いのち

生命の水 うるおす未来

アジア
アジ
アネット
NEWS & REPORTS

特集

2021年冬

144

新型コロナ禍の中で③

トで小さな会社でしたが、今から思
代目理事長でありました田中久雄氏
が辞任され、私が引き継ぐことにな

日。第９回ＪＡ
えばデカすぎるタイトルを使用した
りました。田中前理事長は２０００

２０２０年６月
ＦＳ社員総会が開催されました。そ
ものだと思います。

いのち

の席上で、新スローガン「生命の

ＪＡＦＳ会員綱領
私たちは、世界の平和と

れ、昨今日本国内でもＳＤＧｓ実施

ｓが２０１５年９月、国連で採択さ
歴史そのものを作って来られた訳で

て来られました。まさにＪＡＦＳの

年間をＪＡＦＳの先頭に立ってやっ

と連帯」の輪をアジアと世

人間の基本的人権を守るた

ました。これまで慣れ親しんでいた
に向けた地方創生や国際協力の取り
す。特にフィリピンの「パンダン水

界に広げます。

年４月から２０２０年６月までの

「なくそう貧困。命の水を！」のス
組みが活発に進んでいます。さらに
道プロジェクト」をはじめ、多くの

さて、持続可能な開発目標ＳＤＧ

ローガンが今後使用されないことに
それが企業間でも広がりつつあり、
功績を残された後を私が引き継ぐの

水 うるおす未来～全ての人に１日

一抹の寂しさは正直ありましたが、
改めて「地球は水浸しの星である」
はいささか「格落ち」であります

ちＪＡＦＳ会員は以下のこ

かかる目的をもって私た

頼」に基づく「理解と協力

め に 人 々 と の「 友 情 と 信

一昨年 周年を迎えるにあたり新た
や「なくそう貧困。命の水を！」や

とに努めます。
一、より人間らしい地球社

が、一般的にやや認めてもらえる風

マゾンや DMM.com
ではＤＶＤが販
売されるなど広がっています。あり

ゆかわ・たけし

１９４７年大阪府
年ＪＡＦＳ入

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

一、これらの奉仕活動を通
して、自分と他人の生命

2
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ℓの水を届けよう～」が承認され

な気持ちで未来に進むためにも、新
が、先程申しました資金集めや会員

道プロジェクト」を基に、ＪＡＦＳ

会の創造をめざします。

創立
イチオイシイ水～マロンパティの涙
DMM.

～」を製作しましたが、最近では
アマゾン プ
･ ライム ビ
･ デオ、

われるタレスの有名な言葉「万物の
潮になりました。とはいえ、豊かな
がたいことです。

生まれ。
レーション設立。
年

一、アジアと世界の人々の

周年を記念して映画「セカイ

なお、フィリピンの「パンダン水

集めに邁進したいと思います。

まいしん

「生命の水 うるおす未来」の言葉

います。「なくそう
貧困。命の水を！」
いのち

も「生命の水 うる
おす未来」も本質的
には同じ意味合いで
「いのちの水」に対
する考え方に変わり
はない訳です。

根源は水である」の通り、人間をは
国「ニッポン」においては至る所に

、ひかりＴＶ、ビデオマーケッ
com
トにてネット配信して頂き、またア

じめ動物や植物にとって欠かすこと
水道があり、蛇口をひねれば簡単に

哲学の創始者と言

のできない「いのちの水」を、ＪＡ
安心で安価な水が出る訳です。「生
命の水 うるおす未来」をどのよう

● プロフィール ●

年以上も事業の中心に置

き、さらに未来においても「いのち
に理解してもらえるかです。いや、

ＦＳは
の水」が活動の中心にある訳です。
理解だけでは困るのです。参加して

年株式会社ＯＳＧコーポ

「地球は水浸しの星である」。こ
歳で関西大学入学、

続税は最寄りの税務署などにお問い合わせください。

年
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発症、
提携団体の幹部も

特集 新型コロナ禍の中で③
新型コロナウイルス感染症の大流行は、発生から１年を経ても、全く収束する

●インド
月

日

カシナート・デオガデ＝マハラシュ
トラ州ＲＵＤＹＡ代表
私は新型コロナウイルスに感染しま
した。まず熱と少し咳が出ましたが、
無視して仕事を続けていました。熱を
下げるためにサチ病院に行き、注射を
打って戻りました。家族は私にガッチ
月

日、私は検査

ロリの公立病院でＰＣＲ検査を受ける
よう勧めました。
を受け、陽性が判明しました。

甘く見て病状が深刻化
医者の勧めで入院しましたが、まだ
症状はひどくなかったので、私はコロ
ナを軽視していました。
入院し、コロナに効くと思われる薬
を服用し始めると、大量の薬のせい
か、血糖値が高くなり、薬の効能が失
日目に撮ったレント

われてしまいました。次第に健康状態
は悪化し、入院
ゲンでは、肺の

％が感染しているこ

とが分かりました。医師は治療薬とし
て、通常の薬を使用していました。レ
ムデシビルは供給が少ないこともあ
り、非常に深刻な患者のみに投与され
ていたためです。
悪化の一途をたどる私の病状を見
て、息子をはじめとする家族や友人が
言いました。「お金は気にせず、ナグ
プールにある私立病院に行こう」と。
私たちは、ナグプールの私立病院に行

くことを決めました。私は酸素飽和度

台

が大幅に低下していたので、この決断
は非常に重要でした。

私立病院へ転院を決断
月

日の夜にナグプールの

息子が酸素供給のある救急車を

は車で

時間かかります。道路は舗装
時間は私にとってはとても深刻

されておらず救急車は古かったので、
この

でした。医師や看護師の引率はなかっ
たので、息子が私の体のパラメーター
を確認し、私たちが今向かっているこ
とをナグプールの病院に連絡し、緊急
日の午前

時頃、ネクター救

治療室の準備をするよう求めました。
月

命救急病院ナグプールに到着し、私は
集中治療室に連れていかれ治療が始ま
日間はどうなるか分か

りました。私の状態は非常に深刻で、
医者は息子に

らないと告げました。医師たちは、人
工呼吸器の助けを借りずに私の酸素飽
和度を維持しようと決めました。彼ら
は高濃度で酸素を供給するバッグとマ
スクを使用しました。医師は私にコロ
ナの血漿療法を行い、すぐにそれが機
能し始め、私の体も薬に反応し始めま
した。幸いにも私は生き残り、そして
正常に快復しており、医師はとても奇
万ルピー（約

跡であると言いました。
私の治療費の合計は

万円）でした。公立病院は料金を請

4
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病院に向かいました。ガッチロリから

予約し、

1
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兆しが見えません。ワクチンや治療薬の開発が待たれる中、インドとネパールで

がある＝インド、マハラシュトラ州
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23

は、ＪＡＦＳ提携団体メンバーが感染してしまいました。幸い快復し、闘病体験

グプールの私立救命救急病院

と各国医療事情を伝えてきました。他にもアジア各国から、コロナ禍の下での学

ん＝インド、マハラシュトラ州ナ

校、障がい者、スラムなどの様子が、皆さまからのご支援への感謝とともに届き

による治療を受けるカシナートさ

高額治療でやっと助かった
集中治療室で、高濃度酸素マスク

ました。これまでにいただいたコロナ関連のご寄付は、各国への支援と、在日留

新型コロナ治療の設備や医療体制は、公立病院と私立病院で大きな差

10
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学生の生活支援などに使わせていただいています。

地方都市ガッチロリの公立病院㊤と大都市ナグプールの私立病院㊦。

求しませんが、私立病院は高価で、コ
ロナ治療に対する健康保険はありませ
万ルピー（約

万円）を請求上限

ん。マハラシュトラ州政府は私立病院
に
月

日

カ所しかありません。

シャッターが下りたような気分になり
ました。
離れた部屋に隔離されました。入院
は考えませんでした。家よりも病院環
境の方が悪いことは十分承知している

す事態になりました。この状況でもお
府も重症患者以外は自宅隔離を勧めだ

院の対応許容量を超えた状況から、政

と共に、感染者数があまりにも多く病

産は常にあります。妊婦一人では病院
しました。私たちは幸いにも夫婦共に

日の感染者数が２千人を超

に来ることができないため、付き添う
医療従事者です。自分たちで何とか処

月に入り

カ所、私立

孤独と、
家族への責任に悩む
●ネパール

家族との接触は避けられません。そん

情報が出回っていたため、医療機器取

置することを選びました。

しかし９月末に同僚が目の前で倒れ
扱者に連絡を入れて買うことにしまし

な中ですが正直、「感染しない。大丈

その処置をしました。後にそれがコロ
た。大変高額ですが、完治後、次に必

家族が資金を出し合ってくれ、私立病

です。私はありがたいことに、友人や

善を尽くしてくれますが、費用が高額

コロナによるロックダウン下にカトマ

パールの活動に関わっています。新型

兼麻酔医として働きながら、ＡＦＳネ

たのでコロナ感染しているのか半信半

く、インフルエンザのような症状でし

日に体中が痛み出しましたが発熱はな

の状況は大きく変わりました。
ないと思ったのです。

い金額で使えるため、命には変えられ

人工呼吸器が個人でも買えるという

ナ感染によるものと分かった時から私

要となった人に売れば、結果無料に近

院に行くことができました。
ンズより農村部に医療品を運ぶボラン

夫」と思っていた自分がいました。

私はカトマンズの産婦人科の看護師
月５

しかし多くの人は私立病院に行く費
ティア活動にも参加してきました。

染が拡大していると思われます。

気をつけていました。マスクを３枚重
ねて常に着けていたことが幸いしたの

集中治療室を備えた病院は公立１２１

ネパールの医療状況はぜい弱です。
陽性の結果が出た時には、一瞬全てに

Ｒ検査を受けることにしました。翌日

疑でした。しかし息子が発熱し、ＰＣ

核科の看護師なので、コロナに人一倍

だけは感染しませんでした。彼女は結

ていることが分かりました。なぜか妻

数日後、同居の息子と義父も感染し

よう家庭訪問を求めています。
日から高校のみ再開となりました。

学校の再開は何回も延期され、

月

も、教師が親や生徒とつながりを保つ

続けさせるよう説得しています。政府

民家を借りて訪問授業＝インド、
マハラシュトラ州ガッチロリ

年生だけ

％削減を決

政府は、５カ月も再開が遅れているこ
とから、カリキュラムの

めました。しかし、再開しても、感染
の不安を感じて子どもを学校に行かせ

９月

日

ようとしない親も多いのが実情です。

●インド

カシナート・デオガデ＝マハラシュ
トラ州ＲＵＤＹＡ代表
小学校を政府がいつ再開させてくれ
るか、定かではありません。都市部の
いくつかの修道院付属学校はオンライ
ン授業を始めましたが、私たちのパダ
トラ小学校では、インターネット環境
が整っておらず、児童がスマートフォ
ンを持たないので、不可能です。児童
は少数民族出身で、体系的に学ぶ姿勢
はおおむね持っていません。私たちは
苦労して彼らを学校教育の中に引き入

