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2022 年間報告書
ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ（ネパリ・バザーロ）

新型コロナの感染が始まって早３年となりました。初めの頃はネ

パールからの入荷が止まり、その後もネパール訪問ができず、国

内の岩手や沖縄でも移動制限があり、横浜でも頻繁に行っていた

集まりやボランティア、インターンの受け入れも減りました。そ

んな中でも多くの方にご理解、ご協力、熱い応援をいただき活動

を継続することができましたこと、深く感謝いたします。

2022 年末には、コロナ禍により実施できなかったスタッフのネ

パール出張を３年ぶりで果たすことができました。生産者の方々、

子どもたち、奨学生と顔を合わせ、再会を喜び合い、この３年間

の様子を語り合いました。順次ご報告をしてまいります。岩手や

沖縄へも感染予防に気をつけながら訪問しました。陸前高田の工

房隣に植えさせていただいている椿の実の収穫も一昨年の量を大

１年間を振り返って

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ共同代表
魚谷早苗

ぜひ会員になって支えてください！

サポート会員

準サポート会員

年間一口　10,000 円（非課税）

年間　　　   3,000 円（非課税）
振込先：郵便局 / 有限会社ネパリ・バザーロ /  00220-1-38818

サポート会員（希望口数）or 準サポート会員どちらかをご明
記の上、郵便局からお振込み下さい。

※会費は NPO 法人ベルダレルネーヨの支援活動に使わせて頂きます。
※ネットショップからもお申込み頂けます。

会員お申込み方法

世界的規模の感染症が流行して丸 3 年、ようやく外国に行

く、帰国する際の条件もかなり緩和され、カトマンズ近郊の

養護施設 MSCC の理事長、ラム・チャンドラさんが急死され

てから初のネパール訪問を 2022 年末にすることができまし

た。幼い子ども達は、青年のように大きく成長していました。

コロナ禍での悲惨な事件とその様子を聞き取る機会もありま

した。私達がネパールに関わって 31 年が過ぎ、生活の向上

が垣間見られる一方で、厳しい状況下に置かれている人々の、

余りに大変な生活を感じる旅ともなりました。その中、奨学

生も大きく成長し、自立していく姿も多く感じることができ

ました。全てをお伝えすることはできませんが、できるだけ

きく上回りました。搾油が楽しみです。カカオフレンズの沖縄ツ

アー、野田村から端を発する満蒙開拓団に関する取り組みなど、

人や地域との繋がりもどんどん広がっています。

今年は、しばらく控えていた勉強会も復活すべく、すでにいくつ

か企画が進んでいます。私たちの大切にしている、共に学び、語

り合う機会に多くの方が参加してくださいますようお待ちしてお

ります。

小さな市民団体として活動を始めて 30 年以上が経ち、若い方た

ちへ繋ぐ責任と期待もますます強くなりました。皆様のお力をい

ただきながら今年も取り組んでまいります。変わらぬご支援をよ

ろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ事務局長　丑久保完二

この報告書でお伝えできたらと思います。これからも応援を

いただけますように、お願い申し上げます。
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ネパール活動報告≪農産物≫
現地の人件費高騰が続き、産業構造の転換が始まっています。手

