いのち

生命の水 うるおす未来
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学びの最前線、工夫と苦悩

業までを過ごした母校自由学園に在
らしく暮らしていくための社会基盤

誰一人取り残さない、人々が人間
解することが重要です。昨年より開

一人一人がＳＤＧｓの取り組みを理

ＳＤＧｓを達成するには、私たち

が懸念されています。

学中、数々の困難や試練に直面した
を２０３０年までに構築する、世界
催しているＳＤＧｓセミナーが皆様

のです。

時に幾度となく恩師や先輩からかけ
共通の目標であるＳＤＧｓ。

中学進学時に親元を離れ、大学卒

られた言葉「よいことは必ず出来
のＳＤＧｓへの理解の一助となり、

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
め に 人 々 と の「 友 情 と 信
頼」に基づく「理解と協力

アジア協会アジア友の会は 年以
アジア協会アジア友の会による取り

る」。自由学園創立者羽仁もと子著
上前からＳＤＧｓの１番目の目標で

年﹄（婦人之友社）にある

と連帯」の輪をアジアと世

年ＪＩ

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。

2
2022年春
アジアネット149号

﹃教育
組みをより一層深め、会員の輪が広

皆様一人一人の力を合わせ、アジア
協会アジア友の会らしくＳＤＧｓの
達成に向けた活動を皆様と共に深
め、更にはひとりでも１社でも多く
の新規会員の入会につながることを
願っています。

年自由学園最高

１９６２年大阪

● プロフィール ●
まつばら・ただし
府枚方市生まれ︒

年全国官

ＣＡの支援事業に採択され︑ネパー
ルでみつまた栽培・加工技術の普及

かかる目的をもって私た

ある「貧困をなくそう」という取り
湯川理事長がおっしゃるように、

この言葉は、私の人生訓でもありま
水とトイレを世界中に」に通ずる活
理解だけでは困るのです、参加して

界に広げます。

「虫のよい骨を折らない工夫ばか
動を中心に、数々の実績を築き上げ
もらわなくてはいけません。「よい

がることを願っています。

りしていると、それはちょうど寄生
ています。私はアジア協会アジア友

の会の活動は全てＳＤＧｓに通じて

ことは必ず出来る」。先ずは会員の

虫のような生活になります。（中
略）いつのまにか希
望のない力のない人
になってゆきます」
「一人一人の弱い力
だけでは到底完全に
は出来得ないことで
す。それゆえに神様
は私どもに多くの友
機会をつくってくださり、またその
いると言っても過言ではないと思っ

を与え、さまざまな
おりおりに必要な沢山の慰めと励ま
学部（大学）卒︑タカラベルモント

多くの企業や団体がＳＤＧｓに取
社︑代表取締役に就任︑

ています。

よいことをするのは、いつの場合
り組んでおり、今ではＳＤＧｓの取
報販売協同組合理事就任︒

しを用意してくださいます」
でも必ずはじめに損です。本当の文
り組みがあたりまえとなりつつあり

㈱入社︑２０１３年㈱かんぽう入

化は一人一人の犠牲と忍耐と智恵と
ます。
その活動が進む一方で、新型コロ

力をもってする志から生まれます。
そうしてだんだん多くの人々の共鳴

い の ち

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。

年Ｊ

31

をＯＤＡ事業として展開中︑

して、自分と他人の生命

｢環境コラム｣

ＩＣＡ︱ＳＤＧｓパートナーに認定

ださい。法人税は損金の額に算入することができます。相

ナウイルスの感染拡大が、世界中の

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

の力で、大いなる社会の信条にまで

の価値を高めます。

30

以上

｢活躍するアジアン｣

される︒ＪＡＦＳ理事︑ＳＤＧｓ委

確定申告の際、税額控除、所得控除のいずれか有利な方

28・29

は、申告によって、所得税、法人税、相続税について税制

ワク／里山･プラごみ…SDGs を考える

ています。ＪＡＦＳへの寄付金や会費（社員会費は除く）

でワンフェスユース／ネパール報告にワク

ＪＡＦＳは内閣府より公益社団法人としての認定を受け

交流／岡山に広げる歌声の輪／オンライン

本会へのご寄付は、寄付金控除の対象です
コロナ禍ニモ負ケズ…アジ･フェス130人が

員会委員長︒

24・25

人々の命、生活、尊厳すなわち人間

●

東日本大震災10年後の復興支援地

巻頭言／ＪＡＦＳ綱領

組み、６番目の目標である「安全な

日本国内でも、各地でチャリティプログラム、自然環境

す。その一部を抜粋します。

情のネットワークが形成されています。

20～23

ブルキナファソにも広がり、70の現地提携団体を通じ、友

｢井戸ができた村｣

上の優遇措置（寄付金控除）を受けることができます。

新入会員紹介・領収報告

26・27

20
ル、パキスタン、アフガニスタン）、さらに西アフリカの

18・19

ピン、スリランカ、ネパール、韓国、カンボジア、シンガ

15

ンドネシア、バングラデシュ、タイ、マレーシア、フィリ

人付き合いの大切さ――ネパール駐在記

閣総理大臣の認定を受け、公益社団法人になりました。

11
農民や漁師と仕事づくり他

なってゆきます。払った犠牲と苦痛

主な目次

10～11

の安全保障に対する脅威となり、Ｓ

●

最下層の人たちが青空寺子屋

社団法人取得第１号団体です。2012年４月１日からは、内

08・09

も教育支援を中心に活動しています。全国都道府県認可の

コスモニケタン学園 存続ピンチ

在、井戸建設（累計2150基）や植林（累計257万本)、子ど

04～07

れてきて良かったと思える社会を目指し、2021年３月現

学校が家にやって来る

海外との交流・協力活動は、アジア18カ国（インド、イ

12～14
フィリピン台風ライ緊急支援報告

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

16

アジアの子どもたちを支え励まし30年

力団体（NGO）です。1979年に大阪で設立。誰もが生ま

学びの最前線､工夫と苦悩

17

16・17

アジア協会アジア友の会
常任理事

コロナ禍の中で⑧

目次
アジアネット149号
2022年春

3

40

松原 正
アジア協会アジア友の会とは
02
｢巻頭言｣よいことは必ず出来る

ポール、ミャンマー、ラオス、中国、ベトナム、モンゴ

アジアの教育現場から支援の要請

「JAFSプラザ｣＝国内の活動

86

よいことは
必ず出来る

に幾倍もする報いが天から来ます。

2022年春

プログラムや、人材育成、留学生交流など行っています。

30

ＤＧｓ達成に向けた取り組みの遅れ
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すなわち「よいことは必ず出来る」

アジアネット

School comes home

どもたちのために立ち上がりました。一方、生活苦から学

や、日々生きるだけで精一杯なはずの貧しい親たちが、子

い。私たちにも、できることがあるはずだ」と学校の教師

います。そんな現状に「黙って待つだけでは何も変わらな

つあることです。貧富の格差も、それに追い討ちをかけて

く休校などによって、かけがえない教育の機会を奪われつ

て認識していませんでした。子どもた

数民族の人々は、教育の重要性につい

２００４年に開校しました。同県の少

子どもたちに教育を提供するために、

ラ小学校は、同県で暮らす少数民族の

モシー地区にある日印友好学園パダト

マハラシュトラ州ガッチロリ県チャ

障が生じるようになりました。
インド政府の命令とロックダウンに
より、学校は休校を求められました。
政府は感染状況を悪化させないよう試
みましたが、状況は日に日に悪くなっ
ていきました。政府は子どもたちの教
育を継続させるため、オンライン授業
を実施するよう求めました。
しかし、オンライン授業が受けられ
るのは、携帯電話やインターネット環
境がある裕福な家庭の子どもたちだけ
です。パダトラ小学校に通う少数民族
出身の子どもたちは、とても貧しく、
彼らが住んでいる環境下ではネットや
携帯電話などがないため、オンライン
授業を受けられませんでした。
中には、家に電気さえない子もいま
す。夜は勉強するためにオイルランプ
を使っています。都市部にある私立の
学校を除き、政府が運営する学校でさ
え、オンラインで授業を開講すること
はできませんでした。

４人の教師が家庭訪問
私たちは、一度勉強を中断してしま
った生徒を再度教育の場に戻すこと
が難しいことを、よく理解していま

4
2022年春
アジアネット149号

「ネットない子 見捨てない」
日印友好学園 パダトラ小学校

校を辞める子が増えて収入を絶たれ、教師の給料が払えず

ちの生活に大きな変化をもたらすため

立ちはだかる貧富の差

カシナート・デオガデ

ＲＵＤＹＡ代表

●インド （２月３日）

休校を逆手に出張授業
新型コロナウイルス感染症は、最初の大流行から今春で

よる第６波の流行が全世界に広がり、まだまだ収束のきざ

しが見えません。ＪＡＦＳが支援活動をしているアジア各

国でも、大勢の人が感染し、命と暮らしを脅かされていま

存亡の危機に立たされている学校からは、支援を求める訴

に、この学校はとても重要な役割を果

す。とりわけ深刻なのが、未来を担う子どもたちが、長引

えが来ました。前号に引き続いて、アジアの学びの最前線
たしています。

年に初めての卒業生を輩出して以

年が経ちました。これまで親と

年３月から新型コロナ

年までは順調に運営されて
いましたが、

学校は

きるようになりました。

で、学びの大切さを理解することがで

るようになり、７年間の学校生活の中

どもたちが７年生まで教育を受けられ

一緒にジャングルをさまよっていた子

来、

11
11

ウイルスの影響により、学校運営に支

20

19

コロナ禍の中で⑧
コロナ禍の中で⑧
アジアネット149号
2022年春

5

２年が過ぎましたが、新たな変異株であるオミクロン株に

学校が家に
やって来る
から届いたレポートを紹介します。

学校の先生＝インド、マハラシュトラ州ガッチロリ県チャモシー地区

コロナ感染防止の休校中に生徒の家を訪問して勉強を指導するパダトラ小

学びの最前線、工夫と苦悩

コロナ禍の中で⑧

に困難でしたが、政府から移動許可を
取り、定期的に村を訪問できるように
しました。
村人は、外部からコロナ・ウイルス
を持ち込まれることを非常に恐れてい

＝いずれもインド、マハラシュトラ州ガッチロリ県

徒は休暇中に家に帰っても、親と一緒

実際、プロジェクトの実施前は、生
度、すべての教育機関を閉鎖するよう

やって来ました。そのため、政府は再

し、５カ月経たずにコロナの第３波が

日に始まりました。しか

や保護者会のメンバーと話し合い、
にジャングルに行ったり、農作業に行
求めてきました。

年６月

（スクール・カ
「 School comes home
ムズ・ホーム＝学校が家にやって来
ったりしたため、勉強どころではあり
しかし、生徒の親や社会活動家たち

は

る）」プロジェクトを実施することに
ませんでした。しかし、今回のこの取
は、政府に学校を再開するよう求め、

ができました。

しました。
り組みによって、生徒たちは勉強を継
日に再開し

め、授業をしました。授業後は、生徒

を訪れ、生徒たちを適切な場所に集
ればなりませんが、私たちは昨年の成

験を行わずに次の学年へ進級させなけ

政府のガイドラインにより、年次試

たちは努力を重ね、最終学年の生徒た

このような厳しい状況の中で、先生

ぜやせき、熱に苦しんでいます。

たちに１週間分の宿題を課しました。

ちを卒業させることができました。コ

年生までのすべての生徒に、休校

績を考慮し、科目別の点数をつけまし

は

たちが毎週、村を訪問することは非常

性の成長につながるような交流はオン
ライン授業ではできず、オンライン授
業だけでは生徒の総合的な成長を妨げ
る可能性もあると感じていました。ま
た、生徒も先生もオンライン教育のた
めの十分な資材を持っていなかったた
め、村を週１回訪問するという対応を
取りました。これが本校では功を奏し
たようです。
生徒たちは、最初は親とずっと一緒
にいられることを喜んでいましたが、
だんだん友達や学校生活が恋しくなっ
ていたようです。生徒や保護者は、さ
まざまな場面で不安を表し、学校の再
開を切望していました。
生徒や保護者は、学校の再開を喜ぶ
ール・カムズ・ホーム」プロジェクト