０２１年に控えた最上級の

です。授業は校庭で行っています。ソ

日

れたのですが、学習習慣を忘れてしま

０２０年はインド全土ロックダウンの

日印友好学園コスモニケタンは、２

した親は子どもを働かせることにした

の興味をなくしました。さらに、失業

長引く休校で、多くの生徒は勉強へ

め、教師たちが児童の村を訪問して児

ることにしました。９月１日から始

村を訪問し、基礎的な授業内容を教え

わないか心配しています。

感染拡大や重症化防止につながるはず

ため３月から休校。通常６月から新学

り、女生徒の場合は結婚させることも

ためです。

ですが、十分には行われていません。

期が始まりますが、８月にやっと入学

ちが希望を失わないよう、可能な限り

考えています。教師たちは、子どもた

校に集まりました。このようにして、

た。パダトラ村の児童はパダトラ小学

童を

カ所に集め、宿題を出しまし
家庭訪問し家族の状況を見て、勉強を

そこで私たちは、児童が住む近くの

毎日数千人の陽性報告が今もあります

再開したのは中等レベル修了試験を２

月から授業再開の予定でしたが、

・進級手続き開始となりました。

考えます。

が整っていないことが大きな要因だと

が、何より政府の体制と市民の対応策

好学園コスモニケタン理事

ーシャルディスタンスを保てて安全な

月

インド、カルナータカ州

３密を避けて校庭で授業＝

10

ナンディーニ・クンバール＝日印友

●インド

11

でしょうか。妻が感染しなかったこと
で、私たち一家は適切な手当を自宅で
受けることができ、重症化することは
ありませんでした。
症状や後遺症の危険性とともに、何
よりコロナ感染の怖さは、精神的な苦
悩でした。一人の時間を過ごさなけれ
ばならない孤独の苦痛から始まり、家
族に移してしまったという責任、そし
て周りからどのように見られているの
ひ ぼう

か、誹謗中傷を受けてないか、そんな
精神的重圧が私や家族全員にかかり、

月８日に他の家族も陰性に

日に私はようやく陰性になり

その圧力の方につぶされそうでした。
月

ました。
なりました。家族も安全になったとい
うことがうれしかったです。
新型コロナウイルスは感染力が強い
という事実を、身をもって経験しまし
たが、栄養がある食物をとれて持病が
ない人にとっては脅威ではないと思い
ます。感染による精神面の悪化や合併

16

十分な治療を受けられず、それゆえ感

用がありません。コロナに感染しても

す。一方、私立病院は治療に対して最

医療器具や薬などの不足が起きていま

費用負担は少ないが、医者や看護師、

対応が大きく異なります。公立病院は

インドでは、公立病院と私立病院で

貧しい人に届かぬ恩恵

加算され治療費が高額になりました。

が長かったため入院費が倍で、薬代も

とするよう求めていますが、私は入院

21

症のほうが怖いと感じました。

10
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死者数
感染者数

新型コロナに関する危険性、感染防

30
25

新型コロナ禍の中で③

ャン＝ＡＦＳネパール

WHO（世界保健機関）など調べ

28
11

止策、免疫力向上についての啓発が、

20

11

1

アジアネット144号

20
シュレンドラ・マハラジ

働かせるな。学ばせよう
10

2021年冬

7

72

1

10

インド
５月５日時点
46,433
1,568
６月19日時点
381,091 12,604
９月15日時点    4,926,914 80,808
12月15日時点    9,906,507 143,746
インドネシア
５月５日時点
12,071
872
６月19日時点
42,762
2,339
９月15日時点   221,523
8,841
12月15日時点
623,309 18,956
カンボジア
５月５日時点
122
0
６月19日時点
129
0
９月15日時点
     275    
0
12月15日時点
362
0
シンガポール
５月５日時点
19,410
18
６月19日時点
41,473
26
９月15日時点    57,454      27
12月15日時点
58,325
29
タイ
５月５日時点
2,988
54
６月19日時点
3,141
58
９月15日時点    
3,475      58
12月15日時点
4,246
60
ネパール
５月５日時点
82
0
６月19日時点
7,848
22
９月15日時点    55,329      360
12月15日時点
249,244
1,716
バングラデシュ
５月５日時点
10,143
182
６月19日時点
102,292
1,343
９月15日時点    339,332      4,759
12月15日時点
492,332
7,089
フィリピン
５月５日時点
9,684
637
６月19日時点
27,799
1,116
９月15日時点     265,888    4630
12月15日時点
450,733
8,757
マレーシア
５月５日時点
6,383
106
６月19日時点
8,529
121
９月15日時点   
9,946      128
12月15日時点
84,846
419

11

アジアの新型コロナ感染症
累計感染者数と累計死者数
15
10

の変化がもたらす様々な病気にかから

とれない中、真夏・雨季・台風と季節

域の人々と協力し、次のような活動を
ないように、町の協力を得て、米や野

ら、行政やパンダン障がい者協会、地

日に増えています。農村部さえです。
しました。
菜、卵、ビタミン剤などを配りまし

地域では、新型コロナ感染者が日に

で、児童たちを、親に連れられて森や
そのため政府はロックダウンを続け、
①障がい者登録カードの発行

貧しい家庭では、仕事ができないと
なかった障がい者の家族に、とても喜

限されて器具を取りに行くことができ

ザ・ハングリー・ネパール、マーミア

考える仲間のＮＧＯであるフィード・

民間の力で何とか解決しなければと

までに悪化してしまう可能性を、皆が

とができます。しかし、推薦書を得る

書がある場合のみ無料治療を受けるこ

を公表しましたが、地区長からの推薦

「全てが尽きて、４人の子どもに朝

私立病院では、入院保証金を要求する

検査を拒否する人たちが多くいます。

な人々の飢えを一時でも改善し、尊厳

この食料配布により、生き倒れそう

政府は、次の選挙を気にして行動規制

大きな原因であるといわれています。

街との間を移動したのが、感染拡大の

ング熱、腸チフスなどにかかる危険と

月４日に実施しました。高校生の時に

グラムの必要性を感じ、その活動を

ページ「コロナ禍に対するアジ
ア各国の動向」の一覧表のうち
「日本国内での主な動き」の５
月の欄に「♦死者５千人超える
（２日）」とあるのは、「♦死者
５００人超える（２日）」の誤り
でした。お詫びして訂正します。

8
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政府から学校の再開許可が下りるま
農地での仕事に行かないようにしま
多くの人々が仕事を失いました。最近
し安心してもらうことができました。

た。不安にさいなまれていた彼らに少

す。コロナ禍にあっても、教師たちは
の割引を受けられるカードをまだ持っ
ロックダウン中でしたが、松葉杖や

民は大きな苦境にあり、私たちに支援
促進しカード発行を進めました。町の
自助具、車椅子などを必要としている

③福祉機器の提供

人たちの温かい協力のもと、このカー
人々にできるだけ滞りなく届けられる

ていない障がい者がいたため、普及を

ドは障がい者の生活を助けています。
よう、障がい者協会や行政と連携し、

私たちＡＦＳパンダンは、政府のコ
すぐに、今日食べるものを手に入れる

運搬などの協力をしました。移動が制

ロナ感染防止のルールに従いマスク着
ばれました。

物資の配布

②障がい者のいる貧しい家庭への救援

を求めています。

％

の洪水で多くの田が冠水しました。農

日

医薬品と食料を購入するときに

児童への教育に力を尽くしています。
また、学校再開の前に、校舎の修繕
と洗浄をしました。

月
ことが難しくなります。十分な食事が

１０５２人です。今後も増える危険が

願い申し上げます。

からも日本の皆さんの応援よろしくお

懸命に働き続けたいと思います。これ

の生活改善のために、地域のために、

ではありますが、これからも障がい者

多くのことが制限される困難な状況

めに奔走しています。

優しいエコブロック製造所をつくるた

たって生計を助けられるよう、環境に

新たに今、障がい者自身が将来にわ

当にありがとうございました。

履修登録に大活躍でした。ご協力、本

ンターは、障がい者のオンラインでの

Ｓから寄贈いただいたパソコンとプリ

また変わり始めています。昨年ＪＡＦ

り、ウィズ・コロナに向けて、生活が

月からは学校の履修登録も始ま

◇

用や消毒をし、細心の注意をしなが

障がい者を取り残させるな
●フィリピン
ロケニア・Ａ・カンガイダ＝ＡＦＳパ
ンダン、パンダン障がい者協会
パンダン町では昨年３月からロック
ダウンが始まって外出が制限され、生
活が一変しました。
障がい児童が学校に通えなくなった
ため、家族が家に残る必要があり、田
畑に働きに出られなくなりました。世
界で最も美しいビーチの一つと言われ
るボラカイ島をはじめとする観光業で
生計を立てていた多くの人が失業し、
現金収入がなくなりました。
協会所属の障がい者は、定期的に通
院したり、症状改善のために毎日決め
られた薬を飲んだりする必要がありま
す。厳しい外出制限が続く中、通院や
薬の手配は困難を極めました。また、
基礎疾患がある人は、コロナ感染が非
常に深刻な問題になりかねません。

り場がなく、いつ暴動が起きてもおか

青年クラブと協働し、シナマガルのス

感じています。ＰＣＲ検査をしても正

大いにあります。政府は治療の無料化

ラム居住区で９月７日、米５㌔とレン

しい結果が出るとは限らず、入院して

しくない状況になっています。

ズマメ１㌔、料理油０・５㍑と塩を１

から何も食べさせられていない」と訴

ところも出てきています。結局、費用

多くの人が命を落としているために、

えてきた女性。彼女の夫は、家族を食

を払えない人たちは、まともな治療を

００家族へ配りました。

カ月

べさせられないことや、家賃を

政府はロックダウンを発令するだけ

受けることができません。
苦にして、川に飛び込みました。幸い

で補償支援をすることはありません。

滞納して追い出すぞと脅されたことを
救助されましたが、その数日前にも、

ある生活ができるよう救援できまし

をできないようですが、そんな中、各

食べ物を得るために人々が何度も村と

た。私たちは、ＪＡＦＳの皆さまのご

地域で市民同士のつながりが向上した

首をつって自殺を図っていました。

協力に、心から感謝しています。子ど

ことを感じています。

隣あわせです。そこをコロナが襲い、

アジア・ユース・サミットに参加し、

【訂正】アジアネット１４３号

もたちに無邪気な笑顔が戻る瞬間を見
て心からうれしく感じました。
子どもたちのための衛生と栄養プロ

彼らの生活を闇に突き落としました。

現在医療を勉強しているソニ・カイテ

ます。川縁にあり、下痢、コレラ、デ

５カ月もロックダウンが続き、生活

ィさんが、友人と一緒に、手洗い指導

月５日

が維持できません。絶望から自殺が増

などを買って出てくれました。

●ネパール

カ
   トマンズでは２０１５年の地震以
後、スラムが増え始めました。現在そ

え、子どもが飢えに泣いています。無

レシナ・バジュラチャリヤ＝ＡＦＳ

こで３万１０００人が暮らすといわれ

認可のエリアなので、政府からは何の

ナ感染者は

万５９７４人、死亡者は

月５日現在、ネパールの新型コロ

ています。大半は貧困ラインを下回

手当もありません。怒りや悲しみのや

ネパール

10
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車椅子が届けられ、自宅周辺を移動できるように
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9

