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学校と同様に幼稚園教室に

ター学校でもバシファント

また、カカニ・ブライ

います。

り二九二人の生徒が学んで

スを含めて十二クラスとな

ライター学校では幼稚クラ

八人の生徒が、カカニ・ブ

バシファント学校では四六

英語の壁絵が施され、英語

により提供しました。

教育が一段と進んでいる様

九年生の教室増設に引き続

施設では、昨年実施した

について検討が始められま

して生徒のための寮の建設

学校に隣接した土地を利用

なお、カカニでは現在、

いて十年生の教室が同じ建

した。

子が伺えます。

物内に整備され、念願で

◆農業支援について

二年度に亘って土屋興亜

あった十年生までの教育環
境が整いました。それに伴

術等のご指導により一応の

で野菜を中心とした栽培技

には、次の皆さんが就任し

した。なお、監事、評議員

決算報告を行い了承されま

農業指導員にムスタン地区
聞広告などで積極的に行っ

方向付けがされました。当
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い、新しい先生の募集も新
ています。

ご尽力いただくことになり

世界最高齢でエベレスト登頂を果たした三浦雄一郎
さん「もうたくさんです」と語ったそうですが、息子
さん曰く「また半年もすれば気が変わるでしょう」
ネパールでも日本人の偉業が伝えられ、続けとネパ
ールの男性も挑んでいるようです。彼らの成功を支え
るシェルパの力はあまり表には出てきませんが、並外
れた強靭な体力と精神力をネパールの人たちは誇りと
しています。
ジャイチの現地では、それぞれ自立に向けての努力
が続けられ順調に推移をしており引き続いて見守って
いくと同時に、この強い精神力に期待してより一層自
分たちの手で前進していくことを願っています。

しかしながら、ネパールの

面はジャイチネパール事務

守雄

所を通じて現地での問題点

井出

教育改革から見ると十二年

評議員

生までの教育課程プログラ

や技術指導について、農業

などにより、安定した経営

指導員の教示を受けながら

状況にあります。施設で

ムが提案されており、今後

レカリ・バシファント学

◆学校の状況

の推移によっては対応を求

ました。

は、全教室の壁の塗装や四

井出

長野県上田市

年生と五年生の教室の机と

農家の支援を継続していき

校は、地元の運営努力に加

められることが想定されま

ます。

えてジャイチネパールの

椅子が古くなったことに伴

す。

正三

チーフアドバイザーである

い、新たに二十五セットの

◆理事会・評議員会の開催
机と椅子をジャイチの支援

新学期からは、レカリ・

グルン氏のご尽力によって

年度の切り

替 わ り に あ

中島

長野県上田市

の事業計画予

黒沢

繁良

算について協
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長野県長和町

長野県上田市

陽一

び評議員会を

四年度事業と

開いて平成二

には理事会及

また、六月

議しました。

邦夫

たって、三月

事

九日には理事

監

政府からの支援を確保する

㊤レカリ・バシファント学校全景
後ろの山頂が昨年火事になったところ
㊦ブライター学校幼稚園クラス
英語の絵図で学ぶ幼稚園生
後ろ中央は5月に訪問された山形優さん

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。

かったため、議会を構成す
ることができないまま二○
一二年五月二十七日に解散
になりました。その後も、
バムラム・バッタライ総理
大臣が辞任しない場合は野
党も政府に参加しないなど
の状態から、政治的な混乱
が続きました。その影響に
より、昨年一一月に予定さ
れていた議会構成のための
選挙が再度執行できません
でした。
長い間の議論の後、大統