遠ざかってしまうことは、子どもたち

と同時に、教育の場から子どもたちが
ます。学校の先生でさえ、村を訪問

強く思うようになりました。

ため、勉強を継続し、成し遂げたいと

を理解できるようになりました。その

の将来にも大きく影響するということ
先生たちは、オンライン教育も選択

を受け入れてくれるようになりまし

し、十分な感染予防対策を講じて実施

肢の一つではあるが、課外活動や人間

日
４００万円

４月１日～６月
募集金額

同封の振込用紙をご活用

募金期間
り、そこに通う子どもたちの就学支

募金方法
ます。

リックすると、クレジットカード決

ください。 HP
（ https//jafs.or.jp
）
のトップページ「コロナ募金」をク

援により、子どもたちの未来を守り

はじめとした教育の場を提供した

ます。

※本寄付は寄付金控除の対象となり

ださい。

に関しては、同封チラシをご参照く

※コロナ募金の上記以外の支援内容

済もご利用いただけます。

―未来をあきらめない子どもを一人でも増やしたい―

していたため、村人は少しずつ「スク

し、授業を実施することを、なかなか

＝インド、マハラシュトラ州ガッチロリ県
た。

期間中を含めたシラバスを終えること
政府の規則により、今年度の新学期

このプロジェクトによって、私たち

り開校していますが、一部の生徒はか

ました。現在、私たちの学校は通常通

年１月

パダトラ小学校には、１年生から７
す。私たちは国のコロナ感染対策基準

24

ロナ禍で移動制限があったため、先生

に従って計画を立て、毎週、生徒の村

22

た。

最終学年が無事に卒業

私たちの学校は

21

続し、打ち込むことができました。

21

年生までの生徒と、４人の教師がいま

した。そこで私たちは、学校の先生

（下）。子どもたちの学びの環境は、とても厳しい

歓迎してもらえませんでした。しか

コロナ禍でロックダウンとなって人通りが絶えた村

6
2022年春
アジアネット149号
コロナ禍の中で⑧
コロナ禍の中で⑧

（上）と、休校中に家でヤギの世話をする生徒
7

コロナ困窮者支援募金
コロナの影響で苦境にたたされて
いるアジアの子どもたちが、教育の
機会を奪われないように支えてくだ
さい。
誌面で紹介しているインドのパダ
トラ小学校やコスモニケタン学園を

30

アジアネット149号
2022年春

7

体調が悪くなって学校の隔離室で横たわる生徒

●インド （２月７日）

日に

8
2022年春

日印友好学園コスモニケタン理事長

サチダナンド・クンバール
年にかけて、インド

コスモニケタン中学校と小学校は、
１９９５年から
のカルナータカ州のブルナプール村と
へんぴ

インド、カルナータカ州ビジャプールにある
いう辺鄙な土地に設立されました。

日印友好学園コスモニケタンは、開校して
この学校を始めた目的は、良い教育を

徳教育を提供することでした。
私たちは、社会や環境をより良くす
るために働くことができる良い市民を
年間、教師スタッフ

育てるという目標を、常に達成してき
ました。 過去
とアジア各地からのボランティアの努

割

力により、この学校は地域で最高の学
校の一つになりました。
この学校に通う子どもの親の
は、農業か日雇い労働、さらには小商
いなどをして生計を立てていました。
コロナのパンデミックの間に仕事を失
ったり、農作物を適正な価格で売るこ
となどができなくなったりました。
生徒は７つの村から来ています。自
転車通学や徒歩通学もいますが、ほと
んどはスクールバスで来ています。
コロナの大流行の間、インフレによ
り、燃料その他の物価が非常に高くな
りました。もともと貧しい親たちは、
スクールバス代を払えなくなりまし
た。ガソリン代の高騰も学校の財政を

このままでは学校の存続が脅かされる
ぐ

師の意欲も低くなったり、優秀な教師

と危惧しています。

あると思いました。
（ＪＡＦＳ会員

古井紀行）

何らかの形で行えないか考える必要が

欲向上のための心の支援も、国内から

た。子どもたちの精神的ケアや学習意

いうのを、とても痛ましく思いまし

ことを嫌がり避けている感じであると

てくれた子どもたちが、今は撮られる

以前はカメラを向けると笑顔で応え

す。

に通えない子が増えたということで

出されたりするなど、家の事情で学校

れたが、コロナの流行により、働きに

多くの子どもたちが学ぶ機会を与えら

た。ＪＡＦＳの支援により、貧困層の

学園の現状について報告がありまし

クンバールさんからコスモニケタン

一緒においしくいただきました。

黙食となりましたが、インドカレーを

ド人留学生も参加し、コロナの影響で

ＳＶＩＡ代表のクンバール夫妻やイン

催しました＝写真。学園を運営するＢ

ることにし、交流食事会を１月

ド・コスモニケタン学園の支援を始め

ＪＡＦＳ高槻は、地区会としてイン

ＪＡＦＳ高槻が支援へ名乗り

き

は他の学校に引き抜かれたりします。

＝インド、カルナータカ州

どもたちに、基本的な教育とともに道

余を経て、これから現地提携団体のみでの自立

コロナ下でようやく再開した学

受けることができない貧しい農村の子

ロナの流行により収入が激減し、経済的に存亡
の危機とも言える苦況に陥っています。現地か
ら支援を求めるレポートが届きました。

直撃しました。
多くの生徒が勉強を続けられなくな
りました。特に結婚を強いられて学校
をやめている女子もいます。
基本的な学費を支払う余裕がない生
徒に教育を無料で提供することができ
るためには、教育の最も根幹である教
師に給料を支払う資金が必要です。
コロナ流行の前は、州内のさまざま
な地域から来る子どもたちのための寮
を運営していて、最小限の寮費でも収
入源になっていました。その一部とＪ
ＡＦＳからの支援を合わせ、教師の給
料を支払うことができました。
しかし２年前から、寮は感染予防措
置として閉鎖されており、寮からの収
入は全くなくなりました。もちろん、
入学する生徒も半減したため、生徒か
らの諸費用の収入も半減しました。
すべての職業に敬意を表すべきです
が、教師という職業も、尊敬に値する
ものです。貧しい子どもたちへの教育
に力を尽くしているコスモニケタンの
教師たちは、良い処遇を受けるべきで
あると思います。
しかしその教師たちの給料が払えな
い事態に陥っている今、処遇の悪さ
は、心理的に教師の社会的地位を低め
る要素となりがちです。結果として教
２年間も閉鎖が続いているコスモ二ケ

9

校にスクールバスで通う中学生

運営を目指す途上にありました。しかし今、コ

20

タン学園の学生寮＝インド、カルナー
タカ州

寮の閉鎖で収入絶たれ
教師給料･バス代払えず

年

コスモニケタン学園
存続ピンチ
96
25
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最下層の人々が立った
設が進んでいない自治会館を利用して
います。先のロックダウンの後に学校
再開したとき、休むことなく通学でき
るようにと、文具を買えない世帯の子
どもたちに有志で文具を提供したこと
がきっかけになったそうです。

ゥカール

ー

オーム・クリシュナ・タンド

ＡＦＳネパール・コーディネータ

ちが聞きつけ、そんな子どもたちから

ない」と話していました。それを親た

ても授業が理解できないから行きたく

けていない子どもたちは「学校に行っ

しかし、新学年の授業をほとんど受

ネパールには「ムサジャート」と呼
退学者を出さないように勉強を教えよ

●ネパール （２月１日）

ばれる人々がいます。「ムサ」はネズ

きました。ネズミを食べるとみなさ

職業としたため、そのような名前がつ
と増え、参加者が今では約１５０人。

知った子どもたちが「私も」「僕も」

回を重ねるにつれ、寺子屋のことを

う、と始めたそうです。

れ、社会の最下層のカースト外として
ムサジャートでない子どもも混じって

ミを意味し、ネズミを捕まえることを

暮らしてきました。戸籍がない人が多
います。

寺子屋のまとめ役の一人であるラジャ

れるか否かも、話し合ったそうです。

ムサジャート以外の子どもを受け入

く、政府の生活支援が行われても、ム

サジャートは対象者に数えられずに除

外されることがあります。
カワソティ市ゴイリエリアに住む、

屋を開設しました。貧しさゆえにコロ

ない子どもたちに補講授業をする寺子

月、コロナで休校が続いて勉強ができ

ないでくれたからではないか。寺子屋

たち以外の民族の人々がＪＡＦＳとつ

から食料を支援してもらえたのは、私

「以前のロックダウンの際にＪＡＦＳ

ニさんが話してくれました。

ナ流行の影響を真っ先に受け、学校を

に来たいという子がいるなら、誰でも

そのムサジャートの人たちが昨年

簡単にやめてしまう子どもたちが多い

受け入れよう。それが地域全体への恩
返しになる。私たちの民族が発展する
ためにも必要なことだ。そう決めて、
今のような大所帯になりました」
寺子屋は屋根がなく吹きさらしで、

私たちの国では法律上、カースト制

ロナ禍の下で、支え合い助け合う心が

いるように感じることがあります。

人の集まりも制限しました。大みそ
かから新年にかけても、お祝い行事を
始め、あらゆる種類の集まりや文化イ
ベントが禁止されていましたが、今回
も、レストラン・バー、公共交通機関
は、入場者数は定員の半分にするよう
求めています。結婚式などの儀式は、
屋外の会場で２００人、屋内で１００
人まで参加でき、ゲストには２回のワ
人

