いのち

生命の水 うるおす未来

アジア
アジ
アネット
NEWS & REPORTS

2022年秋

特集 スリランカの経済危機

151

私には妻と５人の子供がいます。
ました。多くの人と出逢いました。
とは人間と社会について、青年たち

構築できる知恵をいただき、同世代

として「日本人とは？」の定義を再

家は代々商いを営み、〆木という姓
コミュニケーション能力が問われ
とは命について、真心から他者を尊

したい」と思い立ち、外国に旅に出

は、和歌山県下津市の〆木岬からと
ている時代です。よく、家族７人で
敬しつつ話し合いたいと思います。

しめ き

られたと聞いています。祖母の姓が
話し合います。有限である命と心の
偏差値一辺倒をもたらした戦後教

ＪＡＦＳ会員綱領
私たちは、世界の平和と
人間の基本的人権を守るた

る子供たちの姿を見て、父親として
自殺者が後を絶たないことにも表れ

育の問題点は教室でのいじめによる

界に広げます。

と連帯」の輪をアジアと世

頼」に基づく「理解と協力

め に 人 々 と の「 友 情 と 信

日々感謝を覚え、家族の大切さを実
ています。２０１８年現在、日本の

しめ ぎ

嶋氏で、かつては、目の前に淡路島
大切さと、神と共に生きることを知

た。約７㎞先には１文字違いの鈴木
感しています。自分を大切にできな
子供の７人に１人が貧困というデー

昨年６月、父・督泰を

の大切な子供たち、家族の問題にも
心を向けるべきだと確信します。
年にＪＡＦＳ監事である㈱宝屋

の出口社長のお誘いを受け、ＪＡＦ
Ｓに入会しました。身近にある小さ
な大切な問題から、解決に向け、誠
実に取り組みたいと願っています。

● プロフィール ●
１９６７年、大

ちＪＡＦＳ会員は以下のこ
とに努めます。
一、より人間らしい地球社
会の創造をめざします。
一、アジアと世界の人々の
幸せに奉仕します。
一、地球の自然環境を大切
に守ります。
一、生活の無駄を省き、地
球資源を大切にします。

い の ち

2
2022年秋
アジアネット151号

が見えるこの港の網元をしていまし
家の発祥の藤白神社があります。
い人が、どうして他者を大切にでき
タもあります。先進国で最も高い水

はる

歳で天に
父親の役目と母

まさよし

送り、一家の大黒柱を失う経験をし
るのでしょうか？
準です。アジアの貧困や諸問題に立

ン

知る「心」を問うという課題を、社
しめき・たいすけ
阪府生まれ︒２００６年、エーゼル
㈱代表取締役社長︒娘の病気を通じ

務めるノアノアグループを設立︒地

国都道府県認可の社団法人取得第１号です。2012年から、

かかる目的をもって私た

ました。日々、仕事での重要な立場
親の役目、家族の役目、神と自分を

ー

の愛と 本当の優しさ わからないま
会の最小単位の家族で話し合い、明

ち向かうとともに、もう一度、日本

と父親の役目を深く考える様々な場
面に直面します。自
分の非力さを感じ、
なんあり

ありがと

真に難有の体験から
「有難う」と感じる
日々です。
リ

若者に人気のある
グ

の曲「遥
G ReeeeN
か」に「本当の強さ

ま進めないから 『自分探す』と心
確に答えを得ることが必要ではない

本当の自由 本当

に決めた」という歌詞があります。
かと考えさせられます。

もんもん

高校生の頃の私はまさに、悶々とし
て、障がい者と共に仕事をする使命

権利と義務を両立させること。権

ほうこう

て心が定まらず、彷徨し、誰にも言
利を求める前に、人としての義務を
域社会に根差しながらアジアや諸外

年５月、自らが代表を

えぬ辛く虚しい人生を送りました。
果たすこと。愛・喜び・平安・寛容
国の福祉に貢献しようと呼びかけて

10・11

巻頭言／ＪＡＦＳ綱領

に目覚め、

後にイギリスでキリストを知り、生
・親切・善意・誠実・柔和・自制と

異国からウクライナの平和祈る

一、これらの奉仕活動を通

続税は最寄りの税務署などにお問い合わせください。

きる意味と死ぬ意味に明確な揺るが

し、2022年3月現在、井戸建設（累計2211基）や植林（累

して、自分と他人の生命

27

年５月、ＪＡＦＳなにわ南地区会

｢環境コラム｣

主催で﹁心﹂のメッセージを発信す

08・09

の価値を高めます。

ださい。法人税は損金の額に算入することができます。相

は何か、人生の避けては通れない普

ネパール「朝日読者の森」の20年

年、

を選択できます。本会発行の領収書を添付して申告してく

ない答えを出せたことは、私の人生

海外との交流・協力活動は、アジア18カ国（インド、イ

るノアノアフェスタを開始︒

07

しん し

馬と生きるネパールの村にエール

以上

26

遍の問題点に、自立した人として向

ＪＡＦＳは内閣府より公益社団法人としての認定を受け

にとって最大のプレゼントでした。

本会へのご寄付は、寄付金控除の対象です

14

計258万本)、子ども教育支援を中心に活動しています。全

ＪＡＦＳ理事就任︒

美歌聴いて夏の夕礼拝／外国人と仲良く暮

き合い、真摯に取り組むこと……。

●

｢活躍するアジアン｣

24・25

確定申告の際、税額控除、所得控除のいずれか有利な方

新入会員紹介･領収報告

上の優遇措置（寄付金控除）を受けることができます。

22・23

は、申告によって、所得税、法人税、相続税について税制

イベントカレンダー

で設立。誰もが生まれてきて良かったと思える社会を目指

06

良識あるＪＡＦＳの諸先輩から、人

主な目次

プログラムや、人材育成、留学生交流など行っています。

歳の時、映画と音楽大好きが高

●

ています。ＪＡＦＳへの寄付金や会費（社員会費は除く）

り／温泉を楽しみアジアを応援

日本国内でも、各地でチャリティプログラム、自然環境

「JAFS愛いつまでも!!」43年目の集い／賛

らすには…／醤油蔵に響くアジアの音と踊

目次
アジアネット151号
2022年秋

3

情のネットワークが形成されています。

20・21

ブルキナファソにも広がり、70の現地提携団体を通じ、友

16～19

「JAFSプラザ｣＝国内の活動

18
22
奉仕グループ「エポス･クラブ」が発展し、1979年に大阪

フィリピン台風被災地支援報告

20
ポール、ミャンマー、ラオス、中国、ベトナム、モンゴ

14・15
――JAFSのセミナーから

ピン、スリランカ、ネパール、韓国、カンボジア、シンガ

途上国のごみの実情と国際環境協力

ンドネシア、バングラデシュ、タイ、マレーシア、フィリ

12・13
サトウキビ・プロジェクト

内閣府の認定を受けた公益社団法人になりました。

インド、コスモニケタン学園の

アジアに井戸を贈ることから地域の自立を目指す国際協

04～06
超インフレ｢暮らせない｣

アジア協会アジア友の会とは
特集：スリランカの経済危機

ル、パキスタン、アフガニスタン）、さらに西アフリカの

｢井戸ができた村｣

アジア協会アジア友の会
理事
力NGOです。1972年に大阪の若者により結成された国際

〆木 泰輔

87

命と心の大切さ
家族で話し合い

じて「世界に行きたい、自分探しを

2022年秋
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｢巻頭言｣命と心の大切さ家族で話し合い
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アジアネット

外貨不足から来る激しいインフレ、食料や燃料の不足、長時間の停電……インド洋
の真珠・スリランカは今、独立以来最悪の政治・経済危機に見舞われ、多くの国民が
生活を脅かされています。４月に政府が事実上の債務不履行を宣言。７月には反政府
デモが激化して大統領と首相が辞任に追い込まれましたが、解決の糸口はまだ見えて

％も減少しまし

％、アンパーラ地区では

％の

％もあります。しか

年にわたった内戦もあり、女性が

女性の自活を支援

ますが、全く足りていません。

す。低所得者世帯には補助制度もあり

子が深刻な状況にあるとされていま

区で

問題となっています。ヌワラエリヤ地

貧しい農村では、子どもの栄養失調が

女性です。サルボダヤが活動している

一番影響を受けているのが子どもと

た。今、観光地には誰もいません。

からは、訪れる人が

染症や政治・経済危機が深刻になって

生計を立てていました。新型コロナ感

レストラン、土産物屋、運転手などで

訪れ、多くのスリランカ人がガイドや

年を通して世界中から多くの観光客が

業でした。８つの世界遺産があり、１

スリランカの大きな収入源は観光産

ない生活に皆、疲れ切っています。

事の量も減らしていますが、先が見え

３万～４万㍓です。支出を減らし、食

万㍓かかります。多くの家庭の月収は

をするには、４人家族で少なくとも６

今の物価だと、必要最低限の暮らし

も日常的です。

済危機に瀕しています。この半年の間

スリランカは今、独立以来最大の経

食料は２倍近くに

う、努めたいのです」

分な食事をとり安心して暮らせるよ

て、子どもたちが教育を受けられ、十

はなく、毎月の恒久的な収入源を得

「私は経済的にだれかに依存するので

得意です。彼女の願いは切実です。

手で、衣類や手工芸品をつくることが

ラスナヤケさんは幸いにも裁縫が上

悪い状況に追い込んでいます。

ません。最近の物価高は、生活をより

ては、外に出て仕事をすることもでき

とはできません。小さな子どもを抱え

要な教材や学用品をそろえてあげるこ

勉強が大好きで成績も優秀ですが、必

かからない公立学校に通わせており、

り、暮らしています。子どもは学費の

家の横に布を張ったスペースを作

いません。現地の提携団体からＪＡＦＳに、窮状を訴える報告が届きました。
サルボダヤ副代表
ラビンドラ・カンダゲ
バドゥッラ県タルディーナ村に住む
歳で２人の子ど

ウペクシカ・サンジーワニ・ラスナヤ
ケさん＝写真左＝は
もがいます。１人は学校に通ってお
り、１人は就学前です。夫を亡くして
母と兄家族が住む家に身を寄せていま
す。定期的な収入がなく、政府の福祉
補助金から月２５００スリランカ㍓の
サムルディと呼ばれる支援を受けてい
ますが、決して豊かとはいえない兄家
族に経済的に依存せざるをえません。

で私たちの生活に必要な多くの物が不
当に値上がりし続けています。今年初
めには、１米㌦は２００㍓でしたが、
今では３６５㍓になりました。
輸入に頼っている食料品は、以前と
比べものにならないほど値上がりして