ルやマスクを配る＝ネパール、シナマガル･スラム

10

り、日銭を稼ぎ何とか生きつないでい

18

11

13

スラムの子どもに手洗いなどの衛生指導をし、タオ

11
11

なった＝フィリピン、アンティーケ州パンダン町
11

スラムの人々を飢えから救え

日に赴任い
日目です

スラムの子が学べる
新校舎もうすぐ完成
インド、
チャイルドアカデミー

に関与していくことを願っています。
ずっと使っていた校舎が老朽化し、
安全とはいえない状況で使い続けるの
が大きな悩みの種でした。この度、日
本の皆さんの温かいご支援により、新
校舎が建てられることになりました。
心より感謝申し上げます。
新型コロナ流行の影響は校舎建設に
も及び、工事が遅れてまだ完成はして

し良くなり、物事はゆっくりと軌道に

いませんが、安全できれいな校舎がで

けても毎日通学できる子は多くはあり
戻ってきています。完成し授業が再開

街があります。そこに住む子どもたち

ません。親の多くは日雇い労働者で、
した時には、子どもたちの声もお届け

きつつあります。子どもたちもとても

食べ物や風雨をしのぐ場所、衣類も十
できればと思います。

は、家族を助けるために仕事をしたり

私の父、故フィリップ Ａ･ パ･ランジャ
ペによって（インドで）設立された非
分ではありません。家庭が崩壊して虐
ロックダウン中は、子ども向けのプ

喜んでいます。今、コロナの状況は少

営利団体です。都市部、農村部、少数
待されている子どもたちもいます。親
ログラムを実施することが禁止されて

家事をして学校に行けなかったり、行

民族の地域の子どもと女性の権利を守
たちも教育を受けていないので、教育
いたので、集まることはできませんで

ビシャール フ･ィリップ パ･ランジャ
ペ＝グラム セ･ワ サ･ン＆ＡＦＳナグプ
ール会長

るため、教育や健康、農業、研究など
の大切さが理解されません。何世代に
した。多くの家庭で親たちも仕事を失

グラム セ･ワ サ･ンは、１９９３年に

を支援する活動をしています。
もわたる貧困から抜け出せず、どうし
っており、さらに困窮状況にあります

年前からＪＡＦＳと連携し、様々
ても日々の生活が優先されます。

社会的弱者の人々が力をつけて自信を

協力して取り組んでいます。私たちは

に手を差し伸べ、支援し、貧困削減に

の学習センターとして、チャイルドア

して力をつけ、将来仕事に就けるため

まされ、このような子どもたちが成長

私たちはＪＡＦＳ村上事務局長に励

許可を取り、食料品や感染予防キット

私たちにできることとして、政府に

な社会活動を通じて多くの貧しい人々

持ち、笑顔になって、人と社会全体が
などの必需品を配りました。また今、

ることができません。

人のグループを作って子どもを

工事を一部終えたチャイルドアカデミ
ポーツや行事、給食なども行っていま

います。世界の偉人の話をしたり、ス

上のプログラム、社会活動などをして

し、彼らが本当に必要としている教育

て啓発活動を行っています。

集め、コロナから身を守る方法につい

～

ーの新校舎で、支援物資を配り、コロ
す。子ども一人ひとりが知識を身につ

の手助けをできることに誇りを持って

の女神「ラクシュミ」を家に招いて一

ばれる一大イベントです。幸運と豊穣

ティハールは別名「光の祭」とも呼

めに姉妹はお祭の準備をし、豪華な食

を願ってお祈りをします。この日のた

カ」のお祈りです。姉妹が兄弟の健康

残っているのは、最終日の「バイティ

め、飛行機は満席状態。私が利用した

ているのだとか。

電が起きないように電力会社は頑張っ

あたります。４日目と５日目はどちら

伝わってきました。

10
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アジアネット144号
スラムの子が学べる新校舎

が、私たちの活動では彼らを直接助け

発展していくことを目指しています。

カデミー ナ
･ グプールを作りました。
各教科の授業、技術開発や社会意識向

ナ感染予防について啓発。中央の背の
け、得意分野を伸ばし、自分の人生に
います。

私たちが住むナグプールにはスラム

高い人が筆者＝インド、マハラシュト
責任を負う能力を高め、社会に積極的

家の繁栄を願う祭と言われています。

事を作り、贈り物を用意します。兄弟

宿舎でお世話になっているネワール族

街中がデコレーションやライトアップ

はお礼として衣服や金品を贈ります。

到着日は祭の初日。コロナ禍にもか

で飾られます。停電も当たり前と聞い

伝統的な様式に従い兄弟の健康を祈願

のご家族と一緒にお祈りに参加させて

ていたので、到着早々、街中が光り輝

する家族の姿から、ネパールの人々が

かわらず帰国するとは、どのような祭

乗客はほぼネパール人でした。ネパー

いている様子を見て驚きました。後で

いただきました。なかでも一番印象に

月のダサインと並ぶ一大祭の

ルでは

ネパール航空では、チェックイン時

期間中は５日間にわたり毎日異なる

も伝統衣装に身を包みますが、儀式に

ティハールが

コロナ禍の下での渡航となりまし

と入国時にＰＣＲの陰性証明を提示す

お祈りが行われます。到着後２週間は

えさせていただきます。
た。成田空港からカトマンズへの直行

る、機内食はなく飲み物と軽食が入っ

便は、週
旅行客の入国が制限されているため、

に貢献していくと心に決めました。

の人々と共に事業地の環境改善と発展

し、人懐っこく愛にあふれたネパール

び、理解し、尊重することを第一と

り組む上で、現地の伝統や考え方を学

りました。これからプロジェクトに取

揚水事業も、残すところ４カ月とな

２年目にかかっているネパールでの

はないかと感じました。

本の守るべきものに目を向けるべきで

の人々から、私たちも失いつつある日

コロナにも負けず伝統を守るネパール

た。また、家族を何よりも大切にし、

を継承している彼らを見て感動しまし

衣装、食事など細かいところまで伝統

とに驚きました。毎日のお祈り様式や

祭の４日目はネワール族の正月にも

回のみ出ています。一般の

月

どれだけ家族を大切にしているのかが

なのでしょう。

私たちは、貧しい子どもたちに対

ラ州ナグプール

15

聞くと、ティハールの時期だけは、停

コロナに負けず
伝統の祭 ネ揚パ水ー事ル業にの赴任
月

ナマステ（こんにちは）。ネパール
現地駐在員として
たしました。到着してまだ

10

日から行われるた

JAFSネパール駐在員
中島 彩華

よってお祈りの時間や衣装が異なるこ

13

自己隔離が求められているため、私は

が、この１週間で経験したことをお伝

10

た袋が配られる、などのコロナ対策が

11

13
6

11

ネパール伝統の祭
アジアネット144号
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11

18
取られていました。

家庭に設けられたティハールの祭壇＝カトマンズ

1

リランカ、日本の

カ国から計

名が

と協力と連帯の輪をひろげよう」を基
たのは、ＡＦＳネットワークの互いの

仲間の顔を見て安否を知ることができ

事務局までお尋ねください。

人が料理を持ち寄り、みんなで食べる

るときには、持って来ることができる

活動になぜ熱心なの？

新聞で紹介されました。ボランティア

料でお弁当を提供する姿が、テレビや

学生、シングルマ

くなった留学生や

一緒に、仕事がな

ンティアの人々と

ので、地域のボラ

ればならなかった

お店は休まなけ

Ｓスリランカのメンバーで、店に料理

ネットワークセミナーで来日したＡＦ

金を届けています。ＪＡＦＳのアジア

ルスパイスなどを販売して、今も支援

援している女性には、お店でオリジナ

きます。教会で出会った障がい者を支

達になってお互いに助け合うことはで

ましたが、宗教や民族に関係なく、友

12
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第 回国際ネットワークセミナー中止

回アジア国際ネットワークセミ

代わりにオンライン会議
第
際事務局のジーナ ヤ
･ ップ事務局長が
担当。西田貞之ネットワークセミナー

参加しました。司会進行は、ＡＦＳ国

新型コロナウイルス感染の世界的流行
担当理事の挨拶、村上公彦事務局長に

日に

のため、残念ながら中止しました。そ
よるメッセージに始まり、各国の提携

日～

れに代わって、ＡＦＳネットワークメ
団体より現況や課題について計

月

ンバーの互いの安否を確認し、仲間の
報告しました。中には日本のコロナ・

名が

状況を共有する機会があればとの思い

いら だ

いまだ終息の目途がたたない状況に対
する苛立ちも見られました。
例年のように直接会っての会議では
年ぶりに旧知の

本テーマに、ＡＦＳ（アジア友の会）
絆を確かめ合う意味でも有意義だった

ありませんが、ほぼ

ネットワークのＪＡＦＳ提携団体メン
と思います。この状況は当分長引くと
く、解決策の検討など掘り下げた内容

バーが中心に集まり、１９９０年の第
回開催してきました。

の会議ができればと考えております。
次回の国際オンライン会議は２月開
催予定です。オンラインですので、ご

テロ事件が起きた２００１年の第
回、新型インフルエンザが流行した２
回に続き

自宅にてアジアの人々との交流や意見

００９年の第
ド、インドネシア、ネパール、パキス

一番大変だったことは、ビザのこと

スリランカの文化があります。故郷の

柿島 裕）

ニックネームはラッキーです。１９
です。妻や子どもと離れて暮らさなけ

（ＪＡＦＳスタッフ

６２年生まれで、大阪市玉造にあるス

私の父はキリスト教徒で母は仏教徒

スリランカ料理店で、ただで食べさせ

でした。子どもの頃からいろんな活動

ればならなかった時期は、つらかった

てもらったこともあります。私も美味

をしている人に出会いました。私はシ

ザーの親子、ホー

を食べに来てくれた人とは、連絡を取

い

しいものを作ってみんなに喜んでもら

ンハラ人ですが、タミル人の友達も多

ムにいるお年寄

り合い、彼らの活動も応援していま

お

一番うれしかったのは、一生懸命働

いたいと思い、料理人になりました。

年。大阪で開催された「花と
いて、スリランカの母や兄弟のために

く、両方の言葉を話せます。内戦時に

たのは
緑の博覧会」のスリランカパビリオン

＊コロナ禍の下では、どうしていまし

コロナ下の留学生に無料で弁当

り、教会に集まる

私も大変なとき、困ったときに多く

す。
に、カレーのお弁

の人に助けられました。２人の子も、
の子は大学生として頑張っています。

上の子は名古屋のホテルに就職し、下
私も日本に来た

できることを続けたいと思います。

これからもスリランカと日本のために
米だけのカレーを食べられたらいいよ

頃には、玉ねぎと

で届けました。

当をつくって無料

食べられない人々

は心が痛く、悲しい思いもたくさんし

家を建てられたことです。子どもの頃

年に日本

