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▶ジャイチ事務所から望む
美ヶ原

◆学校支援は
レカリ・バシファント学
校の公立校への移管は︑学
校︑運営委員会及び政府関
係者のご努力により順調に
行われています︒これまで
関わってきたジャイチの支
援と協力への感謝をいただ
くとともに︑これからも︑
﹁産みの親﹂として暖かく
見守って欲しいとの願いが
寄せられています︒
カカニ・ブライター学校
では︑現在八学年まで︑幼
稚園二クラスを含めると十
ク ラ ス の 三０ ０ 名 が 学 ん で
います︒父兄からは︑十年
生までの教育を受けさせた
いとの要望が強く︑そのた
めの教室が必要としてジャ
イチへの支援が望まれてい
ます︒

雪化粧をした美ヶ原の山並みも︑ヒマラヤに劣らぬ美観
を見せています︒
昨年は︑引き続いての災害に加えて世界的な経済の減速
と厳しい社会情勢に遭遇しました︒まだまだ︑回復までに
は時間が必要になるといわれていますが︑私たちの中に
﹁絆﹂の大切さが再認識されるようになりました︒
派手な暮らしには縁遠くとも︑共に支え合いながら懸命
に暮らしているネパールの人たちの姿に学びながら︑本年
も皆様と共に︑ネパールの発展に少しでも力添えできるよ
う知恵を絞っていきたいと思います︒
皆様の変わらぬご支援をよろしくお願いいたします︒

今 日 の ジャイ チ

公益財団法人 日本農業研修場協力団
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JAITIとは、
「公益財団法人日本農業研修場協力団」の英文、
Japanese Agricultural Inservice Training Institute Foundation
の頭文字の略で「ジャイチ」と呼びます。1989年、農業を
生活基盤とする、開発途上国の農村地域社会の人々が、「生
きる根幹」の食料を安定確保することで、生活の中に基礎
的な教育と公衆衛生に目を向けるゆとりを持ち、健康で、
自立心豊かな地球上の「友」になることを願って、活動が
展開されています。

昨年も大勢の支援者の皆
さんが学校を訪れ︑学校の
様子を見ていただいたり先
生︑生徒と楽しく交流の時
間を過ごされ︑大変喜ばれ
ました︒
◆農業支援は
ネパールの農民からの強
い希望もあり︑再度︑土屋
興亜さんに農業技術指導を
お願いします︒二十三年度
JICAの支援事業も活用
しながら︑ムスタン郡ツク
チェなどの農家の指導にご
尽力いただく予定です︒
◆スタディーツアーは
昨年度に引き続き計画い
たしましたが︑昨今の情勢
からか︑希望者が極めて少
数となってしまったことか
ら︑実施を見合わせまし
た︒希望された皆さんには
大変ご迷惑をおかけしまし
たが︑本年は︑大勢の皆さ
んが参加されることを期待
しています︒

事務局長

初めてのネパール記

十一月二十二日から二週
間程︑初めてのネパール訪
問の機会をいただくことが
できました︒ネパールで
は︑新憲法の制定がずれ込
み︑政治が十分に機能をし
ていない状況もあって︑
時々︑政府への抗議活動
︵ バンダ ︶などの実施が報道
されていますが︑徐々にで
はあるものの︑平和への道
筋が見えつつあるようで
す ︒︵ ※
三Ｐ ネパール情報
参照︶
人と車がひしめくカトマ
ンズの市街︑狭小な農地で
力強く暮らす山岳部の農民
たち︑そしてどの町でも元
気よく学校に登校する子供
たちの姿が多いことなどな
ど︑そして︑庶民的目線で
見たとき︑まず︑ゴミの多
さにびっくり︑道路も川も
ゴミの山︒都市部の川は既
に死の川と化し︑あのヒマ
ラヤの清流は水の色を失っ
ていました︒また︑道路に
は車が溢れ︑交通ルールは
運転者同士の阿吽の呼吸で
保たれるような︑言ってみ
れば︑これって何でも有
り？私の第一印象でした︒
携帯電話やインターネッ
トが急速に普及し農村部で
もテレビが見られるように
▲滝 和美先生11月学校訪問
持参した縄跳びで楽しく交流