㎏

㎏あたり１２０㍓だったのが

います。コメは国内でも栽培していま
すが、

２５０㍓に上がりました。砂糖は

１６０㍓が３８０㍓、ダル（豆）は

㍓から２００㍓へと、毎日の生活

㎏２３０㍓が６４０㍓、パン４００ｇ
は

で必要なものが上がり続けているので
す。８月現在、危機前と比べたスリラ
％を超え、食料
％を超えています。

ンカのインフレ率は
のインフレ率は

エネルギー不足も深刻です。ガソリ
ンは１ℓあたり１０７㍓が４４０㍓に
上がりました。供給量も極端に少な
く、ガソリンスタンドには連日、長蛇
の列ができています。炎天下で何日も
並ばなければならず、並んでいる間に
亡くなってしまったという悲しいニュ
ースがいくつもありました。交通手段
㎞の距離を歩いて往

が確保できず、通勤や通学に支障が出
ています。５～

復している人もいますが、毎日では大

世帯主の家庭が

・５％です。

し、女性で給料がもらえる仕事につい
ている人はわずか

ガソリンを求めるバイクと車が、道の彼方まで列を作

資の配布をしました。食べられない人

ってから企業などと連携して、生活物

サルボダヤでは、経済状況が悪くな
った＝スリランカ、西部州カルタラ地区ホラナ

4
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スリランカの経済危機
スリランカの経済危機

ガソリン求め車の列
貧しい村の子どもが栄養失調

30
60

きな負担となっています。

80

1

1

1

医療従事者や医療用品がそろわず、

95

65

機能できない病院も出ています。停電

25

32

90

10

65
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5

超インフレ
「暮らせない」
特集 スリランカの経済危機

々のために緊急時には欠かせない活動
ですが、ラスナヤケさんのようにこれ
から長い将来に向けて生活を立て直そ
うとしている人々のための小規模産業
万円の支援で必要

支援もしています。
１世帯当たり約

スリランカ支援に皆さまの募金・寄付を募っています
ＪＡＦＳでは、井戸や貧困対策・
被害を受けた国々が賠償請求権を放

いう仏陀の言葉を引用した演説は、
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店、普通

うではありませんか。

ンカの人々に支援の手を差し伸べよ

ぶっ だ

環境保全など、サルボダヤとともに
棄し、厳しい対日制裁を止め、日本

◆銀行口座

農村開発活動を支援しています。
１００７０１１、公益社団法人アジ

故ジャヤワルダナ元スリランカ大

５、アジア協会アジア友の会

口座番号００９６０‐６‐１０８３

◆郵便振替

の復興へつながった象徴的出来事と

な機材や材料を購入し、自営業を始め
統領が１９５１年のサンフランシス
この厚情を今こそ思い出し、同じ

ア協会アジア友の会

るために必要な研修プログラムを受け
コ講和会議で「憎悪は憎悪によって

して記憶されています。

ることができます。この危機と貧困か
アジアに生きる仲間として、スリラ

準備をしました。家財を失った子ども

止むことなく、愛によって止む」と

多くの人が協力を申し出てくれ、コロ
には衣類や学用品を贈りました。

屋根と壁の修繕を受けたエルザルデ
ウトメンバーは、将来のために苗床作

地を守る活動をしているグリーンスカ

三つ目はグリーンスカウト活動で

さんは「遠い日本からも私たちのこと
りと植林をしました。被害を少しでも

するために、少人数のチームに分かれ

受益者からは、心からの感謝と喜び
を思い助けていただき、本当にありが
食い止められるよう、青少年が中心と

す。多くの家が壊され、大量の木材が

の声が届けられていますが、貧しい漁
とうございます。家で安心して過ごせ
なって活動しています。グリーンスカ

て取りかかりました＝裏表紙に写真。

村や農村なので、大きな被害が出た地
るようになりました」と、何度も何度
ウト活動の中では、できるだけ防災や

必要とされています。森の木が減ると

域では復興の足がかりがつかめずにい
もお礼の言葉を言ってくれました。

暑い屋外での作業に最初は四苦八苦し

ィリピン名：オデット）がフィリピン
ます。私たちは、被災者に何が一番必
二つ目は、学校の子どもたちの支援

水を保持できなくなり、土砂災害の危

中南部を横断し、２４０万人を超える
要か、私たちに何ができるかを話し合
と活動への協力です。学校自体が被害

台風で田畑に被害を受けた農民や、

ましたが、繰り返すうちに速く正確に

ナ感染者を出さず、作業を間違いなく

ら脱却するために、日本からも力を貸
していただけると大変うれしいです。

家を修理し学校に給食
フィリピン台風被災地へ支援

人々が被災しました。ＡＦＳパンダン
い、３つの活動に焦点をあてました。
を受けたところもありますし、自宅が

船を失った漁民にとっては、まだまだ

険が高まります。マロンパティの水源

とＡＦＳサウスアンティーケは、特に
まず、家の修繕です。速やかにでき
大きな被害を受け、困窮する家庭の子

厳しい日々が続きます。これからも、

できるようになりました。

被害が大きかったパナイ島アンティー
るだけ多くの世帯を支援するため、職
も多くいます。先生の協力を得て、十

被災者に寄り添って活動していきたい

ました＝本誌１４９号参照。

ケ州南部の海沿い地域で、日本からい
人から指導を受けたボランティアでで
分には食べられない子どもたちが学校
と思います。

ＡＦＳアンティーケ 代表

ただいた募金と、現地で被害の少なか
きる修繕と、安全面から職人にしかで
で栄養を取れるよう、定期的に食事の

け、大型台風

２０２１年

日から

号（国際名：ライ、フ

月

ジェネロッサ コンデス
･
日にか

った地域のメンバーの協力で、５５０
きない作業を分けました。呼びかけに

名ほど

けでなく、土を耕すのにも使えます。

の馬を迎えました。馬は荷物の運搬だ

り、村の人たちの関心が大きく高まり

れます。馬がこの地域に来たことによ

度も質問が出ました。村では今年、さ

させるための餌やりや運動について何

熱田 典子）

らに２、３世帯が馬を飼う予定です。
（ＪＡＦＳスタッフ

ました。
今回の講師は、元調教師の角居勝彦

雑草を食べてくれるので植生が整い、

せいなのかとてもやせています。回復

村にいる白い馬は妊娠中で、長旅した

の参加者は一生懸命聞いていました。

途切れましたが、ネパールの

やタブレットが過熱し、接続が何度か

講習会の２日間は炎天で、携帯電話

みたい！」という声が上がりました。

たいという人たちをこの地域に呼び込

ているんだ」「数年後、馬に乗りに来

の悪い人たちの移動を助けたいと思っ

ない場所の移動を馬ですることで、足

を飼うよ。農業だけでなく、車が通れ

アが浮かんだ様子で、参加者から「馬

ネパールの人たちも新しいアイディ

じだと思いますよ」と話しました。

た証です。きっと山国ネパールでも同

す。人と馬が一体となって暮らしてい

り継ぐ場所が現在の電車の駅の由来で

馬偏です。郵便物を運ぶために馬を乗

へん

た」と切り出し、「『駅』という字は

暮らしに欠かせないパートナーでし

松川さんも「かつて馬は、日本人の

ら教えました＝写真。

活用や馬具について、体験を交えなが

て、馬の基本的な取り扱い、農業への

わればよいのかということに焦点を当

どういう生き物なのか、どのように関

ヒーローです）。角居さんは、馬とは

さん（馬好き競馬好きの方にとっては

つくっています。

緊急時の避難についても学べる機会を

世帯に緊急支援物資を配ることができ

馬と生きるネパールの村にエール
日本とネパールの村をインターネッ
トでつないで馬の飼い方を伝授すると
いう、ちょっと珍しいオンライン講習
会が実現しました。
ネパールでは、海外や都市などに出
稼ぎに出なければ生活できない村が多
くあります。シンドゥパルチョーク郡
インドラワティ村もそんな一つ。生活
が成り立つ持続可能な地域をつくりた
いと３年前から、皆で循環型農業を定
着させる取り組みを始めました。
それには家畜を飼い、作物を植え、
木々を増やすことが必要です。家畜は
牛やヤギが一般的ですが、ここは昔、
馬を使って塩の交易をしていた行路で
した。馬を古くて新しい家畜として活
用できるのではないかと考えました。
奈良県桜井市で馬の利活用を実践し
ている「はたらく馬牧場」はＪＡＦＳ
の団体会員です。牧場長の松川一人さ
達成に向

んは「馬と共に生きる」をテーマに、
里山づくりとともにＳＤＧ

け取り組んでいます。「ネパールで馬
を導入しました」と私が伝えると、
「７月２・３日に、馬の利活用に関心
を持っている方向けに講習会をするの
で、ネパールともつなぎましょう」と
言ってくれたのです。

ふん

糞はたい肥になり、自然な循環が生ま

6
2022年秋
アジアネット151号
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ネパールの村では６月にまず、２頭

日本からネットつなぎ講習会

フィリピン台風被災地支援報告
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も地域の女性グループや森管理組合の

に心が躍り、加入したんですよ。少し

の勧めで新しい種類の木を植える計画
自治体によって飲料水と農業用水の給

渇して使えなくなりました。その後、

れていましたが、大地震後に水源が枯

８月４日、ネパール、カトマンズ市
を超えるファル

内は朝から汗がにじむぐらいの暑さで
すが、標高１７５０
ピン地区は、薄手のカーディガンがあ
っても良いぐらいひんやりと感じる気
温。カトマンズから未舗装の道を何度
も車中でジャンプしながら、約１時間
半かけて着きました。ここには「朝日
読者の森」プロジェクトのカトマンズ
サ･イト、カルパ村があります。

野菜栽培で潤う地域に
カルパ村では、２００１年から５年
間、換金性の高い木と水源涵養林の植
林とともに、森管理組合のコミュニテ
ィハウス建設や灌漑用タンク設置によ
り、緑化と地域産業の創出をめざしま
した。また地域の教育環境向上のため
に、公立学校の増設を実施しました。
３万３千本を植林したこの村には、
森管理組合ができています。訪問時、
カボチャやキュウリなどを収穫した人
たちが売りに来ていました。その中の
ラッチミーさんが今の状況を話してく
れました。
「皆さんのご支援により、私たち自
身が地域のために動く必要があるとい
うことを教えられました。私はそれま