からの夢がかないました。

ラックスマン・フェルナンドさん
︵スリランカ︶

した。神戸の料理店で働いていたので

ますます多文化共生社会に変わりつつ

×
私は８人兄弟で、母と姉が家の軒先

しばらくすると、活動を聞いて米や

あります。一方で、親しく行き来する

×

くて本当に困り、不安でした。そのと

でお菓子を作り販売していたのを手伝

野菜など食材を届けてくれる人が出て

友人にはなかなかなれなかったりもし

×

きに、大変な中、みんなが互いに助け

ったのが、料理に興味を持ったきっか

きて、より多くの方を応援できるよう

ます。日本でがんばっているアジアの

うな時期もありましたので、できるこ

合っている姿を見て、すごく感動し

けです。小さいときは十分に食べられ

になり、とてもうれしかったです。

日本に住む外国籍の方が年々増え、

て、とてもうれしかったです。最初は

ないことも多く、困ったときには周り

人々を紹介していきます。

考えましたが、日本にもっと長くいた

とをしようと思いました。

年働いたらスリランカに帰ることも

＊コロナ禍で困っている留学生らに無

＊料理人になったのはどうして？

たか？

でカレーを紹介しました。その後、セ

リランカ料理店「ラッキーランカ」の

タン、フィリピン、シンガポール、ス

交換が可能です。参加をご希望の方は

回目です。

12

中止となったのは、米国で同時多発

年まで

予想され、今後は情報交換だけでな

ジア共同体を目指して～アジアに理解

本セミナーは「貧困なき一つなるア

しました。

ら初めての国際オンライン会議を開催

から、

ワクチン開発を期待する声も聞かれ、

ナーは、２０２０年

コロナ対応
13

１回（タイ・チェンマイ）以来、一昨

1

スリランカで開催する予定でしたが、

10

月７日、２時間と短時間なが

28

バングラデシュ、カンボジア、イン

3

です。時間もお金も失いました。

いと思うようになりました。

20

シェフをしています。初めて日本に来

＊自己紹介と来日の経緯は？

23

30
11
29

アジアネット144号
オンラインで国際ネットワークセミナー

10

51

30

オンライン会議に参加中のAFSネットワークメンバー。パソコン上で記念撮影＝11月7日
の人に助けてもらいました。人が集ま

すが、言葉もあまり話せず、情報もな

神大震災が起こりま

日本に来てすぐ阪

ことは？

たこと、大変だった

＊日本に来て良かっ

理店で働きました。

市内のスリランカ料

後もいくつかの大阪

デン」を始め、その

市で「ラッキーガー

来日し、奈良県生駒

トランをするために

でスリランカ・レス

ました。

（韓国）にも参加し

ン）やテジョン万博

ビリア万博（スペイ

90
94

活躍するアジアン
アジアネット144号
2021年冬

13

10

ｍ）

60

していました。不幸なことに、近年は
刻化していました。今、村人たちは、
井戸が設置されとても幸せに暮らして
います。

老人の言葉で水が出た

※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
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。

■お振込み先■

・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

水を得て新しい地域づくり

村に１つだけあった井戸は夏場に水

これまで村の人たちは800mほど下

が枯渇し、それが住民の悩みでした。

った場所にある水源地に２時間かけて

村人たちは何回も井戸を掘ろうと試み

毎日数往復して水をくみに行くのが日

ましたが、あらゆるところに大きな平

課でした。雨季には地面がぬかるんで

石があって、成功しませんでした。村

滑り、けがをすることもありました。

のある老人から、村から500ｍ離れた

女性たちにとって家の近くで水をくむ

溜め池を人々が飲料水と生活用水に使

ことが長年の夢でした。ご支援により

用していると知らされ、私たちもその

水道パイプラインを引くためのタンク

溜め池の近くの場所に井戸を掘ってみ

を設置し、集落へ水を送ることができ

ると、ついに成功を収めました。寄贈

るようになりました。集落で水を得ら

されたこの井戸は水が枯渇することな

れるようになったことをきっかけに、

マハラシュトラ州ガッチロリ県ダンノーラ地区レクトラ村

く、夏にも十分に水が出るので、村人

新しい地域づくりを進めていくと女性

受益者：430名（45世帯）

の生活は向上しました。

たちは意気盛んです。

た

た

井戸形式：露天式（深さ12ｍ）

資金不足の井戸建設が支援で可能に

【寄贈者】
JAFSぞうすいの会 様

【寄贈者】日本基督教団大和キリスト教会 様

第3州シンドゥパルチョーク郡メラムチWord No. 9ジャナリ地区
受益者：26名（７世帯）

【寄贈者】日本基督教団大和キリスト教会 様

井戸形式：水道式

幼稚園・小学校に安心な水

村人は社会的および経済的に弱い立

タマン族と呼ばれる民族が住む山間

場におり、長年、飲料水の不足という

地で、発展に取り残された生活を営ん

大きな問題に直面していました。そこ

でいます。地域の水源が地震で枯渇

でHDSI（JAFS提携団体）に支援を要

し、水を得るために山向こうの水源か

請し、村人総動員で井戸の場所を定

ら細いパイプを渡し、400名以上の村

め、地方政府から必要な許可を得るた

人がそれで生活することを余儀なくさ

めに非常に努力しましたが、資金が足

れていました。今回12,000ℓ容量の集

りないという財政的理由で井戸建設が

水タンクを作り、パイプを渡している

できませんでした。この度の支援でや

水源の水をタンクに貯め、それを水源

っと、ポンプ式井戸が完成し、十分な

として集落ごとに共同水場の設備を設

飲料水を得ることができるようになり

置。初めて水場ができた幼稚園と小学

ました。村人たちは遠方までの水くみ
から解放されました。
15

■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

2021年冬

アジアネット144号

マハラシュトラ州アムラワティ県モーシ地区ウドヘド村

第3州シンドゥパルチョーク郡インドラワティ村

井戸形式：ポンプ式

受益者：幼稚園および低学年児童50名
井戸ができた村

井戸ができた村

ネパール

【寄贈者】近畿ろうきん すまいるプロジェクト 様

世帯）

56

降雨量が少なく、枯渇問題がさらに深

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。

村

離れた所にある小さな水路の水を利用

生命の水 うるおす未来

みなさんのおかげで

戸の水は枯渇してしまうので、1.5km

いのち

ができた

戸だけがありましたが、夏になると井

詳しくはアジア協会アジア友の会
☎０６︱６４４４︱０５８７ へ

る前は、村にはたった１つの露天式井

受益者：５００名（

蜂蜜を採集します。新しい井戸ができ

ご寄付には
税の優遇措置が
受けられます

井戸

や種、テンドゥの葉、竹、そして時々

マハラシュトラ州ガッチロリ県ダンノーラ地区

仕事で生計を立てています。モハの花

ダワリ村

村人は全員、少数民族で、森林での

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】中川喜代子 様
井戸形式：ポンプ式（深さ

インド

夏にも枯れない井戸

井戸形式：水道式

校では、安心して水を飲み、手洗いも
できるようになりました。
アジアネット144号

2021年冬

14

式井戸ではなく、ポンプ式井戸が設置
されました。寄贈された井戸により、
夏場も水を確保することができるよう
になりました。また、井戸によって１

インドの東部マニプール州モレとの
国境近くの貧しい村です。従来の井戸
は、高台の露天式井戸のため夏季の間
（３～４月）枯渇してしまい、毎年水
不足問題が発生していました。寄贈さ
れた井戸によって、飲料水不足問題が
解決されました。村人は「毎年水トラ
ブルが起きていましたが、井戸ができ
たことにより、その問題は解決されつ

年中水を得ることができるので、農業

つあります。この水は、私たちが植え

への被害も少なくなりました。村人は

た野菜や飼育している家畜にも行き渡

寄贈いただいた井戸にとても感謝して

るもので、生活が改善されました」と

います。

感謝しています。

た

池があり、新鮮な水が確保できます。

素不足のため作業を続けられず、場所

しかしその源流の川は、モンスーンの

を移して成功しました。雨期（６～７

時期はあふれ、残りの時期は、水位が

月）は作業が難航しましたが、作業者

下がり水が汚染されます。村人は雨水

は雨の中でも努力して掘り終えまし

をためる以外は、安全な飲み水を確保

た。井戸が完成し、飲料水不足の問題

するために遠方の村まで行き、深いポ

は解決されました。以前は飲料水が汚

ンプ式井戸を利用していました。この

染されており、飲むことを心配してい

度、新しく深いポンプ式井戸が設置さ

ましたが、今その不安や心配はありま

れ、村人の健康被害や水に起因する病

せん。井戸は村にとても役立っていま

気のリスクが軽減されました。いつ雨

す。村人たちはとても幸せで、貧しい

が降るのか心配することや、遠くへ水

村人たちへの親切な恵みに感謝してい

くみに行く必要がなくなりました。

ます。

【寄贈者】
太田宜子 様

た

した。汚れた溜め池の水は、人々に様
々な病気や腹痛、下痢を引き起こし、
長い間人々を苦しませていました。こ
の新しい井戸が設置され、ベイタマリ
ウッタルパラBDP小学校の生徒や村
人は、安全な飲み水を簡単に確保でき
るようになりました。村人は、新しい

世帯

30

サガイン県タム町ジャレファイ村

った池や川から飲み水を確保していま

受益者：

井戸形式：露天式

この地域の人々は長年、雨水がたま

【寄贈者】株式会社グローアップ 様

50

世帯

最初に井戸を掘り始めた場所は、酸

サガイン県タム町カラゴン村

村人が井戸を大切に管理

村の近くにはいくつかの水路や溜め

【寄贈者】株式会社グローアップ 様
受益者：

受益者：504名（120世帯） 井戸形式：ポンプ式（深さ53ｍ）

清潔な飲み水に感謝

井戸形式：露天式

バングラデシュ

安全な水がいつでも近くに

【寄贈者】天王寺高校FAN 様

ジャマルプール県ゴラダップ地区ジョカBDP小学校内

わき出る飲料水で心配いらず
村人の多くは、農業をするために、
1983年に新設されたこの村に移住して
きました。村にあった普通の土井戸
は、補強に使うセメントが不足してい
たため、土がもろくなり崩れ落ちてい
ました。村人の多くは、夏場、飲料水
の不足や汚染問題に直面していまし
た。この度、コンクリート製の露天式
井戸を寄贈いただけることになり、村