クチン接種が求められます。宗教の礼
拝所は開いていますが、入場者は
以下に抑える必要があります。
年生を除き、小

った地域の人々が新たな仕事を見つけ

私は昨年から、コロナ禍で仕事を失

などの必需品を売る店は営業を許され

ウンの間でも、食糧・牛乳・薬・野菜

封じ込めようとしています。ロックダ

ＣＲ検査の陰性証明が必須とされてい

ルナータカ州に入る人に対しては、Ｐ

シュトラ州、ケララ州、ゴア州からカ

震源地となっています。また、マハラ

10
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仲間の状況を変えなければ、と考えた

有志が立ち上がったのです。
資金不足のため柱が立っただけで建

寺子屋で補習授業を受ける子どもたち。ほぼ満

たちのほとんどが就学した経験がない

机・椅子もない中で開かれていました

学校が休校になる程度で、今のところ

度は禁止されていますが、生活の中に

席の盛況だ＝ネパール、カワソティ市

が、カトマンズでビルを経営している

ため、「嫌ならやめて働いたらいい

しかし、休校は子どもたちに大きな

は平時と近い日常を送れています。

子を「売り払おうと思っていたけれ
影響を及ぼしています。学校に来るこ

ところが今回、これとまったく逆の

人々の間に生まれ、それがボーダレス

人が、コロナで夜逃げした塾の机と椅
ど、こんなに頑張っている人たちがい
とによってなんとか学習意欲を維持し

ことが、しかも、前回のロックダウン

な社会を実現する一歩へとつながって

は残っています。根強い差別や民族ご

るなら、役立ててくれたらいいよ」と
ていた子どもたちが、離脱してしまう

時に食料支援をした、貧しい人々が多

よ」と言って、子どもたちを学校から

寄贈してくれました。
ことが多いのです。特にその割合が高

く住む地域で起きたわけです。

いますが、コロナの影響で活動資金の
調達が困難となり、また移動も制限さ
れたため、離島での植林や海岸清掃な
どは実施できていない状態です。

オミクロン感染
州政府が防止策
●インド （２月９日）
ＢＳＶＩＡ理事

との境界はまだあります。しかし、コ

ネパールでは幸い、オミクロン株で
いのが、貧困層の子どもたちです。親

新型コロナ感染状況は、最近２カ月は
かなり改善されています。さまざまな
経済活動も再開し、子どもたちも厳し
い健康管理下ながら、学校へ行けるよ
うになりました。

引き離してしまうのです。

は大きなロックダウンは実施されず、

日）

農民や漁師と仕事づくり
インドネシア （２月
ＡＦＳ北スラウェシ代表
ジミー・ポントー
スラウェシ島の北スラウェシ州での

歳の子

政府は、ワクチン接種をずっと呼び
かけ続けています。６歳から

どもたちのワクチン接種や、大人向け
に３度目の接種を始めました。

・
カルナータカ州政府は、オミクロン

中
･ 学校と高校を２週間閉鎖すること
を決定しました。

・
たに出てきたため、コロナ感染者は再

株によるパンデミック第３波と思われ

州都バンガロールは、第１波・２波

学校は、
び増加傾向にあります。２月上旬、北

るコロナ感染者増加に対し、２週間の

ナンディーニ・クンバール

スラウェシの地方政府は、感染拡大を

と同様に今回も、海外からの乗客が到

られるように、農民や漁師との仲間づ

ます。ホテルのレストランではテイク

（

くりをしています＝写真、右手前が

ます。

アウトのみ認められます。

しくしました。

週末ロックダウンと夜間外出禁止令

１月末時点では、オミクロン株が新

50

抑えるために、検疫や隔離の対策を厳

12

着する空港があるために、感染拡大の

11
時～翌朝５時）を発表し、拡大を

10

15

コロナ禍の中で⑧

休校の子らへ青空寺子屋
11

私。子どもたちへの教育支援はできて
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フィリピン襲った台風ライ
日比連携して被災者支援

ＡＦＳアンティーケ代表
ジェネロッサ・コンデス

月

日～

日、大型台

ティビアオ

50世帯

―

クラシ

50世帯

―

セバステ

50世帯

10世帯

リベルタ

100世帯

―

パンダン

100世帯

10世帯

合計

550世帯

50世帯

緊急支援物資：米・缶詰・乾麺・飲料・調味料等の食料品・
毛布･ライト・衛生用品など
家屋倒壊世帯への支援：シート・屋根材・合板など

12
2022年春

パナイ島に大きな被害
２０２１年
号（国際名：ライ、フィリピン名

15世帯

助けが必要であるかどうか確認しまし

接調べ、村長の助けを借りて、本当に

相談によって選び、地区の監督者が直

ク軽減管理責任者が報告された中から

支援対象者は、市（町）の災害リス

本当に必要か調べ配布

れ、共に活動できました。

予備軍、地域のＮＰＯが協力してく

バーに加え、教育省、フィリピン海軍

支援活動の呼びかけに、ＡＦＳメン

底し、支援計画を練っていきました。

を守りながら、検査と消毒、予防を徹

ん。私たちは感染防止のためのルール

に細心の注意を払わなければなりませ

まだまだ、コロナが広がらないよう

支援の輪を広げてくれました。

ークを通じて、多くの人々が賛同し、

てきたボランティアの経験とネットワ

事業から始まり、長年にわたって培っ

けました。パンダン水道パイプライン

た人々には、物資提供や募金を呼びか

々を調べるとともに、被害が少なかっ

村の中で一番助けを必要としている人

されてしまいます。私たちは、学校や

台風が直撃すると、屋根や家財が飛ば

造った家に住む貧しい人が多く、強い

漁村や農村では、竹やニッパヤシで

を行いました。

った海沿いの地域を対象に、支援活動

アンティーケ州の、特に被害が大きか

ウスアンティーケは連携し、パナイ島

団体であるＡＦＳパンダンとＡＦＳサ

を余儀なくされました。ＪＡＦＳ提携

れ、多くの被災者が非常に困難な生活

交通・電気・水へのアクセスが寸断さ

く、コロナ感染拡大が収まらない中で

ホール島、パナイ島の被害が特に大き

しました。シアルガオ島、セブ島、ボ

断し、２４０万人を超える人々が被災

：オデット）がフィリピン中南部を横

風

18

100世帯

アジアネット149号

16

トビアスフォルニエ

フィリピン台風ライ緊急支援報告
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15世帯
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100世帯

根や壁が吹き飛び、雨がしのげない＝12月19

支援の対象者（パナイ島アンティーケ州）

パンダン水道建設のネットワーク
アニイヤ

今に生きた！
家屋倒壊世帯
への支援

日、フィリピン、パナイ島アンティーケ州

緊急支援物資配布
支援地

家族が生き残ったのが何よりの救いだが、屋

た。多くの被災者の中から支援対象者
を選んでいくことはとても難しく、き
め細やかな対応が必要とされます。
被災地では電気が止まり、電話やイ
ンターネットも使えない状況が続いて
いました。コロナの脅威もある中で、
各地域の教育省と災害リスク軽減管理
者が現実に即した情報を寄せてくれ、
支援活動を大きく助けてくれました。
支援物資は、学校の屋根付き体育館
で、被災家族に直接渡すこととなりま
した。関わったすべての人が、コロナ
流行で大変な状況の中でも非常に協力
的で、皆で厳格な感染防止の規定を守
り、実践してくれました。とても嬉し
く、安全な活動ができたことに、心よ
り感謝しています。
支援のための移動や物資輸送には、
フィリピン海軍予備軍が活躍しまし
た。私も予備軍メンバーです。職業軍
人ではありませんが定期的に訓練や研
修を受けており、人道的使命を帯びた
活動が必要とされる際に出動します。
人のメンバーが、安

かけ、心に寄り添うよう努めました。
被災者は失意の中、これからの生活に
不安が募るばかりでしたが、ＪＡＦＳ
を通じて日本の方々の温かい支援が届
けられたことに涙を流して感謝し、力
づけられていました。
今回、支援の対象に選ばれたのは、
被災後、どこからも支援を受けること
ができず取り残された人々です。台風
後の彼らの状況は、想像を絶するほど
ひどいものだったのでしょう。彼らの
村は町の中心部から遠く離れており、
支援を求めることも受けることもでき
ていませんでした。
最も弱く困窮している人々、何も特
権を持たない人々、そして忘れられて
いる人々が、多くの方の善意により、
ようやく支援を受け、自身で立ち上が
って生活を始める気持ちを持ち始める
ことができました。
ＪＡＦＳの皆さんが、日本もコロナ
で大変な状況にあるにもかかわらず、
募金にご協力くださったこと、本当に
ありがとうございました。私たちの地
域でも、学校の教師や子どもたち、関
万ペソ

万円）もの協力を得ることがで

係者が募金を呼びかけ、約
（約

は、忘れられないとても悲しいことで

これからの生活にも寄り添って、支援

礼申し上げます。引き続き、被災者の

へ、前任者から引き継いで赴任して、

ＪＡＦＳの揚水事業が進むネパール

を私に気づかせてくれたのが、ネパー

が薄れているような気がします。それ

日々多くの仕事に追われているのは

ルでの生活です。

に感じたことがあります。それは「ネ

皆同じです。その中でいかに人とのコ

２月で２カ月が経ちました。来てすぐ
パール人は人付き合いをとても大切に

ミュニケーションを大切にするかで、
心のゆとりが変わってくるのではない

している」ということです。
人々は、近所の人との会話、八百屋

話は変わり、ネパールでも再びコロ

でしょうか。
活のあらゆる場面で様々な人との会

ナ感染状況が悪化しています。現在流

での会話、お店での会話など、日常生
話、人間関係を大切にしています。

行中のオミクロン株が、じわじわと拡
（ディディ＝お姉さん）」「
「
didi
dai
大しつつあります。
（ダイ＝お兄さん）」と呼んで、必ず

ちょっとした会話を持ち、コミュニケ

われています。知らない人同士でも、

か？」の代わりのあいさつのように使

ます。「ご飯食べた？」は「元気です

べた？」から、何気ない会話が始まり

と言っていいほど初めに聞く「ご飯食

で、誰が感染するか分かりません。

にしていても感染します。いつ、どこ

々マスク着用や手洗い、うがいを入念

ッフも１名、感染が判明しました。日

感染しました。ＡＦＳネパールのスタ

私が滞在している家の人もコロナに

市部では、その大切さが忘れられてい

人付き合いを大切にしていますが、都

日本でも、地方では近所付き合いや

く、知らないことも多いかもしれませ

う。日本とネパール、近いようで遠

り組むべき感染予防対策は同じでしょ

いますが、国が違っても、基本的に取

日本でもオミクロン株が大流行して

るのではないでしょうか。忙しいあま

んが、大切にすべきことは共通してい

ーションをとても重視しています。

り、人付き合いやコミュニケーション

ル、ガンダギ州ナワルプール郡カワソティ

を受けた。左が筆者＝１月３日、ネパー

支援校を訪問して、子どもたちから大歓迎

くことができました。

ず行動することが重要だと、再度気づ

して、今一度原点に戻り、基本を忘れ

人間関係の大切さやコロナ感染に対

ると思います。

市ピトゥリ、スリーサンティ小学校
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今回は屈強な
全な道路へのアクセスや重い物資の輸
送、コロナ感染防止をしながらの効果
的かつ効率的な支援遂行に、大いに力