朝日新聞大阪販売局がネパール、フィリピンで取り組んだ森

づくり。植林をＪＡＦＳに委託。販売店、読者からも募金を呼びかけ、第一

され、生徒数も増えていきました。そ

の子どもたちの教育環境が大きく改善

年に２階と３階の増設が完成し、地域

したとき、小学生たちが一生懸命にＡ

なトイレや水場もあります。私が訪問

倉庫として活用されています。衛生的

んでいます。３階は理科室と図書室、

弾のネパールでは２００１年度から５年間、首都 カ
･ トマンズ近郊の山間地
カルパ村とインド国境に近いチトワン国立公園近くの２カ所で実施。

の学校へも久しぶりに訪問しました。

ＢＣを音読しながら覚えていました。

面で肥料が十分足りていなかったため

ありました。気温が低いのと、固い地

校増設の協力要請が寄せられました。

デヴィセカンダリースクールより、学

子どもたちの多くが通うスリーセティ

・Ｃ校長がこの４月に就任しました。

生が２代代替わりし、ガジュンドラＫ

より減っているとのことです。校長先

近くに私立の学校ができたため、以前

害を受けましたが、この地域は地盤が

近郊は

まま残っていたことです。カトマンズ

驚いたのは、元の校舎が昔の面影の

３００名を超す子どもたちの教育を担

現在は少し離れた高台にも校舎２棟

導で実施されていたため、地震の被害

は見ながら、「このようにして朝日読
者の会の皆さまのご協力があり増設す
ることができたので、今の本校の姿が
あると、つくづく感謝しかありませ
ん。あの時の大きな変化を私たちは忘
れることができません」と、当時を想
×

×

い出しながら語ってくれました。
×

もう一つのプロジェクト地であるチ
トワン・サイトには、大雨で途中の道
路が封鎖され、訪問できませんでし
熱田 典子）

た。後日、第２弾として報告します。
（ＪＡＦＳスタッフ

8
2022年秋
アジアネット151号

今も役立つ校舎・コミュニティハウス

で、地域住民による森管理組合に加入
毎月の会合に使われています。当時設

でもこの地域の収入が上がればと、レ
水施設が設置されたため、現在はそち

朝日読者の森

豊かな緑と新しい農業育つ

していませんでした。女性が入るなん
置した農業用水設備は、

モン、ミカン、ラプシー、椿などをみ
らを使っています」

培やブリック燃料づくりもしました。
植えた木はしっかりと根付いていたの

年後の現在、生徒数は２１０名。

のようです。でも、植林のおかげで保

当初は別のＮＧＯによって建設された

固く地震プレートから外れていたこと

年のネパール地震で大きな被

水力が高まり自然樹が多く育つように

新校舎完成当時を知る数少ない教師の

げで、農業に有益な状況となり、今、

うには教室が足りず、小さな教室を２

がほとんどなかったとのことでした。

に加え、耐震補強工事が教育委員会主

村人の多くは野菜作りに精を出して収

が増設され、保育園・幼稚園クラスが

ま残って使われている

私が持参した工事中の写真を先生方

には18年前に建てた校舎が昔の面影のま

４クラスと１年生から３年生までが学

学年共同で使っていました。そこでこ

一人です。

15

入につなげるようにしています」

の増設にも協力する運びとなり、翌

スリーセティデヴィセカンダリースクール

ＡＦＳネパールが今春にこの村を訪
問した際には、当時この森づくり事業
に積極的に関わってくださったラル
バハドゥルタマンさんの息子、ルドラ
バ
･ ハドゥルクワールさんに、次のよ
うな現状を伺うことができました。
「森管理組合は現在も存続し、違法
・規則外の木材の伐採や、火災防止な
ど森の見守りをしています。当時植林
・造林された森林は維持され、果物も
小さい実をつけるものが百数十本あり
ます。本プロジェクトで建設されたコ
ミュニティハウスは、ネパール地震で
も大きな被害を受けることなく、現在

04

ネパール「朝日読者の森」の20年

m

年生までの

年、この村の

られて大きく育ったレモンの木＝いずれもネパール、カルパ村

１階建ての学校でした。

森づくりをしている

植林地に約20年前に建てられたコミュニティハウスと、当時植え

なり、森が形成されました。そのおか

ですが、一部成長できなくなった木が

建てた校舎が今も健在

んなでたくさん植えました。イチゴ栽

年まで使わ

て考えてもいなかったのです。皆さん

･

15

03
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ネパール「朝日読者の森」の20年
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18

ネパール「朝日読者の森」の20年

かり、精神状態が不安定になることが
しばしばあります。イリーナさんの息
子と同じ学校には通わせず、ウクライ
ナの学校のオンライン授業を受け、母
国との繋がりを保っています。
イリーナさんも精神安定剤を服用し

レサンドラさんは
を申請するため、電車で隣国ポーラン

した。その前に、日本へ渡航するビザ

後、解放されたか

期。日本に到着

ナから電車で８時間ですが、敵に動き

ドへ向かいました。通常ならウクライ

現地で車で移動中、ウクライナの旗

を察知されないようないよう何度も止

自分だけ日本にい

が、雪解けの道路に落ちて風に吹かれ

のように、体の急

ていいのかという

ていました。その旗を踏みつぶすよう

まり、１日かかりました。ポーランド

思いが重くのしか

合、ほとんどの人がポーランドなど近

成長が始まったそ

りませんが、２人で相談しながら行動

隣国に電車で移動し、その後、飛行機

には１週間滞在しました。

できるので、私の負担は軽いです。そ

に乗ります。そのため多くの人たち

うです。しかし、

の分、私はウクライナの人たちの通訳

が、少しの荷物しか持てないまま来日

日本の方々や在留ウクライナの人た

をしています。自分ができることで他

兄一家も、もうすぐ日本に来ます。

ちに声をかけて物資を集め、必要な人

するしかありません。洋服もほとんど

自分が引き受けた人のサポートには、

たちに渡す活動をしたいです。私たち

の人を助けられたらと思い、行政から

幸い困っていません。他のウクライナ

には登録団体がないので会場を貸して

持っていません。

の人たちが少しでも日本で暮らしやす

もらえません。この活動に協力しても

の依頼に応える形で活動しています。

いように、物資の提供などをスムーズ

らえたら、大変多くの人が日本でさら
に暮らしやすくなると思います。

にできないかと考えています。
ウクライナから日本に避難する場

、遠方から物資や寄付
ップ KANAU
金を送ってくださった会員の方々
に、カテリーナさんやイリーナさん

た。また加藤カテリーナさんが願

方々に、既に生活資金を支援しまし

ＪＡＦＳは、以上のお話を聞いた

手を引いて駆けつけた避難民の方々

この配布を知り、小さな子こどもの

と何度も言葉を贈られていました。

喜びで「ありがとう、ありがとう」

はじめ在留ウクライナの皆さんも大

う、避難民の方々への物資配布を実

からは、不足している物を補うこと

物資配布活動
を応援します

現するために共催でお手伝いするこ
ＪＡＦＳは所在地の自治会に加入

伝わってきました。今回の配布時は

ちが少しでも軽くなればとの願いが

で、大人も子どもも抱える辛い気持
しているので自治会館をお借りする

皆様からの義援金より、会場費とボ

ととしました。

日に１回目の物
加藤カテリーナさん

見た会員も、手伝いや物資持参のた

は服、靴、日用品。ホームページを

資配布を開催しました。主な配布物

す。必要物資はホームページで呼び

助になるよう、物資配布を支援しま

今後も避難民の方々の生活を守る一

ディーソープ購入を支援しました。

月

両親をウクライナから呼び寄せまし

め会場に駆け付けてくださり、ハン

かけさせていただきます。

ことができ、

不安ばかりが募ります。少しでも誰か

た。両親は府営住宅に入居でき、肩を

ガーを貸してくれたリサイクルショ

言葉が分からない日本での生活には
と話ができればいいなと思います。早

寄せ合いながら日本で暮らしていま

10
2022年秋

異国からウクライナの平和祈る
大阪に避難して来た人たちに聞く
ロシア軍のウクライナ侵攻から避難して来た人たちを、日本も受け入れるようになり、大阪でも５月 日から「ウク
ライナ避難民就労支援窓口」が開設されました。私たちは前号で報告したウクライナ支援チャリティコンサートなどで
なければならないことがありました。
私を支えています」。母と姪の言葉を

「私が家族を守らなければとの思いが

得を繰り返し、４月にようやく呼び寄
ら、彼女の肩と心にかぶさるものの重
さがこちらにも伝わってきました。

ニーナ・ステツェンコさん

何｢もできない ｣
募るもどかしさ

で行動することは
日、姪と一緒に日本に着きま

歳で多感な成長

月

困難です。オーク

が、それ以外一人

ようになりました

で買い物に行ける

近所のスーパーま

ません。ようやく

ニーナさんは日本語を全く理解でき

私達に訳しながら時折涙を拭く姿か

熱田 典子、坂口 優）

皆さまから寄せていただいた義援金を、避難して来た方々のために一刻も早く役立てたいと考え、行政から在留ウクラ

歳なが

せることができたそうです。

（ＪＡＦＳスタッフ

）と姪のオークレサンドラさん

）だけでも日本に来て欲しいと説

族、そして母国を助けたい。

に励んでいます。それで少しでも家

ウクライナ仕様のブレスレットづくり

なしくじっとしていたい。今は日々、

も、気分は落ち込んだまま。家でおと

本でどこか外に連れて行ってもらって

早く母国に帰りたいと思う日々。日

な今、母国にとても愛着があります。

も思っています。母国がなくなりそう

ら、負傷した人のケアをしたかったと

らに考えました。母国に残っていた

母国を助けることができると

送金することができる。それで家族や

ブレスレットを作って販売し、収益を

母国を離れた自分に何ができるか。

いし、気が乗りません。

ます。日本での生活はあまり楽しくな

ったのか、毎日そればかりを考えてい

どうして日本に来なければならなか

オークレサンドラ・ステツェンコさん

苦しむ母国思い
楽しめない日々

（

（

んでした。せめて母親のニーナさん

イナの方々を紹介してもらい、話を聞きました。

祖国守ると
兄は兵士に
歳のときに来

初めに会うことができたイリーナ・
ステツェンコさんは、
日し、中学生の男の子を育てているシ
ングルマザーです。ウクライナには母
親と兄家族がいました。ロシア軍の侵
攻が始まる１カ月前にウクライナに里
帰りしていました。当時と今の故郷の
差に、心が張り裂ける以上の思いで、
毎日を過ごしています。
「何かが起こりそうで寝れない」
日本に戻ったイリーナさんの元に、
兄から国際電話が届きました。まさに
その時に侵攻が始まっていたのです。
日々ひどくなる状況の中、兵士として
戦うという兄を止めることはできませ