井戸を管理するための委員会を設立

人たちは新しい井戸からわき出る水を

し、井戸やその周辺を見回り整備して

いつでも飲料水として飲むことがで

います。生徒・親・教師・村人全員が
寄贈者様に感謝しています。
17

毎年の水トラブルが解消

2021年冬

アジアネット144号

き、うれしく思っています。もう水不

ジャマルプール県バスチャーラ地区ベイタマリウッタルパラBDP小
学校内

足の心配はありません。

受益者：470名（40世帯） 井戸形式：ポンプ式（深さ59ｍ）
井戸ができた村

ミャンマー

た。そのため今回は、これまでの露天

世帯

30

サガイン県タム町ヴァルパバン村

は、夏になると水が干上がっていまし

井戸形式：露天式

す。彼らが持っていた井戸のほとんど

【寄贈者】株式会社グローアップ 様

サガイン県タム町タナン村

彼らの農業に影響を与える干ばつで

受益者：

この村が直面する主な問題は、毎年

【寄贈者】高瀬稔彦 様
井戸形式：ポンプ式

ミャンマー

ポンプ式井戸で年中水が得られる

井戸ができた村

アジアネット144号

2021年冬

16

井戸で、今まで様々な病気に悩まされ
ていた村人たちの生活は大きく変わり
ました。村人たちは協力し合って井戸

59

ｍ）

して最適であると分かりました。この

の水を大切に使い、井戸周辺の環境整
備を行っています。

まで水くみに行く必要がありました。

でなく、小学校の生徒や近くの村人も

ご支援により村に井戸ができ、安全な

自由に使うことができます。清潔な水

水が使えるようになったことをきっか

の入手に困っていた全ての人に、安全

けに、健康指導や衛生教育などのプロ

な飲み水を供給しています。全生徒と

グラムも合わせて行うことができま

両親や教師、また村人も、井戸を寄贈

す。村人が感染症などから守られ、生

してくださった皆様にとても感謝して

活が大きく改善されてきています。

います。

８

25

【寄贈者】西宮市立甲陵中学校 様
この村の人々は、飲み水を得るため
遠くの井戸まで歩いて水くみに行く
か、購入するかしなければなりません
でした。長い道のりを子どもや女性た
ちが水くみに行くことは危険が伴い、
毎日は行けません。また家の水がめに
貯めておくと、蚊が発生しマラリヤや
デング熱などの原因にもなっていまし
た。手洗いも十分できず、感染症など
の病気になる子どもたちやお年寄りも

落ち葉などが入らないように高さを設

多くいました。この度井戸が贈られ、

け、網をかぶせられるようにし、井戸

安全で衛生的な環境の中で、生活を送

の周りも整備しました。

ることができるようになりました。

2021年冬
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井戸ができた村

井戸ができた村

フィリピン

19

30

20

58

受 益 者：315名

ています。ポンプ式井戸は養成者だけ

ジャマルプール県バスチャーラ地区ニワメモリア

季には干上がって使えず、遠くの井戸

ルBDP教 員 養 成 セ ン タ ー 内

センターでは、教員を各期70名養成し

【寄贈者】株式会社クレコス にこにこ倶楽部 様

【寄贈者】大和キリスト教会 様

安全で衛生的な生活

ない時間帯に間違って人や動物、また

ます。

源である溜め池は衛生的ではなく、乾

ｍ）

れる井戸が完成しました。井戸を使わ

同感謝しています。大事に使っていき

要な水源として設置されました。養成

ｍ）

のご支援で、いつでも安全な水を得ら

の苦しみから解放されました。村人一

にとって深刻な問題でした。唯一の水

世帯）

大きな影響を与えていました。この度

いつでも飲める井戸が寄贈され、長年

てられたBDP教員養成センターの主

ヌエバエシハ州サンタローザ町トラモ村

費やさなければならず、人々の生活に

行っていました。この度、安全な水が

水をいかに手に入れるかは長い間村人

世帯）

していました。水を得るために長時間

な水をくむために、隣村まで出かけて

た

受益者：１００名（

毎日長蛇の列をつくりながら水くみを

悩まされ続けてきました。また、安全

ていた村に完成した井戸は、新しく建

東部州アンパーラ県クンブルウェラ村

分ではなく、村の女性や子どもたちが

そのため、水が原因と思われる病気に

動により干ばつが頻繁に起こるため、

受益者：１６２名（

さないうえに、人口に対して水量が十

に使えるものではありませんでした。

井戸がなく川や溜め池の水を利用し

井戸形式：露天式（深さ

従来使っていた井戸は、飲料水に適

乾季には水位が下がり淀むので、安全

小学生・先生・村人みんなの井戸

井戸形式：ポンプ式（深さ

水くみの長蛇の列から解放

た

たまった溜め池の水でした。しかし、

ｍ）

受益者：115名（25世帯） 井戸形式：露天式（深さ６ｍ）

を流れる川から引いた水路や、雨水が

乾燥地域にある村で、昨今の気候変

た

ウバ州バドゥッラ県パッサラ地区パラマハンカダ村

村人が日常的に利用する水は、近く

（105世帯） 井戸形式：ポンプ式（深さ

安全な水で健康向上・生活改善

【寄贈者】株式会社グローアップ 様

井戸を大事に使います

ジャマルプール県バスチャーラ地区バスチャーラ

完成しました。水質検査では飲料水と

受益者：６３０名（１５０世帯）

つ時も心配せずに水を得られる井戸が

世帯）

16

BDP小学校内

とになりました。ご支援により、干ば

名（

70

がら、現在の場所に井戸を設置するこ

井戸形式：ポンプ式（深さ

ヤが村で調査し、村人たちと相談しな

中部州キャンディ県マルガマンデニヤ村

かったため、JAFS提携団体サルボダ

受益者：

村には清潔な水が得られる井戸はな

【寄贈者】株式会社グローアップ 様

バングラデシュ

【寄贈者】JAFS奈良地区会 様
井戸形式：露天式（深さ５ｍ）

スリランカ

検査で飲用に最適な水質

アジアネット144号
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18

月

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

日にク

郷や家族のことなど、話題がたくさん

ピーチでは語れなかった熱い思いや故
行事から始めていこうとの思いで、

トップしている状況の中、実施可能な
日、３密を避けられる屋外でのチ

ャリティーウォークを開催しました。

月

人とのつながりが図れたと思います。
参加者には、スタート前に検温とマス

７９４年までわずか

は十分に伝わってきました。スピーチ

かったですが、伝えたい内容と気持ち

援を待っているアジアの子どもたちへ

の状況を見ながらですが、私たちの支

ＪＡＦＳ京都地区会では、コロナ禍

賢二）

の継続的な支援に向けて活動を進めて
行ければと思っています。
辻

愛護会」に贈りました。

（京都地区世話人

で、村人が主体となって地域作りを進

は語られました。

（ＪＡＦＳ会員、朝日新聞生駒支局長

本から農業人を招いての有機堆肥の指

めていくことが大事ですと、そしてそ

導などの農業基盤作りに取り組まれま

なおＪＡＦＳ枚方 寝
･ 屋川が主力メ
ンバーである「緑とふれあう会」で

伊藤 誠）

した。村人の生活の糧として農業を育

は、微力ながらネパールの農業支援を

日、奈良市の鴻

材で工作を楽しみました。

で参加親子がドングリや木

田貴之さんを講師に、屋内

以下としたうえ、参加者には検温と、

感染症対応のため、定員を普段の半分

した。今回のフェスティバルはコロナ

ティ フ
･ ェスティバルを大阪市天王寺
区の大阪国際交流センターで開催しま

月

みなさんが拾ったドングリ

㌔

は、奈良公園の鹿のえさに
してもらうため「奈良の鹿

でした。続いて同市の西

日、第５回アジアン チ
･ ャリ

の難しさを実感しましたと、中川さん

て、村人とのコミュニケーションが大

船戸 康夫）

しています。
（枚方地区世話人

月

人（うち子
人）が参加しまし

入りも含めて

ノ池運動公園内で開かれ、当日の飛び

りクラフト」が

拾ったどんぐり、奈良の鹿のえさに

ました。でもＪＡＦＳはサポート役

切と現地でネパール語を必死に学ばれ

中川さんは、水管理組合の設立、日

用水に利用されます。

揚水したタンクの水は農業用水や家庭

軽な会話などで懇親を図りました。ス

後半では、参加者が一体となり、気

笑は、とても印象的でした。

が終わった時の彼らの安堵の表情と微

10

氏名 連
･ 絡先の記入をしてもらい、別
室で食事をしてもらうなど、従来とは

量った結果、合計は約

時間後、全員の袋の重さを

に入れていきました。約１

がらドングリを見つけ、袋

の下で落ち葉をかき分けな

参加者は、カシやクヌギ

の支援にあてられます。

インドの貧しい子どもたち

た。参加費は経費を除いて

ども

42

ＪＡＦＳ奈良市地区会主催による初
のイベント「どんぐりひろい＆どんぐ

23

20
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ありました。短い時間でしたが、人と
みんなが苦しい状況ですが、寄付支援
ク着用をお願いしました。