きました。ＡＦＳのネットワークを生

した。本当に限られた短い時間でした

かし、被災者の人道的な生活のために

声をかけ励ましながら
支援活動の中で、被災者が家や生活

活動したいと思います。

の糧、衣服、家財を失った状況を目の

への移動には申請が必要で、時間もか
かります。海軍予備軍の制服を着た私
たちは、感染防止規定を厳守している
が、できるだけ被災者一人一人に声を

メンバーとして自由に移動でき、より

を貸してくれました。フィリピンでは

20

コロナのために、村々への移動が厳し

イ島アンティーケ州パンダン町

連帯して活動できたことに、心より御

接手渡した（下）＝フィリピン、パナ

当たりにし、彼らの話を聞いたこと

コロナ感染対策を厳守して被災者に直

早い支援活動を可能にしました。

で支援物資セットをつくり（左上）、

く制限されています。通常、複数の村

学校の教室を借りてボランティアの手

教えられた人付き合いの大切さ
坂口 優（JAFSスタッフ）

● ネパール駐在記

ネパール駐在記
アジアネット149号
2022年春
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ネパール、スリーサンティ小学校
ネパール、ガンダギ州ナワルプー
ル郡カワソティ市ピトゥリにあるス
リーサンティ小学校の校長を、今年
から引き受けています。私たちの学
校で最近取り組み始めたことがあり
ます。フェイスブックを活用して学
校の様子を伝えることです。
私たちの学校は、行政統合によっ
てカワソティ市に属するようになり
ました。市内でもへき地にある小さ
い学校です。コロナで外との交流が
できづらくなり、休校した時期もあ
りましたが、荒れてしまった学校を
残念に感じた児童たちが、これまで
以上に課外活動に進んで取り組むよ
うになった姿を、多くの人たちに見
てもらいたいと考えたからです。
先日は近くで竹を譲ってもらい、
学校菜園のフェンスを皆で作りまし
た。私たちの学校は１９９３年か
ら、地域で初めて給食を実施しまし
た。給食当番、掃除当番制を取り入
れ、それまでどの学校も児童たちが
していなかった学校生活のさまざま
な活動を、ＪＡＦＳの助けを借り、
児童の手で行うことにしました。
子どもに掃除をさせるのかと親か
ら怒られることもありましたが、活

に引き継がれました。今ではそれが
当たり前となり、子どもたち自身の
学校生活に根付きました。児童たち
自身が、自分たちの活動によって学
校が良くなっていくことを実感し、
自信となったのです。うれしいこと
に、児童たちはこれで十分と思って
終わることなく、学校のため、そし
て地域のためにも、できる活動に取
り組んでいます。
少し前から、この郡では全ての学
校で、英国文化振興会が推奨する活
動が進められるようになりました。
しかし、そのほとんどが、すでにＪ
ＡＦＳからアイデアをもらって取り
組んできた内容でした。小さな学校
であっても児童、教師、親を含む地
域の人たちが連携すれば、児童の力
を引き出すことができることを、長
年の活動で証明できたと思います。
日本の皆さんとのつながりが、大き
な勇気を与えてくれています。
年に建設された最初の校舎

今、私には大きな課題がありま
す。
が、老朽化により建て直しを余儀な
くされています。できれば、これま
で私たちを応援くださったＪＡＦＳ
の仲間の皆さんに再建にご協力をい
ただき、コロナが終わった後には、
学校で交流会をできることを願って
います。
（スリーサンティ小学校長

彼らが離脱することなく学習し、

ＢＤＰは、設立時から一貫して、

いと考えています。それが貧困層の

できるようなサポートをしていきた

16
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夢抱いて学べる新校舎を

学校菜園のフェンス用に竹を譲ってもらう。子どもたちが積極的

バングラデシュは、２０２１年の

学年でも多く修了できることを目指

イッショリ・ブサール）

中所得国化実現に向けて、経済成長

した学校を作り、中学校・高校への

動は高学年の児童から低学年の児童

／

の加速化を目指してきました。

ＪＡＦＳの教育里親の方々には、

進学を促してきました。

生産）は初めて２０００㌦を超え、

間学び、卒業できるように、ご支援

経済的な理由で辞めることなく４年

しかし一方、貧困レベルでの生活

国が経済成長した今、２割の貧困

が、その恩恵を受けています。

いただきました。多くの子どもたち

るＢＤＰ（

中学校を卒業しただけでは、定職

らに増すと考えます。
て活動してきました。移り変わる国

てできるなら大学に進学して学士号

に就けない場合が多く見られるよう
◇

を得ることにより、ようやく社会の

家の中で自分たちの役割をどのよう

ＢＤＰ設立者のマラカル親子から

中で自分の役割を見つけることがで

になってきました。高校卒業、そし

代表を引継ぎましたゴメスです。私

我々ＢＤＰとしては、できるだけ

きます。
シュの一人でも多くの子どもたちに

多くの子どもたちが高等教育を受け

国内でも定職を持たない低所得者が

削減に大きくつながっていくに違い

ることにより、社会の中で独り立ち

多い地域で、家の手伝いや家計を助

ありません。

（ ＢＤＰ代表 アンブロゼ ゴ･メス）

にお力をお貸しください。

ただき、私たちの新しいチャレンジ

バングラデシュの現状をご理解い

けるための仕事を余儀なくされてい

に誇りを持っています。

教育の機会づくりができていること

はＢＤＰの活動を通し、バングラデ

に考えているのかを聞きました。

）は、設立目的である貧困
Partners
層の子どもたちの教育推進を目指し

B a s i c D e v e l o p m e n t 層の人たちが取り残されることがな
いよう導くには、教育の重要性はさ

ＪＡＦＳの現地提携団体であ

いることも事実です。

から抜け出せない人たちが２割程度

成長を遂げています。

その中学校に進学した子どもたちが

1

に課外活動に取り組んでいる＝ネパール、カワソティ市ピトゥリ

中学校で学ぶ生徒たち。経済が急速に成長し、就職にはより高度な
学力が求められるようになってきた＝バングラデシュ、ダッカ

95

年経済成長率５・５％と発表される

年度の一人当たりＧＤＰ（国内総

20

る子どもたちを支援してきました。

定職に就ける高等教育を

経済成長進むバングラデシュ

21
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アジアの教育現場から支援の要請 ▶
◀

アジアの子どもたちを
支え励まし 年
できました。先生方の努力もあり、ネ
パールで教師研修会を開催するまでに

通う子どもたちのためのスクールバス

新たに知った多様な世界にワクワク
アセンターの支援。

年からはマニラ

年

㎞離れた

す。多様性を尊重するフィリピンの文
でそこに在職していたハルハロの仲間

ンターを支援しました。ボランティア

に、ハルハロの活動は終了するはずで

リパランの里子２人の高校卒業を機

励んできましたが、最後に支援したパ

だったと思います。ハルハロもいった

どもの教育のためならまた頑張ろうと

スタッフ同士の信頼関係、そして子

訪問したりして、相手の見える活動が

は何事にも代えがたいものです。ボラ

り、真の友情関係が保たれていること

喜びとなり、いつしか仲間意識が強ま

ところが、ＡＳＩ副学長デニス氏か

天野 澄子）

私は今まで多くのことをあきらめざ

とても難しいことでした。母は私が８

費の支払いができず、学校に行くのは

金を受け取る前は、学用品の購入や学

話す機会を作ってくれました。私の夢

ログラムを推進したニューベイさんと

スタッフで、ＪＡＦＳの子ども支援プ

私の気持ちを知った祖母は、ＡＳＩ

った歌うことを続けていき、有名な歌

も支援プログラムに参加して好きにな

助けることです。また、ＡＳＩの子ど

てから私たちを世話してくれた祖母を

ためだけでなく、特に両親が亡くなっ

信頼と絆は今もなお健在

どうすれば勉強を続けられるのだろう

支援を受けて義務教育を終えた後、

自身と家族の生活をより良くするため

皆さまに心より感謝しています。自分

続ける機会を与えてくれたハルハロの

だけでは言い尽くせませんが、私のた

さったことに心から感謝します。言葉

を続ける素晴らしい機会を与えてくだ

ハルハロとＪＡＦＳによって、勉強

18
2022年春

なりました。
年から運営支援に関わ

インドのコスモニケタン学園とは、
学校設立後の
りました。設立に尽力された故クンパ
ール氏がＦランチのゲストで来てくだ
さり、教育の大切さを語られたことが
印象深く残っています。２００２年か
ら６人の里子支援を始めました。ハル