に走っていく車。見ていられず、涙が
止まりませんでした。こんなに誰もウ
クライナのことを気にかけないか。自
分の国の旗が踏みつぶされたら悲しく
ないのか。車の数が少なくなった隙を
見て、踏みつぶされた旗を、道路の脇
に立てかけました。そしてようやく気
持ちが少し和らぎました。
ドイツへ、そして東京、大阪へ。以
前にも日本へ来たことがあります。し
かし、そのときとは全く心境が違いま
す。戦争が終わらない母国には息子が
います。兵士として戦闘することを希
望しています。自国を守るためです。
そんな中で来日して、心が重い。日
本に来られたからといって、安心でき
たわけではない。自国を離れてしまっ
たので、国そして家族のために何かし
てあげることができません。日本でも
飛び交う自国のニュースや情報を耳に
すると、異国での生活への不安、母国
への思いが相交じり、来日してから、
涙を流さなかった日はありません。娘
を頼りにして暮らす毎日。生活費を娘
が肩代わりしてくれているのが申し訳
なく、自然と節約し、娘と外食すると

11

く母国へ帰りたいとも思います。母国

きには一番安いものを選ぶようにして

4

す。両親は日本語ができるわけではあ

難民に物資手渡す
活動をしたい

ウクライナから避難して来た母のニーナ

のことを忘れることはありません。

います。

12 64
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さん（左）と日本在住のイリーナさん

8
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コスモニケタン学園を守ろう
サトウキビ栽培プロジェクト

▶２０２２年５月２日に植え付けたサト
ウキビの苗が、８月下旬にはこのように
育った＝インド、カルナータカ州ビジャ
ヤプーラ、コスモニケタン学園

コロナ関連の諸費用も加わって学園の
財政は厳しい状況に陥り、教師の給与
支払いも滞っています。
このような状況を打開するために、
㌈の土地でサトウ

ＢＳＶＩＡは農業で収入を得ることを
計画。学園近くの
キビ栽培をします。計画の一部は農業
協同組合からの融資を受けて、すでに
始めています。このプロジェクトを、
ＪＡＦＳコスモニケタン支援会が教育
支援の一環としてサポートします。
サトウキビは植え付けて１年で収穫
でき、その収入はコスモニケタン運営
のために用いることができます。さら
にこのプロジェクトは、職を失った地
域の住民たちに雇用の機会を与えるこ
ともあわせて目的としています。

インド カ
･ ルナータカ州ビジャヤプ
ーラにある日印友好学園コスモニケタ
ンの教師の給与と運営資金を生み出す
ために、学園の運営団体であるＢＳＶ
ＩＡがサトウキビ栽培プロジェクトを
新たに始めました。

コロナ流行による長いロックダウンで

州に出稼ぎに行っていました。彼らは

（日雇い労働者）として働くか、他の

は農業の収穫などに従事するクーリー

穫でき、２年目からは肥料と労働力だ

サトウキビは一度植えると３年間収

で、そこからも収入が期待できます。

を教える農業研修センターを開設予定

す。既存の施設を活用して、有機農法

さらに、サトウキビは気象災害など

ビはインドにおいて農家収入が担保さ

の支払い期限を定めており、サトウキ

格の下限である公正収益価格や農家へ

出荷されるサトウキビに、買い取り価

大本 和子）

（日印友好学園コスモニケタン支援会

がぜひ必要です。プロジェクトへのご

す。そのためには皆さまからのご支援

の人たちに雇用の機会が与えられま

整えることができます。さらに、地域

◆郵便振

三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店、普通１００７

皆さまの募金・寄付を募っています
◆銀行口座

◆クレジットカード

上記

コードの「コス

口座番号００９６０‐６‐１０８３５、アジア協会ア

０１１、公益社団法人アジア協会アジア友の会
替

ジア友の会

モニケタン サ
･トウキビ」寄付ページからお願いします。
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新型コロナ感染症の大流行により、
インドでは多くの私立学校の生徒が減
って運営が困難になっています。コス
モニケタンも例外ではありません。
１９９６年、インドのＮＧＯである
ＢＳＶＩＡとＪＡＦＳによってこの学
園が創設されて以来、学園は農村部の
貧しい子どもたちの明るい未来を築く
ために質の高い教育を常に提供してき
ました。教師たちの努力によってビジ
ャヤプーラ地区ではトップクラスの成
績優秀校となっており、多くの卒業生
が社会で活躍しています。しかしその
活動を維持するためには、教師に給与
を支払う必要があります。
コロナ流行は、学校運営にも大きな
影響を与えています。２０２０年と

職を失ったり、自分で作った農作物が

けで済みますので、安定した収入源に

に強く、他の作物と比べ特別な栽培技

サトウキビ栽培に欠かせない水です

寄付を心からお願いいたします。

市場の閉鎖で売れずに収入を失いまし

なります。２年目の必要経費は１年目

で有名になっています。このようにＢ

が、幸いなことに栽培地の近くに政府

れている唯一の作物です。

た。そのような地域住民に、このプロ
約

ＳＶＩＡは農業には実績があります。

の大きな水路ができ、この水を使うこ

ために努力しています。

サトウキビは有機農法で作り、少ない

とができます。中央政府は製糖工場に

あるＨ Ｇ
･ ク
･ンバール氏は、ブドウ農
園を導入し、今この地域はブドウ生産

得て、このプロジェクトを成功させる

の収益で賄う計画です。現地では、サ

たちが安心して学び続けられる環境を

の経営が安定し、貧しい家庭の子ども

このプロジェクトが成功すれば学園

１２０万円です。

トラクター購入のための頭金、の合計

②維持 管
･ 理費（人件費） ③農地の
整地および資機材のレンタル費用 ④

初期費用が必要です。①肥料の購入費

るためには、１年目には以下のような

しかし、このプロジェクトを推進す

言えるのです。

ン自立への持続可能なプロジェクトと

双方が可能になります。コスモニケタ

雇用とコスモニケタン学園への支援の

続的に十分な収益を得ることができ、

虫害に気を付けて栽培することで、持

て非常に魅力的な作物と言えます。病

術が不要とされています。農家にとっ

ス代を支払えない生徒が増えました。

リン価格の高騰に加えて、スクールバ

寮の入寮者はゼロでした。さらにガソ

学園の基本的な収入源の一つである

たためです。

え、学校をやめてしまった生徒も増え

である公立の小学校を選ぶ家庭が増

の高さよりも、制服や給食までも無料

ナ禍で親が職を失った結果、教育の質

年には入学者数が激減しました。コロ

21

ジェクトは雇用の機会を提供します。

て、新学期が始まった＝インド、カルナータカ州ビジャヤプーラ

トウキビ栽培の専門家の助けと助言を

◀７月８日、コスモニケタン学園では生徒たちが元気に登校し

年前、コスモニケタン創設者で

学園は農村地域にあり、住民の多く

住民に雇用、先生には給与を
コロナ禍に屈せず

コスモニケタンのサトウキビ・プロジェクト
コスモニケタンのサトウキビ・プロジェクト
アジアネット151号
2022年秋

13

10

化学肥料で多くの収入を生み出せま

QR

30

世界のごみの ％は開発途上国から

す。住民の意識が極めて重要です。
処分場に使える場所は有限なので、
収集後に中間処理→リユース リ
･ サイ
クルすることによって、処分場に行く
量を減らすことが必要です。日本での
％以上

中間処理のメインは焼却。途上国はリ
サイクルと堆肥化が多いが、
は中間処理をしないまま埋立処分され
ています。
先進国は３Ｒ（リデュース、リユー
ス、リサイクル）を取り入れた循環型
社会を目指すようになってきました。
やり方をしていてはだめだと気づいて