なり︑生活が向上している
部分もある反面︑物価が高
騰してきており︑経済的な
問題も出ているようです︒
ネパールも教育熱の高ま
りから︑いたるところで学
校を目にします︒政府の設
置によるもの︑世界各地の
支援によって設置されてい
るもの︑その中で︑ジャイ
チが支援者のご厚意のもと
に運営されているレカリ・
バシファント校︑ブライ
ター校は教育の質︑レベル
も高い評価を受けていま
す︒やがて︑卒業生らの社
会活動によって新しいネ
パールが形成されていくこ
とでしょう︒日本の学校か
ら見たら決して充実した教
育環境にはないネパールの

教室で︑真剣に学ぶ学生た
ちの目差しに望みを託した
いものです︒
︵事務局長丸山敏和︶

▶レカリ・バシファント学校の
スタッフとミーティング
左端が私です

しジャイチはこれからの建

徒の授業料からです︒しか

ピーです︒これはすべて生

二百四十八万一千七百ル

なのに今年の収入はすでに

四十一万二千八十三ルピー

生︶が必要です︒皆様のご

︵来年度からの九・十年

をしています︒あと二教室

では︑十年制を目標に運営

カカニ・ブライター学校

お 願い

ても驚き感動しました︒そ

穴の中の形︑実際のコウモ

しました︒次にコウモリ洞

フ ィ ッ シ ュ テ ー ル 山 を 見学

日の出︑アンナプルナ山︑

の山︑サランコットへ行き

らポカラのビューポイント

得る事が出来

化的な知識を

な歴史的︑文

はそこで色ん

た︒学生たち

を訪問しまし

たちはゴルカ

三日目に私

ました︒ゴル

シャハ王様の

れから︑マヘンドラ洞穴へ

誕生場所・お

ビナラヤン
行き︑八台のボートでフェ

カでプリティ

ワ湖の中央にあるお寺をお

感動し︑当時

城を見て大変

お参りした後︑フェワ湖へ

リとコウモリの数を見てと

スタント三人︵一人バスド

参りしながら一時間以上も

勇敢さ︑その

のゴルカ兵の

ルを統合した

王様がネパー

私たちはポカラの深いセ
たくさん撮り︑ポカラの色

どポカラで過ごしました︒

は歌を歌ったり︑踊った

学生たちは旅行以外の時間

り︑団体的な活動したり︑

ことを学びました︒ゴルカ

今回の見学旅行に参加し

それから社会勉強と環境に

でも一泊しました︒

た学生の人数は五〇人で︑

も嬉しく思いました︒次の
方六時三〇分まで自由行動

女子二八人・男子は二二

日は︑朝五時三〇分から夕

んな場所︑景色を見てとて

ティ川も見ました︒写真も

滞在しました︒

行き︑その中にあるお寺も

支援をお願いします︒

る必要があります︒

設工事計画の施設に支援す
現在教師たち一三人︵女

ジャイチはカカニブライ
ヘルパー二人︶います︒生

ライバー＋アシスタント︑

子 七 人 と 男 子 六 人 ︶︑ ア シ

営者に非常に誇りを持って
七 一 人 ・ 女 子 一 二 九 人 ︶︒

徒人数は三〇〇人︵男子二
教育の質も高いです︒ヌワ

前記の者たちが学校の運営
コット郡の中で興味を引く
教育事務所がこの学校を一

学校になっています︒郡の

ました︒彼らはジャイチの
所懸命頑張っています︒先
ています︒来年度は︑九年

つのモデル学校として認め
生が増えるのでもう一つ教

ジャイチの支援でバスを
買った後︑学生の人数も増

しました︒

で︑自分の必要な買い物も
旅行の目的は︑教科書に

学校がその建設費を支援し

関する大事なプロジェクト

室を作る必要があります︒

を計画し楽しみました︒

学校運営の全ての経費が間

人︒そして︑先生

ません︒経費の予算は二百

︵ビムラル・グルン︶

は女子四人と男子

期間…2011年10月の21日から24日の3泊4日

んな場所を見て体験し︑勉

経費の出所…SMCCと学生福祉基金（学生の積立金）

ない知識の体験をする︒色

参加したクラス…9と10年生、先生数人

てくれる支援者を探してい

旅行先…ポカラとゴルカ

ます︒

学生たちの見学旅行

今年度の予算では現在では

レカリバシファント学校

に合うようになりました︒