の四点となっています。

ていますが、焦点は主に次

領の入会、主要四党の合意
とキララジ・レグミの主導

各政党の最少得票率ライ

により超党派での政府を構
成することができました。
その内閣には、以前の国務

ン
犯罪者に対する投票権の

そのため、三年ほど前か

らジャイチネパール、学校

関係者の一番の目標とし

て、女子学生数を男子学生

の数と同じように増やすこ

とにしました。

その目標を達成するため

に、学校の方から「女の子

を学校へ出す」という標語

をつくりキャンペーンを始

めました。このキャンペー

ンは各家庭の玄関まで訪問

をして行いました。このよ

挙げられます。ジャイチが

学生の人数が少ないことが

子学生の人数に比べて女子

生徒数の状況を見ると、男

ネパールの学校における

（ビムラル・グルン）

されています。

り、ある程度の目標が達成

数が男子の数を上回ってお

に、両校において女子生徒

数値にも示されているよう

うな努力により、次の表の

学校を始めた頃も同様な状

5,313,932

長官らが国務大臣として務

次期繰越収支差額

二○○八年四月にネパー

5,430,637

ル議会を構成する選挙が行

69 66 135 297 328 625 367 394 760

前期繰越収支差額

計

幼稚 2クラス
10学年

52 108 132 240 134 158 292

66,378,204

カカニ・ブライター 26 26

△116,705

女

男

女

男

女

男

２．
投資活動支出

83 189 196 385 233 236 468 10 学年

当期収支差額

備考

総数

総学生数

在校生

計

61,997,064

態でした。

び農業・教育の啓発事業

計

１．
投資活動収入

付与の有無

校団体への助成・支援及

められました。また、政府

開発途上国への農業技

候補者の財産申告の要否

２．
事業活動支出

われました。しかし、各政

19,142

議会議員の定数維持か削

雑収益

に対して、主要四党の党首

党以外のネパール共産党マ

410,000

党において、主に連邦制に

オ主義派（賛成派）を含め

助成金

による政治ネットワークが

関わる議論に合意が進まな

主導体制による

た三三党が選挙に反対の意

752,366

レカリ・バシファント 43 40

△4,381,140

投資活動収支差額

これらについて、主要四

政府は選挙を今

向を示しており、地方にお

ララジ・レグミ体制の辞任

特定資産運用益

減か

年の秋に行う準

ける選挙人名簿の作成も中

を要求していますが、この

7,462,506

組織されていま

備を進めてお

しかし、この

条件が否認された場合、野

基本財産運用益

新入生

4,264,435

事業活動収支差額

1,045,592

３．
管理費支出

5,475,110

術の向上と普及、農業・学

2,141,123
受取寄附金

す。このレグミ

り、その予定を

途半端な状態です。

選挙を行うため

党は選挙執行を拒否するこ

また、マオ主義派は、キ

一一月一九日と

の選挙法につい

とも考えられる状況にあり

決めています。

ては政治ネット

ます。（ビムラル・グルン）

１．
事業活動収入

▲朝礼の集まりに遅れそうで、
カバンを置き、足早に急ぐ

ワークの間でも

Ⅰ 事業活動収支の部

学校名

Ⅱ 投資活動収支の部

新年度の
学生人数の状況
（単位：円）
科目

「ネパールの議会構成のための
選挙が予定される。
」
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まだ議論が続い

平成24年度 事業決算報告
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ネパールの政治情勢
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▲レカリ・バシファント学校の記念祭で祈りを捧げるグルン氏
外はあいにくの土砂降りの雨でした
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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

小澤昭信、加藤美恵子、斉

藤節子

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。

順不同 敬称略

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。）

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2千円を差し引いた金
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