の前提として、異文化を知り理解を深
を寄付することもできました。

ハロの活動が充実してきて、遠くから
めるため、国内外のゲストにボランテ
年にミン

リートチルドレンが劣悪な環境におか
しながら、腕自慢のシェフがつくる美
のアジア社会科学院（ＡＳＩ）の教育

そしてフィリピンでは、

れている状況を知った仲間が、自分た
味しい料理やデザートに舌鼓を打ち、
プログラムにより、マニラ鉄道沿いに

ィアでお話しいただきました。

ちで何かできないかと模索を重ね、１
１０００円の参加費と食材費の差額
暮らす家族の子どもたちの支援。

「ハルハロ」は、フィリピンのスト

９９１年に立ち上げたＪＡＦＳの自主
で、子どもたちを支援しました。多く
からは、マニラを追われて

ダナオ島のストリートチルドレン・ケ

活動グループです。
の方々のご協力を得て、２０１４年の
パリパランに移り住んだ子ども６人の

お

生まれながらに貧しい生活を余儀な
活動終了時には回数が８７５回に至り
ハルハロの子ども支援活動は、ご縁
学校へ行くことで将来の夢を持ち、勉

里子支援を始めました。

教育がいちばん大切と考え、支援目的
のあった教会などを通して、ストリー
強に励む様子が伝えられてきました。

人の子どもたちは、

を教育にしました。息の長い活動を目
トチルドレン支援から始まりました。

化も示し、活動にふさわしい名前にな
が、質の高い教育をするには教師の給
した。

里子支援した

指してスタートしました。ハルハロ

りました。
料が必要と依頼を受けました。学校や

ら、支援を終えた元里子マリーアンの
んはやめたものの、「元里子の一人が

いうメンバーの温かい気持ちと強い絆

ンティアを続けてきて良かった！ こ

進学相談受けて活動再開

大学進学の相談を受けました。
大学に行きたがっている」と聞いた私
は、今もなお健在です。

子が伝えられ、ハルハロのメンバーが

今も厳しい生活環境の中で暮らして
たちメンバーは、自分たちが活動当初

（ＪＡＦＳ会員

れが今の私の気持ちです。

いる彼女は、小学生のときに母親が遺

海外に向けてボランティアをしてき
たのですが、国内の活動がメンバーの

住んでいます。兄は私たちが食べるた

な考えと楽観的な見方をすることがで

るを得ませんでしたが、ハルハロから
私は勉強を続けていいか兄に相談し

きるようになりました。私の勉強をず

め、住まいを借りるために働いてくれ

ました。兄はできる限りのことをした

っと支えてくれる方々がいることが、

の奨学金により、人生について前向き

かったのですが、毎日一生懸命働いて

大きな刺激となり、今まで以上に勉強

ています。

も、収入は私たちが食べて生きていく

に真剣に取り組んでいます。
現在の目標と夢の一つは、大学を卒

ための支出で消えてしまいます。でも
私は、勉強を決してあきらめたくはあ

歳のときに病気で亡くなりました。父

と、家族の経済的限界について話す

手になりたいです。料理も好きなの

業して良い仕事につき、自分や家族の

は仕事を求めミンダナオ島に行きまし

と、彼女はＡＳＩ内で相談し、ＪＡＦ

で、シェフになって自分のレストラン

りませんでした。

ハルハロの料理担当だった私は、毎

たが、長い間便りがなく、消息が分か

Ｓに私の希望を伝えてくれました。

橋本 末子）

回、料理がいかに多くの参加者に喜ん

ったときには、厳しい生活で健康を害

（ＪＡＦＳ会員

でもらえるか、またリピーターが増え

と悩んでいました。兄弟６人のうち、

に、大学で「人材開発と経営学」を学

めに貴重な時間を使って支えてくださ

をつくる夢もあります。

ルハロメンバーの、アジアの子どもた

私と兄と弟の３人を除いて結婚し、別

ぶという夢を実現するうえで、非常に

った方々にお礼申し上げます。

年間続けてこられたのも、ハ

ちへの熱い思いがあったからだと思い

の家庭を築いています。勉強を続けら

大きな助けになります。

す。約

「現地を訪れて子どもたちと直接会

れず理髪店で働いている兄は、一緒に

ます。
って現況を知る」。それが一番の近道

幸い願いは認められました。勉強を

して既に亡くなっていました。

ハルハロからＪＡＦＳを通じて奨学

大学で学ぶ夢かなえてくださった支援に感謝

すぐに再開を決めました。

歳も年老いていることを忘れ、

より

もたちの希望の星でいてくれることを

オンラインで会いながら、地域の子ど

ルハロでは成長したマリーアンに時折

中、生活の厳しさも続いています。ハ

コロナ禍で対面授業が受けられない

現在公立の大学に入学した彼女は、

ルハロは活動を再開しました。

彼女の夢がかなえられるように、ハ

な子ども」と成長記録にありました。

て、「地域のリーダー的な存在の活発

だけでなく、小さい子の面倒をよく見

業することができました。彼女は勉強

に勉強に励み、優秀な成績で高校を卒

一生懸命に勉強しなさい」を心の支え

した言葉「貧しさから抜け出るために

ハルハロを支えてきた主なメンバー

最初の主な活動は、毎週金曜日にし

は、フィリピンのデザートの名前で

子どもたちの夢がかなうことを願って

い

くされて育った子どもたちの明るい未
ました。

08

年からネパールのラリット福祉セ

50

04

先生と交流が深まり、子どもたちの様

12
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98

来のために、物品も必要ではあるが、

94

ランチ楽しみながら学ぶ

ＪＡＦＳ自主活動グループハルハロの歩み

30

た「Ｆランチ」でした。国際協力活動

92

るかを常に考えていたような気がしま

願って励まし続けています。

30

マリーアン･マカララッド
（21歳）
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30

m）

人は、主に風邪や熱、下痢で悩まされ
ています。支援により井戸ができ、安
全な水を確保できるようになったこと
で、衛生環境や健康状態を向上、改善
することができるようになりました。

用水全般が衛生的でないためか、村人

う役割を担ってきた女の子たちは、早

は主に、風邪や熱、下痢で悩まされて

起きして水がたまっている場所を見つ

きました。ご寄贈いただいた井戸のお

けなければなりませんでしたが、井戸

かげで安全な水を確保できるようにな

が完成したおかげで、その仕事から解

ったことで、村人たちが安心して健康

放されました。今後の女子の成績は、

的な生活を送ることができるようにな

男子と学習時間が平等になったので、

りました。

向上すると期待しています。

36

10
51

ています。
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井戸ができた村

【寄贈者】新保崇浩 様

111

井戸ができた村

職員・村人・生徒に安全な水
この地区には川が流れていますが、
モンスーンの時期はあふれ、それ以外
の時期は水位が下がってよどみ、水は
暗褐色になってしまいます。

バングラデシュ

【寄贈者】小川 富・小川 勢津子 様

カルナータカ州ビジャプール県インゲールシュ

伝統的・文化的に母親の家事を手伝

【寄贈者】河野直子 様

受益者：約６００世帯約４０００人

に手に入るようになり、心から感謝し

するようにしていましたが、使う生活

ネトロコーナ県ネトロコーナサダール郡スワリカン

できたことで、安全な水が近くで容易

れました。

受 益 者： 世 帯

親、そして息子の仕事でした。井戸が

て飲む際は、水を一度沸騰させて利用

井戸の形式：ポンプ式（深さ２９０ｍ）

使っていました。水くみは、父親と母

この井戸の完成によって大きく解決さ

ｍ）

飲料水として飲む際は沸騰させてから

として利用していました。飲料水とし

６７０人

車で家庭用の水をくみに行き、日々の

最大の問題である飲料水については、

ダ 村 ネ ト ロ コ ー ナBDPオ フ ィ ス

せん。村人の多くが、寺の池まで自転

の水としてくみに行き、日々の飲料水

人

しているため、衛生状態はよくありま

康問題など多くの問題がありますが、

世帯

ました。しかし、その水は動物も利用

水くみから解放され女子の成績向上

は約1900m離れた寺の池の水を家庭用

タケオ州トレアン郡クバブ地区ドウンプー村

約550m離れた寺の池の水を使ってい

・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

村には飲料水の問題、衛生問題、健

受益者：

います。新しい井戸が完成する前は、

■お振込み先■

新しい井戸が完成する以前は、村人

井戸の形式：露天式（深さ

村人は基本的に農業で生計を立てて

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。

ワー村

ｍ）

遠くの池より近くの井戸

※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１３７ｍ）

人

タケオ州トレアン郡ロネアム地区セメイ村

受益者：７世帯

井戸の形式：露天式（深さ
22

39

下痢の心配がない安心な水

■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

インド

【寄贈者】仁愛会 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。

村

22

一つの例が、井戸です。この地域の村

生命の水 うるおす未来

みなさんのおかげで

向上していくには欠かせません。その

いのち

ができた

条件を整備することが、教育や生活が

24

人

地域が多く存在します。基本的な生活

詳しくはアジア協会アジア友の会
☎０６︱６４４４︱０５８７ へ

的なインフラもまだまだ不足している

ご寄付には
税の優遇措置が
受けられます

井戸

感染症の影響もあり、農村部では基本

タケオ州トレアン郡ロネアム地区ソフィ村

中心に向上していますが、新型コロナ

受益者：７世帯

カンボジアの経済状況は、都市部を

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】徳島県立脇町高等学校 様
井戸の形式：露天式（深さ

カンボジア

基本的な衛生環境が改善

この深井戸は、現地提携団体BDP
のオフィスの主水源として設置されま
したが、安全な飲料水を必要としてい
る近隣の村人や遠方の人々にとっても
１年中アクセスが容易です。村人のほ
か、スワリカンダBDP学校の生徒た
ちも、新しく設置されたこの井戸から
安全な飲料水を簡単に入手できるよう
になりました。
アジアネット149号
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20

村人が水を使えるように専門家と相談
した結果、直径12ｍの大きな井戸とな
りました。建設には多くの村人が協力
し、井戸の周りのプラットフォームや

21

タケオ州トレアン郡ロネアム地区ソフィ村

取り組めるようになりました。多数の

ｍ）

ｍ）

12

63

人

井戸水を使うことで、継続して農業に

15

世帯

ていましたが、雨が降らない時期には

受益者：

来る農作業者も、今までは雨水に頼っ

30

世帯と農作業者計１７５人

のは、大きな喜びです。近隣から村に

井戸の形式：露天式（深さ

飲み水や生活用水が村の中で得られる

東部州アンパーラ県ウハナ地区ボッカベラ村

に水を得られる井戸が完成しました。

受益者：住民

ご支援により、干ばつ時も心配せず

【寄贈者】花巻北ロータリークラブ 様

民族や宗教を超えて井戸管理

世帯です。村人は農業で基本的生計を

してきました。井戸が完成し、干ばつ

立てています。同時に、収入を増やす

時にも心配せずに水を得られるだけで

ためにパーム糖作りもしています。

下痢などに悩まされていました。ま
た、水を得るために多くの苦労があり
ました。村人のほとんどは、家庭用の
水くみを１日に２～３回しますが、乾
季後半の３月から５月には池は乾燥
し、水が干上がってしまいます。村に

であり、子どもからお年寄りまで安心

は約750m離れた寺の池まで自転車で

して飲める水であると分かりました。

水をくみに行き、この衛生状態の良く

この村には民族や宗教の違う様々な人

ない水を家庭用に使っていました。村

が住んでいますが、井戸ができてから

人の多くは、この水を煮沸して日々の

は共に管理や清掃を行うようになり、

飲料水として利用していました。新し

今まで以上に親しく協力し合える関係

くできた井戸は、村人がしっかり管理

に変わり、村全体の雰囲気もより明る

して大切に使っていきます。ありがと

くなってきました。

うございました。

【寄贈者】
ファンシープランニング 様

【寄贈者】内海俊栄 様

ｍ）

状況にありますが、井戸ができたこと
で、健康指導や手洗いなどの衛生指導
も実施されるようになり、村人の衛生
東部州 アンパーラ県 アンパーラ郡マレガマ村
受益者：25世帯148人

井戸形式：露天式（深さ８ｍ）
井戸ができた村

53

人

21

では農村部のコロナ感染拡大が深刻な

タケオ州トレアン郡プレイスルック地区プレイス

なくなりました。さらに、スリランカ

受益者：９世帯

飲み水や生活用水、農業用水の不安が

ルック村

井戸の形式：露天式（深さ

安全な水が使えるようになり、毎日の

井戸ができた村

38

35

ｍ）

新しい井戸が完成する以前は、村人

【寄贈者】株式会社国元商会 様

人

ｍ）

なく、水質検査では飲料水として適切

に置かれていました。井戸が寄贈され

アジアネット149号

くは、沸騰していない水を飲むため、

タケオ州トレアン郡クバブ地区ドウンプー村

なく生活用水を得るためにとても苦労

ための水を得るのがとても難しい状況

2022年春

め、衛生的ではありません。村人の多

受益者：８世帯

ドウンプー村の人口は、1622人291

しい地域にあり、村人たちは、生きる

23

しっかり管理し大切に使います

村の人たちは長年、農業用水だけで

この村はスリランカの中で乾燥の厳

が大きく改善されてきています。

いました。この水は動物も利用するた

井戸の形式：露天式（深さ

世帯２５８人

ウバ州 バドゥッラ県 タワラムテナ村

受益者：

井戸の形式：露天式（深さ

手洗い指導で衛生意識が向上

についての意識が変わり、人々の生活

km離れた寺の池まで水くみに行って

ました。

【寄贈者】富永信明 様

８

井戸が完成する前は、村人は約２

井戸ができて、本当に生活が楽になり

井戸への道も整備されました。

54

乾季も水が得られ生活が楽に

カンボジア

【寄贈者】株式会社グローアップ 様
井戸形式：露天式（深さ

スリランカ

干ばつ時も心配せず農業ができる

安全な生活用水が得られた
村人は農業で基本的生計を立て、収
入を増やすため、パーム糖作りやアヒ
ルの飼育もしています。村ではほぼ全
員が古いトイレを利用していますが、
一部の人は近くの森でトイレを済まし
てしまいます。村人は馬を引いて水を
買いに行ったり、１日に２～３回、歩
いて池まで水くみに行っていました。
皆が沸騰した水を飲んでいても、健康
をあまり気にしていないので、発熱や
下痢によくかかっていました。新しい
井戸のおかげで、安全な飲料水や生活
用水を得られるようになりました。
アジアネット149号
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年後の復興支援地を巡る