え︑同時に収入も増えて︑

生たちの個人的な投資と

指導︑指示で学校運営に一

に責任を感じるようになり

います︒なぜならば︑最近

ター学校の先生たち及び経

バスとホステル
経営で
カカニブライター
学校は自活へ

パークも見学し︑四日目の

帰路︑予定通りヘタウダ

午後六時に学校へ戻ってき

のサヒッド・スマラク・

体に分かれて見学

九人でした︒私た
化︑習慣︑歴史的な知識︑

し︑この旅行のた

のバスはとても快

げていました︒そ

監督で︑学生全員が訪問場

した︒きちんとした案内と

しく︑思い出の残る旅行で

この見学旅行はとても楽

ました︒

適で贅沢なバスで

︵先生記︶

とが出来ました︒

所から有効な知識を得るこ

の旅行は︑ほとん

私たちの四日間

した︒

コーチバスを借上

めに一台ボルボ

ちはいくつもの団
▲貸切りバスでポカラ・ゴルカを移動、
思い出に残る旅行となった

強に反映させる︒様々な文

ニ寺院をお参りし︑それか

ガ神様で有名なビンダバシ

私たちはポカラのドウル

◆訪問記

る能力が高まるなどです︒

験・知識を得ることで教え

先生たちも学生と同じ体

等の知識を取得する︒又︑

服装︑言葉︑社会的な人生
狭いながらも仲良く学ぶ

▲７年生の教室

ジャイチは資金を渡してい

▲ブライター学校の寮内（ホステル）

（2）
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所得税法、法人税法の優遇措置
公益財団法人は、すべて税制上の特定公益増進法人となり、寄附
していただいた金額は、下記の寄附金優遇措置の対象となります。
●個人の方が支出する寄附金の場合
所得税について ①．②のいずれかを選択してください。
①所得控除
その年中に支出した寄附金の合計額より2千円を差し引いた金
額が総所得金額等、退職所得金額又は山林所得金額より控除でき
ます。（但し支出した寄附金の合計額がその年分の所得金額の
40％を超える場合は所得金額の40％を限度とします。）

寄附金の金額についての規定はありません。お一人お一人ご自
分でお決め下さいますようお願い申し上げます。
郵便振替・銀行振込での募金
■お振込先

◎郵便振替
◎銀行振込

00510−4−65434
八十二銀行 丸子支店 （普）420577
口座名 公益財団法人 日本農業研修場協力団

︿群馬県﹀

橘真智子

新たに大きい費用のかかる事業を計画した時に、その応援費用と
して確保することを目的としています。
■特定の事業において、資金が必要なときに皆様にお願いのお知ら
せをさせていただきます。

順不同 敬称略

︿埼玉県﹀

小澤昭信︑小野美津男︑加

藤美恵子︑斉藤節子︑須田

清︑坪田美恵子︑春木宏介︑

藤井英雄︑本庄東高等学校

生徒会

特定寄附金の募集

②税額控除
その年中に支出した寄附金の合計額より2千円を差し引いた金
額の40％が所得税額から控除されます。（但し支出した寄附金の
合計額がその年分の所得金額の40％を超える場合は所得金額の
40％を限度とします。）ジャイチよりお送りする「税額控除に係
る証明書の写し」を申告書に添付してください。
住民税について
その年中に支出した寄附金の合計額より５千円を差し引いた金
額に控除率を掛けた金額が所得金額より控除できます。（但し支
出した寄附金の合計額がその年分の所得金額の30％を超える場合
は所得金額の30％を限度とします。）
尚、住民税の寄附金控除の対象は各県又は市町村の条例で指定
された寄附金のみが対象となりますのでご注意ください。
上記優遇措置を受けるには基本、確定申告が必要です。
（税法の改正等がありますので、詳細は税務署にお問い合わせください。）
●法人の方が支出する寄附金の場合
一般の寄附金とは別枠として{（ 資本金×0.25％＋課税所得×
5％）÷2}の金額が損金算入されます。
申告書の記載等、一定要件を満たす必要があります。
●遺産相続時による寄附
遺産相続した方が遺産の一部を寄附した場合、寄附金額全額
が、課税対象金額より除外されます。