がかかるハンディクラフトは、その影響が大きく、国際競争力

が落ちてくる傾向があるので、今後、食品へのシフトが起きそ

うです。日本では常識の産直、ネパールでも今後、その動きが

出てくることでしょう。私達フェアトレード団体は、農家、農

報告：丑久保完二

シリンゲ村（コーヒー）

シリンゲ村も、電気が来るようになり、まだまだ雨期には壊れる

とはいえ道路も通り、曇りになると携帯電波が届かないという状

況も、WiFi ２社が参入、そして、携帯の NTC 社では、4G が使

えるようになり、のろのろしていた携帯も高速な通信ができるよ

うになって通信環境も大きく変わっています。とはいえ厳しい生

活を送る人々の様子は、さほど変化していません。コロナ禍で改

善ができないでいましたので、2023 年度から、メンバーの名簿

整備、次世代に向けた人々の育成、日々の活動記録など、再整備

をしていきます。各地のスパイスの調査などを話し合っています。

Beekeeping Shop（はちみつ）

遠隔地の仕事に、このはちみつは有効で、他の国際協力団体も政

府と協働して養蜂技術を教えたりしています。農民への技術指導

や、実際の市場と繋げる役割を、この BeeKeeping Shop が担って

います。今回の訪問では、生産地の様子を聞いたり、糖度管理、ロッ

ト管理などを確認しました。

グルミ（コーヒー）

SHS（スパイス）

各地から送られて来たスパイスを、ここでストックして、洗浄、

乾燥、パッキングまでの商品化を行っています。コロナ禍でがん

ばってくれたワーカーに、まだまだ厳しい状況が続いていること

もあり、生活見舞金を渡して、激励しました。

12 月から、協同組合の収穫が始まりました。一部、スパイスも

ここから来ています。遠く離れた西ネパールにありますが、機械

設備が整っています。ロックダウンの影響が残っていて、2021

年後半から再開した経緯もあり、経営は厳しい状況です。国内市

場と私達がメインとなっていますが、組織としてはかなりしっか

りしています。

KTE（カンチャンジャンガ紅茶農園）

ネパールで初めて農民が組織して立ち上がった生産者協同組合形

式の農園です。ネパールで有名なイラムよりも北側にあり、イン

ドのダージリンに隣接しています。水が豊富で、質の高い有機紅

茶が採れます。初めて関わった頃に、JAS の認証を受け、ここで

働くワーカーの子ども達が全員学校に行ける仕組みを私達が関わ

り、創りました。高校卒業までを目標としましたが、その機能は

農園に移し、私達は、高等教育の支援に関わっています。自然の

恵みから収穫できる物が豊富で、これからが楽しみです。

民との直接のつながりを基本にしているので、産直の先駆けとも

言えます。そして、この活動を長くつづけるには、リサーチセン

ターのような活動が重要になることでしょう。今まで交流のあっ

た若者たちと力を合わせて、今までの経験を活かしながら、より

深い活動を続けて行きたいと思います。



ネパール活動報告≪ハンディクラフト≫ 報告：高橋百合香

2022 年末、３年ぶりにネパールを訪問することができました。

オンラインやメールでやりとりをしていましたが、現地の空気は

分かりません。最も困難なことはなかなか伝わってはきません。

コロナ禍をどうやって生き抜いているのだろうかと心配で、耐え

がたい３年間でした。ようやく訪問できた時は、ネパールではほ

ぼ日常を取り戻していましたが、「ネパリが来てくれて、やっと

ノーマルに戻ったと思えた」と言ってくださいました。生産者の

工房では、代表やマネージャークラスの方々だけでなく、ワーカー

の方々もニコニコ笑顔で、訪問を喜んで下さっているのが伝わっ

てきました。皆さん、長いお付き合いです。本当に励まされました。

しかし現実はとても厳しく、世界的なパンデミックだったため、

日本だけではなくヨーロッパやアメリカ、韓国などからの発注も

激減していて、生き残りに必死です。ネパールでは、物価高騰に

よる原料・人件費の高騰や政府の無謀な最低賃金の引き上げなど

ミランガーメント（フェルト）ウールンガーデン（ニット）

マハグティ（服、雑貨）

経営は大変厳しいと思いますが、ヨーロッパ

から注文が入っていて、忙しくされていてほっ

としました。

厳しいロックダウンの時は家から出られ

ず、刑務所にいるようだったと代表のス

ニールさんは言われていました。経営は

厳しく、現在の最優先事項は「続けるこ

と、生き残ること」と何度も言われてい

ました。今回はあちこちで、合言葉のよ

うに「survive」という言葉を聞きました。
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による商品の原価高騰という問題が以前からあり、一方で日本は