柿島 裕）

植樹は、環境整備を目的に、名取市

年

も植樹記念プレートが無事現存してお
り、周辺整備が進んできれいな公園に
なっている。
ル公園・震災復興伝承館、絵灯篭差替

とうろう

年に完成した名取市震災メモリア

日の復興支援スタディ

名、教職員

承館が建てられ、当時の状況などが展
示されている。
大川伝承の会の語り部三篠すみゑさ
んにお話を伺った。学校側の判断ミス
で助かるはずの命が失われた。遺族と
年に最高裁が学校・行政

学校・行政との間で国家賠償責任訴訟
が行われ、

い。確かに現場を見ると、すぐ裏に避
難できる山があるにも関わらず、なぜ
逃げなかったのかという素朴な疑問が
起こる。さらに、助かった子どもも
「あの大川小学校の」と言われていじ
められたりしたという。どうして助か
った命を温かい気持ちで支え合おうと
しないのだろうかととても悲しく辛い
気持ちになった。
語り部は肉親を亡くした方が多い。
自分が感じたぬぐいようもない悲しみ
を一人でも多くの人が感じずにすむよ
う、助かった命をお互いが支え合うよ
バスツアーで震災の脅威を訴える、南

なお、ＪＡＦＳは今後とも、ＰＧＵ

う、心から願って語り続けている。
ツアーで植樹した木々が定着し育

願っている。

の社会貢献活動と連携していきたいと
月３日、宮城県南三陸町

三陸ホテル観洋の語り部・伊藤俊さん
＝

月２日、宮城県石巻

っていた＝

市上釜地区の誓いと伝承公園

24
2022年春
アジアネット149号

続ける大切さと成果を確認
東日本大震災
パナソニックグループ労働組合連合会（ＰＧＵ）とＪＡＦＳが連携して
月２・３両日、これまでの訪問先をＰＧＵ

２０１４年から 年まで計７回実施した東日本大震災復興支援スタディツ
アーの総括として２０２１年
（ＪＡＦＳスタッフ
れまでに植樹をしたり訪問した場所で

ＪＡＦＳは、震災直後から、宮城県
高柳町集会所、石巻市上釜地区（現在

ある＝上の地図。

南三陸町歌津地区で物資提供や炊き出
は誓いと伝承公園）、南三陸町海の見

しなどさまざまな活動をし、
立に向けた支援もしてきた。
当会法人会員であるＰＧＵは、

泊

ボランティアを行ったパナソニック仙
台工場、津波で大きな被害を受けなが

ツアーを行ってきた。計
に延べ２２５名の組合員が参加した。
・

石巻市釜石地区の北上川河口から約

助かった命を支え合いたい

販売をしている。

同ホテルでは、海の見える命の森の

「とにかく逃げて」語り部切々

ホテル観洋も訪問した。

らも多くの被災者を受け入れた南三陸

残念ながら、

総括する視察をした。訪れたのは、宮

した南三陸直売所みなさん館は、現在

年にオープン

写真が遺されており、涙なしには見ら

ｍもの津

ＪＡＦＳが支援して

あり、命の大切さ、とにかく逃げるこ

これまでに復興支援活動を行った東日本大震災被災地と、

年からは震災を風

名が

南三陸町旧防災対策庁舎は、屋上に

れなかった。

城県名取市・石巻市・南三陸町の、こ

植樹もしており、
化させないための語り部バスを年中無
休で運行している。
名中

も引き継いた職員が運営し、南三陸地

は、川を遡上した８・６ｍもの津波で

避難した職員
波で亡くなったところだ。最後まで一

域の農産物や海産物、お弁当やお惣

名中

10

に位置する震災遺構大川小学校で

に南三陸町議員に初当選した伊藤俊さ
人でも多くの職員を救おうと懸命な救

校庭にいた児童

74

名が犠牲になった。現在は大川震災伝

78

４

んが案内してくれた。伊藤さんは、奇

菜、お菓子、味噌、漬物などの製造・

今回は、ホテル社員で訪問２カ月前

との大切さを切々と語った。

今回、その後の復興状況を確認した訪問先

目の節目として、これまでのツアーを

10

20

防止のため中止となったが、震災

年

年はコロナ拡大

7

連携して

する取り組みをしており、ＪＡＦＳが

度から被災地を訪れ、地域をサポート

13

南三陸直売所みなさん館を設営し、自

12

回のツアー

2

える命の森の３カ所で行った。いずれ

年には

植えた木々が元気に根付く

援事業の状況などを確認した。

の鈴木克典副中央執行委員長、澤田茂中央執行委員とともに訪れ、復興支

12

19

21
12

東北支援事業報告

10
1

助活動を行って命を落とした人たちの

15

19
㎞

の賠償責任を認めた判決は記憶に新し

19

東北支援事業報告
アジアネット149号
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跡的に助かったお嬢さんがいることも