日迄

ホテルサンセッ

専念寺︑高橋節子︑吉田季

︿千葉県﹀

子

︿東京都﹀

池田圭伸︑石田昭夫︑今井

正史︑大田原房子︑大和田

一紘︑河野節子︑鎌倉恵子︑

黒田秀基︑木村慈子︑新海

博︑野村明賢︑正田英子︑

松田重箕︑守谷照美

︿神奈川県﹀

井上秀夫︑柴田初子

︿山梨県﹀

高田清一

︿長野県﹀

株式会社アオヤギ印刷︑市

村光志︑有限会社うずら家

徳武敏幸︑内山富之︑小山

田秀士︑金子元昭︑菊池健

介︑黒沢勇人︑髙本洋子︑

小林暁︑小林淳︑小林展子︑

小林公治︑齋藤敏︑澤山啓

司︑鈴木佳代︑国際交流フェ

スティバルｉｎ ＳＡＫＵ︑

竹内克彦︑武田順治︑土屋

信子︑株式会社長門牧場代

表取締役小林久雄︑長野県

連合青果株式会社︑中村彰︑

ジャイチの基本的財源として
一般寄附とは、皆様よりいただいた寄附金を、ジャイチの公益活
動を維持・継続していくための財源として、受け入れるものです。
寄附金の用途・内容については、ホームページ記載の決算書等によ
り、皆様にお知らせ致します。
その中より余剰資金が発生した場合は、今までどおり基金として
繰り入れいたします。基金は、投資信託、外債、国債などで運用
し、その果実（利息）でジャイチの財源を安定させ、ジャイチの活
動をよりいっそう強固な活動につなげることが出来ます。

日〜2011年 月

ネパール

この六ヶ月の間に︑左記の方々より︑
ご支援を戴きました︒お礼申し上げます︒

21

ご寄附のお願い
ジャイチの活動を何時も心に留めて下さり、感謝申し上げます。
皆様方からのご寄附に対し、所得税法・法人税法上の優遇措置を
受けることができます。以下に説明致しますので、今後ともご協力
をお願い申し上げます。

