージはしっかり修理され

ており、飛び跳ねても何の問題も無い状態。やれ

ばできるぞ、ネパール！ 出し物のほうは白戸さ

んの伴奏による関さんの歌に始まり、続いての高

田さんの華麗なるバレエで子どもたちの心は鷲掴

み。次の出し物へと期待が大きく膨らんだところ

で、満を持してミツコとムトゥの登場。しっかり

化粧の施された2人の着る衣装は白鳥の姿。音楽

はいうまでもなく「白鳥の湖」。もちろん子ども

たちには大ウケです。そう、今年のミツコは「白

鳥ミツコでございます!」(白鳥麗子ぢゃなくて

よ)。せっかく子どもたちにウケているのに、ホ

イッスルを吹きながら現れた吉田先生に追い立て

られて舞台から下ろされた二羽の白鳥。入れ替わ

りに若手ツアーメンバーがダンスを披露する。そ

してダンス 1 曲目が終わったところで会場は真

っ暗に(無事に準備できた暗幕が暗躍、ぢゃなく

て、活躍)。そしてサイリウムの明かりがとも

り、毎晩練習してきた成果が披露される。 息の

合った動きは夜空に輝く花火。おそらくこうした

パフォーマンスが披露されるのはネパール初では

ないか。子どもたちからは大歓声と拍手。これま

での練習の苦労が報われました。 

 しかし、年を追うごとに完成度が高まっていく

マイティでの出し物。果たして来年はこれを上回

る出し物はできるのだろうか……？ 子どもたち

の期待値も上がる一方なのでちょっと心配なので

あります。 

 

8月13日(月)  

 いよいよネパールを離れる日。私を含めた何人

かの有志メンバーはスワヤンブーを観光。その後

はいよいよネパールともお別れです。ここで問題

なのは、なんと帰国の便は「引率者無し！」 と

いうこと。実はヘタウダに行った際、重大な事実

が判明していたのです。翔子ちゃんが航空券を取

る際に帰国日を間違えていて、一人 14 日の便

で帰国することになっていたのです。まぁ、私は

ネパールジモティなので言葉の問題も無く、旅行

経験も豊富なので引率無し大丈夫なのですが…

…。 

 空港でのチェックイン、出国手続き、バンコク

での乗り継ぎ案内と、無事に私の任務は果たしま

した。 

 

終わりに 

 今年も高校生メンバーが大活躍。もはや早稲田

のメンバーの参加がなければ成り立たないのでは

という勢い。来年もよろしくお願いします。今年

は皆、体調を大きく崩すこともなく、出し物も大

成功！ ネパールでの訪問先での交流はたいへん

充実したものとなりました。皆さん、ありがとう

ございました。 
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スタディツアーリポート 

倉田 春香 

 

 

  

今回のスタディツアーに参加しようと思ったき

っかけは、インドの売春宿に売られてしまう女

性たちの問題が気になったからです。個人的に

は過去二度ネパールを訪れていましたが、その

ような問題が根強くあることは知らなかったの

で、自分にとってはとても衝撃でした。空港に

降り立ち、まず久々に見るネパールの景色、匂

いを感じ、また来ることができた喜びがこみ上

げてきました。 

 最初に訪れたマイティネパールは、どんなと

ころだろうとドキドキしていましたが、そこで

暮らすさまざまな背景の女の子たちは笑顔で優

しく迎えてくれ、安心したし、嬉しかったで

す。 

 お菓子の詰め合わせが終わり、マイティで暮

らす皆さんに配っている最後の方に、インドの

売春宿に売られ、救出された女性たちがやって

きました。中にはまだ救出されて間がなく、表

情の堅い、笑顔のない女性もいました。今まで

本やテレビを通して、情報としては知っていた

けれど、実際に目の前で会ってみると、本当に

いるんだ……と、強く実感することができまし

た。 

 2日目はマイティを見学、その後ホスピスを

訪れました。マイティには小さい子もいてとて

もかわいかったのですが、その背景にはビニー

ルに入れられて捨てられていたという子も。信

じられませんでした。ホスピスでは売春やレイ

プなど、過去のつらい経験により統 合失調症

を抱えている方も多かったのですが、最初にお

会いした印象は、どの方も笑顔がすごく素敵だ

ということでした。 

 3日目はヘタウダへ移動し、次の日にプリベ

ンションキャンプの女の子たちとピクニック。

ダンスをしたりおいしいご飯を食べて過ごしま

した。ピクニックのためにおめかししてきた皆

さんのクルタ等のお洋服が華やかでとても素敵

でした。 それと、これはプリベンションキャ

ンプの女の子たちに限らないのですが、印象的

だったのは、皆さんスマホで写真を撮るのが大

好きということです。 自撮りをしたり、お互

いを撮り合ったり、かわいくポーズを決めてい

る姿を見て、やっぱり女の子だったらかわいく

撮られたいと思うのは共通なんだなぁと、何だ

か嬉しく思いました。 

 ヘタウダ最終日は、プリベンションキャンプ

を卒業した女性で、村でお店を開き、さらには

先生もやっているという方のところへ行く予定

だったのですが、いろいろな情報が錯綜し、車

で1時間と10分ほどの山歩きの予定が、車で倍

以上の時間、さらに40分ほどの山歩きをしまし

た。ぜいぜいいいながら山歩きしていると、前

からスマホを片手に悠々と歩いてくる男性が。

慣れてるんだなぁ、すごいなぁと思うと同時

に、山の村で暮らす女の子たちは、もっと険し

い道をもっと長時間かけて、水くみのために重

たい水を持って歩いたり、街へ出るためにバス

停に行ったりしているのだと思うと、考えられ

ませんでした。 さすがにその日の夜は、夕食

の後すぐホテルの部屋に戻り爆睡してしまいま

したが、貴重なよい経験をさせてもらったと思

いました。 

 カトマンズへ戻る前、プリベンションキャン

プの女の子たちとお別れのため訪問。すると女

の子たちが帰り際に涙を流してくれました。そ

の姿を見てツアー参加者も涙。私も涙。女の子

たちは大人しく、普段の表情からはあまりわか

らなかったのですが、その姿を見て、別れを惜

しんでくれているかと思うと、本当に嬉しかっ

たです。また会いに来たいと思う瞬間でした。 

 カトマンズに戻った後は、ネパールの障がい

施設、NDWSのデイケアセンターを訪問しまし

た。そこにはさまざまな障がいを抱えた方たち

がいましたが、私たちが来ると、手をこ招いて

迎えてくれたり、音楽が流れダンスが始まる

と、手を取って一緒に踊ってくれたり、普段私

は障がいのある方と関わるお仕事をしているの
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ですが、分け隔てなく、媚びないその姿は、や