年からツ
14

日、宮城県南三陸町

12

12

2022年春

25

53

12

ＪＡＦＳが設立支援し、
月

3

アーで訪れてきた南三陸直売所みな
さん館＝

12

らも人の輪を広げ、いろんなイベント
をしたいと思っています。

鳥居 建十）

アジアの人々との相互理解と交
流を目指す第 回アジアン・チャ
日、大阪国際

リティ・フェスティバルをコロナ
禍の中、昨年 月

昨年９月から縁あって、岡山県備前
元美容室の家は

市の日生町に住むことになりました。

が、映画「セカイイチオイシイ
でも一番大きなお部屋をリフォームし

部屋もあり、その中

水」の上映会、留学生８名が日本
てホールにしました。

統芸のアトラクション、留学生を
サロンを

これまで大阪や奈良でやっていた歌声

まず、この地域に溶け込みたくて、

交えての輪投げ＝写真＝や椅子取
２～３人しか来られなかったのです

月から始めました。始めは

りなどの楽しいゲーム大会とビン
が、そのときのお客様がお母様・お友

催でき、困窮するアジアの留学生

貨販売など、予定通りの内容で開
皆様がひっきりなしにリクエストし

は、たくさんの方に来て頂きました。

達にもお声がけしてくださり、１月に

に喜びとするところであります。

通り達成できました。皆さんと共

きな声で歌ったのは」と言われ、たい

て「あ～何年ぶりかなぁ、こんなに大

月

日

天野 由紀代）

弾が

里山 プ
･ラごみ︙︙
ＳＤＧｓを考える

（枚方地区世話代表

とができれば、とワクワクしました。

しさでいっぱいになりました。これか

に入れて下さったりし、私たちもうれ

新入会員になって下さったり、募金箱

そう楽しんで頂けました。ＪＡＦＳの

渡邉 喜久次）

ＪＡＦＳ河内長野会長

（第６回実行委員長、

への支援金

万円も、当初の目的

ゴゲーム、

店舗によるアジア雑

ネルディスカッション、日本の伝

に来て感じたことを語り合ったパ

名）で、前年よりは減りました

参加者は１３０名（うち留学生

終始できました。

たが、まずは、事故もなく無事に

政から厳しい規制などがありまし

交流センターで開催しました。行

12

の暮らしから考えるＳＤＧｓ」。身近
なところでできることをＳＤＧｓから
考え、一人一人の行動につなげる機会
回は「馬を使った

SDGs in

になればとの願いを込めています。
第

」。講師の松川一人さ
SATOYAMA
んから「馬を林業や畑の耕作に活用
２ヵ月ぶりに開催できました。

方法で循環型の里山づくりをする中

日に１年

彼らに次回のＡＹＳに参加し、盛り上

参加し、ＪＡＦＳのネパール駐在員だ

で、持続可能性を見い出している。し

し、糞を堆肥化するなど、日本古来の

げて欲しいと感じました。

った中島彩華さんから、彼女が関わっ

準備も全てオンラインでしたため、

鮮でした。コロナで小さいエリアに居

を聞く機会が少ないので、とっても新

ができました。最近、海外の生の情報

りと積みあがっている報告を聞くこと

事業が順調かつ階段のようにしっか

「いま、プラスチック削減が求められ

もう一人の講師の北山みな美さんは

い」とのメッセージを頂きました。

ラスチックを使わないようにしてほし

に困っている。菜園でも農業資材にプ

から出てくることが頻繁にあり、処理

析し、アイデアを共有して課題を解決

運営との意思疎通や連携がうまくいか

がちになっている中、空間が広がった

きることを祈っています。

も恋しく思いました。次回は対面でで

始まることを知らされました。今現地

され、地域の人々のために近々設置が

ても、中島さんが関わった活動で活用

枚方地区が寄贈した水支援金につい

とのメッセージをもらいました。

ごろの処理方法に気を付けてほしい」

付き、さらなる悪影響が発生する。日

た。「プラスチックが他の物質と引っ

と人体への影響について話されまし

ました。

することの重要さを伝えることができ

なかった点もありましたが、無事終え

ように感じました。

（ＡＹＳユースリーダーチーム

にいる駐在員の方から完成報告を聴く

に、対面で開催していたときを、とて

林田 あい、加藤 百華、

熱田 典子）

機会を、次回のティーサロンで持つこ

（ＪＡＦＳスタッフ
深沢 凛子、杉元 あかり）

ている」と題し、プラスチックの環境
ることができて安堵しています。同時

人では思いつかなくても皆の視点で分

私たちはＡＹＳの経験を生かし、一

かし耕しているとプラスチックが土中

名が

29

26
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コロナ禍ニモ負ケズ︙︙
アジ フ･ェス 人が交流

（岡山県備前市
日生地区会会長

オンラインでワンフェスユース

10

ＳＤＧｓセミナー第

17

なるワンワールドフェスティバル
for

10

から始まりました。テーマは「私たち

2

高校生の国際協力／ＳＤＧｓ／多文
化共生のアクションの最初の一歩と

が 月 日に開かれまし
Youth 2021
た。アジアユースサミット（ＡＹＳ）

6

12

10
10

枚方ティーサロンを１月

2

JAFSプラザ
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30

ネパール報告にワクワク
た揚水事業の現状を聞きました。

画をうまく進めることができました。

校生が積極的に意見を出してくれ、企

ようにいきませんでした。ですが、高

ンライン開催だったため、交流が思う

全くつながりがない人たちによるオ

して、プログラムに参加しました。

の活動を発表して理解者を増やす場と

19

岡山に広げる歌声の輪
1

12
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15

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

新入会員ご紹介
ご入会感謝申し上げます。（敬称略・
月１日～２０２２年２月

音順）

日

●法人賛助会員
京都西南ロータリークラブ

岡村房子／荻原万紀子／奥村文子／小
野英俊／貝柄徹／垣鍔祐介／勝原慶子
／加藤昌彦／加藤美樹／鎌田公子／亀
谷真佐美／川口勝三／川崎隆二／川端
香織／河村徳次／川村幸正／河本朋子
／北川健治／木村征代／木元典子／小
出幸代／小阪勝／小島学／小谷正登／
小林煕子／小林陽子／昆文彦／笹原由
美子／真田朱美／澤智子／謝秀連／島
田真知子／下久保恵子／白山礼子／鈴
木禎子／聖母奉献修道会／関川温子／
髙橋弘美／髙橋幹雄／田口博國／竹内
泰子／竹原庸起子／田中佐苗／田中通
成／谷奥恵／谷口倫子／田宮節子／日
野西光尊／塚本善弘／月城文子／辻昌
子／辻益廣／鶴丸志ょう子／出口豊子
／友成陽子／友松千草／鳥井章司／中
岡浩司／中島節子／中村恵美子／中村
隆／仁井恭子／西田京子／八田磨／羽
田孝彦／日髙雪子／平岡由紀子／深井
正博／福間誠之／藤木茂／藤原克彦／
堀口節子／堀米弘子／牧和矢／松本和
子／眞鍋ミサ子／三里健一／水本裕子
／溝口清子／矢賀繁之／八木澄子／安
井映似／柳本京子／吉野甚平／霊松寺

村和佳奈／下村蓮実／新保崇浩／杉野
佳代／住友藍／関口淳／高橋恵／田所
英二郎／田中和子／谷口ちゑ子／谷澤
大介／谷野麻実／チャリティショップ
／筒井みゆき／外山裕之／中
KANAU
谷誠／西浦暢子／西澤純／西山美菜子
・千晶・敦記／根上真依／ＪＡＦＳネ
パールヘのかけ橋／畠山ひろみ／八田
磨／林茂雄／ピグマリオン学院奈良教
室／古川武／松並淳／的場義惠／眞鍋
ミサ子／三宅詩佳／武藤英利矢／森山
涼子／八尾眞弓／山内庸行／矢野佳代
／和田義次／
／ Ramon Vendrell Gali
渡辺治彦／渡部司
●一般寄付
ＪＡＦＳ事務局／芦屋クローバー会／
熱田親憙／大久保洋子／大橋一同／小
笠原良二／桒村壽子／コングラント㈱
／齋藤公代／櫻井紘哉／篠原勝弘／ソ
フトバンクつながる募金／チャリティ
ショップ KANAU
／ DINHHOANGLONG
／冨松英二／濱田美恵子／原田修一／
全国 PHP
友の会 PHP
思いやり運動／福
田湧也／藤原正昭／眞砂哲志／松原正
／宮野谷篤／村上公彦／森本榮三／安
田直史／湯川剛
●井戸指定寄付（募金箱より）
幾谷昌彦／吉田暢子／饒平名知幸
●井戸指定寄付
角英樹

京都橘ライオンズクラブ
●アジア・ネットワーク奨学会費
上野孝一／村上公彦／吉田俊朗
●アジア・フレンドシップ夢基金寄付
ＪＡＦＳ歩く会／日生地区会／村上公
彦
●アジア・子ども支援寄付
大石みどり
●インド・ムスカ村医療支援
仙野和子／東代清隆／奈良友の会／柗
江宏
● インド・ＨＩＶ子どもと家族支援会費
苗村登美子
●コスモニケタン指定寄付
伊奈徹／戸田恭子
●スリランカ・サルボダヤ支援会費
中西豊次
●ネパール・バイオガス寄付
設楽宏幸／人見秋夫
●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
●ネパール・地震被災者支援寄付
饒平名知幸
●ネパール・学校建設支援寄付
福永有花／横田美智子
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２０２１年
●社員会員
コリアンワールド代表 李相善
●里親会員
今野裕章／下村蓮実／能登秀美

日

音順）

●維持会員
在間緑／小野塚操／斉藤保／橋田政子
●賛助会員
髙橋文子／小笠原良二／中村隆

会費納入者、寄付・物品協力者
月１日～２０２２年２月

温かいご支援ありがとうございます。（敬称略・
２０２１年
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
明見睦子／足達新／伊藤誠／李相善／
岡田一／岡田光浩／川端勝／北垣俊一
／齋藤公代／高岸泰子／新田香織／端
無勝／平山隆史／松原正／薮内資子／
湯川剛
●法人賛助会費
（社福）一粒福祉会／㈱ウエストフィ
ールド／京都西南ロータリークラブ／
㈱グローアップ／子どもの平和と生存
のための童話館基金／寝屋川教会／パ
シフィックリードジャパン㈱／やすふ
く内科クリニック
●井戸積み立て
ＪＡＦＳぞうすいの会／ギャラリーい
ろはに／西宮友の会／パオン／ゆりか
ご幼稚園

JAFSは”誰もが生まれてきてよかったと思える社会の創造”を目指す団体として、

高山恵理子／谷口ちゑ子／谷畑正樹／
谷山好恵／田村康子／鶴岡陽子／手嶋
寛／寺西哲志／外山裕之／中嶋賢二／
中嶋多賀子／中島ヒロ子／中陣和悦／
永田文／中西豊次／中野為夫 桂
･ 子／
永濱悟／西岡万里／西川信一／仁科浩
／野口博司／橋田政子／畠山ひろみ／
畠山房子／林和子／姫野佐智子／福田
平司／福西礼子／房本晃／藤木茂／古
川武／前川匠／眞砂哲志／松岡利成／
松田勝也／松原洋子／宮山聡／妙代和
也／村上泰代／山路英子／山田明子／
横山昌三／吉田準・聖子／米田典子／
和田征子
●フィリピン・教育支援寄付
ＪＡＦＳハルハロ
●フィリピン・ストリートチルドレン
指定寄付

born. As such an organization, we will send the above message.

●井戸建設支援
〇ネパール
東代清隆／㈱エムピ
〇カンボジア

JAFS/AFS is aiming to create the society where everyone is glad that we were

●里親会費
赤石尚子／明見睦子／浅香真理子／幾
谷眞規子／岩田史子／梅本仁美／大島
久子／大畑直之／大林昌子／大平英明
・さゆり・こはる・ほのか／小笠原
喜照／海津加代子／加藤美樹／ＪＡ
ＦＳ関東／印牧武人／川端香織／北
畑哲治／北村晏一／木村千鶴／木村
征 代 ／ 小 谷 正 登 ／ 小 林 剛 ／ Compass
／佐藤雅美／謝秀連／島
Tokyo Japan

as one community sharing a common destiny on the earth.

●賛助会費
赤石尚子／浅野敏弘／浅野直人／有山
英里／石井奈那／井上松月／今枝ゆか
り／入江保夫／宇田和博／打越道夫／
太田愛子／大野篤一郎／小笠原良二／

●集めるキャンペーン（外貨）
宇田和博／渡辺治彦

Facing the crisis in Ukraine, let's pray for peace and justice now,

●維持会費
青木洋介／在間緑／家本英里／池田時
造／石井琢也／石澤千恵子／石田美咲
／伊藤勝／稲垣三千穂／稲富美穂／井
上賢／岩田芳晴／内田俊彦／大野典子
／岡本修／尾上禮子／蔭山征宣／籠島
慎二／印牧武人／河上晃浩／川添稔／
菊扇弘子／北田勝／楠井喜代治／古賀
暢子／小林与子／斉藤保／坂本任司／
澤田靖子／塩尻加代子／實一穂／嶋元
純夫／正法地圭／正法地由紀子／白神
博子／末永雅典／杉野佳代／須藤敏浩
／瀬戸川弘子／袖山良一／高橋研造／

金井英夫
●フレンドシップ国際基金
辻本選子／出口貴之／鳥居建十／橋本
隆／法花敏郎／毛利吉男／山本宏昭／
吉田俊朗
●ブルーオーシャンプロジェクト
川本裕子／渡辺治彦
●地球幸せ募金
小代利子
●東日本大震災復興支援寄付
元橋亮治
●ラオス学生寮指定寄付
高瀬稔彦／渡辺治彦

今こそ平和を祈りましょう
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禎子／大橋一同／大本和子／岡田英里
子／岡田経子／岡本朋子／岡本佳子／
尾﨑幸子／小原弘信／小原純子／粕谷
香代子／勝成忠／加藤弘量／カトリッ
ク教会瑞浪／鎌田重明／川村忠／菊池
哲也／岸久子／北岡幸子／吉祥院／木
野友義／高松雅／木村依江／京都暁星
高等学校／清原浩子／葛谷友子／後藤
理紗／近藤朋子／斎藤芙美子／齋藤正
健／佐々木茂／佐藤正明／佐藤満昭／
佐藤理香／澤田武憲／芝﨑末廣／柴田
治男／柴谷享一郎／澁澤伸英／島津博
義／和田康圓／正法地由紀子／勝楽寺
／新谷百代／新羅和子／末永雅典／須
賀川教会／菅原芳徳／杉本圭次朗／瀬
尻芳子／仙台北教会／大妙寺／髙木光
子／高瀬稔彦／髙瀬みよ子／高宮寿子
／田川久美／瀧川真紀／田口裕子／田
中衣子／谷阪洋子／玉置拓／玉木町子
／地本英子／出口和子／寺山正道／東
代清隆／藤間孝子／藤間剛／戸田恭子
／中島和子／中嶋啓子／中島繁／中島
裕子／中谷誠／中野為夫 桂
･ 子／中山
康夫／那須トラピスト修道院／西川龍
夫／西田京子／西田貞之／西平久子／
西村節子／西本悦子／英由季／浜口啓
子／濱田美恵子／原田和幸／春重祺子
／福西礼子／藤原克彦／藤原正昭／藤
原増子／船戸康夫／麓忠司／古谷佳世
子／舳松志津子／法蔵寺／法花敏郎／
堀口節子／本庄紀子／本田享道／前田
みどり／前田美保子／松岡利成／松野
光伸／松本勝正／水城会計事務所／水
嶋勉／溝口清子／宮古聖ヤコブ教会／
宮地文子／村口ミヨ子／村田恭仁子／
毛利吉男／森﨑律子／森下正志／森田
康代／八木健次／安井映似／安里佳世
子／山口かをる／山下玉英／山田穂積
／山野和子／山本恵眞／山本晴子／湯
浅洋子／脇家崇夫／和田一成／渡辺荘
六／渡辺治彦

