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特定非営利活動法人
平成27年 夏号 NO.54

ネパール・ミカの会

平成２7年6月25日発行 194-0035 東京都町田市忠生2-5-36

tel042-791-0602

『手から手へ』ネパール支援を継続します。
ネパールで4月25日M7.8そして5月12日M7.3に発生した大地震によりカトマンドゥを中心に甚大な被害が発生しました。
会員、並びに関係者の方々からは多大な支援金を頂き、すでに本会報で一部報告が可能になりました。
しかしながら支援を待つ住民、子供たちはまだまだ多く、私達の微力さを痛感するばかりです。雨期を迎えた住民の皆様の環境、
学校の崩壊、文房具などの不足を思うと更なる支援が必要です。どうか重ねてご協力をお願い致します。
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《NPO 法人ネパール・ミカの会による支援報告》
2015.05.29-30 キラティ チャープ村

ドルカ郡

Here is the list dai Rice 50packetsx30kg, horlicks 72pcs, sugar
50kg, lentil 50kg, tooth brush 355pcs, tooth paste 100pcs,
anticaptic soul 200pcs, cooking oil 60pcs, salt 50kg, blankets
50pcs and mosquito net 122pcs
ゴルカ支援品目
今回のミカの会からの被災地に配布した支援物資のリスト
お米、Horlicks ( 粉末麦芽飲料 )、砂糖、スープ用豆、歯磨き
粉、歯ブラシ、石鹸、サラダ油、塩、蚊帳など
ボランティアの方達は倒壊した建物の片付けなども行いま
す。

2015.06.03 オカルパウワ

ヌワコット郡

Today we are going 16km north west of Kathmandu called
"Okherpauwa". There we are distributing basic supplies for
40families(approx 135 people).
今日はカトマンズから東北 16km 離れているオカルパウワ
(Okherpauwa) に支援物資を届けて来ました。今回は 40 家
族でおよそ 135 人にテント 10 張り、
お米 990kg、
ダールスー
プ用豆 40kg、砂糖 50kg、塩 50kg、サラダ油 20L、歯磨き
セット 40set などを配布しました。
村の人たちは大変落ち着いていて、物資を分け合ったりし
て、秩序が保たれいています。中には 2-3 時間歩いてくる
人もいます。

2015.06.05 チョパル村

キリティプール郡

We helped in Kirtipur municipality ward no 13,
Chovar,pahiro.helped almost 40 family.
We donated rice,Dal,sugar,salt,cooking oil,mattress,
mosquito net,tent,toothpaste and toothbrush.thanks to
Mikano Kai group of Tokyo.
キリティプール郡のチョパル村の 40 家族の支援です。
支援物資は砂糖 20kg、塩 40kg、サラダ油 20L、
マットレス 50m、蚊帳 25 張り、テントや歯磨きセット
などです。

Mont-Bell 様
ご支援まことにあ
りがとうございま
した。子供たちも
大変喜んでおりま
した。
１. セティデビ高等学校 ２. シュリ ビピ メモラヤル小中学校 ３. クンダラデビ小中学校 ４. スバカニャ小中学校に贈りました。
-2-

2015.06.8
ダデ村・トゥロシンバリシンドゥバルチョーク郡
We helped 4 schools to rebuild.thanks to all the
volunteers and Mikano Kai group from Tokyo to
support us.
4 校の片付けや備品の整備をしました。
屋根用トタン板 18 枚、マットレス 25m、バレーボー
ル 2 個、バトミントン 4set、縄跳び 10 本、ホワイトボー
ド 5set、ノート 500 札、鉛筆 500 本などの学用品を届
けました。
学校が半壊で危険なので、解体を手伝う。現地の方か
らの要望では子供たちへの学用品などが一番だそうで
す。教科書，ノートが崩れた家や教室のがれきの中に
埋まってしまったそうです。

2015.06.12
グルジュダラ、バランブ村・タンコット郡
Today we build a selter for 6 family 30 victims at Balambu,
Gurjudhara and handover it to them. Thank you verymuch
for support of Mika no kai, Japan
仮設住宅の建設です。竹や木材の柱にトタン板です。間も
なくやってくる雨期には欠かせないものです。
トタン板 42 枚、竹 30 本、マットレスの物資支援です。
ボランティアの皆さん力を合わせて建設です。
地震で外見は何ともなくとも住めなくなった家も多く、テ
ントやトタンの仮設が必需品です。雨の音や、暑さなどつ
らい環境に耐えなくてはなりません。政府によって物価の
高騰などはかなり抑えられているようです。

Special Thanks for Volunteers and friends
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「27年度定期総会を終えて」
大谷