はりどこの国の障がい者と言われる方も変わら

ないなぁと思いました。日本でもまだまだ偏見

がありますが、障がいがあるとたたり等と言わ

れ、捨てられてしまったり、その育てていく大

変さ故に、自殺してしまう母親も少なくないと

いうネパール。その他にも大変なことが、きっ

とたくさんたくさんあるかと思いますが、懸命

に暮らすご本人やそのご家族を見て、もっとも

っと暮らしやすい社会になっていけたらと、心

から思いました。そのために、自分にできるこ

とは何か、何かできることをしたいと、考えさ

せられる時間でした。 

 次の日はマイティで暮らす子や卒業した子、

ホスピスの方たちとピクニック。また皆さんお

めかししてかわいく素敵でした。 子どもたち

は皆AIDS孤児だったそうなのですが、普段の様

子は私たちと何も変わりません。同じくおいし

いご飯を食べたり、ダンスをしたりして過ごし

ました。皆ダンスが本当に上手で楽しそうで、

私もとても楽しかったです。1人の女の子がピ

クニックの途中で他の女の子にメイクをしても

らったらしく、「メイクしたの？」と聞くと、

とても恥ずかしそうに照れていた姿がとてもか

わいく印象的でした。 

 そして最終日。今回のツアーで私が一番感動

した、マイティの方たちへのレクリエーション

の発表がありました。 この発表があることを

聞いたときは、正直仕事もあるのに練習しなき

ゃいけなくて、大変だなぁと思っていました。

また、ネパールへ着いてからも、毎晩のように

練習。スタディツアーと称しながら、あれ？ 

何だかやること多いぞ、等と思っていました

が、いざ、練習した演奏やダンスを発表する

と、演目ごとに皆さんが「わー！」と歓声を上

げて、とても盛り上がってくれました。その歓

声を受け、マイティの皆さんが盛り上がってく

れていること、大変だった練習の日々が思い返

され、すごく感動し、涙、涙してしまいまし

た。私たちの発表の後、今度はマイティの方た

ちからダンスや歌のお返しが。エンターテイメ

ントを通して交流が繰り広げられるその空間

が、本当に素晴らしく、本当にやってよかった

と思いました。 

 今回のツアーで感じたのは、出会う女の子た

ちは皆、大人しく、奥ゆかしく、とてもかわい

らしくて、ピュアだということです。最終日の

発表でも、歌を披露してくれた女性たちは、イ

ンドの売春宿から帰ってきた女性たちだったの

ですが、その姿はとても奥ゆかしくて、ピュア

な印象。こういう女の子たちがだまされ、売春

宿で働かされる、または実際に働かされていた

かと思うと、とても想像できませんでした。 

こういったことを感じることができたのも、た

だ話を聞くだけではない、このツアーならでは

だと思うので、それだけでも、参加してよかっ

たと思いました。 

 この 10 日間、初めは 10 日長いな等と思っ

ていましたが、本当にあっと言う間の、さまざ

まな学びのある毎日が濃い、忘れられない10日

間となりました。決して忘れません。今回出会

った人々のこと、経験したこと、一人でも多く

の、たくさんの人に伝えたいと、強く思いまし

た。自分にできることは微力かもしれません

が、それでも自分にできることを力いっぱいや

り続けたいです。 
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ターニングポイントとなったスタディツアー 

 

栗本 賢 

  

 