所得税法、法人税法の優遇措置

月

〈東京都〉

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。

日〜2013年

〈宮城県〉

石 田 昭 夫 、 株( ウ) エ ッ ク ・
トレック稲村道子、上原一

特定寄附金の募集
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20

〈千葉県〉

石井優、森甲志

茂・真知子、大田原房子、

青木洋、佐藤恵子、竹部愛

〈福島県〉

大和田一紘、小川金三郎、

子、高橋節子、辺見益蔵、

大和田ナヲ子

岡田信一、小野寺えり子、

武藤貴子

〈茨城県〉

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。

月

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。

2012年

12

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。

魚津慶子、折本拓郎、藤井

枝、高橋伸廸、滝和美・美

河野節子、黒田秀基、木村

希子、田山豊實、仲吉智

慈子、小池敏雄、鈴木瑞

森聖哉

英雄

〈群馬県〉

子、成宮博、西岡巌、西重

〈栃木県〉

島田寛治・順子、橘眞智

ご協力有難うございました

◆ 人的協力

〈東京都〉

鎌倉恵子、金子仁乃、国際

基督教大学リテラシー研究

会、鈴木善久、滝和美、田

山豊實

〈神奈川県〉

小林みよ子

〈長野県〉

正博、二瓶幸子、野村明

現在は、男性の出稼ぎが多くなりこの様な光景が見られます。

臼井千鶴子、柿島明子、菊

賢、正田英子、松島長久、

昔、女性はこの仕事はご法度でした。

子、塚越雅幸、堀越利通

〈埼玉県〉

絵：マン

池健介・道子、株式会社北

澤土建、有限会社佐藤新聞

店、有限会社大和印刷、田

村由紀子、長野合同経理セ

ンター、根岸厚次・真貴

子、松久よし子、宮入正法

〈新潟県〉

山形優

〈兵庫県〉

ホテルサンセッ

篠山ナマステ会

〈海外〉

ネパール

トビュー・アルジュン・シ

ン／紘子・トラチャン

◆ 基金・維持費・事業費

〈北海道〉

小野倫夫、中川洋子

「男は出稼ぎで・・・！」
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一、小山田秀士、金子元

敏幸、内山富之、小埜沢浩

材、有限会社うずら家徳武

志、合資会社上田第三木

一同、井出守雄、市村光

株式会社アサマネット社員

〈長野県〉

内弘栄、安延義弘

小林みよ子、十河三郎、堀

〈神奈川県〉

守谷照美、山縣敏子

〈熊本県〉

新海泉

〈兵庫県〉

佐味瑤子

〈大阪府〉

奥西一夫

〈京都府〉

子、ふくろう基金玉田盛二

信次、竹内正憲、竹村順

岡田千尋、尾中研彦、木田

〈滋賀県〉

雄、斉藤一美、有限会社大

栄子、久保田寛人、小林久

幸、菊池健介・道子、清住

子、鹿教湯郵便局、加藤美

原燃料、岡村武文、柿島明

臼井千鶴子、有限会社美ヶ

〈長野県〉

ジエ

敬子、堀内フサ子・岸上フ

上村陽子、川口朗子、橋本

〈神奈川県〉

委員会、長門郵便局、舟木

和印刷、滝沢千栄子、田村

公栄、古町郵便局、丸子北

由紀子、長門小学校子育て

國崎敏広・栄子

清重尚弘・慧子

〈ジャイチ ネパールへ直接〉
中学校

〈鹿児島県〉

藤一美、島田基正、司法書
国際基督教大学リテラシー

昭、菊池健介、北澤純一、

士竹内克彦、武田順治、塚

久保田寛人、髙本洋子、斉

田正己、長野県連合青果株
〈静岡県〉
丸山照之

研究会、山科俊子

〈京都府〉
趙景子

〈愛知県〉

子

慶一、岸本峰子、山梨加代

石川巴、伊熊武夫、宇佐美

〈静岡県〉

庄村敏

〈岐阜県〉

金森朗子

〈福井県〉

帯瀬憲五、小森修

〈新潟県〉

事務所寄付金箱

イオンズクラブ、ジャイチ

光、滝和美、西重正博、ネ

千春、沢邉節子、鈴木雅

河野節子、鎌倉恵子、坂本

〈東京都〉

金高恵子、余麗貞

〈千葉県〉

田邊英子

〈埼玉県〉

神村和子

〈茨城県〉

森甲志

〈宮城県〉

中川洋子

〈北海道〉

ありがとうございました。

研究会

国際基督教大学リテラシー

〈ジャイチ ネパールへ直接〉

Walter・Vqgtle

〈スイス〉

川惠娟、呉婉

台湾パッチワーク同好会皆

〈台湾〉

平尾紀美子

〈佐賀県〉

丸尾信

〈兵庫県〉

寺井早苗、匿名の方

◆ 寄附品

式会社、中村由美子、花岡
かつ子、羽田文子、松久よ
し子、松林進、溝上健、宮
澤令行、宮下静子、横関絢

伊藤正裕、尾上昇、小薗四

パールの子供達に文具を届

今後とも宜しくお願いい

〈大阪府〉

男、藤井久生、本田忠彦、

ける会小山恵美子、藤本紀

子、依田保、依田窪南部ラ

村瀬政子、安田美奈子、依

子、山縣敏子

たします。
田惇

四言語ワードブック（単語リスト）が
出来ました
バシファント学校はタマ
ン族が過半数の地域にあり
ます。子供たちは家庭では
タマン語による会話が日常
的なため、入学の際はネ
パール語の理解力が乏し
く、ネパール語での学校指
導にも先生、生徒ともに苦
労していたことが事実で