るお話を聞きながら約３時間ウォーク

資料館と巡り、それぞれの地にまつわ

塚古墳～桓武天皇皇后陵～向日市文化

集女城跡～竹林公園～竹の径～寺戸大

みち

をお願いし、阪急洛西口に集合し、物

ている、地元の柏木信博さんに案内人

が、京都府向日市の郷土史を研究され

当日は、あいにくの雨模様でした

やこのような活動が彼らにとって支え

渡辺 治彦）

となり、コロナ禍に立ち向かえること
を期待しています。
（ＪＡＦＳ社員会員

３密避けて竹の径
長岡京の歴史学ぶ
を楽しみました。当日参加できない方

月
ＪＡＦＳ京都地区会では、コロナ禍

者の方々との交流会を、
レオ大阪中央にて開きました。金銭的
名の参加でした。

からも心の参加（ご寄付）をいただ
き、総勢

の影響で今年度計画の行事がすべてス

解とつながりを深めたいとの思いから
雨に濡れてしっとりとした竹の径
や、竹林公園内にある竹の資料館で

催しました。
留学生のほぼ全員がアルバイトを生

向日市文化資料館では、平城京から

せていただきました。

は、竹にまつわる興味深いお話を聞か

名を

活の糧にしており、当日もなかなかア
ルバイトを休めない中、留学生
名の参加となりました。
８４年から

思いと日本で実現したい夢や希望を留
が、向日市から長岡京市の地にかけて

平安京へ都が移る間の

学生から語ってもらいました。一人ひ
都が置かれた「長岡京」に関する資料

年の間でした

とりのスピーチでは、緊張のため、な
を見学させていただきました。

交流会の前半では、支援への感謝の

含む総勢

17

かなか日本語が出ずに詰まった人も多

7

38

アジアネット144号

10

な支援を行うだけでなく、お互いの理

27

その留学生たちと協力いただいた支援

の助成活動を進めております。今回、

国からの留学生を対象に、生活支援金

コロナ禍の影響で困窮したアジア諸

コロナ困窮留学生
生活と心を支える

日、大阪府の京阪枚

名が参加し、ＪＡＦＳ枚

差８００ｍの山頂まで、４カ所のタン

チョーク郡で取り組んでいます。標高

の復興と農業基盤作りにシンドゥパル

受け、５年前のネパール中部地震から

ＪＡＦＳは外務省ＯＤＡ資金供与を

経験を話していただきました。

寛子さんから、１年半のネパールでの

に帰国された元ネパール駐在員の中川

方ティーサロンを開催しました。６月

センターに

方市駅に近いサンプラザ生涯学習市民

秋深まる
31

クを経て揚水するプロジェクトです。

14

29

11
14

JAFSプラザ

9

17

アジアをよりよく知るフェスティバル
11

10
27

JAFSプラザ
アジアネット144号
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21

14

ネパール揚水事業 元駐在員から聞く

もよりよく知る機会になったのではな
のお話を、テレビ放送の映像を交えて

デシュ視覚障害者支援協会シュプノ」
の意味ではこの大学の持つ役割は大き

ＡＦＳの活動のパワーになります。そ

は、村上事務局長の卓話「ＪＡＦＳの

までは従来の規模でのアジア支援が難しくなっ

〒550-0002

ています。

肥後橋官報ビル5Ｆ アジア協会アジア友の会

22
2021年冬

異なるスタイルとなりました。
いかと思います。

れないほど猛烈な勢いで動いていま

理念と地区活動の意義について」を聴

送付先：

アジア各国のプレゼンテーションや
いものがあります。﹃知は力﹄。今後

特に、バングラデシュ出身で盲学校
してくれました＝前ページの写真。我

代表者とのパネルディスカッションを
いく所存です。

も、当大学の講座を一層、充実させて

中心に、日本殺陣道協会さんの演技や

教員のビッショジト ロ
･ イさんは、滋
賀県彦根市から参加してくださり、自
々も勇気をいただきました。

ゲーム大会などをしました。大変な情
＊１月以降、第８～

回（ベトナム、

（アジアン チ･ャリティ フ･ェスティバ
ル実行委員長 伊藤 勝）

身が設立されたＮＰＯ法人「バングラ
インド、タイ、韓国）を開催いたしま
す。日程など詳しい内容は、ホームぺ
ージをご覧ください。
（ＪＡＦＳアジア市民大学学長
實 清隆）

地区会長が集い
共同意識強めた
長会が本部近くの中華料理店「徐園」

名

す。先生方は、その背景の裏の裏まで

いた後、テーブルごとに今までの地区

大阪市西区江戸堀1-2-14
を以て頂戴している中ではありますが、このま

アジアネット144号

況での開催でしたが、アジアを少しで

この「アジアの生きたた情報」がＪ

にじみ出ています。

﹁生きたアジア﹂
市民大学が再開
新型コロナウイルス感染拡大予防の
ため延期を余儀なくされていたＪＡＦ
Ｓアジア市民大学の第２期が、５カ月
遅れて、ようやく９月に開講しまし
た。講座担当の先生方は、長年にわた
りアジア各地を研究され、現地での関
月７日、第１回のＪＡＦＳ地区会

遺憾なく発揮されています。熱い講義
で行われました。第１エリアから第８

わりも深く、その成果が毎回の講義に
が盛り上がり、講義に続く討論の時間
活動してきた地区の活動を、より力強
い組織をめざして各地区アジア友の会

周年の記念事

業として２０１９年１月に開学。年間
として新しく門出させたものです。

２２６名に及びました。
けんいん

熟知され、それを惜しげもなく講じて

活動報告と今後の抱負について語り合

の牽引役を担う会長ら出席した

くださっています。そこには先生のア

い発表しました。なかなか互いの意見
交換や情報共有の機会がなかったの
で、今後もネットワークをつなぐ機会

得ない状況です。多くの方からのご寄付を感謝

が必要と好評でした。

バーツ、シンガポールドル、インドルピーなど

回﹁インドネシアにおける日

社会をつくるため、人々が意識的に共

コロナ禍でアジアからの支援要請は増加する

系企業の経営﹂。講師は日本イン

基本的生存条件としての水がないな
同する姿勢を育てるのがＪＡＦＳ結成

ン、香港ドル、台湾ドル、ベトナムドン、タイ

ドネシア経済協会相談役の木下一

どに対する開発援助活動を通じて、自
の基本目的であると。卓話も味わい深

もが学校に１カ月就学できる費用になります。

さん＝ 月 日、大阪市

分の快適さだけの生活感覚から脱し、
い内容でした。
齋藤 公代）

市民社会の形成に役立つ市民的教養を
（ＪＡＦＳ理事

カラフルまつばら
﹁子ども国際交流ひろば﹂
として

日、「第２回子ども国際

「初めて遊んだけど楽しい！」
交流ひろば」を開きました。

月

「うわー、めっちゃうまいやん！」
参加したのは、外国にルーツのある
名です。グ

子どもたちとその友達の小・中学生約
名と、保護者ら大人約

ランドには、中国のチーマオチェン、
フィリピンのシャトン、フランスのペ
タンク、日本のおじゃみやけん玉、な

します。
残された人たちに寄り添う活動」を続けるため

※送料は、各自ご負担くださいますようお願い
人、20人、100人と増すことが、JAFSが「取り

んでやねんすご六、大縄跳びなどの遊
びの体験ブースが用意されました。
後半は、外国にルーツのある３人の
青年からの聞きとりをしました＝写
真。言葉や文化の違い、周りの偏見か
ら孤立感を味わったこと、その中で支
えてくれる仲間がいたこと、そして自
分のルーツに対する誇りなど、自分自
身の体験を踏まえて子どもたちに伝え
てくれました。真剣な表情で聞き入る
子どもたち。自分の体験と重なったこ
とや共感したことなど、目を輝かせな
がら感想を返していました。
「カラフルまつばら」は若い人たち
にも広がってきています。
橋本 末子）

外貨は米ドル、中国元、ユーロ、韓国ウォ

21

21

（ＪＡＦＳ松原 会長

の学校給食１食分。45枚集まれば、１人の子ど

第

ジアに対する熱い思い入れや人生観が

アジアは今、新聞やネットで捉えき

今後さらなる要となりＪＡＦＳ活動

回開催し、これまでの受講生はのべ

本学はＪＡＦＳ創立

エリアまで、従来地区世話人会として

集めています! 書き損じ･未使用ハガキ、
切手、
外貨

もあっという間に過ぎていきます。

「もったいない」
のキモチを社会貢献へ

12
「集めるキャンペーン」宛
ハガキや切手、外貨を集めてくださる方が10

持つ人の輪を広げたい。より望ましい

11
の紙幣・コイン。
一方、JAFSのチャリティ活動は制限せざるを

「次はどの遊びにしようか？」

けましたら幸いです。
が２枚集まれば、水くみから解放された子ども

中学校のグラウンドに子どもたちの

学校や職場などグループでも取り組んでいただ
63円ハガキ
外貨をお送りいただけませんか？

声が響きました。国際色豊かな街をつ
くる活動「カラフルまつばら」の一環

の、より大きな支えとなります。個人のほか、
皆さまのご自宅に眠っているハガキ、切手、

11

11

JAFSプラザ

40
50

集めています！ハガキ・切手・外貨
アジアネット144号
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21

12
6
90

日

日

音順）

●里親会員
北原恵美

●賛助会費
秋元千佳／足立暁／荒谷靜／生駒晴代
／石田功夫／石山光子／市川晃／伊藤

谷タカコ／大谷臣子／大畑直之／大林
正治／大原博司／小笠原喜照／岡島暁
子／岡田麻理／岡村幸男／岡村房子／
岡本就介／沖田賢治／沖田哲男／興津
謙太郎／奥久美子／奥田京子／奥田大
希／小倉典子／尾﨑幸子／小田辺朋子
／小野豪臣／小野つい子／小野とめ子
／小野澤虎洞／六大院小原弘信／小原
俊之／海津加代子／香川泰子／角谷道
子／笠原義弘／梶谷阿久里／加芝ナミ
子／鹿島恵美／柏木道子／加藤喜代子
／加藤繁生／加藤俊文／加藤陵子／金
谷紗奈・祐奈／金丸幸子／鎌田勝江／
亀谷信子／川﨑洋二／川嶋志奈／河内
俊之／川西秀樹／川村忠／菊池哲也／
岸下耕象／岸本玲子／北見由美子／吉
祥院嶽盛和三／木下良子／高松雅／木
村早苗／木村征代／木村依江／清原浩
子／楠正夫／久保桂子／久保田篤／栗
山拓／㈱クレコス／小磯直子／小阪勝
／小代利子／後藤武司／後藤雅子／後
藤理紗／小林久仁子／小林剛／小林仁
美／小林道明／小林陽子／小湊美希／
菰口修／近藤十郎／婚礼儀式品渋谷／
浄土宗西方寺／佐伯裕子／作田和彦／
三栄商事㈲／佐々木遡／佐藤惠美子／
佐藤高／佐藤正明・濶子／佐藤本一／
鮫島周／澤井秀介／澤田武憲／三本松
三津江／塩脇賢治／篠原法傳／篠田京
子／柴垣浩子／芝﨑末廣／柴谷享一郎
／島津博義／清水明子／清水利香／霜
鳥正／乗雲寺渡邉克隆／東海林恵美／
庄子幸子／正傳寺和田康圓／正法地浩
／正法地由紀子／勝楽寺前原英彦／新
羅和子／菅洋子／菅原直樹／菅原啓髙
／円通寺菅原芳徳／杉野佳代／杉本圭
次朗／杉本牧子／住谷裕弘／正覚院寺
川孟寛／関川温子／瀬尻芳子／曾野田
啓祐／平時子／髙島純子／高瀬稔彦／
高谷侑助／高野橋順子／髙橋弘美／髙
橋良直／髙美時郎／高宮寿子／瀧勇太
郎／瀧川真紀／田口裕子／田桑武志／
竹田淳一／竹村亨子／武本和子／多胡
恭子／田中裕江／田中静枝／田中通成