これで 10 回目ぐらいのアジアへの旅……、しか

し約 10 回目にして初めて自分自身に多くのこ

とを語りかけ、考えたものであったなと思って

います。 

 最初にネパール研修に参加しようと思ったの

は永尾君に一緒に行かないかと言われたことが

きっかけです。SGH 活動に惹かれて早稲田本庄

に入学した自分はちょうど何か SGH の活動をし

たいと思っていた時であり、また人身売買とい

う日本、7 年半暮らしていたベトナムでも聞い

たことがないといっても過言ではない問題に興

味があったので喜んでその誘いにのりました。 

 「ネパールは貧困のレベルがとても高い国」

外務省他、多くのサイトでそれに近しいことが

書いてありました。果たしてどれくらいのもの

なのか、ベトナムなど自分が行ったことのある

アジア諸国よりもひどいのか、など調べていく

うちにどんどんテンションがぶちあがり、ネパ

ールという国に対する興味が非常に出てきて、

早く行きたい！！ と思っていました。ところ

がいざネパールのカトマンズに降り立ってみる

とそこには自分が思ってもいなかった光景が広

がっているのです。高さがバラバラな建物が密

集し、多くの車やバイクが行きかい、多くの笑

顔があるんです！！ これのどこが貧困なん

だ！ ましてや道端にいる人々やマイティ・ネ

パール、ホスピスにいる女性たちのみせる笑顔

や優しさは日本にはないもの……。我々が思っ

ている貧困と実際に起こっている貧困にズレが

生じていること、それこそが偏見であり、私た

ちが何でもかんでも情報を信じてしまう無知さ

の延長線上にあるのが偏見なんだと実感しまし

た。 

 ヘタウダにあるプリベンション・キャンプ、

インドとネパールの国境地帯のひとつであるビ

ールガンジにも多くの驚きと発見、嬉しいこと

がありました。けどやはり人身売買やレイプ被

害で心の傷、後遺症を負ってしまった人たちの

話、人身売買とレイプ被害の惨状を聞くとどう

してもどこにもぶつけることのできない怒りや

やるせない気持ちでいっぱいになります。けれ

どもそのような人生の闇とも汚点とも言えるよ

うなものを背負い、向き合い、そして乗り越え

ていこうとする彼女たちないし、彼女たちが乗

り越えられるようサポートされている職員の

方々を見ているとかわいそうなんかより尊敬、

リスペクトが先にでてきました。1 つひとつの

ことに対して文句をつけてしまう自分など頭が

上がりません！ そしてその方々を何年後でも、

直接ではなく、間接的でもいいから必ず助ける、

援助をしたいです。 

 これは発見して一番驚いたことなんですけど、

カトマンズからヘタウダに行く途中に多くの山

道、崖を通ったのですが、そのいくつかの山の

斜面に畑だったり、集落があります。日本でい

う棚田みたいなものです。まり子さん曰く、こ

の集落にはタマン族という自分に顔の特徴が限

りなく似ている民族の一部が住んでいて、その

少女たちは人身売買の標的にされやすいそうで

す。なぜかと聞くと畑仕事や水を汲みにいくた

めに斜面が急な道を登り降りするため足腰が強

いので暴力をふるってもそう簡単に倒れないこ

と、顔がベビーフェイス、童顔（自分自身の顔

がそうだとは思っていませんが(笑)……）だか

ら、そして民族の特徴として単純でだましやす

いからだそうです。こんな条件がよすぎること

がこの世にあってよいのかと内心、怒りを覚え

ましたがそれと同時に自分に顔が似ている民族

に会ってみたいと思いました。そしてなんと会

えたんです！！！ ヘタウダのプリベンショ

ン・キャンプの今年度入った少女たちが全員（確

かですが）タマン族の少女たちだったのです。

本当に顔のパーツがそっくりで、ラジャさんに

日焼けをして 2 週間一緒に暮らせばタマン族の

一員になれるとまで言われました（笑笑）。 

 確かに顔は似ているのですが、彼女たちと自

分には決定的な違いがありました。よいことと

しての違いは自分と違って家族思いであること、

それもかなりのものです。悪いこととしての違

いは家族思いで家族のために何かしたいと思っ

ているがあまりにも世間を知らない、かなりひ

どい言葉で言うのならばあまりにも純粋すぎて

無知すぎるのです。彼女たちの純粋な心を利用

して人身売買のブローカーどもが金をもうける
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のはもちろん許されざる行為ですが彼らたちの

存在、手引きのやり方などを知ることができる

施設が広い範囲で多く点在していなければ食い

止めることはできません。プリベンション・キ

ャンプだけでは限界があり、地元の方たちの協

力が必要だと思いました。 

 帰国後、ネパールの思い出が数多く頭の中に

よぎります。自分は学生であるため、経済的な

支援はできません。けれど今年早稲田本庄では

WAISEC という多くの人が集まって討論をする

ことができるイベントがあります。この感想文

でも言った通り、我々支援者側とネパールの人

たちにはそれぞれ別々の「無知」な部分がある

と感じました。「無知」であることの危険さもも

ちろん感じました。しかし、それと同時に多く

の人が「知る」ことによって、知ってもらうこ

とによって救われる少女たちがいるはずです。

このことを WAISEC で発表できればなと思って

います。 

 今回のスタディツアーによって自分の多くの

観念、モノを見る視点が変わりました。本当に

自分のターニングポイントになったと思います。

必ずあと 2、3 回は参加したいと思っているので

その時はよろしくお願いします。今回のような

貴重な体験を与えてくださり、本当にありがと

うございました。 
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スタディツアー感想文 

              

白戸 二花             

 

 

 

日本で過ごす、時間に追われる日々。夏休みが

明けてその忙しさに拍車がかかっている。そんな

毎日の、ふとした時にiPhone のカメラロールを

遡り、ネパールで撮ったたくさんの写真を見返し

ている自分がいる。鳴り響く車のクラクション、

砂埃、野良犬、牛。朝、店先に並んだニワトリや

ヤギ。人間と動物が、互いに距離感を保ちながら

共生している街。ピクニックの時に少女にスマホ

を渡したら、思わず笑ってしまうような写真で溢

れた。一夏の思い出では終わらせない。見る度

に、そういう気持ちにさせられる。ネパールと聞

いて、1 番初めに頭に思い浮かんだのは小学校の

友達だった。小学生の時、仲良くしていた友達

に、ネパールから家族で来た男の子がいた。お姉

さんの病気の治療をするためだった。それが、私

のネパールとの最初の出会いだった。私は父の仕

事の都合でいくつかの学校に通ったため、現在彼

とは一切連絡が取れない。ただ、このような経緯

から、私は初めからネパールを全く別世界の国と

は思わず、比較的身近な国であるという心持ちで

見ることができた。そして偶然にも高校で、彼の

母国に行ける機会があると知り、詳しく調べた。  

しかしその先にあったのは、人身売買、少女売

春。まだ10 歳にもなっていない、幼い少女も含

まれているという。使い捨ての物のように幼い少

女を利用して大人が富を得る世界。しかし、日本

のぬるま湯世界で生まれ育った私には、恥ずかし

ながらその事実を知った後もあまり実感が湧かな

かった。どこか他人事の気持ちが残り続けた。そ

もそも「人身売買」や「少女売春」というワード

を正確に説明できる自信もなかった。  

ただ私の、いい意味でいうとフットワークが軽

い性格と野心、そして小学生時代の出会いが、ネ

パールに行きたいという気持ちを強くさせた。不

安がなかったかと言われればそうとは言わない。

もちろん途上国に対する不安はあった。しかしそ

れは、私の、途上国に対する偏見から生まれた不

安であり、実際に行ってみると、私の性格と強靭

な胃腸のお陰もあり、そんな不安は最初からいら

なかったのだと気づかされた。  

ネパールに到着後、そのままマイティ・ネパー

ルに向かった。 ポカの袋詰めを作るとき、ただ

ただ少女たちの手際のよさに驚くばかりだった。

詰めたばかりのポカをマイティの子どもたち一人

ひとりに手で渡した時、私は初めて、ネパールの

女性差別社会の残酷さを実感した。1 歳にもなっ

ていない、小さな赤ちゃんから、私と同じくらい

の年齢の子まで数え切れないほどの子どもたち

が、綺麗な列をなしポカを待っていた。街に捨て

られた子、AIDS孤児になってしまった子、売春

宿に売られてなんとか救出された子。施設の子ど

もたちは、それぞれが壮絶なバックグラウンドを

背負って生きていた。 

しかし、HIVに母子感染した子どもたち、ホス

ピスの女性たちと一緒にピクニックに行ったと

き、彼ら、彼女らがHIVという重い病を抱えてい

ることなど思いもさせられなかった。一緒に踊

り、食事をし、手品を見せ……。彼らと過ごした

一日はあっという間だった。そして私にとってか

けがえのない一日だった。私はそれまで、HIVに

感染した方と出会ったことがなかった。自分には

関係ない、教科書の中の話だった。だからこそ、

病気を患ってこの世に生まれ、一生その病気と闘

い続けなければならない彼らの人生を初めは信じ

られなかった。しかし、彼らは明るく、元気で将

来の夢をもって過ごしていた。だから私も彼らの

ことを決して“かわいそう”と見てはいけないと

感じた。HIVを患っているのは一つの個性だ。そ

して彼らは生きていくために周囲からの支援を必

要としているのだ。 

このスタディツアーを通して、私はまり子さん

のパワーに感動した。マイティ・ネパールの本部

へ行ったとき、ホスピスへ行ったとき等々、まり

子さんはそこにいる大勢の人から親しまれてい

た。彼らの名前はもちろん、バックグラウンドや

性格まで知っていた。日本から約11時間離れた異
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国に、自分を必要としてくれる人がいる、自分が