途上国にもこの考え方を紹介し、今の

一人当たりのごみ量は、国の経済成
もらうよう国際協力をするのが今後の

３Ｒの循環型社会へ

手が回らず、ごみ山の崩壊や浸出汚染
長と相関するが、成長が進むにつれ増
方向性だと思います。

出ています。これらの国では処理まで
水による森林破壊、川や海へのごみ散
加は鈍ります。生ごみの量は経済レベ

ない状態になります。日本でも１６０

い、ごみ収集が行き届き、街はごみが

金属ごみが増えます。経済成長に伴
設 機
･ 材整備を支援したバングラデシ
ュ・ダッカの事例を紹介します。元は

援助（ＯＤＡ）による廃棄物関連の施

１９９８年～２０１５年に政府開発

まず組織、その次に機材

乱も起きています。
ルにあまりかかわらず、高所得になる

年ほど前、江戸末期から明治初めにか
次のような状態でした。

につれて紙・プラスチック・ガラス・

けては、今の途上国と同様のごみ問題

また現地ＮＧＯと協力し、スラムか

働けるよう地位回復に配慮しました。

識が、ごみ管理を改善する推進力で

くいからです。人々の声や公衆衛生意

すが、郊外の処分場はクレームが出に

残っていれば住民からクレームが出ま

山のままの国があります。街にごみが

ないオープンダンプサイト方式のごみ

すが、最終処分場は、土による被覆も

経済成長すると、ごみは収集されま

その後、ごみ焼却処理が進みました。

的に発展させるべきと考えています。

源循環に取り組む。というように段階

の適正化。第３段階として３Ｒなど資

み残しが散乱し、衛生状況が悪い。

ＪＩＣＡ専門家チーム提供＝ので積

ラックにごみを積む＝上右の写真、

役立ってはいる。収集は手作業でト

ーと呼ばれる人がおり、ごみ減量に

って生計を立てるウェイストピッカ

からプラスチックなどの有価物を拾

テナにはごみがあふれている。そこ

◆家庭ごみを持ち寄る街頭の収集コン

があり、コレラなどが流行しました。

ら出る生ごみを分別収集して買い取

２００３年以前の活動は、政策・戦

調査・計画などでしたが、

年以降

別の技術指導、施設・資器材の導入、

略の提言、組織制度の構築・強化、個

り、堆肥にして売却するモデル事業に
も取り組みました。

弱者を取り込み育てる
都市からごみをなくし公衆衛生を確

材育成・研修なども必要と分かってき

環境教育、社会的弱者の取り込み、人

は、現状を変えるためには意識啓発

保。次に、衛生的な埋立処分場の建設

て、活動に取り入れています。

第１段階は収集運搬を中心に整え、

や環境汚染・気候変動対策など、処分

今秋も 月 日 ブルーオーシャン作戦
月に３カ

ができたと好評をいただきました。

ちの方々で、参加動機を満たす学び

ら、それぞれの立場から関心をお持

ルーオーシャン作戦に参加された方

材開発をしている方、ＪＡＦＳのブ

関連の仕事の方、化学メーカーで素

の進学を目指す高校生、廃棄物処理

この作戦が、住民の意識を高めるき

り、収集頻度が上がったそうです。

の低さに住民が苦情を言うようにな

になり、そして行政のごみ収集頻度

したフィリピン マ
･ トノッグではそ
の後、ごみ拾い活動がいっそう活発

（海岸ごみ拾い）をＪＡＦＳと共に

国５地域でブルーオーシャン作戦

指摘がありました。昨年

ごみ問題に様々な側面から関わる

っかけになったのだと思います。

セミナー参加者は、国際系大学へ

日本人の知恵が、アジアの人々が衛

日に日本、フィリピ
ン、インドネシアの３カ国でブルー

月
の知恵と組み合わさり、人と人との

オーシャン作戦をします。日本は昨

今年も
協力関係に根ざすＮＧＯならではの

年は大阪・東京２地域でしたが、今

生的な生活環境を求める思いや現地

活動で、アジアのごみ問題の改善に

年４月の開催時は

地域に増えまし
寄与できれば良いなと願います。
意識が、ごみ管理を改善する推進力

講演の中に「人々の声や公衆衛生

模のごみ問題 海
･ 洋プラ汚染を改善
しませんか。事務局（川本）まで。

た。皆さんもぜひ参加して、地球規
で、住民の意識が極めて重要」との

･
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テーマ：途上国のごみの実情と国際環境協力

名が全国

講師：吉田 充夫 （国際環境協力ネットワーク代表）

日本の視点でなく相手の求めに応じ
ＮＧＯならではの人と人をつなごう

「開発途上国のごみ問題の実状と
日に開催しまし

国際環境協力の事例」オンラインセ
ミナーを、７月
た。ＪＡＦＳはアジアのごみ問題や
海洋プラスチック汚染に取り組んで
います。専門家から客観的に学び、
市民レベルで私たちに何ができるか
歳代までの

を一緒に考えたいと企画しました。
高校生から
から参加しました。講師は、一般社
団法人国際環境協力ネットワーク代
表で、国際協力機構（ＪＩＣＡ）国
カ国以上で国

際協力専門員でもある吉田充夫さ
ん。１９８４年以来
際環境協力事業に従事されていま
川本 裕子 )

す。講演の一部を紹介します。
Ｊ
(ＡＦＳスタッフ

◆住民の不法投棄でも街が汚れる。
◆運搬業者が処分場に運ばず不法投棄
するごみも相当量ある。行政の組織
管理が良くないと、いくらお金を注
ぎ込んでも街はきれいにならない。
◆処分場が低地なので、ごみの一部が
川からベンガル湾に流れ込み、海洋
プラスチック汚染の一因になる。
◆処分場にもウェイストピッカーがい
て、資源循環に重要な役割を果たし
ているが、労働環境は非常に悪い。
◆バングラデシュに多い皮なめし工場
の汚泥廃棄物は、有害な六価クロム
を含み、未処理で排出されている。
このダッカのごみ処理を改善したい
ナへのごみ収集率を上げるため、家庭

との要請が日本にあり、専門家チーム
を派遣して支援することにしました。

を回る収集サービス組織を、行政が元

収集に関する組織とシステムができ

日本の視点ではなく、相手国の発展段

Ｏやボランティアが非常に有効です。

た段階で、収集パッカー車＝右の写

ウェイストピッカーから募って作り、

ダッカの優先課題は「発生するごみ

真、ＪＩＣＡ専門家チーム提供＝を供

階や求めに応じた援助協力に努めてい

をいかに収集運搬して都市清掃を実現

与し、新しい衛生埋立処分場を建設し

給料を払うことにしました。コミュニ

するか、公衆衛生を確保するか」でし

ました。子どもを通じた家庭の意識啓

ます。施設・機材は高額なのでＯＤＡ

た。まず、廃棄物管理部局を設立しま

発を狙い、学校での環境教育もしまし

ティで意識啓発や合意形成もして住民

した。宗主国イギリスをまねた旧来の

た。ごみ関連作業に従事する人々は社

ならではの支援方法ですが、人と人と

行政組織になっており、新しいごみ問

会的弱者ですが、ごみ管理に欠かせな

参加を促進しました。

題に部局間が連携しにくいため、一元

の協力関係に根ざした支援には、ＮＧ

⬅
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50
04

途上国ごみ問題セミナー
途上国ごみ問題セミナー

66

いことが多いです。グローブを供与し

19

25

的な廃棄物管理組織を設置しました。

11

40

労働安全を確保したり、誇りを持って

19

23

収集運搬を強化すべく、街頭コンテ

16
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15

11

11

80

村人も安全な飲み水に容易にアクセス
できるようになりました。井戸管理委
員会もでき、井戸と敷地内はしっかり
と維持管理されています。

り、そしてアカデミーとして政府から
承認を得ることができました。
17

2022年秋

アジアネット151号

になってしまい、飲用水や料理に使用

た。学校に深井戸ができたことで、子

することができません。新しく設置さ

どもたちや村人は衛生的な水を飲むこ

れたこの井戸は、スワリカンダBDP

とができるようになりました。今後、

小学校の子どもたちはもちろん、村に

子どもたちが、腹痛や水が原因で起こ

住む人々にとっても主要な水源となり

る様々な病気にかからないことを、地

ました。この井戸はヒ素汚染の心配が

域の人々は願っています。井戸を寄贈

なく、生活水を必要としている近隣･

してくださったグローアップの皆様に

遠方全ての人々が、一年中安全な飲み

心から感謝しています。

水にアクセスすることができます。

【寄贈者】湯川 剛 様

井戸ができた村

【寄贈者】株式会社エスケィオー 様

45

井戸の形

とにより、科学科で水が利用可能にな

になり、腹痛や下痢に苦しんできまし

よど

井戸ができた村

57

ネトロコーナ県タクロコーナ地区スワリカンダ

ていました。この井戸が寄贈されたこ

位が下がって澱み、水は底から暗褐色

世帯２８５人

道の整備が必須であり、対応が急がれ

のため、長年の間、多くの人々が病気

【寄贈者】株式会社エスケィオー 様

受益者：

学科が政府の承認を得るためには、水

新鮮な水が流れ、それ以外の時期は水

ネトロコーナ県ロイプール地区ノアパラBDP小

を手に入れることができています。科

かし、決して衛生的とは言えない水質

世帯２２５人

運にも、この井戸のおかげで安全な水

ですが、川にはモンスーンの時期だけ

受益者：

ます。生徒たちは皆、登校初日から幸

み水をくむしかありませんでした。し

学校内

科には、600人以上の生徒が通ってい

一年中安全な水が飲める

式：ポンプ式（深さ２７７ｍ）

プラン･アカデミーに新設された科学

・郵便振替 00960-6-10835 アジア協会アジア友の会

・三菱UFJ銀行大阪中央支店 普通1968711 公益社団法人アジア協会アジア友の会

この地域での唯一の水源はカンサ川

タミルナードゥ州ナマカル県ミンナパリ村チャイ

トらが住むミンナパリ村のチャイルド

■お振込み先■

これまで村の人々は、川や池から飲

ルドプラン ア
･ カデミー科学科 受益者：８５００
人 井戸の形式：露天式（深さ２１５ｍ ）

社会の最底辺に置かれた指定カース

用を１割増に変更させていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。

BDP小学校内

世帯３１５人

インド

水道が条件の新設学科が承認される

※５年間のメンテナンス費、現地管理費を含む概算です。※現地資材費高騰により費

井戸の形式：ポンプ式（深さ２７２ｍ）

受益者

ジャマルプール県シュリープル地区ビシュノプー

ルBDP小学校内

井戸の形式：ポンプ式（深さ２７６ｍ）

63

衛生的な水で病気が減る

■井戸１基の建設に必要な費用■（2018年4月現在）
インド＝60万円
フィリピン＝33万円
カンボジア＝28万円
スリランカ＝22万円
ネパール＝17万円（パイプライン＝25 ～ 150万円）
バングラデシュ＝浅井戸22万円、深井戸55万円

バングラデシュ

【寄贈者】株式会社グローアップ 様

井戸の寄贈にご協力ください。あなたの力がアジアの人々の
命を助けます。ご寄贈者に完成報告書、写真、パネル写真を届
け､ 現地の井戸に、ご寄贈者のネームプレートを設置します。

みなさんのおかげで

m）

275

り、小学校の子どもたちはもちろん、

生命の水 うるおす未来

村

た。新しく設置されたこの深井戸によ

67

世帯335人

れた村の井戸水をくみに行っていまし

いのち

ができた

水を集めるか、道中危険のある遠く離

詳しくはアジア協会アジア友の会
☎０６︱６４４４︱０５８７ へ

的で健康被害のもとと考える人は、雨

受益者：

をくんでいました。しかし水が非衛生

ご寄付には
税の優遇措置が
受けられます

井戸

により水が川や池にある時は、その水

ジャマルプール県ラナガチャ地区クマリアBDP

あり、この地域に住む人たちは、大雨

小学校内

村周辺には人工水路や池がいくつか

安全で衛生的な水を確保できないアジアの
地域に井戸ができて生活基盤が整い、自立へ
一歩踏み出せるようになりました。ご寄贈く
ださったみなさまに感謝申し上げます。

【寄贈者】大西サキ子 様
井戸の形式：ポンプ式（深さ

バングラデシュ

井戸管理委員会がしっかり維持

生徒･親・先生･村人みんな感謝
ノアパラ村には真水にアクセスする
ための人工水路や池がほとんどありま
せん。唯一ある川の水は飲める水では
ありません。井戸が設置されてから、
今までのような水系の病気による健康
被害やリスクが減少したことに、村の
人々は非常に喜んでいます。雨が降っ
たらどうしようと心配することも、近
隣の村や遠くの水源に安全な飲み水を
くみに行く必要もなくなりました。生
徒たち、その親、先生、村人は皆、井
戸を寄付してくださった会社の皆様に
とても感謝し、喜んでいます。
アジアネット151号

