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「明日に向かって」
NPO 法人ネパール・ミカの会

tel042-791-0602

「MMR オープンセレモニー」
理事長

齋藤

謹也

「一生成香」
（一生香りをなそう）
この語句は良寛さんの自戒の言葉であり「かくあるべき」とす
る生涯の座右の銘であったといわれているものです。
私共「ネパール・ミカの会」も、お釈迦さまの生地ルンビニを
中心に子ども達に少しでも手をかす事で、ほほえみ・笑顔を交わ
し合うきっかけとなり、私たち自身の喜びとして 22 年間いつの
間にか過ごしてきました。
出しゃばらず、謙虚に、清々しく。まさに香りよき支援活動を
と心がけてきたつもりです。私達の姿勢はネパールのルンビニや
山岳古都タンセンの教育関係者に支持されて、長きにわたり支援
活動ができたように思います。
そしてもう一つの私達の標語が「夢」です。
一つの同地域に集中することにより、世界がより見えてきている
ように思われます。
世界は多様性に満ち溢れています。75 億の人々が７千を超える
言語で話し文化を創り、祈りの中で、お互いの違いを認め合う事
によって、一緒に笑い合える社会でありたいと願っています。そ
の違いを乗り越える手段として、IT がありますね。情報の共有
が結びつき、絆を強くします。会員である新川先生（医師）の夢
がルンビニに IT 室（愛称・MMR マルチメディアルーム）設立と
いう形で結実し、2018 年 10 月出発致しました。
ネパールの中でも、遅れていると焦っていた地域住民の希望を
満たす形で設立されたこの教室。ルンビニ聖地公園東側のマズワ
ニ・小中高学校の入口にあります。機会があればご一緒に見に行
きましょう。そして、交流がより深まり広がればと思います。
夢をつなぐ。新しい出会い・つながりを広げていきましょう。そ
んな思いになれる幸せを、新川先生は私達にも分けていただいた
思いがします。
新しい取り組みをしながら前へ進んでいきましょう。相手のニー
ズに答え、ワクワクとした期待がこれからも後押ししてくれます。
そしてありがたいことに、従来の募金活動の成果に加えて、元保
育者斎藤美江子さんの多額な御寄附や茶人海田曲巷氏、上田晶子
さんのチャリティー音楽祭の売上寄付の申し出（2018 年 3 月予
定）などが続きます。

新川 恒夫
MMR を 10 月 7 日にオープンさせるのに合わせて、日程を
やり繰りしオープン式典に参加して来ました。10 月 6 日の深
夜便でバンコックを経由して同日夜にルンビニに到着しまし
た。羽田も中国人の旅行者が国慶節の休暇に合わせて来日して
いたのですごく混雑していて、またカトマンズの空港ではダサ
イン休暇で海外の出稼ぎ組が大きな荷物を持って帰国中で同じ
く大混雑。こんなに混雑しているカトマンズの空港は初めての
体験でビックリしました。
笠井ホテルはプールも増設されていて益々立派になっていまし
た。

式典当日は 10 時頃に学校に到着して、歓迎の花輪を首一杯に
かけてもらい重さで首が前下がりになる位でした。関係者と挨
拶を交わした後、直ぐに校長先生の挨拶が始まりましたが、ネ
パール語のため後でラマさんから簡単にまとめた内容を伺いま
した。

「本学の為に立派な教室を作って頂き関係者一同感謝していま
す。これから活用して勉学に役立てたい。」こんな内容でした。
引き続き私が最初は英語で、後半は日本語に切り替えて挨拶
しました。内容は、
「施設をフルに活用して勉学に役立ててく
ださい。今や世界中で PC は広く使われており、PC を扱う技
術の習得は非常に大切です。自分のクリニックでもパソコン 5
台をフル活用して 25000 人位の患者データを管理しています」
です。
その後テープカットして、最初は高校生達を中心に操作する
様子を見学しましたが、既に少し学んでいたせいか、スムーズ
にネットなどに接続していました。
女生徒達は少し消極的な感じで、何人かグループを作り操作
未来に向かって「種」を蒔
していました。その後小学生などを招き入れて、見学させたり
き、
「花」を夢見ることこそ、
先生方に操作して貰ったりしましたが、先生方は既にスマホを
今を楽しむことかと思われ
持っている人もいて、あまり抵抗なく扱っている印象を受けま
ます。
した。
最後にミカの会からプレゼントされた時計を披露し、全員に
お菓子を配り会は終了しました。
-1又、僧侶森山邦男さんの街
頭募金活動（托鉢）もあり、
会の高齢化に悲観している
だけではいられません。
今こそ「成熟の時」と考え、
アイディアを出し合って、
気品ある、いきいきとした
ネパール・ミカの会として
あゆみをゆっくり、ゆっく
り進めていきましょう。