恵理／岩岡幸衣／大塩節子／大野篤一
郎／岡光子／お母さんの地球学校／小
笠原達治／岡田能里子／岡本眞理子／
奥村文子／越智和子／角谷道子／片田
欣三／加藤朝子／金田修治／鎌田重明
／神谷尚孝／岸野亮淳／喜多榮子／北
野与志江／北原祐司／沓野泰之／久保
真太郎／黒木昭子／後藤泰子／後藤理
紗／小西紀代美／近藤蒼／近藤湊／近
藤睦美／斉田真理子／佐々木健児・ゆ
み子／清水美知子／庄子幸子／新羅和
子／菅洋子／鈴木通文／聖母奉献修道
会／瀬戸井初恵／田尾茂・ますよ／田
中貴美子／田中啓／田邉政子／谷山美
和子／辻本栄太郎／堤祐子／永井勝也
／中川由美／中川亮／中島彩華／永菅
裕一／中谷良二／中西美代子／中野通
／中村滋／西川久美子／新田留美子／
長谷川美穂子／花崎能理子／花房逸子
／馬場順子／鎺喜世多／林祐己／福岡
陽子／舟﨑和誠／堀内登久子／前原良
光／松田和子／松田健志／松原悦子／
松本沙耶香／三重野哲／三木あゆ子／
皆笹信二／宮本益見／三好和香子／村
上五郎／森佳緒里／森原尚子／安富睦
／八束庸子／山本宏昭／横田健／吉岡
久江／若林茂美
●団体会費
㈱クオリティデザイン／枚方・交野国
際奉仕活動協会
●法人会費
㈱ウォーターネット／伸栄通商㈱／武
田病院グループ／中西産業㈱／日本労
働組合総連合会 大阪府連合会／パナ
ソニック㈱ＣＳＲ社会文化部
●里親会費
荒谷靜／飯田哲雄／石神慧美子／石神
誠／伊藤恵理／岩岡幸衣／梅田祥仁／
大須賀丕出子／大塚恵子／大原映子／
岡光子／小笠原喜照／岡田能里子／小
川誠／越智和子／角谷道子／笠谷寿美

／ Aviolat Daniel
／谷口倫子／谷口陽
子／谷阪洋子／谷藤果奈子／田幡民生
／玉置拓／千田裕子／千葉悦子／長覚
寺中村謙洲／塚口泰子／土屋りつ子／
鶴見誠一郎／出口和子／土井清貴／東
代清隆／東代節子／藤間孝子／戸田恭
子／富永たけ／富岡昭夫／ドリアンプ
ランニング／中川咲子／中島和子／中
嶋啓子／中島小夜子／中島節子／中島
裕子／中西豊次／中野佳津子／中野為
夫 桂
･ 子／中村孝／中村和義／中村匡
／中村勤／中村博矢／中山浩子／中山
康夫／那須トラピスト修道院／ナノゾ
ーンジャパンホールディングス㈱／二
階堂美智子／西浦暢子／西川龍夫／西
田貞之／西田祐子／西原八重子／西村
節子／西村美和子／西本悦子／根津千
枝子／延原修／野村和子／正楽寺萩野
肇／萩原節子／畠山房子／畑中恵子／
羽鳥東一郎／英由季／羽田孝彦／濱田
辰雄／早崎鉄也／林越洋子／原田高嗣
／繁和産業㈱東京営業支援グループ一
同／繁和産業㈱東京物資課／東野加代
子／秀浦弘和／廣澤悦子／広谷悦子／
福田愛／福西宗子／福原智恵子／房本
晃／藤井真紀／藤田修一／藤原克彦／
藤原正昭／船戸康夫／麓忠司／古谷佳
世子／別府浄照／坊上信子／法性寺／
細谷泉夫／細谷詩子／堀口節子／堀口
富子／本庄紀子／前田みどり／前田美
保子／立峰町田進／松浦弘樹／松浦有
理子／松野光伸／松原直弘／松本幸子
／松本武彦／三里健一／水城会計事務
所／水口正樹／水島かなえ／水本裕子
／溝口清子／南出道子／宮古聖ヤコブ
教会／宮﨑正子／宮本由貴／妙代和也
／宗像千代子／宗本光義／村口ミヨ子
／村田恭仁子／村中豊／毛利吉男／元
橋亮治／森昭夫／森﨑律子／森下正志
／森田恵子／森田健太郎／森田康代／
矢賀繁之／八木健次／安岡重高／安本
啓子／八束浩一／柳田芳孝／薮下陽一
／山内育子／山形和行／山口かをる／
山口愃／山﨑留雄／山澤寛子／山路英

／加藤朝子／チャリティーショップ
／鎌田勝江／鎌田重明／北野
KANAU
与志江／北原恵美／北村晏一／木村征
代／古賀旭／児下美恵／後藤雅子／後
藤三津枝／佐伯裕子／佐藤理香／竺原
恵美子／白神博子／瀬戸井初恵／田尾
茂・ますよ／武内彩／竹田由美子／田
中壽美子／田中誠一／谷村信彦／谷山
美和子／長知子／辻本選子／筒井利弘
／東代清隆／中川亮／中橋康治・真由
美／中村智子／中山忠愛／西澤純／二
反田静子／野井洋正／長谷川美穂子／
畠平恵子／鎺喜世多／ＪＡＦＳハルハ
ロ／姫野佐智子／福岡名津子／福岡陽
子／藤原克彦／増田愛子／松村加奈理
／水野礼子／三好和雄／三好和香子／
武藤三代子／武藤祐介／森佳緒里／森
下正志／森本秋子／山下由起／山本由
起子／横手美知代／吉田幸子／吉田聡
子／吉田暢子／吉田宏／和田幸子
●一般寄付
熱田親憙／池田直樹／石谷信英／磯本
典子／大阪松下幸之助経営を学ぶＰＨ
Ｐ友の会／小原純子／チャリティーシ
／木村泰彦／桒村壽子
ョップ KANAU
／櫻井紘哉／篠原勝弘／ソフトバンク
つながる募金／田中久雄／辻本選子／
寺西浩章／徳永正和／富永芳郎／冨松
英二／永島智子／中島美恵／ナモナキ
ビリオネラ／萩尾千里／福澤邦治／藤
原正昭／舟橋君子／古谷裕子／眞砂哲
志／松原正／南野紀美子／宮野谷篤／
村上公彦／森本榮三／脇家崇夫／ドリ
アンプランニング
●井戸指定寄付
高瀬屋布団店／鳥居建十／樋口雅軌／
吉田清史／饒平名知幸
●井戸積立
岡部雅子／ＪＡＦＳ宇治／ＪＡＦＳぞ
うすいの会

子／山地尚枝／山下玉英／山下良一／
山田園子／山中康／山梨薫／山野和子
／山本久子／山本久／横井明子／横田
浩／横手美知代／吉田聖作／吉田宏／
吉村治子／吉用トモ子／余根田保／米
山義盛／呂久呂／若林一民／脇家崇夫
／渡辺治彦
●九州地方豪雨被害緊急支援
安藤和彦／植村隆彦／内木幸夫／内田
博章／宇野博文／大槻勝／小野澤虎洞
／笠原義弘／加藤陵子／カメラのナニ
ワ夙川駅前店／婚礼儀式品渋谷／榊原
朋哉／三栄商事有限会社／佐々木遡／
澤井秀介／曾野田啓祐／髙橋良直／竹
田淳一／田幡民生／土井清貴／中村孝
／福島正信／福原智恵子／立峰町田進
／松浦弘樹／村中豊／元橋亮治／薮下
陽一／山﨑佳代子／山梨薫／吉田素子
／呂久呂／若林一民
●物品・日用品・食料品等
天野澄子／石黒大圓／岡部雅子／小椋
加代子／梶谷阿久里／サラヤ㈱伊賀物
流センター／設楽宏幸／芝野照久／高
橋美也子／東代清隆／中西豊次／平尾
誠／山﨑桃／吉田幸子

●井戸一基建設支援
○ネパール
エーゼル㈱／太田宜子／京都暁星高等
学校
○フィリピン
京都暁星高等学校
●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
坂口久代／辻本選子／ドリアンプラン
ニング／二野橋の会
●アジア・子ども支援寄付
Ｕ Ｍ Ｓ 合 同 会 社 ／ KONDOUNORIMI
／松尾慶治／饒平名知幸
●アジア植林支援寄付
八木健次
● インド・ＨＩＶ子どもと家族支援会費
苗村登美子
●インド・ルディア支援寄付
辻本選子
●コスモニケタン指定寄付
藤澤京子
●チャイルドアカデミー指定寄付
ＪＡＦＳ奈良地区／辻本選子／ドリア
ンプランニング
●ネパール・ピトゥリ基金寄付
島崎亨枝
●ネパール・ピトゥリ支援会費
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
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温かいご支援ありがとうございます。（敬称略・
２０２０年９月１日〜

●社員会費
池田直樹／井上勇一／内山宏／大本和
子／岡本圭司／小原純子／小原孝彦／
小柳二郎／白方誠彌／田中久雄／寺西
浩章／中嶋啓子／永島智子／中西武雄
／ナリンダーシンセティ／服部道代／
服部貢／福澤邦治／平瀬勢丈／古谷裕
子／松浦正／森梢／森本匡昭
●維持会費
赤野孝一／浅尾佐江子／阿部恩／池田
時造／石若達弥／市川秀一／伊藤義人
／井上公男／井上邦子／上田慎子／植
田延江／植村茂／宇田喜美子／内田俊
彦／宇野和子／岡村遍導／岡本就介／
沖田耕一／沖田哲男／小野孝博／片岡
伸介／加藤洋／壁谷桂子／河合忠和／
河口正隆／川那辺操／北村真澄／木下
四朗／小林仁美／小山明／近藤恵子／
佐藤高／佐藤根恵美／澤村和子／品木