2022年秋

16

い土地をよみがえらせれば、井戸の水
が枯れず、土砂崩れなどの自然災害か
らも村を守ってくれます。

【寄贈者】スリランカサルボダヤ友の会(No.9) 様

アジアネット151号

もいました。池の水は、乾季には水量

村人たちはとても喜び、民族・宗教の

が大きく減り、必要な水量を得るのは

違う多くの村人が協力し合って交代で

とても難しいことでした。井戸をご寄

働き、今まで以上に村の結束が強まり

贈いただいたことにより、安全な水を

ました。井戸があることで衛生教育も

村の中で得られるようになり、村の人

実践できるようになりました。

々の生活が大きく改善されました。

24

13

井戸ができた村

か手に入りませんでした。飲料水の他
にも炊事・洗濯・水浴び・家畜の飼育
・菜園にも水が使えるようになり、生
活環境が大きく改善されました。新型
コロナウイルスの感染が都心部から農
村部に広がることもありますが、井戸
ができてからは安全な水で感染予防を
実践することができるようになりまし

【寄贈者】京都橘ライオンズクラブ 様

22

37

井戸ができた村

【寄贈者】京都橘ライオンズクラブ 様

42

32

タケオ州トレアン郡クバブ地区ドウンプー村

2022年秋

寄付によって村に井戸ができることを

５

す。今までは、衛生上問題のある水し

ｍ）

19

ができず、また学校に通えない子ども

６

きるようになり、とても喜んでいま

人

援で井戸が設置されました。

間もかかるし大変な重労働でした。ご

タケオ州トレアン郡クバブ地区サモールロイ村

のために、エーゼル株式会社様のご支

はない道を行き、他の仕事をすること

人

分たちでは井戸を設置できない人たち

性や子どもたちが担うことが多く、時

区ゴイリガ

職をもっていない人、母子家庭など自

が多く、多くの時間を費やして安全で

ｍ）

たちで井戸を設置する人もいる中、定

出稼ぎや農業をするので、水くみは女

ｍ）

較的浅く掘っても水が出るため、自分

ました。女性や子どもたちが担うこと

受益者： 世帯

族も住み始めました。川に近いので比

かなければなりませんでした。男性は

人

別のないこの土地に住みたいと別の民

れた寺の池まで、水をくみに行ってい

受益者：７世帯

いキリスト教に改宗した人が多く、差

道を遠くの水源まで何時間もかけて歩

井戸の形式：露天式（深さ

われる民族が多いです。身分差別のな

戸がなかったため、村人は約1.5㎞離

第４州ナワルプル郡カワソティ市第

の多くは低カーストで、不可触民と言

源がなかったため、舗装されていない

ウン・ナヤバスティ

人たちが移住してできた村です。住民

村の中で水が得られ生活改善
村には安全で十分な水が得られる井

井戸形式：手押しポンプ式（深さ

前の居住地が洪水で住めなくなった

り、安全な水を村の中で得ることがで

た。本当にありがとうございました。

この村には暮らしに使えるような水

【寄贈者】
エーゼル株式会社 様

井戸をご寄贈いただいたことによ

受益者：８世帯

人

ｍ）

世帯

ネパール

自力で井戸掘れない人が救われた

安全な水でコロナ感染予防

井戸の形式：露天式（深さ

受益者：
55

ウバ州バドゥッラ県ミーガハキュラ地区アガラウ

ラポッタ村

井戸の形式：露天式（深さ
６

13

水くみ労働から解放

タケオ州トレアン郡クバブ地区ドウンプー村

植林も始めました。木々を育てて緑多

32

ｍ）

いました。子どもたちは井戸の周りに

31

人

プラットフォーム作りや道路整備を行

48

人

の違う多くの村人たちが、井戸周辺の

９

世帯

専門家がする作業以外は、民族・宗教

11

受益者：

でいた村人は建設にとても協力的で、

井戸の形式：露天式（深さ

年、安全な水が飲める井戸を待ち望ん

受益者： 世帯

は安全とは言えない道のりでした。長

ウバ州バドゥッラ県カンデカティヤ地区パラウェ

大変な重労働で、特に子どもにとって

ラ村

離れた水源まで水をくみに行くのは

【寄贈者】京都橘ライオンズクラブ 様

カンボジア

【寄贈者】株式会社クレコス にこにこ倶楽部 様
井戸形式：露天式（深さ８ｍ）

スリランカ

村人が協力した井戸作り

衛生的な水が村で使える
従来の主な水源は池で、その池には
洗濯や炊事の排水が流れ込み、また人
も動物も水浴びをするので、飲料とし
て安全とはいえない水でした。ミネラ
ルウォーターは売られていますが、現
金収入が少ない中では買うことはでき
ません。水は沸騰させて飲んでいまし
たが、水が原因の病気になる村人も多
くおり、病気になってもお金がないた
め病院へも行けない状態でした。井戸
ができ、村の中で衛生的な水を使うこ
とができるようになり、村の人々の生
活が大きく改善されました。
アジアネット151号

2022年秋

18

ＪＡＦＳ高槻主催の第

月

日、兵庫県の尼崎市生涯学習センター
名のＪＡＦＳ会員が集まり

年、様々なプロジェクトの支援をしてき

た元理事や元地区世話人を中心とするメンバー

から

局長と共にＮＧＯ活動を体現し、ＪＡＦＳ発足

ました＝写真。当会創設者である村上公彦事務

中央北プラザに、

29

43

です。
会の冒頭、故人となられたお仲間に黙とうを
」ということで開

捧げた後、参加の皆さんからひと言をもらい、

「ＪＡＦＳ愛はいつまでも

会になりました。
困窮するアジア同胞からは「命の水の確保」

をはじめ、暮らし、学び、医療、自然災害救助

など、様々な切羽詰まった支援が求められてい

ました。それぞれを支援するために、現地での
７月

日、京都市北区の日本キリス

公彦・ＪＡＦＳ事務局長が、「時代の

ト教団洛西教会の夏の夕礼拝を、ＪＡ

さらにその頃、国内では阪神淡路大震災が起
正義を担う者となろう」の題で説教

ワークキャンプや救援に参加する、支援資金の

きました。「ボランティア活動」という、利害
し、参加した学生に向け自身のライフ

ＦＳ京都地区との共催でおこないまし

を超えた意味のこの言葉が、広く意識されるよ
ワークであるアジアとの出会い、関わ

捻出にメンバー各人が仲間を募り、考え、行動

うになりました。ＪＡＦＳでは当時、会員が阪
り合いから、ＪＡＦＳの今日の取り組

た。同教団寝屋川教会牧師である村上

神間に多く住んでいました。その会員の安否を
みについて熱く語られました。

するなど、工夫を凝らしてきました。

確認する中で、助け合う精神がクローズアップ
人（うち学生

す。背後での資金捻出も待ったなしです。この

たなし。即刻、現地へ赴くことも多くありま

困窮するアジア同胞への支援は、緊急で待っ

んな大きな違いが出ることに心苦しく

れた地域が少し違うだけで、生活にこ

んは「私と同じ若者や子どもが、生ま

人）。同志社大学学生聖歌隊の田村さ

この日の参加者は

タッグを組んだ熱い思いが、当日の集まられた

なりました」と語ってくれました。献

されるようになりました。

皆さまを今も固くつないでいます。

趣味などを知ることが必要ではない

１０００円から受け付けています。ど

でお互いに支え合う基金です。１口

柳井 一朗）

か」と述べ、ジャケルさんは「人の価

うぞご協力ください。

（ＪＡＦＳ理事

値観は常に変わっていく。いずれは外

古井 紀行）

鼓の雄々しさ。一人三役をこなす大谷

演奏。坂上享さんの蔵跡に響き渡る太

休憩後は和楽器デュオ「音の羽」の

ェクトの応援資金を出しています。

ップ基金」として、アジア支援プロジ

います。その参加費から「フレンドシ

方を募り、年３～４回温泉を楽しんで

ご臨席賜ったインド総領事のニキレ

す。最近行ったのは、日帰りでは太子

１泊してゆっくりするようにしていま

日帰りが多いのですが、年に１回は
ーシュ・ギリさんも、とめどなく拍手

は白浜、有馬などです。会員制の施設

温泉、生駒の音の花温泉など、１泊で
″夢″基金は、ＪＡＦＳが培ってき

をうまく利用させてもらい、経費的に

たアジア

創設され、貧困対策や環境保全など

たします。
（ＪＡＦＳ理事

上野 孝一）

次回の日時が決まり次第、お知らせい

ＪＡＦＳ事務局までご連絡ください。

参加してみようかと思われる人は、

です。

す。しばしの語らいは至福のひととき

る、楽しい酒の交わりが待っていま

しゅ

ん。参加者の体験や知恵ある話が聞け

温泉だけを楽しむのではありませ

は助かっています。

カ国のネットワークから

を贈られていました。

きや篠笛。心に響く魂の共演でした！

加奈子さんの三味線の激しいバチさば

会」は、会員が主となって温泉好きな

ＪＡＦＳの温泉同好会「旅は道連れ

温泉を楽しみ
アジアを応援

坂口 久代）

（ＪＡＦＳ理事・夢基金世話人代表

（ＪＡＦＳ高槻 世話人

現すると思う」と述べました。

む仲間として仲良く暮らせる社会が実

国人という言葉がなくなり、日本に住

す。

金２万６千円はフィリピン、インドの
教育支援のために使わせていただきま

17

（ＪＡＦＳ理事 地区世話人ＯＢ会世話人
･
渡邉 瑠璃子）

交え、「外国人と仲良く暮らしていく
にはどうすればよいか」というテーマ
でグループ討論をしました。参加した
女子中学生は「日本で苦労しながら勉
強している留学生を尊敬している。で
も差別や偏見など課題は多い。こうい
った交流会を通じてお互いの価値観や

台になりました。観客数人が舞台に上

ました。

醤油蔵に響くアジアの音と踊り
『アジアフレンドシップ″夢″基
金』チャリティライブを６月５日、大
しょうゆ

阪府河内長野市の上堂本店醤油蔵跡で

のインド舞踊＝写真上、土長けいさん

金世話人代表として説明。かるらさん

妙な司会で、ライブの趣旨を私が夢基

ＪＡＦＳスタッフ鳥居京子さんの軽

開催しました。

32

国内外のさまざまなイベントをＨＰに
載せています︒記事についてのお問い
合わせはＪＡＦＳへ＝裏表紙にアドレ
ス、連絡先

回アジアン

槻市のクロスパル高槻で開き、バング

がり、舞踊の独特な手の動きや眼力を

のバリ舞踊＝同下＝と、美しく熱い舞

ラデシュ出身のマホムッド・ジャケル

日、大阪府高

‼

20
2022年秋

6

体験する様子に、会場は笑いに包まれ

ホームパーティを７月

「JAFS愛いつまでも!!」
43年目の集い
さん＝写真前列中央の赤いシャツの人
＝からお話を聴きました。
ジャケルさんは３月に自らの留学体
験記『パンツを脱いだあの日から・日
本という国で生きる︱日本社会の一員
になったバングラデシュ人の物語』
（ゴマ書房新社）を出版しました。銭
湯で丸裸になることにカルチャーショ
ックを受け、漢字の読み書きに苦労し
た体験などを語りました。
その後、バングラデシュ人留学生を