2011年 月

６

︿海外﹀

トビュー・アルジュン・シ

ン／紘子・トラチャン︑ウッ

ご協力有難うございました

◆ 人的協力

安藤雅子︑滝和美・三希子︑

タム・タパ

絵：マン「厳寒期のシラミとり」

︿東京都﹀

田山豊實

︿神奈川県﹀

小林みよ子

︿長野県﹀

◆ 基金・維持費・事業費

︿北海道﹀

泉︑須藤節子︑滝和美︑中

あーすの会︑臼井千鶴子︑

小野倫夫︑中川洋子︑長嶋

嶌いづみ︑西岡巌︑西重正

柿島明子︑菊池健介︑株式

会社北澤土建︑近藤美代子︑

聡・みどり

︿宮城県﹀

櫻井功一︑有限会社佐藤新

聞店︑有限会社大和印刷︑

︿福島県﹀

森甲志

︑根岸

岡村健

︿栃木県﹀

大橋啓子・秀允︑森聖哉

田村佳織︑田村由紀子︑長

野合同経理センタ

厚次・真貴子︑松久よし子

︿愛知県﹀

小薗四男︑山越千恵子

｜

2012年1月
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崎哲至
︿和歌山県﹀

山越千恵子

三希子︑

小薗四男︑滝和美・

大和田ナヲ子︑

︵ネパールへ直接︶

平尾紀美子

︿佐賀県﹀

前田和美

︿高知県﹀

丸尾信

︿兵庫県﹀

株式会社かんぽう

︿大阪府﹀

苗村善和

︿愛知県﹀
中前孝啓

︿滋賀県﹀

中村由美子︑有限会社花岡
浅井延子︑伊藤正裕︑尾上
︿山口県﹀

川島実︑滝和美・三希子

代表取締役花岡かつ子︑増
昇︑加藤武彦︑神田孝子︑

︿北海道﹀

◆ 寄附品

・ジャイチネパールへ直接

田シゲミ︑松林進︑松久よ
藤原純子︑本庄周子︑安田
医療法人おおの小児矯正歯

玉岡昇治

し子︑国際交流フェスティ

科理事長大野秀夫

︿兵庫県﹀

バルｉｎ ＭＡＲＵＫＯ︑宮
美奈子

河田三千子︑菊池隆司・隆子
︿埼玉県﹀

市川薫︑小野塚厳︑棧康子︑

︿東京都﹀

青木洋︑鎬惠子︑紅谷均

︿千葉県﹀

南場宏子

︿群馬県﹀

山下きよし
福吉功

馬場友子

︿福岡県﹀

︿滋賀県﹀
岩戸開治︑岡田千尋

ジャイチ事務所寄付金箱
︿京都府﹀

澤令行︑宮下静子︑依田保︑

帯瀬憲五︑小森修

︿新潟県﹀

ウッタム・タパ

︿鹿児島県﹀

す︒日本で日本語を勉強し

田中伊三雄

伊熊武夫︑宇佐美慶一︑宮

今回︑日本には今年の三

て︑日本語を使える仕事を
ネパールでしたいです︒観

月三十一日に来日しまし
た︒三月十一日の東北大震

す︒ですから今︑とても頑

ネパールの子供達に文具を

光の仕事を目指していま

なく不安はありましたが︑

張っています︒目的に向

届ける会︑山縣敏子︑山田

災の後でしたので︑なんと
来てからは何の問題もな

かって毎日学校に通ってい

まゆみ

ます︒

Maruko（長野県上田市）

これからも宜しくお願いし

く︑今は東京工学院日本語

ます︒そして︑アルバイト

Saku（長野県佐久市）

in

ありがとうございました︒

学校に通っています︒学校

もしています︒夜︑クロネ

上村陽子︑鈴木規子︑橋本

in

・国際交流フェスティバル

鎌倉惠子︑小山美恵子︑坂

の授業は︑午前九時半から

コヤマトで︑一週間二十八

敬子
あーすの会︑市川恵美子︑

︿長野県﹀
有限会社美ヶ原燃料︑臼井
千鶴子︑菊池健介・道子︑
国際交流フェスティバルｉ
印刷︑滝沢英子︑田村佳織︑

ｎ Ｓａ ｋｕ ︑有限会社大和
田村由紀子︑長門郵便局︑
舟木公栄︑松久よし子︑宮
下静子︑山崎さち︑依田窪
南部中学校

・国際交流フェスティバル

本千春︑滝和美︑泰洋薬局︑

午後三時一〇分までです︒

ですが︑がんばります︒

時間︑やっています︒大変

︿神奈川県﹀

神 田 に あ る ド ミ トリ ー ︵ 一

留学している間に︑いろ

部屋に数人で居住︶に住ん
でいます︒

ジャイチの小林みよ子・剛

い ろ 市 川 薫 さ ん ︵ 里 親 ︶︑

は︑もっときちんとした日

様︑そして他にも多くの

今回日本に来た私の目的
本語を覚えたいからです︒

す︒みなさまに︑感謝をし

人々のお世話になっていま
本 語 能 力 試 験 のＮ ０ １ を 取

ています︒本当にありがと

もっと漢字を勉強して︑日
りたいです︒今は漢字に力

でお世話になったジャイチ

うございます︒最後に今ま
に本 当 に 心 か ら 感 謝 し ま

す︒今年の十二月四日にと

す︒

浅井延子︑後藤康洋︑松本

︿愛知県﹀

（長野県佐久市）

・あーすの会

を入れて勉強をしていま

年七月には日本語能力試験

︵ 二〇一一年一二月 ︶

り あ え ずＮ ０ ２ を 受 け ︑ 来
のＮ０１を受ける予定で

潤子︑村瀬政子

バザーをありがとうございました。

︿静岡県﹀

バシファント学校 卒業生
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▶ウッタム・タパさん︵右︶
日本語学校
︵渋谷区︶
で友人と
学校は新宿駅から徒歩 分

日本での生活

▶佐久と丸子の
国際交流フェステバル参加

左 野沢小学校から助っ人
木内環ちゃん頑張る
ネパール紅茶の試飲が
好評でした
晴天に恵まれ︑野外テ
ントで展示・バザー

右

ネパール情報

ネパールに
平和プロセス
二ヶ月前から︑バブラ
ム・バッタライ氏を代表と
する最大与党のマオ主義党
と連合マデェシ党が連立政
府を樹立し︑四九人の大臣
を組閣のネパールでは歴史
の中で最大の内閣です︒