来ることを楽しみに待っていてくれる人がいる…

…。私はそれがとても羨ましく、同時に20年来の

活動の証なのだと感じた。もちろん、このスタデ

ィツアーは活動の一面に過ぎず、背景には並々な

らぬ苦労と努力があったに違いない。高校生であ

る私には、まり子さんのような、大きな支援はで

きない。経済的にも他の面でも自立していないた

め、数十年も支援を続けられる覚悟はできない。  

そんな私に今何ができるだろうか。問題のスケ

ールが大きすぎて解決策は見つからない。一高校

生としてできることは、支援のうちの米粒一つに

もならないかもしれない。ただ、ネパールで出会

った彼らの笑顔をもう一度見たい。そのために私

は勉強に励み、経済的に自立してもう一度彼らに

会いに行く。そして彼らのために経済的な支援を

できる大人になりたい。 

経済的な支援者ではない。外交官でもなければ

ビジネスマンでもない。「かわいそう」と同情す

るのでもない。高校生の立場、彼らと同年代の立

場だからこそ感じられることがたくさんあった。

私は今まで衣食住に不自由を感じたことはない。

売り飛ばされる恐れを感じたこともない。しかし

これは努力して得た環境ではなく、ただ偶然に日

本という国で今の両親の元に生まれたからだ。幸

せの度合いを測ることは難しく、私の方が彼女た

ちより幸せだなどというのは傲慢だが、自分で自

分の人生を選択するという点から見れば、彼女た

ちの自由は極端に制限されている。生まれた場所

や家庭によって基本的人権を剥奪されるようなこ

とがあってはならない。 

 最後になりますが、スタディツアーにご尽力し

てくださったまり子さんをはじめとするラリグラ

ス・ジャパンのスタッフの皆さま、そして学院

長、ツアー参加者の皆さま、その他お世話になっ

たたくさんの方々のご厚意に感謝いたします。ま

たいつか参加させていただきます。 
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スタディツアー感想文 

関 智美               

 

  

 

 

私にとって、このスタディツアーは大きな挑戦

でした。学校の SGH 活動の発表を聞き、興味を持

ち、自分にも何かできることはないかと思い、参

加を決めました。しかしまったく縁のなかった地

域で、行く前は楽しみというより、不安な気持ち

のほうが強かったです。特に自分が出会うであろ

うネパールの人たちに、どう接していいのか、ま

ったく想像がつきませんでした。事前学習のビデ

オを見たり、まり子さんの『少女売買』の本を読

んだりと、自分なりにいろいろ勉強すればするほ

ど、不安が募りました。自分と同年代なのに、言

葉が見つからないほど過酷で苦しい過去を背負う

子たちがいることは、私には想像できないものだ

ったのです。彼女たちの力に少しでもなりたいけ

れど、恵まれた日本の小娘にすぎない私に、いっ

たい何ができるのだろうか、彼女たちは自分を受

け入れてくれるだろうか、これらの疑問は、彼女

たちと出会うまでずっと私の心の中でくすぶって

いました。 

しかし、それは杞憂でした。マイティの子たち

も、ヘタウダの女の子たちも、NDWS の方々も、ホ

スピスの方々も、私たちを笑顔で歓迎してくれま

した。会う回数が増えるたび、私の不安だった気

持ちは消えていき、もっと相手を知りたいという

気持ちに変わっていきました。 

つらい過去や現実を持ちながらも、そのことに

向き合って懸命に生きようとする姿を私は知りま

せんでした。マイティで、日本語を独学で勉強し

ている女の子と出会いました。彼女は「日本もネ

パールも大好きだ。だから勉強している」と言っ

ていました。そして、私に「また来てくれるよね」

と尋ねてくれた。抱きしめてくれた。彼女と私の

差は何でしょうか。私は自分のほうが恵まれてい

て幸せで、彼女がかわいそうだから、何かしてあ

げたいと思っていたんだと思います。でもそれは

大きな間違いでした。彼女も、私も同じです。好

きなことを学びたいという気持ち、自分の国を愛

し、多くの人と出会い友人になりたいという気持

ちも、なんら変わりはなかった。むしろ彼らのほ

うが、これらの気持ちは強いように感じました。 

自分より、はるかになにも持っていないのに、

分け合い、将来に向かってがんばる姿を私は知り

ませんでした。ヘタウダの少女たちは、まっすぐ

で純粋でした。「初めて日本人を見た、でも村にい

そう」とはにかむ笑顔がすごく印象的でした。戸

惑いながらも、手をつなぎ微笑んでくれた、あの

優しさが今も忘れられません。そんな彼女たちは

生活が苦しくて、服も年に一着しか買えないし、

下の子の面倒を見なければいけないし、水汲みな

どの重労働をしなければいけない。だから学校に

も行けない。私には無理です。そんな生活は耐え

られない。でも彼女たちは夢を尋ねられた時に、

「テーラーをやりたい。家族を楽にしてあげたい。

そのためにがんばりたい」と言っていました。今

の私は家族のためにがんばっていません。私のた

めだけにがんばっています。夢もひどくあいまい

で、将来に向かって努力するのではなく、目の前

のことをこなしているだけです。彼女たちは、私

たち日本人と比べたら経済的に何も持っていませ

ん。でも、私は彼らのほうが、お金で買えない大

切なものを多く持っている気がしました。 

障がいを持つ子たちの純粋さやひたむきさを私

は知りませんでした。恥ずかしい話ですが今まで

私は、一度も障がいを持った方々と交流したこと

がありませんでした。町で何度もすれ違ったこと

があったはずなのに、一度も深く考えたことがな

かった。初めて手を握りました。初めて一緒に遊

びました。楽し気に笑って、手にキスしてくれま

した。出会ったことのない純粋さ、一点の曇りの

ないひたむきさでした。そのことを知らずに生き

ていた自分が、今はとても恥ずかしいです。彼ら

と出会って、私は変われました。彼らと出会えて、

本当に良かったと心からそう思います。 

私にとってこの 10 日間は、生涯忘れられない

ものになると思います。自分の生きてきた 17 年

間が、ひどくちっぽけで狭いものに感じました。

私は一つの先入観を持って、現地に行っていたの
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です。彼らは、かわいそうだから何かしたいと思