賛美歌聴いて夏夕礼拝
10

アジアネット151号
JAFSプラザ
JAFSプラザ
アジアネット151号
2022年秋

21

7

30

40
18

外国人と仲良く暮らすには…

23
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新入会員ご紹介
ご入会感謝申し上げます。（敬称略・
日

音順）

●団体会員
寝屋川教会賛助会／ＪＡＦＳ歩く会

●団体会費
ＪＡＦＳ歩く会／寝屋川教会賛助会／
㈳はたらく馬牧場

子／山本幸雄／横手美知代／吉田京子
／和田秀一／和田義次

ＪＡＦＳ京都地区会／ドリアンプラン
ニング

ィ シ ョ ッ プ KANAU
／寺西浩章／冨松
英二／鳥居建十／西田貞之／福澤邦治
／藤原正昭／眞砂哲志／宮川眞一／宮
野谷篤／村上公彦／森本榮三／柳井一
朗／大和キリスト教会支援委員会／山
本宏昭／吉田俊朗／米田明正／渡辺治
彦

●一般寄付
熱田親憙／市川晃／インド料理店モダ
カ／大久保洋子／兼松利木雄／北畠昭
二／暮部恵子／桒村壽子／斉木寛斗／
坂口久代／櫻井紘哉／佐藤正隆／設楽
宏幸／實清隆／篠原勝弘／菅原靖広／
ソフトバンクつながる募金／チャリテ

●法人会費
イオングループ労働組合連合会／Ｎ
ＴＴ労働組合 関西総支部／㈱カス
テロ／㈱かんぽう／㈱京進／㈱クレ
コス／清教学園／ソフトキューブ㈱
／㈱デュアルエデュケーション／
ホールディングス㈱
NanoZoneJapan
／大阪府連合会／寝屋川教会／パナソ
ニックホールディングス㈱／㈱ユイマ
ール／ユニチカユニオン
●井戸指定寄付（水支援）
蛯名健仁・加奈子／角英樹／斉木寛斗
／米田明正
●井戸積み立て
岡部雅子／ＪＡＦＳぞうすいの会／ゆ
りかご幼稚園

／北田邦
FAN

●井戸建設支援
○カンボジア
石原基義／イオングループ労働組合連
合会４基
○ネパール
大阪府立天王寺高等学校
子／長知子
○フィリピン
京セラ労働組合本部５基
●アジア・ネットワーク奨学会費
上野孝一／村上公彦
●アジア・フレンドシップ夢基金寄付
ＪＡＦＳ歩く会／㈱カステロ／カラバ
ッシュテニスクラブ／谷口和子／ドリ

アンプランニング／夢基金支援会
●アジア・子ども支援寄付
大石みどり
●アジア植林支援寄付
岡本朋子（スリランカ）
●インド Ｈ･ＩＶ子どもと家族支援会費
ＪＡＦＳいのちの会 枚方／苗村登美
子
●インドサトウキビプロジェクト
芳賀直美
●インド職業訓練
中易昇太
●スリランカ・サルボダヤ支援会費
小澤勇／船戸康夫
●スリランカ指定寄付
船戸康夫／村上公彦
●ネパール・バイオガス寄付
設楽宏幸
●ネパール・ピトゥリ基金寄付
熱田典子／島崎亨枝／マッララジャン
マン
●ネパール・ピトゥリ支援
大谷英一／大谷臣子／小川幸子／倉光
和之／小松朱美／前田美津代／前田豊
／宮本博幸／吉川照代
●ネパール栄養改善教育支援
東代清隆／渡邉瑠璃子／匿名
●ネパール学校建設支援
福永有花／横田美智子
●ラオス学生寮指定寄付
大野嘉宏／大本和子／岡本佳子／加芝

24
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２０２２年６月１日～８月
●社員会員
後藤正行／田島高広／山本恵章
●法人賛助会員
㈱ユイマール
●里親会員
勝又厚

音順）

●維持会員
山本幸雄／雑賀明美／川上徹／澁谷香
織／中江優子
●賛助会員
古林由希子／松崎壽子／浅田舞

会費納入者、寄付・物品協力者
日

温かいご支援ありがとうございます。（敬称略・
２０２２年６月１日～８月
なお夏季・冬季募金へご協力くださった方につきましては、
１年後の夏季・冬季に別紙で報告させていただきます。
●社員会費
市川晃／大麻豊／奥田順／柏木道子／
北垣俊一／暮部恵子／金剛一智／坂口
久代／﨑野哲史／佐藤正隆／佐野光彦
／實清隆／芝野照久／清水茂實／白方
誠彌／末広真樹子／田島高広／寺西浩
章／鳥居京子／平山隆史／福岡名津子
／福岡好嗣／福澤邦治／藤原道子／船
戸康夫／松川一人／南野紀美子／宮川
眞一／山田啓輔／山本恵章／吉田俊朗
／芳野徳洋／米田明正／渡辺治彦

●里親会費
明見勝好／浅香真理子／荒川奈秀子／
池上正子／石神誠／石原基義／一瀬由
起子／井上修二・晶子／今井田尚久／
上田慎子／大久保宏子／大水光美／岡
部雅子／鹿島恵美／柏木道子／鎌田勝
江／川崎隆二／北原祐司／木村征代／
倉野茂樹／古賀旭／後藤雅子／今野裕
章／佐藤道代／塩谷真人／塩月裕朗／
清水泰尚／下村蓮実／白石敦士／高橋
恵／高山恵理子／田中和子／田中誠一
／対馬龍祐／坪倉幸弘／寺山正道／西
優子／西澤純／西山美菜子・千晶・敦
記／鎺恵理子／林芙美子／ピグマリオ
ン学院奈良教室／久冨雅之／檜原敏之
／平井静／平瀬美智子／洋野町国際交
流協会／福岡名津子／本田伸一／宮川
ヒサ／三宅詩佳／武藤英利矢／森惠美
子／森下正志／山尾修／山川清／山中
康／横手美知代／吉田幸子／米田典子
／渡部司
●コスモニケタン指定寄付
大本靖子
●チャイルドアカデミー指定寄付

JAFSの主な活動に災害地の罹災者支援活動があります。災害が起きた時に緊急支援対応できる「災害対
応チーム」のメンバーを募集します。元自衛官、医療従事者の方をはじめ、トラックの運転、炊き出し経験
有など、JAFSの活動に参加くださる方、JAFS事務局（熱田）までご一報ください。

／金子文子／川崎献一／川崎千足／川
﨑なおみ／川副竹善／岸久子／桐間郁
子／日下千代子／熊代琢／栗山拓／小
泉好子／坂上やよひ／佐藤明吉／佐藤
恵美子／佐藤正明／塩谷真人／四國う
どん讃岐路／篠塚達朗／島田恒／清水
泰尚／志茂主備／正法地真理子／杉本
牧子／鈴木浩／関谷康子／高橋町子／
竹中有香子／巽正憲／田仲拓二／田中
守／丹治純子／坪倉幸弘／出野聡司／
寺山正道／苗村登美子／中路信子／中
谷誠／中西正喜／西尾恵美子／西村清
美／西村秀明／橋本惠／濵﨑佳尚／日
阪栄子／久冨雅之／平川輝子／廣田恵
美／深田陽一／深谷春男／古本靖久／
堀内眞弓／本田伸一／前野芳子／増田
愛子／三浦寿子／三雲孝／水野礼子／
溝渕むつ躬／美濃岳／三宅律子／向出
純子／村田恭仁子／森わか子／森山涼

荒川雄毅／伊藤エリサ／大須賀丕出子
／太田宜子／小笠原達治／岡本言行／
小野惠大／北道子／元気に１００歳ク
ラブ／佐藤文昭／篠田勲／正法地由紀
子／菅原芳徳／杉本牧子／聖体奉仕会
修道院／瀬田敦子チャリティーコンサ
ート／仙野和子／高谷侑助／田中玲子
／谷口倫子／玉置拓／中宮寺・お堂の
募金箱より／東代清隆／西田登世美／
根津千枝子／濱田美恵子／法蔵寺／法
花敏郎／真嶋克成／村山邦彦／山本久
子
●地球幸せ募金
小代利子
●東日本大震災復興支援寄付
東代清隆

災害対応チームメンバー募集！！

50

●集めるキャンペーン
○未使用葉書 切
･手、書き損じはがき
パナソニックアプライアンス労働組合
草津地区支部／浅沼暁子／乾聖陽／大
原映子

②アクセス先ページの下部にあるJAFSチャリティランナー一覧
（右記）より、 ランナーを選択し寄付する。
※オンラインでの対応が難しい方は、JAFS事務局（熱田･坂口）
までお知らせください。

50

●物品・日用品・食料品等
岡部雅子／菅原直樹／高橋美也子／谷
阪洋子／東代清隆／福岡名津子／森田
素子／大原映子

JAFSチャリティランナーへのご支援方法：
①https://osaka-marathon.syncable.biz/campaign/2807、
もしくは下記QRコードよりアクセスする。

●維持会費
赤野孝一／天野澄子／新井隆郎／荒川
雄毅／池谷和博／板谷静夫・博子／一
瀬由起子／伊藤雅子／上田裕美／魚森
清恵／江川美知子／大木洋子／大須賀
丕出子／大槻誠子／大山愛子／置田義
男／尾崎蔦子／小田辺朋子／風早正夫

／中野公
KANAU

ナミ子／倅田智子／関西ラオス友好協
会／久保俊幸／佐藤文昭／澤井かずお
き／設楽宏幸／高瀬稔彦／中須雅治／
長瀬護／ NOZAKI
㈱／ママココ大阪／
㈱ミ．ムンド／山地尚枝／吉田幸子／
米田明正
●教育支援寄付
チャリティショップ
平
●フィリピン障害者支援
末永雅典
●フィリピン・ストリートチルドレン
支援
ＪＡＦＳ京都地区会
●フィリピン台風被災者支援
和田義次
●フレンドシップ基金寄付
旅は道連れ会
●ブルーオーシャンプロジェクト
天野紀／井手康平／上山佳彦／内田実
紗／枝澤圭祐／㈱ Fast Fitness Japan
／
ＯＳＧコーポレーション青樹会／大本
和子／岡本佳子／川崎隆二／川本裕子
／北山みな美／倉本みゆき／重田優子
／杉本牧子／鈴木一充／㈱デュアルエ
デュケーション／福澤麻穂／法花敏郎
／舛屋彩子／深山拓也／村田昌子／矢
賀繁之／山下泰之／山田陽斗／渡辺治
彦