ウクライナの危機を目にして 運命共同体の地球

28 50
28

●物品・日用品等
今井利子／高橋美也子

このメッセージを出させていただきます。

新会員紹介・領収報告
新会員紹介・領収報告
アジアネット149号
2022年春
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●新型コロナウイルス緊急募金
〇アジアの子どもたち支援・国内留学
生支援
アジアンチャリティフェスティバル実
行委員会／阿部恩／安藤謙治／石泉ふ
れあい味噌工房／内海陽子／梅本隆司
・富実子／戎野博太郎／大隈章・禎子
／大阪聖アンデレ教会／小川富／柏原
允子／恵愛保育所／輿水飛鳥／斉藤理
美／設楽宏幸／仙野和子／高瀬稔彦／
竹田裕子／東代清隆／ドミニコ会聖ヨ
ゼフ修道院／豊中友の会／中須賀敬子
／中村光一／奈良友の会／日本コイノ
ニア福祉会／㈱野口殖産／畑谷幸一／
林和子／東野栄子／平野千晴／福西礼
子／細谷泉夫／柳原富美子／山口幸子
／友愛幼稚園／横井百合子／レデンプ
トリスチン修道院
●フィリピン・台風被災者支援寄付
秋山タカ子／穐山常男／浅野直人／安
宅義人／天津貴志／天野紀／池田ミオ
子／池田美奈子／井坂猛／石原基義／
一瀬由起子／伊藤亮三／伊奈徹／岩田
芳晴／岩本郁子／宇田和博／大隈章・

ウクライナの危機に対するJAFSからのメッセージ

12
12

「おしん」を見て日本にあこがれる
私はバングラデシュの農村で、３０
人兄弟の６番目と

い、同国出身の仲間を募って、バング

彼らの悩みを聞いて役に立ちたいと思

って自らの命を絶ってしまった。貧し
ラデシュのお祭り（犠牲祭、独立記念

い彼らを殴ってしまい、自己嫌悪に陥
くて葬儀も満足に行えなかった。日本
日、国際母語ディなど）を行い、２０

格差を訴え 日本語弁論大会で優勝

では賞味期限の切れた食べ物を処分し
２０年にはＮＰＯ法人関西バングラデ

年、留学

生を対象にしたＮＨＫ大阪放送局主催
ているが、これがあれば、バングラデ

城西国際大学１年だった
の日本語弁論大会の募集を知り、２千
シュ協会を設立しました。
コロナ禍で困窮している留学生のた

シュ人は十分、生活できる。同じ人間
なのに、この差はなんなのだろう。涙
めに各地の自治体と交渉し、留学生は

字の原稿を手書きして応募したとこ
名が出場した大
が出そうになった」というものです。

っていたプライドもすべて捨てて日本

もる様子がよく見えました。季節を問わず、雀も
ること。山や空も見え、隣の畑の緑が目に入りま

集まっていました。トマトやなす、大根など色々
す。畑地の半分は手つかずで自然まかせでした。

な野菜を目にするのも楽しかったものです。

この小さな自然が、なくなってしまいました。
は、やがて亡くなられ、相続した息子さんが週末

相続した息子さんも高齢になられ、宅地として売
に来られるようになりました。畑を続けられたの

りに出されたのです。業者さんと共に下見に来る
は、宅地より農地が固定資産税が安いこともある

人も現れ、お気に入りの環境がピンチ！というわ
でしょう。もう一つは、その畑地もわが家も周辺

けで、隣に家が建つよりは駐車場にしようとわが
も、元はその方の農地だったので、大部分を手放

家で購入。駐車場にするまでの短期でも、固定資
しても、最後の一角だけでも先祖からの農地とし

産税や草刈作業の負担、またごみの投棄も一度あ

からわきあがる“夏の夜のにおい”が心地好かった

ですので、ぜひお越しください。

大阪国際交流センターで開催する予定

21

集

後

柿島 裕）

記
さん︑コロナ禍お疲れ様で
す︒こういう時こそ︑心を

クライナの国旗︒青色は

ね︒（金）

心が安らぐかも︒でも難しいです

心がけてはいかがですか︒少しは

しい事があれば︑人にするように

優しくし︑一つでも自分がしてほ

皆

編

（まとめ＝ＪＡＦＳスタッフ

三菱UFJ銀行中之島支店 普通1007011

スクして我と汝でありしか
年前︑海外に留学

な︒俳人︑高浜虚子にこん
な句がある︒

する門人の送別会の席︒感染予防

85

マ

を世界を殺さないで︒（川）

の思いは同じ︒平和な暮らしを国

和への思いになじみます︒大多数

きます︒平穏で澄んだ気配が︑平

を表すという説が︑心にしっくり

空︑黄色は豊かに実る小麦

ウ

された思いです︒（敏）
末の大阪・北新地の診療所

然ミサイルが飛来し幸せな

元気な返信に安堵した︒（督）

は看護師と一緒︒心配ご無用﹂︒

ール︒﹁患者は皆顔見知り︒往診

開業の親友に﹁気をつけて﹂とメ

身する医師の受難が続く︒故郷で

放火はじめ︑地域医療に献

年

の意思表示︑支援寄付を︒（和）

いけない︒ロシア非難・戦争反対

ばかりか︒こんな暴挙を許しては

国民の悲しみ・不安・恐怖はいか

われるかもしれない︱ウクライナ

生活が破壊された︱国を奪

突

30
2022年春

０万人が犠牲となった独立戦争の最中
の１９７２年に、
して生まれました。
小さい頃、日本は最先端技術が進ん
ろ、予選を通過し、
会で優勝しました。
万円借りられ

る緊急小口資金を利用できるように尽

対象外だった無利子で

学生スピーチ
力しました。お金だけでなく、進学や

城西大の留
コンテストで
就職の相談にも応えています。
留学生はずっと日本に住み続けたい
希望を持っていますが、日本語能力の
問題もあり、就職でとても苦労してい
ます。その世話もしています。これか
らもＪＡＦＳと協力して留学生を支援
していきたいと願っています。
３月に自著﹃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。書名は、銭湯に行ったとき、番台
のおばさんに「パンツを脱ぎなさい」
と言われた経験に由来しています。パ

は毎日新聞社賞を受賞。千葉県東金市

人になった衝撃の瞬間だったのです。

空いているので窓から日光が入り、外が眺められ

アジアネット149号

でいて、努力家を育てる国であること
を知りました。テレビドラマ「おし
ん」を見て、日本に
行けば努力家になれ日本に来た留学生の支援が生きがい
ると思い、高校卒業
後、家族の支援を受
け、その夢を実現し
ました。
１９９４年に来日
して最初は、埼玉県
春日部市の日本工業
大学留学生別科で１
年半、日本語を勉強
し、アルバイトしな
がら頑張りました。
その後、千葉の城西
国際大学人文学部に
入学し、起業につい
て勉強しました。卒
スラム街で起きた自殺事件をもとに
の広報誌には私が書いた「水と緑の国

ンツを脱ぐと涙がボロボロあふれ、持

「我々は人間ですか」と問いかけた内
バングラデシュ」が１年間毎月連載さ

声が耳にやさしく聞こえました。冬は雪が降り積

活躍するアジアン

業後は一時帰国した後、千葉大学大学

容です。「３人の幼い子を持つ若い母
れました。

種々の蝶ちょが飛んでいました。夏は、夏草と土

院経営学部博士前期課程で企業マネジ
ハクキンカイロ株式会社貿易部に２
が、出会った年配の男性から食料と引
衝撃だった「パンツを脱ぎなさい」

引越した頃に畑の世話をしていたおじいさん

メントの勉強をしました。
００２年に入社し、現在は海外事業部
き換えに体を求められたが、拒否し
今、最も力を入れているのが、バン

畑地でした。家を購入した決め手の一つが、隣が

日に

で主に欧州向けの輸出を担当していま
た。食料なしで帰った母を飢えた子ど

です。赤とんぼが飛ぶと秋が始まり、夜には虫の

本書の出版記念講演会を５月

す。バングラデシュ人の妻と２人の子

50,000円

（JAFSスタッフ 川本 裕子）

グラデシュからの留学生の支援です。

で地面が緑色に染まり、野の花がたくさん咲き、

入会ご案内

Ｅ．法人賛助会費 年額１口

ずかな草むらからでも聞こえてきますように。

もたちが責めた。母は思わず、悪くな

もらいました。４月の今、例年なら、草の芽吹き

皆さまが会員となってサポー
トしてくださることで、安定し

20,000円

も、もう緑にはなりません。今年の秋、虫の声を

守れなかった小さな自然
四季に応じて、色々な草花や虫たちを楽しませて

プロジェクト一覧もぜひ確認ください。
郵便振込 00960-6-10835

にマスクをつける日本人の律儀な

年額１口
Ｄ．団体会費

まったな～と思いを巡らせています。春になって

と大阪で生活しています。

どれぐらい聞くことができるでしょう？周辺のわ

20

11

96
土の中の卵は、アスファルトの下に埋められてし
最後に残った隣の小さい畑から、私もこれまで

利用いただけます。進行中のアジア支援

た活動計画ができます。継続し

1,000円

しまいました。あの虫たちはどうなったかな～？
漬けを作る学習をしています。

環境コラム

ジャケルさんの著書表紙

20
を身を持って経験し、今回は自然破壊側に回って
種をまき、２年生の春に菜の花を収穫して菜の花

付くださる際は、HPの寄付ページをご

会費・寄付の振り込み先
年額１口

コスト(経済･労力)と環境のバランスの難しさ
小学校では、農家の協力を得て、１年生の秋に菜

います。JAFSにクレジット決済でご寄

習慣が連綿と続いているのを知ら

Ｃ．ジュニア会費（高校生まで）

し、生きものの生育環境を奪ってしまいました。
したが、地域の伝統的な農産加工品です。地元の

スやイベント情報を、こまめに発信して

た活動をしていくためにも、ご

（月額600 円＝振込手数料含む）

自然を残すのを望みつつ、現実問題としては致し
昔は春になると一面の菜の花畑だったそうで

ていますか？すぐにお伝えしたいニュー

協力をお願いいたします。
（月額1,000 円）

方ないと心痛く感じながら、この小さな自然を壊
す。菜の花漬けは、今では作る人が少なくなりま

HP（https://jafs.or.jp）をご覧いただい
6,000円
年額１口
Ｂ．賛助会費

アジアネット149号
2022年春

31

マホメッド・ジャケルさん
（バングラデシュ）
り、面倒を見るのは何かと大変でした。ですから
て守っておられるのかなと想像していました。

ＨＰもぜひご覧ください
12,000円
年額１口
Ａ．維持会費

すずめ

わが家の東隣は、25年前に引越して以来ずっと

コロナによる休校中、家の手伝いで家

畜の世話をするパダトラ小学校の生徒

＝インド、マハラシュトラ州ガッチロ

㌻に特集「コロナ禍の中

学びの最前線、工夫と苦悩」

◀表紙の写真
倒壊した家の前でぼう然

とする被災者女性。台風ライがフィリピ

ンを襲い、中南部の島々に大きな被害を

㌻に現地支援活動の報告

及ぼした＝アンティーケ州パンダン町。

～

14

リ県。４～

で⑧
12

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

郵便振替 00960-6-10835
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