っていた。もちろん環境、状況は決して幸福では

ありません。貧しさ、社会の未熟さ、AIDS は発症

を抑える薬があっても治らない。親もいない。で

も彼らは決して不幸じゃない。夢をもって前向き

に笑顔で、一生懸命に生きていた。未来を切り開

くために、高い向学心をもって勉強をしている子

がいた。家族のために努力し、夢を持っている子

がいた。どんな環境でも、夢をもってそのために

努力することは、人として当たり前のことかもし

れない。でも私は気づかされた思いでした。お金

がないから、親がいないから、AIDS 孤児だから、

障がいがあるから、だから不幸でかわいそう、何

かしてあげようなんて、私の思い上がりでした。

私の偏見で差別だった。彼らは私たちにないもの

を持っていました。貧しくとも、どんな逆境でも

人は幸せを見出し、前を向き、懸命に生きられる

のだと思います。前を向く力、幸せを見出す力、

夢を追いかける力、純粋さ、ひたむきさ、これら

こそが心の豊かさなのだと思います。ネパールの

人たちはその点、日本人より豊かなように見えま

した。日本人は経済的な豊かさばかりに目を取ら

れ、心の豊かさを見失っているのかもしれません。

そのことに気づかされました。 

そして、私は彼らと出会って、幸せの形がわか

らなくなりました。人の生き方に正解なんてない

のかもしれない。どの生き方が豊かで幸せなので

しょうか。彼らの力に、わずかでもなりたいから

ネパールに行ったつもりです。自分は彼らと比べ

て、豊かで幸せだから、何かを与えられるとそう

信じていました。でもなぜだろうか。振り返ると、

なにか与えられたのは私のほうだったのかもしれ

ません。私は日本の小娘にすぎなかったようです。 

彼らが、夢を追いかけられるように、幸せであ

れるように、彼らからたくさんのものを与えても

らったから、そのほんのわずかでも返せるように、

まだ小娘にすぎませんが、これからもこの活動に

関わっていきたいと思います。そして、地に足を

つけて自分の稼いだお金で、もう一度ネパールに

行きたい。彼らに胸を張って会える自分でいられ

るように、努力していきます。 

最後になりますが、この旅行を支えてくださっ

たすべての方々に、心から感謝いたします。ラリ

グラス・ジャパンの皆さま、ネパールの皆さま、

一緒に 10 日間過ごし、支えてくださったまり子

さん、翔子さん、ラジャさん、大野国さん、武藤

さん、倉田さん、学院長、ネパール班の仲間たち、

そしてお父さん、お母さん、その他多くの方々、

本当にありがとうございました。 
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ネパールスタディツアー感想 

高田 茉那             

 

 

 

四角い家々が一面に立ち並ぶ街並み、砂埃、鳴り

響くクラクション、たくさんの車やバイク。その

ような風景を見て、初めての海外、ネパールを実

感しました。また、道端に置かれた大量のゴミや

野良の犬、ヤギ、牛、ニワトリなど、日本では見

られない場景が広がっていました。車での移動が

多かったが、それらのおかげで飽きることはあり

ませんでした。 

 

今回のネパールスタディツアーで一番印象に残

っているのは、出会った方々の笑顔です。少し照

れながらも笑顔で「ナマステー！」と挨拶してく

れてとても嬉しかったのと同時に、自分がとても

愚か者に感じました。日本人は礼儀正しいと評価

されています。しかし私は、その礼儀を忘れてし

まったような生徒で、すれ違った先生に対しても

笑顔で挨拶していませんでした。そのような私生

活を思い出し、心の傷を抱えながら懸命に生きて

いる方々を前に、私自身がとても馬鹿馬鹿しく感

じました。そのような心持ちで、最初のうちは慣

れない言葉でみんなの後に続けて挨拶をしていま

したが、交流していくうちに自分から進んで挨拶

するようになり、笑顔も自然と増えてきました。 

 

 プリベンション・キャンプの在学生、卒業生た

ちとのピクニックでは、英語を十分に学習できず、

家族のために中退した女の子たちばかりだったの

で、コミュニケーションツールが簡単な英語とジ

ェスチャーしかありませんでした。しかし、音楽

に合わせて踊っているうちに心が打ち解けていき

ました。そして、移動するときにはずっと手を握

りしめ、別れるときに「私のことを忘れないで」

と言ってくれました。ネパールで手を繋ぐことは

親友を意味するそうです。その意味を聞いてとて

も感動しました。私はプリベンション・キャンプ

の女の子たちとごちそうを囲み、踊りなどで盛り

上がったひと時を決して忘れません。 

一方、マイティ・ネパールの女性や子どもたち

とのピクニックは、言語を使ったコミュニケーシ

ョンができました。女の子たちにヘアアレンジを

してもらい、手の器用さにはとても驚きました。

また、マイティの子どもたちはダンスもとても上

手で圧倒されました。ピクニック中に椅子を運ぶ

場面や食べ物を盛り付ける場面がたくさんありま

した。その時、子どもたちが進んで行動している

姿を見て、なんて思いやりのある親切な子どもた

ちなんだと感嘆し、私も見習わなくてはならない

と思いました。 

 

出し物として、私はメンバー全員によるダンス

とバレエ出演しました。バレエをやめて 3 年経ち

スキルもかなり落ちていたため、本当にバレエを

するのかしないのか家を出るまで悩んでいました。

しかし、そのようなあいまいな気持ちでマイティ

の子どもたちと交流していくうちに、「私のバレエ

でみんなを笑顔にしたい」と思うようになりまし

た。長年バレエを習っていて、たくさんの舞台に

立ってきましたが、踊って拍手をもらい、退場す

るだけの型にはまった発表をしていました。しか

し、ネパールでの発表は違いました。演技が終わ

ると、歓声と共に「once more！」と声が聞こえま

した。その時は思わず涙が出そうになり、子ども

たちの前でバレエをやってよかったと心から思い

ました。そして最後には、ある女の子に「Why are 

you crying?  Your dance was very beautiful！」

と言ってもらい、女の子の優しさに感動して、涙

で返事が曖昧になってしまいました。相手を笑顔

にすることの意義をネパールで理解できた気がし

ました。 

 