《レカリ・バシファント学校の
先生から感謝の手紙》

す。
長年ジャイチの支援活動
にボランティアで関わって
おられた田山豊實さんは、
この状況をよく観察されて
おり、このような生徒たち
がネパール語での授業に早
くなじむには、そしてより
正確に理解できるようにな
るにはどのようにしたらよ
いか考えていました。田山
さんは、学校の先生たちが
ある程度タマン語の知識を
持ったほうが良い
のか、訪問の度に
ジャイチスタッフ
や学校の先生たち
と相談を重ね、皆
の意見を聞いた上
で、二千九年頃に

ネパール語 ―
タマ
ン語のワードブッ
クを作ることが決
まり、それにかか
る費用は田山さん
の寄附により作成
が始まりました。
作成を進めてい
くうちに英語と日

▲レカリ・バシファント学校の先生方とグルン氏とＫＣ氏

本語も加えることで、より
効果的なワードブックにな
るものと考えに至り、更に
二〜三年の時がかかりまし
たが田山さん、学校の英語
の先生、ジャイチスタッフ
のご協力のもと、タマン・
ネパール・日本・英語の四
つの言葉のワードブックが
出来上がりました。
このワードブックには四
つの言語が入っているた
め、バシファント学校のあ
る地域以外のタマン族が多
く住む地域での言語教育、
言語研究にも役立つものと
思います。
現在、原稿ながらこの
ワードブックのコピーをカ
カニ・ブライター学校にも
使っていただくことにして
います。
こうして田山さんには費
用だけでなく、原稿の設定
から資料の収集、編集まで
一所懸命ご協力をいただき
ましたことにバシファント
学校の皆が感謝していま
す。
以前からも卓球台やバス
ケットボール、文房具など
様々な支援をいただいてお
り、田山さんの社会貢献に
対する熱意が将来も続いて
欲しいと願っています。

ラム・クマル・バル
（レカリ・バシファント学
校教師）

よ し の

仁乃

ポートのおかげで、とても
充実したツアーとなりまし
た。
初日、中国での二回の乗
継を経て、ようやくカトマ
ンズに到着。空港ではKC
氏がオレンジ色の大きな花
で作られた首飾りで私たち
を歓迎して下さいました。

金子

国 際 基 督 教 大 学（ I C U ）
リテラシー研 究 会

ネパールに心奪われて

この春、発展途上国にお
ける教育や国際教育協力に
関心のある大学の友人らと
ともにネパールスタディー
ツアーを企画し、ジャイチ
のカカニとバシファントの
学校を訪問させていただき
ました。企画をし始めた当
初は、ネパールに友人や知
人はおらず様々な面でとて
も不安でしたが、ジャイチ
の丸山氏とKC氏などたく
さんの人々の心づくしのサ
KC氏との出会いはもちろ
ん初めてでしたが、なぜか
ずっと昔から親しい知り合
いであるかのような感じが
しました。
三月十三日
にカカニを訪
問。カトマン

にきれいに並べられた靴に
感銘を受けました。教室で
はドーナツ型のテーブルに
子どもたちが座り、真ん中
の穴の部分に先生が入ると
いうスタイルで、とても新
鮮な光景でした。高学年の
クラスになると生徒たちと
英語で会話をすることがで
き、ネパールでの英語教育
の水準の高さを感じまし
た。また、先生方とのお話
の中で今後の夢や展望につ
い て 尋ねると、「 現在の教育
では、卒業した後にその子
が自分の足で立てるように
なるとは言い難いので、今
後はより役に立つ教育につ
いて考え実践したい」と
おっしゃっていたのがとて
も印象に残っています。役
に立つ教育とは何なのか、

と に つ い て も ◀ 生徒に質問をして交流をする学生
多くの質問を
受け、次に訪
問するときは
もっとしっか
りと答えを準
備していかな
ければならな
いと思いまし
た。また、夜
には満天の星
空に、早朝に
は美しい朝日
と稜線に、心
打 た れ ま し
た。
バシファン
ト学校の先生方は「教育で
社会は変えられる」という
熱い信念をお持ちでした。
ま た 先 生 方は、「 今 後 も 教 師
としてキャリアを積みた
い」
「教師を続けながら農業
でも何か新しいことを始め
て み たい」
「地元でビジネス

番の誇り」という答えが
返ってきました。この学校
はいわゆる教育の場である
だけでなく、国際交流の場
でもあり、現地の人々の誇
りの源でもあると感じた瞬
間でした。帰り際に、ある
先生が「あなたたちは、
ジャイチファミリーの一員
など、今後の夢についても
具体的にお話を聞かせて下