2006中間調査報告予告編

安宏

5月16日平成27年度定期総会が町田市民ホールにて、来賓に
日・ネ協会小嶋代表、町田市議会上野議長、国際ソロプチミスト
町田―さつき加籐会長、さがみはら国際交流ラウンジ瀬尾代表を
迎えて開催された。
齋藤理事長によりネパール大震災の犠牲者への黙祷に始まり、
来年20周年を迎え支援活動を通じ交流のあったネパールの人々
を思い返し、無事と支援活動を展開する旨の挨拶に続き、来賓
日・ネ協会小嶋代表より現地の被災状況報告、町田市議会上野議
長よりご挨拶を頂いた。
現地報告は加籐理事よりルンビ二、タンセン地区には幸い被害
はほとんど無く、カトマンドゥ周辺の被災状況などの映像とラマ
理事の音声で家族の無事と頑張る旨のメッセージがあった。
平成26年度事業報告及び決算報告と監査報告は異議なく承認さ
れた。任期満了に伴う役員選任の件は齋藤理事長より理事の選任
を諮り、現理事の再任案を提起、満場一致で可決された。齋藤理
事が理事長に今村、大谷理事が副理事長に再任、各理事の担当案
を総会に諮り全員異議なく原案通りに可決さた。
当日、株式会社ゼルビア様よりネパール大震災に対する支援金が
齋藤理事長に寄贈された。
ネパール大震災募金活動に会員をはじめ幅広く多くの方面より
ご協力を頂き、山間部被災地に直接支援活動を始めると共にネ
パール大使館、日本・ネパール協会などに支援金を届けており
ます。この度の甚大な被災状況から長期的支援が必要と思われま
す。皆様方の温かいご支援を重ねてお願いします。

2015.06.07 パドゥマ・カニヤ女子校にミカの会のノートを約
2000 冊プレゼントしました。幸い同校は大きな被害はありま
せんでしたが在校生やご家族に被災した方がおられるようで
す。カトマンドゥを出ていた家族も戻り始めたようです。

「各企業・団体様からのご寄付」
株式会社ゼルビア様・株式会社モンベル様・景行会様
さがみはら国際交流ラウンジ機構様・妙全院様・正和学園様
相模台インターナショナルフェスタ様・簗田寺様
国際ソロプチミスト町田ーさつき様・宮崎クリニック様
一般社団法人町田青年会議所様・高和電氣株式會社 高和会様
株式会社アカラ様・自然の国保育園様・簗田寺輪の会様
成瀬くりの家職員・保護者様・ギャラリーカフェ・アルル様
大倉山スケッチ会様・夢展様・フォトギャラリー・カマル様
・史考会・写団まちだ様 （順不同）
ご支援、ご協力、誠にありがとうございました。改めて報告
書を作成致しますのでしばらくお待ちください。。

☆☆☆事務局便り☆☆☆

和田

泰子

いよいよ本格的な暑さになってまいりました。ネパールでは
雨期に入り、地震がない年でもあちこちで酷い土砂崩れが起
きていますので、今年は本当に心配です。
これからの予定

「在日ネパール大使館に義援金を届ける」
2015.06.01 今村、大谷両副理事長、ゴビンダさんとで 在日ネパー
ル大使館を訪問、アディカリ タパス参事官に義援金100,000円を
届けました。今後の交流を確認して参りました。

7月11,12日（土・日）陸前高田市とネパール支援のイベント
町田パークアベニュー商店会主催
109前パークアベニュー商店会のご厚意により、ネパール地震
復興支援募金と綿菓子の販売をします）

「日本ネパール協会に義援金をおくりました」
2015.06.01 毎年総会にも出席して頂いている 日ネパール協会
に義援金として200,000円を送金致しました。

7月18日（土）17時より 移動例会・チャリティー懇親会
エルヴェッタ 会費 4500円（料理+飲み放題）042-728-0208

「現地理事であるラマ氏にお見舞いをしました」

8月15日（土）定例会

ラマ氏の自宅も被災し、テント生活を余儀なくされています。
テントを一張り航空便で送りました。またゴビンダ氏がネパー
ルに一時帰国の際、ラマ氏にお見舞金を託しました。

13時30分より

☆☆☆編集後記☆☆☆

簗田寺こもれび堂
加藤

誠一

ネパールの信じられない惨状を見て、しばらく呆然としてい
ました。不幸中の幸いでインターネットなどのインフラは確
保されていましたので Facebook などで現地の情報が刻々と入
ります。そんな中、被災地で黙々と支援活動するボランティ
アの人たちの頼もしい姿に感動すらさせられました。
現地にいらっしゃい！！と何度も誘われましたが支援の足を
引っ張ってはと。もう少し体力に自信があれば，少しの勇気
があれば。なるべく早い時期に行って見ようと思います。
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