パ

カマル・ダハル︵プラ

チャンダ ︑)ネパールコング
レス党の議長スシル・コイ
ララ︑CPN UML党の
議長ジャラ・ナート・カナ
ル︑連合マデェシ党の議長
ビジャヤ クマル・ガッ
チェダルたちが署名したそ
の契約書が︑マオ主義党の
戦闘員をネパール軍に連合
するような論争的な問題を
解決し︑平和プロセスを完
了させ︑同時に憲法の作成
手続きにより国の合意協定

いるお客
さ ん は
キャビン
の中に閉

ません︒
ゴンドラ
に乗って

る私たちは地震の揺れは
ちっともこわくないと思っ
た︒

か ら 強 奪 さ れ た財 産 の 返 還
の手続きはすでに始められ

も体験していましたが︑今
回は日本人も体験していな
い地震を迎えました︒
ゴンドラのキャビンがす
ごく揺れましたので一番に

れました！周りの風景がか
なり揺れましたよ！日本に
来てから小さな地震は何回

ら食器など色んなものが落
下してめちゃくちゃ︒たび
たび余震が続いているので
かたづけるのも無駄︒歩か

私の帰りを待っていまし
た︒家の中は肌足で歩ける
状態ではありません︒棚か

着しました︒その次の日︑

ら大雪が降っており︑高速
道路は通行止め︑一般道路
と雪で速度は出せないから
燃料はどんどん食うし︑途
中で止まったらどうする？
でも︑神様のおかげ︑途中
一箇所で燃料二〇㍑を買う
ことが出来て栃木市まで到

県︵息子のいるところ︶へ
向いました︒その日は朝 か

ないと思いながら︑大事な
ものだけ急いで車に積んで
女房と会津田島経由で栃木

下︒ガソリンスタンドに
寄っても買えない︒回って
いる間に残りのガソリンも
段々減っていってしまいま
した︒回っていられない︑
二度とまた会津若松は戻れ

車のガソリンは半分以

じっとテレビのニュースばか
り見ていました︒爆発の三日
後も発電所に人間が近づけな
いと見て︑もっと恐ろしい爆
発が起きるのが間違いないと
思い︑女房と相談して会津若
松盆地を出ようと思った︒

それだけで︑恐ろしい現実
は終わりません︒次の日は
もっと大きな事故が起きた︒
原発事故・続いて放射能の恐
ろしい攻撃︒一体どうなって
いるのか考えられない状態で
した︒放射能の恐れで三日間
窓を閉めて︑換気扇を止めて

ています︒
今回七つの政党が署
名した契約の作成で具
体的に平和プロセスが
完了し︑平和の扉が開

停止ボタンを押して運転を
止めました︒壁のガラスが
割れる心配で外へ出たら目
の前に山の壁がある︒今度

功するでしょう︒
︵ビムラル・グルン︶

見 え た ︒ 太 平 洋側 の 津 波 が
思い切り︑人・町・村を飲
み込んでいる︒それと比較
すると内陸の会津若松にい

なければいけない所だけ掃
除・かたづけをして後はそ
のまま五月まで︒
テレビでニュースを見る
と︑もっと恐ろしい現実が

きました︒その扉は三
年前︑二〇〇八年四月
の憲法集会選挙から閉
じたままでした︒最大

は分かっていましたが︒
いつもの年なら三月末ま
で運行なのに︑今回はその
日でスキー場は最終日にな
りました︒家に戻ると女房
が玄関にペタンと座って︑

ろして家に電話をしようと
思ったら繋がらない︒事情

収まって
きました
ので一分で五ｍ の速度でゴ
ンドラを回し︑乗客皆を降

じたまま
の状態で
す︒やが
て地震が

▲ダウラギリ峰
（8,167m）
を望むムスタンの村

政党の代表たちが︑マ
スコミ経由で︑その契
約書に署名し︑約束を
果たすことを公表して

その日︑私は福島県会津
のアルツ磐梯スキー場のゴ
ンドラ山頂でお客さんを誘
導していました︒午後三時
を過ぎたところでした︒揺

マン・バハドール・シュレスタ

はなだれが起きる心配で︑
山 頂 付 近 で 騒 いで い る お 客
さんを早く降りて行くよう
にお願いをしました︒しか
し︑お客さんたちは思い通
り急ぎません︒