●ネパール・子ども夢基金
大原映子
●ネパール地震被災者支援寄付
今枝美弥子／八木健次
●フィリピン障害者指定寄付
中谷誠
●フィリピン台風被災者支援寄付
大本和子／ドリアンプランニング／八
木健次
●フレンドシップ基金寄付
旅は道連れ会
●学校環境整備・建設支援寄付
豊野保育園／福永有花／横田美智子
●助成金
○バングラデシュ植林・環境教育
連合・愛のカンパ
○ ネパール新型コロナウイルス緊急支援
関西ＮＧＯ協議会
●新型コロナウイルス緊急募金
青木洋介／秋山タカ子／穐山常男／浅
井聡子／浅沼暁子／浅野直人／阿部咲
子／荒川鉄也／粟野アツ子／安藤謙治
／安藤和彦／安藤幹雄／幾谷眞規子／
池田美奈子／池田善行／生駒晴代／石
井清隆／石泉ふれあい味噌工房／石田
和子／板谷静夫・博子／出雲健一／伊
藤亮三／井上淳子／今枝美弥子／今中
安紀／今中勲／今村たえ子／今本智行
／岩本郁子／ S.WEDGE
／上野孝一／
東大寺真言院上野道善／上村いつ子／
植村隆彦／氏家俊治／宇田和博／内木
幸夫／内田博章／疇地道俊／宇野博文
／梅本友子／円頓寺／生石清子／大岩
典代／大木洋子／大隈章・禎子／大島
久子／大杉利幸／太田勝／太田真知子
／太田康彦／太田宜子／大谷英一／大

吉明／清水明子／白國哲司／鈴木浩／
園田恭子／辰巳桂子／田村京子／ダン
・ティ・ゴック／辻井昌子／辻本栄一
／辻本選子／辻本智美／戸田恭子／富
永たけ／永江敦子／中尾和子／中谷悦
子／中橋康治・真由美／永原幹男／中
山康夫／西野節子／野井洋正／橋詰英
子／橋本芳樹／原田佳子／姫野佐智子
／福岡仁／福田平司／藤井いずみ／藤
田高淳／古谷佳世子／前田恵／前田安
太郎／前原良光／三島明美／水城実／
水城実／水ノ上成彰／溝口治／溝渕む
つ躬／宮野京子／向井宏之／武藤三代
子／宗形充弘／安田勝／矢野浩美／山
口幸子／山地尚枝／湯浅禎也／横手美
知代／吉田敬市／吉田樹央

１年後の夏季・冬季に別紙で報告させていただきます。

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、

音順）

●賛助会員
奥村文子／金田修治／沓野泰之／田邉
政子／中島彩華／長尾公二／松田健志

ご入会感謝申し上げます。（敬称略・
２０２０年９月１日〜
●社員会員
辰西幹夫
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会費納入者、寄付・物品協力者

●維持会員
内田俊彦／沖田耕一／清水明子／實一
穂／園田恭子／ダン・ティ・ゴク／橋
詰英子／濵口守連／前田巧

30
30

アジアネット144号
新会員紹介・領収報告
新会員紹介・領収報告
アジアネット144号
2021年冬

25

50

11
11

の呼気中のCO2やメタン、糞からのメタンは温暖

の工夫や、肉の味に近づけるために加える物質の

化原因でもあり、放牧による森林破壊もあります。

研究など重ねているようです。未調理食材として

ば摂りにくい栄養もありますし、当面私は環境に
も財布にもやさしい肉として牛より豚、豚より鶏
を一層選び、森林破壊をしていないか産地を確認

私もスーパーで某豆腐料理店の「大豆肉のしぐ

し、代替肉より豆や豆腐を食したいと思います。

れ煮」を見かけて買ってみました。精進料理の味

皆様もこんな背景を思いながら、代替肉を一度味

でした。代替肉ソーセージやハムも大手メーカー

わってみられては？ （JAFSスタッフ  川本 裕子）

本会（略称ＰＧＵ）とアジ

的として、様々なボランティ

会の発展に貢献することを目

2021年冬

● パナソニックグループ労働組合連合会

ア協会アジア友の会との関係

ア活動や国内外における災害

救援のカンパ活動、外部団体

アジアネット144号

は、前身の一つである松下電

器労組が１９８１年に始めた

なかでも、アジア協会アジ

ーを毎年開催し

ています。

今後も組合員

の国内外の社会

貢献に対する意

識をより高め、

社会のお役に立

新・The 社会貢献

てる活動に挑戦

環境コラム／編集後記

福澤邦治

し続けたいと考

中央執行委員長：

☎ 06-6902-9301

えています。

大阪府門真市大字門真1006

記

日、大

後

月

22

集

い夫婦の日の

阪のホテルの教会で甥の結

11

編

い

分、親族

20

人で、神父の祝祷

18

婚式。コロナ禍で披露宴抜き。参

列の親族は計

なども圧縮され式典は

紹介も含め1時間で全て終了。参

割がワクチン接種す

列者がマスクを外したのは記念撮

民の

7

影の一瞬だけでした。（督）

国
れば「集団免疫を獲得した

として、コロナ以前の生活ができ

る」という記事を読んだ。しかし

「マスクをしなくてもよくなるわ

月に入

けではない」とも付け加えられて

年はヒガンバナが

ってもまだ咲いていまし

10

いた。フゥー。（和）

去

月末になってやっと見頃を迎え

11

た。秋のバラはほぼ１カ月遅れの

ました。地球はどこまで温暖化す

アジアネット144号

るのでしょう。恐ろしい。（黒）

月末のアジアン・チャリテ

11
ィ・フェスティバル。予想

以上に多くの留学生に参加いただ

き「今年はコロナで楽しいことが

あまりなかったので、とてもいい

思い出になった」との感想を聞き

外の仲間がコロナに感

2021年冬

とても嬉しく思いました。（裕）

染、ショックの大きさが電

話の声で想像できる。飛んで行っ

て慰めることが出来ないこともコ

ロナの併害。宗教によっては神さ

まである干支の牛が、皆へ幸を運

んでくれること強く願う。（典）
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海

の社会貢献活動への支援など

担願います）。Tel：06-6444-0587

三菱UFJ銀行中之島支店  普通1007011

「インドに井戸を贈る運動」

方に募金箱をお送りします（送料はご負

に全組合員で取り組んでいま

費とさせていただきます。参加くださる

が起源となり、環境保全活動

％をJAFSの活動継続のための活動･運営

す。

せんか。募金の50％を井戸設置費用、50

や海外ボランティアなどに取

郵便振込  00960-6-10835

ジアに井戸を贈る活動に参加いただけま

り組んできました。

50,000円

会費・寄付の振り込み先

「命の水を届けよう募金箱」を用いてア

ア友の会と連携して東日本大

Ｅ．法人賛助会費 年額１口

井戸を贈る運動が縁で海外活動や震災復興
現在の社会貢献活動は、社

20,000円

会アジア友の会の理念にご賛同、ご協力くださっている法人会員を紹介します。

震災復興支援のボランティア

年額１口

Ｄ．団体会費

いろいろな形で社会の役に立ちたいという気持ちは私たちと同じです。アジア協

会課題の解決や、より良いく

1,000円

募金箱「命の水を届けよう」

企業や労働組合、各種団体は、それぞれの理念に基づいて活動していますが、

活動とあわせたスタディツア

年額１口

新・The
社会貢献

らしの創造と人々の幸せ、社

Ｃ．ジュニア会費（高校生まで）

入会ご案内

6,000円

（月額600 円＝振込手数料含む）

皆さまが会員となってサポー

（月額1,000 円）

トしてくださることで、安定し

年額１口

た活動計画ができます。継続し

Ｂ．賛助会費

12,000円

た活動をしていくためにも、ご

年額１口

協力をお願いいたします。

Ａ．維持会費

副執行委員長：佐伯敏男

活と命を守るた

執行委員長：上尾寅彦

め、支援を必要

きっと元々精進料理の食文化があるからですね。

の方が環境負荷は低いとも思います。肉でなけれ

とされる方々の

どき料理レシピもネット上に紹介されています。

☎ 075-361-6959

ために、今後も

豚肉代わりに使う角煮や炒め物など、様々な肉も

て豆を食べる和食や中華では、加工せず豆のまま

継続的な活動を

工せずとも、高野豆腐で作る唐揚もどき、車麩を

京都市下京区塩小路通烏丸西入579

展開していきた

購入できます。また実は、豆や小麦を代替肉に加

れるには代替肉が必要としても、元々畑の肉とし

いと考えており

（言うなれば生麩）もネット販売や自然食品店で

ロにはできません。洋食に植物たんぱくを取り入

ます。

の代替肉大豆ミートや、小麦たんぱくのコーフー

これら環境負荷も分かった上で、私は肉食をゼ

私たちは、地球環境保全活

物たんぱくを肉の様な繊維状に加工するなど食感

動や地震などの天災による被

多くの餌が必要で環境負荷が高くなります。動物

代替肉大豆ミート

植物性代替肉は各社いろいろな製法があり、植

● 関西電力労働組合京都地区本部

環境負荷が高いのです。そして鶏＜豚＜牛の順に

のフィリピン「飲料水パイプ

調理済み代替肉食品が売られているようです。

エネルギー産業に携わる労

が、より多くの水･土地･肥料･エネルギーを要し

ライン建設」にはじまり、ネ

ガーチェーンやコンビニでも既に昨春から様々な

働組合として地球環境保全活

れを餌とした肉から同じたんぱく量を摂取する方

パールでの植林ワークキャン

発売予定と知り、さらに調べると、実は他のバー

動を通じ、社会貢献活動に取

からです。人が穀物や豆を直接食すのに比べ、そ

プ（４回）やバイオガス建設

ガーチェーンも植物原料の代替肉バーガーを今年

り組むとともに、組合員のボ

愛護の観点、環境意識からの菜食者が増えている

ワークキャンプ（６回）を行

宗教的な菜食者と別に、欧米で近年、健康や動物

組みはすばらしいと思いました。その後、某バー

ランティア意識の醸成や社会

とともに肉も好きな私には物足りないですが、取

い、のべ１４９名がボランテ

そもそも代替肉の動きが始まったのは、伝統的

の一員として視野を広げるこ

しいのですが、肉感は薄くあっさり味。野菜や魚

ィア活動に参加しました。

き肉、チキンナゲット、鶏肉もどきが有りました。

とを目的に、国内外における

は初めて見たので、喜んで食べてみました。美味

幅広いボランティア活動に取

食品店には大豆ミート食材としてハンバーグ、ひ

り組んでいます。

増えている昨今ですが、チェーン店の商品として

地球環境の保全や災害復興支援ボランティア

災地域への復興支援のボラン

念ながら５店回っても有りませんでしたが、自然

これまでに、国際ボランテ

のハンバーガーを見つけました。菜食の飲食店が

ティア活動を行い、人々の生

から売り出されていると知って探したものの、残

ィア活動としては、平成９年

先日某コーヒーチェーンで、代替肉大豆ミート

26

▲ネパール、カトマンズのシナマガ

ル ス
･ ラムで、新型コロナから身を
守ることができるよう、手洗いなど

の衛生指導を受けに来た幼い少女＝

月４日、９㌻参照

11

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

◀表紙の写真
スラムの子らが学ぶイン

ド、マハラシュトラ州ナグプールのチャイ

ルドアカデミーに新校舎がほぼ完成し、子

㌻に記事

どもたちを集めて、新型コロナから身を守

る啓発活動が始まった＝
10

郵便振替 00960-6-10835
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