ねると、答えは、医師、看

どちらの学校でも子ども
たちに将来の夢について尋

た。

を起こしてそれを手掛かり
に地元社会に貢献したい」

さいました。さらに、バシ
ファント学校で誇りに思う

護師、先生、サッカーの選
手、ソーシャルワーカー、

良い教育とは何なのか、こ
のことについて考える契機
となりました。
十八日から十九日にかけ

では学校のゲストハウスに

ことは何か尋ねると、「 都 市

ビジネスパーソン、芸術

ズからカカニ
までの道中、

一泊し、先生方と食事を共
にしたり、近くのゴンパに

部から遠く離れたこの場所
に学校があること自体が誇

です」と声をかけて下さっ
たのがとても胸に響きまし

行ってチベット出身の僧侶

り」
「時々日本人が学校に

て、レカリ・バシファント
学校を訪問しました。ここ

じることがで

と歓談したり、学校での朝
礼の様子を見学したりする

パールの山岳
地帯の美を感

出会えないネ

ん出会い、カ
トマンズでは

きました。カ
カニ・ブライ

やってきて、一緒に話がで
き る の が 楽 しい」
「バシファ
く、お互いの食文化などに

ント学校を卒業し、母校で
働いているということが一

ことができました。特に先
生方との食事はとても楽し
タ ー 学 校 で
は、まず幼稚
園クラスの前

ついてたくさん話をするこ
とができました。日本のこ

家、俳優 …
など、とても多
様でした。今後もますます
多くの子どもたちに、この
ジャイチの学校で、大きな

美しい棚田の
風景にたくさ

▲3月、ブライター学校を訪問し、歓迎のラリグラスを手にするICUの皆さん
左端が筆者の金子仁乃さん

2013年7月
JAITI
（3）

夢を持って学んでほしいで
す。そして私もずっとジャ
イチやネパールと関わりを
持ち続け、彼らとともに成
長していきたいと強く思い
ました。
今回のツアーでの出会い
や経験は私の人生において

大きな財産になりました。
この紙面には書ききれない
ほどたくさん知り、感じ、
考えた旅でした。この素晴

らしい経験を与えてくだ
さったジャイチの皆様、ネ
パールで出会った全ての
方々に、心から感謝してい
ます。ネパールに心奪われ

て ―
またすぐにでもネパー
ルに戻りたい！という気持
ちでいっぱいです。
（上田市武石出身 東京都
在住）

JAITI

2013年7月

日

月日

曜日

1

11月1日

金

2

11月2日

土 カトマンズからポカラへ移動

3

11月3日

日

ポカラ滞在・サランコットへミニトレッキング

4

11月4日

月

お釈迦様の生誕地ルンビニへ移動

5

11月5日

火 ルンビニよりダマンへ移動

6

11月6日

水

7

11月7日

木

8

11月8日

金

9

11月9日

土

程

募集

羽田空港から香港経由カトマンズヘ

第18回

「JAITIネパールの
農場と学校訪問の旅」
望みながら、古き文化遺産

マラヤの雄大なパノラマを

ベレストをはじめとするヒ

ルへ。話題の世界最高峰エ

て、その日のうちにネパー

羽田空港から朝飛び立っ

◆問い合わせ、申し込方法

す。

なり次第締め切りになりま

最小催行人員十名。定員に

八月三十日
（金）

◆申し込み期限

業正会員

二 一- 三 一- 観 光 庁 長 官 登 録
旅行業第六〇七号日本旅行

東京都千代田区神田神保町

FAX TEL

〇三 三-二三七 八-三八四
〇三 三-二三七 〇-六三八

ネパールの展示やバザー等をします。是非、
お越し下さい。

他12名は追試

お願い

・SLC10名合格
受験

電 話 ・Ｆ Ａ Ｘ に て 左 記 に お

・10/13
（日） 佐久市野沢会館

問い合わせください。募集

・10/12
（土） 丸子セレスホール

とジャイチが培った学校に

6月

バザー予告

学ぶ子供たちの笑顔に会い

・レカリ・バシファント学校記念日祭、
郡の教育事務所も参列

ネパールへのジャイチの

5月

要項、申込書をお送りいた

・新学期レカリ・バシファント学
校468名、ブライター学校292
名の生徒在学
・バシファント学校鉄製の机と椅
子25セット購入・全教室の壁
の塗装

に出かけませんか。

4月

荷物運搬（主に学校のカバ

・定時評議員会開催（24年度事業報告・決算の
承認評議員及び監事の選任）
・理事会開催（24年度事業報告・決算の承認）
・国際交流フェスティバルin maruko実行委員会
議に出席（2回）
・内閣府へ24年度事業報告書等を提出、評議員
及び監事の変更届け提出
・長野法務局へ評議員・監事の変更登記
・機関紙45号企画・編集
・ジャイチネパール社長と今後の事業等につい
て会議