大阪マラソン2023（2023年2月26日(日)開催）のチャリティパートナーにJAFSが選ばれました！栄えある
初めての選出です。「走ってつなげて届ける安全な水」をテーマに、12人のJAFSチャリティランナーが走り
ます。チャリティランナーは、JAFSの活動趣旨に賛同してくださったボランティアの皆さんです。
このチャリティランナーが「JAFS」の名前を背負って大会当日走るためには、2023年1月24日までに、各
ランナーにつき7万円以上の資金調達が必須です。皆さまのあたたかいご支援により、12名全員に走っていた
だき、皆で応援に行きましょう！ご協力をお願いいたします。

新会員紹介･領収報告
新会員紹介･領収報告
アジアネット151号
2022年秋

25

●フレンドシップ国際基金
駒野秀典／阪口和秀／角之倉久志／出
口貴之／永島治典／中谷裕之／西田貞
之／橋本隆／法花敏郎／前𡶡正義／松
本督／毛利吉男／山本宏昭
●新型コロナウイルス緊急募金・災害
等罹災者支援・ウクライナ緊急支援

大阪マラソン2023 JAFSチャリティランナーに応援＆支援を！！

31
31

日本の国費留学生として来日
います。

できたりしたことを、とても光栄に思
て、教育者として仏教に触れることが

る母校である大谷大学で、研究者とし
た。

ものの、その文化に親しみを感じまし

日本では、神道や仏教の教えが根底
生懸命に頑張っている日本人の姿は、

自分の仕事に誇りを持ち、尊敬し、一

また、どのような仕事であっても、

にあるためか、基本的なところではイ
かっこいいと思います。

できるのが幸せです。

来日したときにはまだ日本語ができ
ンドの宗教的な考えとさほど違いがあ

私はインド、オディシャー州の出身
科の教員を務めています。一人の研究
なかったため、まずは大阪外国語大学
りません。ですから、日本に来て生活

大谷大学で博士の学位取得

者として、また教育者として、インド
で、６カ月という短期間ではありまし
上のカルチャーショックは色々あった

れている赤道近くのアジアの国々の子どもたち
間および悪天候の昼間に電力会社から買った量は

に、その素晴らしさを感じてもらうべく、「おひ
3,075kWh。自家消費量が計れないので考慮から

さまクッキング」をぜひ一緒にやってみたいもの
外しても、差し引き9割は太陽で作った電気で生

だと思っています。
活している計算になります。コロナで家に居る時

天候により発電量が変動する太陽光発電は、電
間が増えている今でなければ、全て太陽で賄って

力会社にとって電力需給の調整に苦労があること
いるかもしれず惜しく感じます。

優の阿部寛さんが「太陽をムダにしない」と言っ

年額１口

20,000円

Ｅ．法人賛助会費 年額１口

50,000円
Ｄ．団体会費

は買取価格が下がっていますが、設置費用も下が
以前環境学習に関わる仕事をしていた際、「お

は、先日テレビで放映された現場の様子を見て実

ひさまクッキング」講座を毎夏に開催していまし

り導入しやすく、補助金がある自治体もあります
た。手作りしたソーラークッカーで、ゆで卵を作

ので、関心のある方は調べてみられてはいかがで
るイベント。太陽の下、1時間ほどでゆで卵にな

しょうか。

編

映

集

後

記
画﹁戦場のピアニスト﹂
（ポランスキー監督）はナ
チスのポーランド進攻（1939
年）を生き延びた実在のピアニス
トの物語︒冒頭、ショパンの夜想
曲の切ない響きがロシアのウクラ

騰、異常気象に加えてコロ

クライナの戦禍や物価高

イナ進攻と重なります︒（敏）

ウ

ナ感染も再拡大︒身の回りでも、
東京の孫や故郷の兄一家が罹患し
た︒先の見えない異変続きに慣ら
されたのか、﹁首相感染﹂の報に

平に

週間滞在した︒八幡

涯初の避暑で岩手県の八幡

も驚きを感じないこの夏︒（督）

生

月開講の第４期アジア市民
大学は、多文化共生社会に

井まかて著﹃ボタニカ﹄を
読みました︒植物学者・牧

かくありたい生き方です︒（黒）

うなら、戦争など起きないのに︒

木と遊び、知を愛す︒世界中がこ

求めず、地位も追わず、無心に草

野富太郎の伝記小説︒学問に利を

朝

代になったと実感する︒（裕）

題に国境はなく、共に取り組む時

援も始まるなど、まさに世界の課

阪在住のウクライナ避難民への支

ふさわしく外国人講師が４名︒大

９

日本の自然美を堪能した︒（和）

にも足を延ばした︒知らなかった

しい空気を満喫︒青森県の奥入瀬

キングなどで、緑の美しさとおい

平は勿論ホテル近くの森のウォー

1

初期設置費用は10数年で回収できた計算です。今
ているだけではもったいないなと思っています。

店にてお求めください。
三菱UFJ銀行中之島支店 普通1007011 または 楽天銀行リズ

電力買取制度の初年度2010年。売電収入により、
てるんだな～と実感し、ただ太陽が屋根に当たっ

触れられています。ご関心のある方は書

会費・寄付の振り込み先

なお、わが家で太陽光発電を始めたのは、余剰
ていると、クーラーも冷蔵庫も、太陽の力で動い

入会

1,000円

クリアするべく社会が動くことに期待します。
電池はありませんが、お天気の昼間に家で過ごし

寄
･ 付ご案内

年額１口

いないと認識を共有し、使う方向に種々の課題を
ていますが、本当にそう実感します。わが家に蓄

会員となって継続的

Ｃ．ジュニア会費（高校生まで）

あるようです。太陽を有効に使わないのはもった

おひさまパワー

に支援くださること
で、安定した活動計画
ができます。ご協力を

（月額600 円＝振込手数料含む）

感しましたが、人工知能AIの導入も始まりつつ
太陽光発電と蓄電池を備えた住宅のCMで、俳

ム支店(209) 普通7006892【口座名 シャ）アジア協会アジア友の会】

26
2022年秋

です。今は京都にある大谷大学仏教学

文化・仏教学の分野において日本で活
たが、集中的に日本語を学びました。
私は、日本政府から奨学金をいただ

賞者となりました。国籍や人種にかか

一杯これからも頑張りたいと思いま

年7月から今年6月までの1年間で計2,774kWh。夜

アジアネット151号

励みになったインドの振興賞

動しています。
来日したのは１９
いたことや、大谷大学で学べたことの
おかげで今の自分があると思うと、感

９ ６ 年 で し た 。 当 仏教の教育研究を通し日印交流を目指す
時、私はインドのデ
日に、大谷大学

が、インド政府による「インド文化交

２０２２年３月

謝の気持ちでいっぱいです。

教を勉強していまし
た。
本の当時の文部省に
わらず、仏教学の振興に顕著な功績の

仏教学振興賞」の第１回受

よる国費留学の奨学
あった個人・団体を表彰することが目

流評議会

金の募集が目にとま
的で、インド政府によって構成される

大谷大学で教員を務めている私に
は、これは大きな励ましになりまし
た。教育研究といった小さい範囲の中

その後、伝統的な仏教を学びたいと

す。どうぞよろしくお願いいたしま

ではありますが、日印交流のために精

で生まれましたが、そのインドでは、
いう私の要望に応えていただき、仏教

影︒前列中央の額を持つ人が駐日インド大

第１回「仏教学振興賞」授賞式での記念撮

世紀頃にはほぼ

様々な理由により、

だきました。

で、本格的に仏教の勉強をさせていた

す。

うに、仏教はインド

皆さんご存知のよ

した。

日することになりま

り、応募しました。

そんなある日、日

29

の教育研究に長い歴史を持つ大谷大学

りだと思います。ですから太陽エネルギーに恵ま

そして、大谷大学で博士の学位を取

トは基本的に不要で、途上国の非都市部にぴった
分を除いた余剰電力を電力会社に売った量は、昨

な側面を経験することができたり、仏

してみました。太陽光発電した電気から自家消費

使︒前列右から４人目が在大阪 神
･ 戸イン
ド総領事︒前列左から２人目がショバ・ラ

気を作って使うことができ、またランニングコス

得した後、同大学の教員として勤めま

太陽エネルギーで賄えているのだろうかと、計算

教の研究に世界的な業績を残している

い地域でも、電気を使う個別の場所で独立して電

ニ・ダシュさん

が家では実際のところ、消費電力のどれぐらいを

した。世界的な研究者たちが教鞭を執

太陽光発電は、発電所からの送電インフラが無

日本、とりわけ大谷大学で学ぶことが

な形で取り込まれている仏教の実践的

ですので、日本人の生活の中に様々

滅亡に近い状態になっていました。

13

は使っていない」と答えたのを機に、いったいわ

活躍するアジアン

リー大学大学院で仏

やパンダン水道パイプラインについても

審査委員会が全世界から毎年１件のみ

2,000円+税）が出版されました。JAFS

それに合格できて、

と考えた国の行方」（かもがわ出版、

授与する国際的な賞です。

（JAFSスタッフ 川本 裕子）

仏教を学ぶために来

「新聞記者のち財界人／リーダーたち

お願いいたします。
（月額1,000 円）

ズケーキもできます。
れ、「太陽光発電してるから、その分は実質電気

環境コラム

ショバ・ラニ・ダシュさん
（インド）

JAFS前会長の萩尾千里さんの著書
6,000円
年額１口
Ｂ．賛助会費

アジアネット151号
2022年秋

27

書籍「新聞記者のち財界人」
12,000円
年額１口
Ａ．維持会費

り、太陽のパワーを実感します。約2時間でチー
家でどれぐらい電気を使ってるの？と尋ねら

２０２１年
12

月にフィリピンを襲った
◀表紙の写真
経済危機に見舞われてい

日、西部州

るスリランカで︑差し入れられたビスケ

ットに殺到する人々＝８月

コロンボのガソリンスタンド︒４~６㌻

に特集記事

22

台風ライで壊れた家々を︑職人から指

日、パナイ島、アンティ

導を受けたボランティアチームが修繕

した＝４月

ーケ州パンダン。６㌻に記事

15

募金にご協力をお願いします
アジアの安全な飲料水がない地域で

貧困に苦しむ人たちを支援する活動に使われます

郵便振替 00960-6-10835

アジア協会アジア友の会
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