最後に、ネパールで酷く体調を崩すことなく安

全に楽しく過ごせたのも、長谷川まり子さんをは

じめ、大人の方々のおかげです。私たち高校生の

体調管理をはじめ、お土産購入のサポート、ため

になるお話などありがとうございました。ネパー

ルに行くならラリグラスしかない！ 

最後の夕食で、まり子さんが「女の子たちの経
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緯については資料で知ることができるけど、女の

子たちの様子は実際に交流しないと感じることは

できない」とおっしゃっていました。私はその通

りだと思いました。実際にこのツアーに参加した

からこそ、女性や子どもたちの素敵な笑顔に出会

えました。私自身の心の変化もありました。私は

今回のスタディツアーで感じたことをたくさんの

人々に伝え、ネパールの人身売買に少しでも興味

を持ち、女の子たちの素敵な笑顔に出会えること

を願っています。 

貴重な経験を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 

永尾 一晟             

 

 

 

ネパールスタディツアー、こんな言葉をある高校

のパンフレットで見つけたのが始まり。当時僕は

中学校3年生高校受験の真っ只中だった。僕は中

学校1年生まで海外に4年ほど住むことができのび

のびと多言語を学び文化の違いを学ぶことができ

とてもよい経験ができた。そんな後偏差値という

数字に縛られているのがなんだか嫌で、そんな時

に見つけたのがこの学校でこのプロジェクトだっ

た。社会が好きだった僕は自然と興味をそそられ

たのかもしれない。そうして時は過ぎ出発が迫っ

てきた。今からネパールというあの頃では想像も

できない国に行く実感はまったくなかったが、な

んだがとても興奮していた。そしてカトマンズ上

空にきたとき異世界にきたかのようななんとも言

いがたい感覚に襲われるのと同時についにきたん

だと思った。空港に着いたとき、出たところに観

光客の荷物をとって運ばせてチップを請求する人

がいるから自分の荷物は頑張って死守してと言わ

れた。日本ではあり得ないことだし少し恐怖心を

覚えたのを今でも覚えている。幸いなことにその

ような被害には遭わず、こうしてスタディツアー

が始まった。 

 

 このスタディツアーは実際にいろいろなものに

触れ合うのを重視したツアーで、ネパールの文

化、歴史、社会状況、言語などいろいろなものを

肌で感じることができた。特に印象に残っている

ことが2人の少女との出会いでした。この2人の少

女とはカトマンズのピクニックで出会いました。

僕が椅子に座っている時彼女たちから声をかけて

くれました。1人は9歳もう1人は13歳の女の子で

した。彼女たちはどこにでもいるような純粋で無

邪気で日本の同年代の子たちと大差ないと思いま

した。少し離れると探し回ってくれたり、見つけ

れば呼んでくれたり、一緒にダンスを踊ったりし

ているうちに現地の他の子たちともとても仲良く

なれ、その日は本当に楽しかったです。 

 そしてその日の別れぎわ彼女たちが明日も会え

るよね？と聞いてきて会えるよと答えたところ、

とても嬉しそうでした。自分も彼女たちとまた明

日会えると思うととても嬉しかったのを覚えてい

ます。 

 そして次の日僕たちスタディツアーの参加者

は、彼女たちが住んでいるマイティネパールで発

表会をすることになっていました。その発表の準

備中あるものを受け取りました。それは英語で書

かれた手紙でした。まさか彼女たちがこのレベル

の英語を書けるとは思わずびっくりするとともに

とても嬉しかったです。そしてその後発表会が始

まりダンスやヲタ芸をしたのですがどれもとても

喜んでもらえました。発表中も彼女たちが手を振

ってくれたりしました。そうして発表も終わり、

別れなくてはいけなくなりその別れが本当に悲し

かったのを今でも覚えています。彼女たちはまた

くるよね？ と寂しそうな顔で言ってきてくれま

たくるよと言いながらも本当に寂しかったです。 

 

 そして帰国する時、もっと居たかったなとつく

づく思いました。このスタディツアーの期間は今

となっては夢のような時間です。帰国後募るのは

無知ということの怖さと今まで学んだことです。

僕には同じ歳くらいの妹がいてこの2人の少女と

の出会いはいろいろな場面で妹と重なりました。

それと同時にこの2人の少女はもちろんマイティ

の子たちが自分が実際に会った被害者の方々のよ

うに辛い経験をする可能性、危険下にあると思う

と本当にゾッとします。今でこそ彼女たちはマイ

ティの保護下で暮らせ安全ですが、もし彼女たち

がこの人身売買の実態を知らずそのような危険に

遭うかもしれないと思うと心配でなりませんし怖

いです。この状況を少しでも多くの人に知っても

らい、彼女たちのような危険にさらされている子

を救いたいと強く思いました。しかし自分はまだ

高校生なので経済的な支援はできません。できる

ことには限りがあります。しかし高校生の間にこ

のような経験ができることはなかなかありませ

ん。何かできることがあるのではないか、そう考

えているうちに自分にできることはこのようにネ

パールでこんなに恐ろしいことが起きているとい
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うことを少しでも多くの人に伝え、知ってもらう

ということではないかと思いました。これからは

シンポジウムや地域の活動で積極的に学校のSGH

の組織で中心となって活動していき、少しでも多

くの人に知ってもらい協力してもらい彼女たちの

助けになれればと思います。 

 

 そしていつかあの地にもう少し大人となって赴

きこの2人の彼女たちはもちろん、ネパールで出

会った素晴らしい人たちとまた再び会えればと思

います。 

 

 最後に高校生の間にこのような経験をさせてく

れた親や引率してくれた学院長先生、ラリグラス・

ジャパンの皆さんに感謝の意を表し私の感想とさ

せていただきます。素晴らしい体験をありがとう

ございました。また絶対参加します！ 
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初体験で成長した 11 日間 

増田 花凜             

 

 

 

人身売買。あまりにも悲惨な問題に対し、私は

自分にできる支援のかたちを模索しながら、不安

な気持ちを胸にネパールへ向かいました。 

 いざ空港に降り立つと、これから始まるネパール

での 11 日間に胸を膨らませるとともに、実りあ

る日々にしたいという思いになりました。 

 