に調印します︒
新契約書によると︑マオ
イスト戦闘員とネパール軍
の統合︑戦闘員たちの自主
的な引退と社会復帰︑それ

「私の2011年3月11日」
ひどい揺れは 分以上続
きました︒その間ゴンドラ
を再開運転出来る訳があり
10

二〇一一年十一月一日
に︑主要な政党が軍の統
合︑憲法の作成と権力の役
割を歴史的な合意により契
約書に署名をすることに
よって︑最終的に待望の進
展を得ました︒
マオ主義党の議長プシュ

｜

います︒実現出来れ
ば︑平和プロセスが成

▲初冬の日溜まりで大根の切り干しを背に一休み

2012年1月
JAITI
（3）

息子を連れてネパールへ帰
国する計画を持ち︑南の方
へ向かいました︒次の日新
大阪に泊まりました︒
次の日は︑加古川の三井

津さん宅でお世話になりま
した︒
三月十九日には原発の近
くまで人間が近づき︑放水
することが出来たとの
ニュースを聞いて一安心
し︑ネパールへ帰国する予

定を中止しました︒翌日ま

た栃木県に戻り︑それから
二十二日に会津若松へ︒二
度と戻ってこられないか
な！と思って玄関で一滴涙
をこぼして出掛けた私に
は︑会津若松はとても懐か

しくてもっと好きになりま
した︒

これまで書いた事は私の
いち個人のことです︒東日
本太平洋側の人々の情況に
比較するととんでもない話
です︒たくさんの人々が
命・家族・家・財産を無く
されました︒心よりお見舞
い申し上げます︒亡くなら

れた多くの方々の心の平和
のためお祈りしています︒
︵福島県会津若松市︶

●マンさんの略歴

一九九五年より二〇〇八年

までジャイチネパールの中

枢︑支配人をつとめ︑現在

は福島県で家族と在住

8月

・ 国際交流フェスティバル in Ma
ruko実行委員会に出席
・内閣府へ寄附金の税額控除に係
る証明の申請書を提出し、9月9
日認定される
・JAICA基金の農業指導補助金申請

8月

・ネパール議会第1党より首相が選出された
・レカリ・バシファント学校の黒板と屋
根の修理
・ブライター学校SMCC（保護者会）設立
と郡の教育事務所より学校の調査入る

9月

・ 国際交流フェスティバル in Ma
ruco実行委員会２回目と準備
・国際交流フェスティバル in
saku参加団体会議に出席
・駒ヶ根研修
・ジャイチツアー最小催行人員に
満たないため中止

9月

・マオイストによる交通閉鎖
・ネパール・インド地域で6.9の地震発生
６人死亡
・レカリ・バシファント学校でサッカー
の試合と詩のコンテストを実施
・ダサイン祭り休暇
・レカリ・バシファント学校の卒業生の送
別会を郡の教育事務員等立会いで実施
・ブライター学校絵画コンテスト
・SLCの追加試験の１名合格全員
（１４人）
の合格となる

12月

・計画停電週40時間（1日約6時間）

事 務 局 だより

ジャイチネパール▼

一昨年︑再会の機会に恵
募集予告
まれ︑篠山ナマステ会設立
ネパールの
の動機などお聞きし︑根底 ﹁ＪＡＩＴＩ﹂
農場と学校訪問の旅
堅固で意義の深いものと感
じました︒今後の支援対応
・日程 十一月初旬
などを懇談して親交を深め
八泊十日の予定
ることも出来ました︒事業
・費用 二十八万円を予定
計画を基本として円滑に事
・最小催行人員 十名
業を継続運営していくに
・主催 ︵株︶
西遊旅行
は︑理念を共有する団体と
・企画 ジャイチ
の連帯を保ち︑情報交換な
どをする必要性を常々考え
ておりましたので︑とても
参考になりました︒
平成二十三年四月の総会
に際し記念講演の講師の依
頼を受けましたので︑偉大
な先達の活動と支援者の
方々の善意の浄財により運
営をしてきましたジャイチ
の二十三年間の歩みについ
てお話をさせていただきま
した︒
公的資金に頼らず︑会員
及び一般支援者からの募金
によって活動をされている
篠山ナマステ会の皆さんに
敬意を表させていただくと
ともに︑今後︑お互いに連
携を図り質の高い支援活動
に結びつくことを願ってい
ます︒ ︵理事長 小林淳︶