出席しての感想は、これだけのネットワーク環境を整備するのはかなり大変だったので
はないかという事でした。
器材はブトワルで購入し、通信ケーブルは本校の卒業生がやってくれたとの話でしたが、
ラマさんもかなり苦労されたのではと推測しております。
おまけの話ですが、校門の所にある茶店の主人がすごく喜んでいると聞き、理由を尋ね
ると、店に WiFi の電波が届く為お客が通信目的に来店してくれるので、売り上げが伸び
そうだと期待しているからとの話。
村の中でネットに繋がる所が増え、情報がいろいろ入ってくるようになればこれもまた
嬉しい事ですので大喜びです。
今後の課題は高温多湿、埃の多い環境で器材がどれだけもってくれるかという事に尽き
ると思います。
3 年から 5 年位もってくれればその間に PC に精通する人も育ってくると思いますので、
多少のトラブル処理、メインテナンスも行なってくれるのではと希望を抱いております。
最後にミカの会の皆様の御協力に感謝すると同時に、いろいろご尽力頂いた故今村先生
のご冥福を改めてお祈りしたいと思います。

Windows PC 7 台と光ファイバーインタネット回線が引かれ WiFi も運用します。天井扇風機が 2 台設置されています。
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平成 29 年度定期総会が 5 月 19 日開催されました。
2018.05.23-24 ラマさんと行く鎌倉懇親旅行 : 総勢 12 名で一泊鎌倉巡り。多少の雨もありましたが楽しく鎌倉を堪能しま
した。江ノ電で長谷へ。雨の長谷寺、大仏、鎌倉文学館を散策してホテル鎌倉ソサエティーに。翌日は一条恵観荘でお茶を頂
き、竹の寺興国寺、杉本寺、鶴岡八幡宮と元気に歩きました。

2018.07.14 移動例会・BBQ: 延 26 名の参加で猛暑の午後を楽しくすごく事ができました。ネパールの方の参加も花を添えて
くれました。ネパールの参加者に配慮して牛肉なしの BBQ。多いに飲んで、食べて、踊って楽しい BBQ でした。
設営、差し入れ、調理、片づけと忙しかった皆さんご苦労様でした。また来年もぜひ。

2018.09.02（日） 栄通りフェスタ：初めてのネパール餃子とフランクフルト販売でしたがおかげさまで完売。
2018.09.09（日） 第 32 回フェスまちだ 2018 エイサーの祭り・・・綿菓子 400 本完売。
それぞれ、栄通通り商店会・パークアベニュー商店会様のご好意で出店させていただいております。感謝申し上げます。

2018.10.06-07（土・日）町田大道芸 民芸品とリサイクル品の出店です。このイベントもパークアベニュー商店会様の
ご好意で無料で出店させて頂いています。本当にありがとうございます。
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2018.11.03（祝） 第 21 回 町田発 国際交流フェスティバル『夢広場』
私達 NPO 法人 ネパール・ミカの会がスタートさせたフェスティバルも 21 回を迎えました。
町田市の国際交流団体の基盤となったイベントです。

12 月移動例会のご案内
日時：2018 年 12 月 15 日（土） 午後５時開会
会場：小田急百貨店９F 膳処・旬花
会費：４,500 円

042-727-1812

飲み放題です。

設営の都合もありますので 11 月 25 日までに申し込みください。
担当

和田泰子

042-791- 0148

加藤誠一

090-7268-0502

★★★★★第 21 次ネパール教育支援の旅・参加募集開始します★★★★★
目的：ネパールを訪問し、ネパールの子供達や先生方と交流、教育環境の向上を目指します。
新川 MMR 訪問、改修予定校・ヤナトラハ校訪問ほか次期支援候補地視察など。
実施予定日：2019 年２月 15 日 ( 金）〜 24 日（日） マレーシア航空を予定しております。
費用：ネパール滞在費用を除きおおよそ 160,000-170,000 円を予定しています。マレーシア滞在宿泊費用込み。
今回は体調を考えてネパール国内はルンビニとカトマンズのみとし、フライトは深夜便は利用しません。
フライトの都合上クワランプールで１日観光・休養を考えています。
参加希望者は 11 月 20 日までに

加藤誠一 090-7268-0502 まで申し込みください。

2018.8.26 Nepal Festival 代々木公園

【編集後記】
待ちに待った新川 MMR が完成し、開校式が行われました。新川会員とラマさんの熱意に改めて感謝申し上げます。
10 月 7 日開校式には新川、ラマ両会員がルンビニから新設されたインターネット回線を使用して大道芸バザー会場とそれぞれの様子を配信し
ました。改めてルンビニ地域の教育に果たす役割は大きいと確信しました。 今後の保守・管理・運用など課題もありますが一歩一歩進めて
いきたいと思います。現在、生徒たちとの定期的なルンビニとの連絡・交流方法を模索しております。現在は PC に慣れていただく期間になっ
ています。設置された WiFi は解放して学生・教師・住民の皆さんに自由に使っていただけるようセットしております。会員の皆さんのさらな
るお知恵を拝借したいと思います。S・K
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