ヘタウダではプリベンションキャンプの女の子

たちとの出会いがありました。村での生活につい

て聞くと、朝早く起きて水を汲みに行き、家畜に

餌をあげて、弟や妹たちの面倒をみて、学校は遠

いうえに家の手伝いが忙しいため中退したと言っ

ていました。私は水汲み体験を実際にやってみま

したが、とても重く一人で立つのがやっとで歩け

ませんでした。これを私と歳が変わらない女の子

たちが毎日何度も長い山道で行っていることを知

り、日本での生活のありがたみを感じるとともに

女の子たちへの尊敬の気持ちがこみ上げてきまし

た。ピクニックの最初、女の子たちは恥ずかしそ

うにしていましたが、目が合うとニコッとして両

手を合わせナマステと挨拶を交わしてくれました。

そして手を取りダンスに誘うと、もう私たちは言

語や国境を越えた友達になれました。さっきまで

は控えめだった女の子も上手なダンスで私をリー

ドしてくれました。アトラクションまでの動物園

や吊り橋では何枚もの写真を撮り、手を繋いで歩

きました。それまではお互いに少し緊張気味なと

ころがありましたが、一気に心に余裕ができ距離

が縮まった気がしました。アトラクションではさ

らに固く手を握り一緒に叫びました。 次の日、女

の子たちとお別れをしたときは、涙を流しハグを

してくれました。 女の子たちと過ごした時間は本

当に楽しくて、笑い合える友達っていいなぁと改

めて感じました。最近の日本は SNS が発達し画面

越しの関係が増えていますが、そうしてできた繋

がりは本当に良いものなのでしょうか。私は、そ

れは絆とは違っているように思えて、少し寂しく

感じるようになりました。言葉の壁を気にしてい

た私は簡単なネパール語を事前に覚えて行きまし

たが、それ以上にコミュニケーションをとる上で

大切なことは、共に同じ時間を過ごし互いに感情

を表現することだと思いました。 

 

カトマンズでは、女の子たちに私ができること

を精一杯やりたいと思っていたため、マイティ・

ネパールのステージで踊ったときに皆が喜んでく

れたのが、本当に嬉しかったです。終わった後に

は前日のピクニックで仲良くなった女の子から手

作りのブレスレットをもらいました。その女の子

は積極的に話しかけてくれる子で、私よりも歳が

下でした。しかし、数学の授業は私が勉強してい

るレベルと変わらず、驚きました。また、会話の

中でふとした瞬間に感じるバックグラウンドに胸

が痛みましたが、いつも明るく前を向いてがんば

る姿に感銘を受けました。さまざまな過去を持つ

子たちと交流する中で、それを自分に置き換えて

物事を考えてみると、今まで見えていなかった幸

せに気がついたように思えました。 

 

実際にネパールに行ってみると想像していた雰

囲気と異なりました。慣れるまでは何でも日本と

比較して見ていましたが、面白い発見やネパール

の人々の考え方に触れていくうちに、ネパールの

よさとして見るようになりました。それと同時に、

やはり日本はすごいと思うこともありました。経

済的に貧しい人が多くいるネパールですが、心が

豊かな人との出会いも多いのがネパールだと思い

ます。今回のスタディツアーでは多くの初体験を

通し、大きく成長できました。この経験は今後の

人生に活かしていきたいと思います。そして、私

の世界を広げてくれたネパールに恩返ししたいで

す。 
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濃密な 11 日間が送れたのは、皆さんのお気遣

いのおかげです。高校生である私の考えや疑問に

耳を傾け親切に応えて下さり、学ぶことの多い貴

重なお話もしてくださった、まり子さんや翔子さ

ん、ラジャさん、参加者の皆さん、本当にありが

とうございました。ぜひまたこのスタディツアー

でネパールに行き、女の子たちの笑顔を見たいで

す。 
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スタディツアーを終えて 

武藤 禎 

 

 

 

  

今回のツアーは、15年ぶりの参加となった。前

回の後、また近いうちに絶対に行きたいと思って

いたが、いろいろな事情が重なり参加できず、今

回やっと参加が叶った。今回のツアーで一番嬉し

かったのは、15年前に会った女性、子どもたちと

再会できたことだ。何度も涙が溢れ出しそうにな

りこらえるのが大変だった。 

 

(マイティ・ネパール) 

お菓子のパッキング、乳幼児との触れ合い、テ

レサ・アカデミーの見学など、いろいろな年代の

子どもたちと会ったが、一番印象に残っているの

は、人身売買の被害に遭い、救出されてマイティ

に来てから、まだ日が浅い女の子の表情の暗さだ

った。ただ暗いというか無表情の奥に深い暗さが

潜んでいるという感じだった。15年前にも似たよ

うな表情の女の子や、精神に異常をきたしている

女の子に会ったのを思い出した。きっと売春宿で

の過酷な生活が彼女たちから笑顔を奪ったと思わ

れる。すごく時間がかかると思うが、専門スタッ

フから心のケアを受けマイティの生活の中で、少

しでも早く心が安定して表情がやわらぎ、笑顔が

出るようになってほしいと心から願う。 

 

(プリベンションキャンプ) 

 職業訓練に来ている周辺の村の女の子たちと

交流をしたが、みんな目がキラキラ輝いていて素

直で純朴な印象を受けた。悪い人にすぐにだまさ

れてしまうのではと心配になった。スタッフのマ

ヤさんの話では人身売買の被害に遭わないように

啓蒙活動を行っているとのこと。ただ講演会をや

っても人は集まらないので、歌、踊り、演劇など

楽しいことで人を集め、民謡、歌の歌詞に人身売

買の内容を入れて工夫しているとのことであっ

た。しかし、最近は携帯やSNSを使ってだます手

口が増えているとのこと。日本でのオレオレ詐欺

もいろいろパターンを変えているので、その時代

に合わせた啓蒙活動が必要だと感じた。できるだ

け具体的な例をたくさん挙げて、売られないよう

に気をつけてほしいと思う。 

ヘタウダからビールガンジへ向かう途中、職業

訓練の卒業生が働いている仕立ての店に寄った。

その卒業生に、まり子さんが「いい出稼ぎの仕事

があると誘われたら行きたいですか？」という質

問をしたら、「いい仕事があったら行きたい」と

答えていた。これはかなりショックだった。マヤ

さんやまり子さんから、いろいろ教わっていると

思うが、やはり出稼ぎの仕事は魅力があるのだろ

うか？ 周りの女性で出稼ぎに行ってたくさん稼

いできた人がいるのだろうか？ 

本人に詳しく聞かないとわからないが、とにか

くそういう怪しい話があったら、必ずマヤさんや

周りの信頼できる大人に相談するように、繰り返

し言い続けなければダメだと思った。 

 