お願い
・ネパールへの荷物運搬
学校のカバン・文房具
を運びます︒お手伝い
可能な方ご連絡をお願
いします︒

切手に替えます

通信費
前回は15,691円分の切手と交換できました。

（切手の周りを5mm残してください）

換金します

維持費へ

▶支援者作の品々

古切手

レカリ・バシファント学校低学年用

書き損じ
ハガキ

熊の編みぐるみ・タワシなど バザー出品用

毛糸

通学カバンを縫います

布

レカリ・バシファント学校1年生用

帽子

途

使

寄付品

ブレパラチョウク郡ガハテ
村︵八十四戸・人口六百
人︶に小学校を建設し︑学
校の運営支援と基礎教育の
実践に力を注ぎ︑自立に向
けた支援を八年間続けてい
るとの説明を事務局長の小
嶋英毅氏より受けました︒
又︑会員は八十名で︑前記
支援の他に会員・役員・中
学生等が参加するスタディ
ツアーも実施し︑現地の村
民︑生徒︑教師との親密な
交流も図り︑現地での指導
員も育成している団体であ
ることもお聞きしました︒

・在留邦人の避難訓練の実施
・丸山常務理事総合指導で訪ネパールの
案内・会議等

12月

・機関紙４２号企画・編集
・信州グローバルセミナー2011
参加
・あーすの会さんが事務所訪問され
寄付品を届けて下さる
・理事会 上半期事業状況報告

11月
・JAICA基金内定
・機関紙企画会議
・丸山常務理事が総合指導でネ
パールへ出張

・バスの転落事故発生
・ダサインとティハール祭休暇
・レカリ・バシファント学校の9・10年生
が3泊4日でポカラとゴルカへ見学旅行
・ブライター学校に郡の教育事務所から
監督訪問

た︒
そこで
二〇〇八
年に当初
から指導
していた
だいてい
たJA丹
波黒豆部
会長北川
喜代治氏と黒豆マイスター
の山本博一氏から︑ネパー
ルに学校を建てた篠山ナマ
ステ会を紹介されました︒
会はカトマンズから六十
キロ離れた文盲率の高いカ

・両学校定期試験実施
・両学校夏休みに入る
・ジャイチネパール事務所建物の修理

11月

ささ や ま

私は︑丹波地方特産品の
黒豆と山の芋の特性に興味
を抱き︑十三年程前から年
一回くらいのペースで気難
しい作物の栽培指導を求め
て篠山参りをしておりまし

7月

▲篠山ナマステ会で講演する小林理事長

・ 機 関 紙 4 1 号 を 発 送 （ 約 1 3 00
通）
・内閣府へ理事変更届出書を提出

・国際交流フェスティバル in
sakuに参加（長野県）
・国際交流フェスティバ in
Maruko参加（長野県）

10月

兵庫県篠山市
7月

10月

篠山ナマステ会
との交流
▼ジャイチ

（4）
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集めています

物故者のお知らせ

〇九年

ご冥福をお祈りしますと
共に今までのご支援に感謝
いたします︒

新井海一郎様

栃木県佐野市

十一年二月

飯本

宏之様

信行様

十一年

十一年五月

十一年四月

孝一様

稲田

晴子様

十一年七月

川上

小原

進様

千葉県佐倉市

天野

十一年八月

十一年

東京都稲城市

十一年九月

長野県上田市

東京都世田谷区

神奈川県逗子市

東京都大島町

北海道札幌市

山岸猪久馬様

興次様

川原昭太郎様

福田

熊本県水俣市

編集後記

これまで撮り溜めていたテレビ番
組の録 画の中から︑
ネパールでの取
材による番 組がありました︒
まだ︑
私がジャイチに関わる以 前のもので
した︒当 時は︑何のこだわりもなく
録画しておいたものですが︑先日︑
ま
だ再 生してないことに気づき見てみ
ると︑
なんと︑
この間初めて訪れたネ
パールの光 景はもちろん︑
アルジュン
社長さん︑
サンセットビューホテルのス
タッフ︑
そしてポカラで偶然お会いす
ることの出来た宮原巍さんなどがテ
レビの画 面に︒滞 在 中お世 話になっ
た人たちと再 会 ？( で)きたと思う
嬉しいひとときでした︒ ︵丸山記︶