・学年末の最終試験
・レカリ・バシファント学校SLC
試験26人受験
・ブライター学校の10年生用の
教室の準備
・鈴木氏とダーディンで薬草調査
・国際基督教大学の学生が学校訪
問、教育制度について意見交換
・計画停電週70時間（1日平均
10時間）

行くなら、今でしょ！

6月

3月

ン・文房具）のお手伝いを

・国際交流フェスティバルin maruko実行委員会
議に出席（1回）
・上田市に法人税の減免申請書を提出、6/17承
認
・31日、24年度決算監査の実施

します。

5月

◆企画

・決算準備
・篠山ナナステ会と交流

・SLC優良合格者に奨学金支援の
検討
・両学校定期試験実施

◆日程

4月

2月

してくださる方ご是非ご連

・丸子北中学校卒業生よりランドセル40寄付さ
れる
・9日理事会開催（事業計画・収支予算の承認）
・内閣府へ25年度の事業計画書等を提出

絡下さい。

3月

ジャイチ事務局

・25年度事業計画・予算案の作成

・冬休みに入る・スポーツ試合大
会
・予算の作成・SLCの予備試験
・ブライター学校9年生の認可さ
れる
・ワードブック（単語リスト）完
成（田山豊實さん提供）

十一月一日
（金）から十日
（日）

2月

1月

長野県上田市武石沖六〇五 五-

・機関紙45号の作業と発送
（約1300通）

FAX TEL

〇二六八 八-五 三-四六五
〇二六八 八-五 三-五八三

ジャイチネパール▼

1月

◆主催

▼ジャイチ

（株）
西遊旅行

事務局だより

の八泊十日

香港経由羽田空港へ

◆旅行代金

深夜出国

お一人様二十八万円

市内観光

全行程中の交通費（航空機

ナガルコットへヒマラヤ展望

は エ コ ノ ミ ー ク ラス ）、宿

マウンテンフライト

泊、食事代を含みます。但

農場・ブライター学校訪問・市内観光

し日本国内の交通費と海外

カトマンズへ移動

旅行保険は別途になりま

レカリ・バシファント学校訪問後

す。

10 11月10日 日

旅

（4）

集めています
寄付品
毛糸
布

使

途

帽子を編みます

レカリ・バシファント学校１
・
２年生用

編みぐるみ・タワシなど

バザー出品用

通学カバンを縫います

レカリ・バシファント学校低学年用

通信費として活用します。
書き損じ 切手に替えます
920円の切手と交換しました。
ハガキ （未使用ハガキも歓迎） 2月に25，
換金します
古切手 （未使用切手も歓迎）

維持費へ
（切手の周りを５ミリ残してください）

物故者のお知らせ

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。
尾中 研彦様 滋賀県能登川町
十年十一月
鈴木 雅光様 東京都文京区
十二年七月
鈴木覚太郎様 長野県上田市
十三年一月
永井 靖二様 長野県東御市
十三年一月
星野 嘉助様 長野県軽沢町
十三年三月
佐野
伸様 富山県魚沼市
十三年五月
暉男様 長野県南箕輪村
十三年六月

氏原

編集後記

ル訪 問が続いています。自 分の

このところ、若い皆さんのネパー

知らない世 界を覗いてみたい。

ジャイチのお手 伝いができるこ

とがあればなどなど。
そして、
な

ぜか忙しすぎる日 本の日 常か

ら一 歩 踏み出して、外から見

つめなおして見る機 会にもなっ

現 地では、ジャイチネパール事

ているのではないかと思います。

務 所のスタッフのＫ．
Ｃ氏にコン

彼の天 性とも思える人 懐こい

ダクトをお願いしていますが、

性格と真摯な態度にはただた

だ感謝です。
ネパールに行ってみ

ようかと思われている皆さん。
こ

事 務 局まで声をかけてみてく

んな人がいるんです。遠慮なく

ださい。