デフレで安い服があふれ、人々の経済状況は悪化しているためこ

れ以上のマーケットは期待できません。ネパリ・バザーロは、商

品構成の柱をハンディクラフトから食品に 10 年以上かけて移行

してきました。生産者にもそのことは何度となく伝えてきました

が、今回のパンデミックでいよいよこのままでは厳しいことを実

感されています。人にも環境にもやさしい有機で栽培された食材

は可能性があること、ネパールの多様性のある大自然は大きなア

ドバンテージがあることをアドバイスしました。そのためには、

有機栽培への理解と知識、経験、そして世界に通用する品質管理

が求められます。私たちとの服作りで培った品質管理への意識や

マネージメントはきっと役立つと思います。移行には時間がかか

りますので、生産者に必要とされる限りは、私たちもワクワクす

るハンディクラフトの物作りを生産者の方々と共に行っていきま

す。
サヌ・バイさん（洋銀雑貨）

10 人ほどの女性たちが働いています。一人ひ

とりの生活状況は厳しいですが、工房はいつも

賑やかで、笑いがたえません。

2022年12月7日にサヌ・バイさんが亡くなられました。もう一度お会いできると思っていましたが、叶いませんでした。春代さんがサナ・

ハスタカラのマネージャーのチャンドラさんに紹介して頂いた 1994 年頃からのお付き合い。サヌ・バイさんの誠実なお人柄と素敵な

商品は、スタッフにもお客様にも大人気でした。商品には、「サヌ・バイさんの〇〇」と名前が付いています。これからも商品と共に、

サヌ・バイさんはずっと私たちの心に生き続けます。ありがとうございました。これからは、息子のゴクールさんが後を継がれます。

WEAN COOP

女性起業家による、生産者協同組合で

す。理事に少しずつ若い世代の女性た

ちが加わるようになったそうです。

マヌシ（服、雑貨）

代表のパドマサナさんは

じめ、ワーカーの方々も

再会をとても喜んでくだ

さいました。各国からの

ハンディクラフトの発注

が減り、今後の柱を模索

し、必死に動いています。
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フェアトレード事業推進をする一方で、その成功には次世代の人材育成が欠

かせません。一人でも多くの若者の選択肢が増えること、人間の尊厳が守ら

れることを願い、首都カトマンズと東ネパールのインド国境に近いドゥラワ

リにある養護施設を支援しています。また、首都カトマンズ、紅茶農園があ

るフィディム、タライ平野のビラトナガル、ビルタモードゥ、ドゥラワリ、

ダマックなどで学ぶ子どもたちへ奨学金支援をしています。

ネパール活動報告≪教育支援≫ 報告：高橋百合香

Phase 2 専門教育支援

2002 年に幼稚園から高校卒業まで全員が学校に行ける仕組
みを作り、13 年間支援してきました。毎年 150 ～ 200 人
の子どもたちが教育の機会を得ることができました。2015
年度から農園が全てを負担して続けています。

紅茶農園ＫＴＥの SLC( 高校卒業資格 ) 合格後の子どもたち
を中心とする高等教育、職業支援として、2007 年に始めた
仕組みです。少数民族キサンの子どもたちも含まれ、運営
はベルダレルネーヨ主体で実施しています。

実家はフィディムからさらに山をこえた奥地の村ナンギンです。７

人兄妹の５人目。父が早くに亡くなり、母が女手一つで育ててき

ました。あまりに生活が厳しいので、私たちは７人それぞれに奨学

金支援をしてきました。チャンドラカラさんは卒業後、カトマンズ

の病院で２年働き、２ヶ月前にビルタモードゥ小児科専門の病院

にオープニングスタッフとして採用されました。カトマンズにいたと

きは３ヶ月ほど養護施設でも働いていたそうです。貧しい中でも近

所の子どもたちの面倒をみていた母の姿を見て、自分も人をケア

する仕事をしたいと幼い頃から思っていたそうです。夢をかなえた

チャンドラカラさん。長いお手紙をくださいました。幼いときに父

を亡くし、大変な境遇だったけれど、ネパリの支援のおかげで教

育を受けられ、自立して強く生きることができたと、何度も感謝

の気持ちをのべてくださっています。別れ際に、「父を思い出しま

す」とつぶやかれました。チャンドラカラさんが生き生きと働く姿

は、フィディムの子どもたちにとって、素敵なロールモデルになる

ことでしょう。私たちにとってもたくましく生きているチャンドラカ

ラさんを誇りに思います。

紅茶農園の卒業生　チャンドラカラさんん

奨学金コーディネーターのバラットさんも唸るほどの努力家の

ビマラさん。学校をトップクラスで卒業後、地元フィディムの

銀行で１年働いた後、ステップアップのために、進学しながら

働くためビラトナガルの銀行に転職。朝６時からマスターコー

スに通い、９時から 20 時まで働いているそうです。仕事の責

任も重く、スピードも正確さも求められて大変、大変、と言い

つつも充実感が伝わってきます。実は１年前に結婚されたと聞

いていたので少々心配もしていましたが、杞憂でした。学校に

も通い、仕事が遅くなる時は彼が職場に迎えに行くそうで、ネ

パールでは先進的なパートナーシップです。これからも対等な

関係を築いていってほしいと思います。ビマラさんは４歳の時

に実母を亡くし、父と父の姉、新しい母、２人の姉弟、３人の

異母妹弟と暮らしていました。食事の準備や家畜の世話等、女

性であるビマラさんには家の仕事がたくさんありました。家で

自分の時間はほとんどなく、45 分の通学時間に勉強しながら

通ったそうです。「私たちもしっかり学んで仕事を得て、自立

します！」と、彼女の話を全身全霊で聞いている奨学生のレッ

カさんとサクンさん。ビマラさんの存在が、後輩たちの希望に

なっています。

紅茶農園の卒業生　ビマラさんん

Phase 1 紅茶農園の子どもたちの基礎教育支援

●●

●

ビラトナガル
ビルタモードゥ

カトマンズ

中国

インド

ネパール

●
フィディム

●

ドゥラワリ

●

ダマック



ネパール活動報告≪教育支援≫ 報告：高橋百合香

キサン民族の奨学生
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ススマさんは厳しい環境で生まれ育ち、奨学金でスタッフナー