(ビールガンジ、トランジットホーム) 

国境のチェックポイントを見学する。マイティ

のスタッフが、ちょうど国境を越えようとしてい

る女性に話を聞いているところだった。この道を

通って売春宿に売られてしまうのかもしれないと

思うと、まさに水際で食い止めるということで、

とても重要な役目を担っているとあらためて感じ

た。 

 トランジットホームで話をうかがったが、人

身売買だけではなく、DV、レイプなどの被害も増

えており半年で106件もあったとのこと。最近保

護された女の子と会うことができたが、耳が聞こ

えず妙にニコニコしていた。予想では重度のうつ

病か統合失調症になり、今は抗うつ剤が少し多め

なのでニコニコしているのではないかとのことだ

った。普通の笑顔とは違い、薬の影響からでてい

る笑顔というのが素人目でも感じられ、記憶に残

る表情となった。 

ヘタウダへ戻る途中で職業訓練の卒業生の村に

寄る予定だったが、途中から車が入れないという

ことで、30〜40分歩くことになった。天気は雨の

ち曇りで強い陽射しはなかったが、気温湿度が高
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く、かなり汗をかいて体力的に大変で熱中症にな

るかと思った。でもこれがとてもいい体験だっ

た。後で水を運ぶ体験もするが、普段ネパールの

山間部の子どもたちは20〜30キロの水を1日数

回、山道を1〜2時間かけて運ぶとのこと。額から

背中にかけてひもを伸ばし、背中に20〜30kgの水

を背負って平らな所を数メートル歩いたが、それ

だけでもかなり首に負担がかかり大変なのに、山

道を1〜2時間も歩くのは自分には不可能である。

子どもたちの日常労働の過酷さを、少しでも身を

もって実感できたのはとてもよかった。 

その後卒業生に会えたが、村で仕立ての仕事を

して、生徒も4人いて教えているとのこと。とて

もよい表情で充実した生活を送れている印象を受

けた。 

 

(NDWS) 

ゴダワリのデイケアセンターを訪問した。前回

来たときは山や田んぼの中を歩き、障がいを持っ

た子どもたちの家を訪問した。その時に会ったハ

シーナが、とても落ち着いた表情になっていて驚

いた。15年前は大きな声を出し、落ち着かないこ

とが多く、母親が片時も離れられない状況だった

と思う。今回会ったときは落ち着いており、声を

かけて手を握ると少し表情がやわらいで、笑顔に

なりそうな瞬間もあった。ハシーナの母親もデイ

ケアセンターのスタッフとのことで、家族のケア

がよい方向に働いているのではと感じた。またダ

ンスの時間もあり、ダウン症、自閉症の子どもた

ちと踊ったり、遊んだりしたが純粋に楽しかっ

た。改めて彼女たち、彼らに魅力を感じた時間だ

った。今後、土地を借りて農業をするとのこと

で、うまくいくように祈りたい。 

 

 

 

(ホスピス) 

 15年ぶりにプシュパ、カマラと再会できた。自

分の勉強不足で、言葉はあまり通じなかったが、

どうやら覚えていてくれたようでとても嬉しかっ

た。その反面、15年の間に亡くなったり、行方不

明になった女の子もいて、思い出すと涙があふれ

そうになり、こらえるのが大変だった。今回はビ

ーズの検品作業から始まり、最後に1人ひとりに

ビーズ代を渡すところまで立ち会えて、一連の流

れがわかりとてもよかった。ホスピスには、障が

いがありコミュニケーションが難しい女性もい

て、共同生活を送ることの難しさも感じられた。 

  ホスピスで暮らしている女性や、以前暮らして

いた子どもたちとピクニックへ行った。みんなで

ダンスをしたり、お寺にお参りに行ったり、食事

をしたり、手品や歌を歌ったり、男性陣の女装の

カツラでふざけたり、とても楽しい一時を過ごし

た。 

  最終日にマイティのホールで子どもたちとの交

流会があった。ツアーメンバーの出し物は歌、バ

レエ、ダンスだった。みんな毎晩のように練習

し、初めはうまく合わないところもあったが、少

しずつ上達し、ダンスも合うようになっていっ

た。あの短い期間でよくあそこまで完成度を上げ

たと思う。本番は花火の映像も重なり、とても綺

麗でかっこいいダンスだった。感動した。みんな

で1つのものを創り上げる素晴らしさを教わっ

た。マイティの子どもたち、人身売買の被害にあ

った女性の歌とダンスもとても素晴らしかった。

ツアーメンバーとマイティの子どもたち、女性

が、お互いに出し物を出し合う形で、会場全体も

とてもよい雰囲気だったと思う。 

 

今回15年ぶりに参加したが、本当に参加してよ

かったと思う。15年前に出会った女性、子どもた

ちと再会できたのは本当に嬉しかった。また百聞

は一見にしかずで、今までは、まり子さんの本や

ラリグラスリポートから得る情報がほとんどだっ

たが、もしかしたら、実際に人身売買が行われて

いるかもしれない道を、車で移動し、山道を自分

の足で歩いたことは、とても貴重な経験だった。 

最後に、ツアー前から、事前説明会、航空券の

手配などでお世話になり、お手数をおかけしまし

た、石川さん、まり子さん、秋山さん、亀ちゃ

ん、ありがとうございました。ツアー中も胃腸の

調子が少し悪かった自分に、薬やお粥を用意して

くださり、いつも心配して声をかけてくれた、ま
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り子さん、翔子ちゃん、大野国さん、本当にあり

がとうございました。そして、参加した皆さんか

らも、いろいろなものをもらいました。吉田先

生、高校生の皆さん、倉田さん、皆さんからいろ

いろな刺激を受けました。ありがとうございまし

た。今後、いつ行けるかはわからないが、またい

つかこのスタディツアーに参加したいと思う。ま

た改めて友人や周りの人にラリグラスの活動を伝

えて、少しでも関心を持ってもらい、イベントに

もボランティアとしてできるだけ参加したいと思

う。 
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