スのコースに進学。努力を重ねて卒業し、ダマックにある政府

系の大きな基幹病院の産婦人科に見事就職しました。働き始め

て８年目、責任ある立場で仕事をされています。貫禄たっぷり！

出会った頃は 17 歳。当時を思い出すと、感慨深いものがあり

ます。６歳の娘もいて、夫の母親の協力も得ながら夜勤もこな

しているそうです。毎日忙しくて休む暇もないそうです。大変

かと思いますが、今頑張った分は、きっとススマさんの力にな

ることと思います。さらに嬉しい話を聞きました。紅茶農園が

あるフィディムには大きな病院がないので、重症の場合はスス

マさんが勤める病院まで行かなければなりません。村から出て

いくのに、バスを乗り継ぎ一日以上かかります。不安も大きい

ことでしょう。そんな時に、ススマさんに連絡が入ると、スス

マさんは適切な科につなぎ、医師に症状を伝え、薬の確認、診

卒業生たちは、支援を終えても私たちの訪問の度に集まってくれます。卒業後すぐ、親からの

要請でお見合い結婚せざるを得なかったジャルサさんは、子育てをしながらも諦めず、自分の

力で再度進学し、早朝通学してステップアップを目指しているという近況も打ち明けてくれま

した。切磋琢磨して共に生きる仲間、応援下さる皆さまのお気持ち、ご支援が、確実に彼らが

自分の人生を切り拓く力になっています。

５人姉弟の４人目です。一番下の弟が４ヶ月の時に父が亡くなり、

母が女手一つで育ててきました。その母も体調が悪く、兄が働き

家族を支え、ジブンさんや弟は学業を中断して母を看病してきま

した。奨学金で 18 ヶ月の獣医コースを卒業し、獣医の仕事を始

めて２年目になりました。決められた地域を担当し、家畜に何かあっ

たら駆けつけ、診察し対処します。分からない時は先輩に教えて

もらいます。紅茶農園がある地元のフィディムはジャングルで、農

薬が全く入っていない地域なので、餌も全てオーガニック！車もわ

ずかで、排気ガスや化学物質などの公害もなく、牛たちは元気で

病気も少ないそうです。今働いているインド国境沿いのジャパと

いう地域は環境があまりよくない上に、限られた土地にたくさんの

牛が飼われているので病気が多いそうです。その分、様々な経験

を積んでいます。「牛は人間と同じ。ただ、話さないだけ」小さな

時から牛たちと共に暮らしてきたジブンさんは、当たり前のように

言います。「牛にはお休みないですよね」と私が言うと大笑いして、

「365 日、夜中でも何かあったら駆けつけます」と。自分で観察し

てよく考えて、牛が回復した時は本当に嬉しいそうです。ネパリの

サポートに心から感謝していることが言葉の節々から伝わってきま

した。「せっかく学んでも、仕事がなければ、男性は外国に出稼ぎ、

女性は結婚しか道はない。今、若者の 75% くらいはそうだと思う。

自分の国で働かないで、何で外国に行かないといけないんだ」と

珍しく語気が強まりました。２番目の兄はドバイで働いています。

一番上の兄も外国に出稼ぎに行こうと準備しているそうです。仕事

がなければ外国に稼ぎに行くしかない、厳しい環境も、母の寂し

さも分かっているからこそ、悔しさや悲しみも抱え、必死に踏ん張っ

ているのでしょう。後輩たちが、この国で生きていく道が示せるよ

うに、共に歩んでいきましょう！

紅茶農園の卒業生　ジブンさんん キサン民族の奨学生紅茶農園の卒業生　ススマさんん

８年前この病院で働いていましたが、結婚して退職し、カトマンズ

に行きました。その後、悲しいことに夫が事故で亡くなり、こちら

キサン民族の奨学生紅茶農園の卒業生　スニタさんん

の病院に戻ってきました。最後にお

会いしてから数年で、多くのことを経

験されたことを知りました。勤務中

だったのでゆっくり話はできませんで

したが、きっと困難な時、仕事が経

済的にも精神的にもスニタさんの支

えになったことでしょう。たくさんの

人が日本からも応援しています。自分

の人生をしっかり歩んでくださいね。

察代の交渉などまでサポートして

くれたそうです。村人たちにとて

も感謝されているそうです！この

ような形で村に貢献できているこ

とは、私たちにとっても、とても

嬉しいことです。

キサン民族の奨学生紅茶農園の卒業生　ジャルサさん、ススマさん、バワンさん、スバラさんん

コーヒー豆の選別をする仕事を担っているワーカーの子どもや、奨学生が学ぶ地域の近隣で、厳しい生活をしているご家庭の子ども
たちを例外的に支援するケースがあります。養護施設を出た子どもたちにも高等教育の機会を提供しています。

その他の奨学生
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ネパール活動報告≪教育支援／生活支援≫ 報告：高橋百合香

2020 年２月、モーニングスター・チルドレンズホームの元理

事長で子どもたちの面倒を親身になってみられていたラム・チャ

ンドラさんが急逝されました。厳しい状況の中、ラムさんのご

家族がロックダウンの合間を縫って子どもたちの世話に通いま

した。ホームの存続は難しく、これからどのような体制で子ど

もたちをみていくか話し合いを重ねました。その結果、23 人の

子どもたちの内、親や親せきがいる子どもは、安心して過ごせ

る家庭環境ではなくても家に帰さざるを得ず、行き場のない子

どもたち 13 人は、私たちが支援してソマン・アカデミーとい

う私立学校の宿舎に入ることになりました。また 16 歳を迎え

た３人の女の子のうち、アシャさんとシムランさんは路上で救

モーニングスターチルドレンズホーム（MSCC）

スワボーダケンドラ
東ネパールのインド国境に近い

ドゥラワリにある養護施設。少

出され天涯孤独です。皆さまに多大なご支援を頂き、西ネパー

ルのパルパという地域の看護学校に入ることができました。

2022 年 12 月末、３年ぶりにネパールを訪問することができ、

ソマン・アカデミーで子どもたちと再会することができまし

た！子どもたちは背丈が伸び、３年の月日の長さを感じました。

数年前の写真と見比べながら名前を確認しました。「これが

僕！」と幼い頃の写真を指差し、嬉しそうに教えてくれました。

10 代半ばの少年たちは、久しぶりに会った私たちの前ではと

てもシャイで、何を話そうかな？と、ややぎこちない感じもあ

りましたが、帰る間際に「会えて良かった」「嬉しかった」と

視線をそらしながらボソボソっとつぶやく声が聴こえました。

一人ひとりが自立し、自分の道を歩めるようになるまで、私た

ちも見守り続けたいと思います。

数民族キサンの子ども達を中心に、親がいない子どもや、生活

が厳しい家庭の子どもたち約 15 人が暮らしています。皆さま

からお寄せ頂いたご寄付で、屋上の防護壁を支援させて頂きま

東ネパールのインド国境付近に住む、少数民族キサンの人々。
ネパール全土で僅か 1200 人、生活は厳しく、支援を開始し
た当初はトイレもないのが普通でした。高校卒業資格を得た
子どもたちが中心となり、生活向上のために活動しています。
私たちは奨学金を中心に設備投資などの支援をしてきました。

キサン・ファウンデーション

養護施設の支援

した。これで元気いっぱいの子どもたちが屋上に出ても安心で

す。洗濯物を干したり、使いやすいように整備されています。

音楽やダンスなどの情操教育が大事にされていて、見守る大人

たちも子どもたちと一緒に歌って踊って楽しそうです。

奨学生、奨学金候補生が集まってくださいました。一人ひとり

インタビューをしました。人前で話をする機会などほとんどな

い女性たちからは緊張が伝わってきましたが、達成感があった

ようで良い機会になりました。その後、奨学生サンガム・キサ

ン君のご自宅に伺いました。春に父親が、約半年後に母親も亡

くなりました。二人とも 35 歳前後で、アルコール依存症だっ

たそうです。12 歳のアンジャリさん、７歳のアヌサルさんと

共に、祖母のムギさんと暮らしています。経済的に厳しく、若
年で亡くなる方は多くいらっしゃ

います。アルコール依存症の方も

近年増えているそうで、気になり

ます。教育により、少しずつ生活

環境が向上するのを願います。
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国内プロジェクト報告 報告：土屋春代

沖縄の新たな産業づくり、障がい者や一般就労の困難な方々の

仕事づくりと福島原発事故による放射能汚染地域に住む子ども

たちの保養を支援することを目的に 2017 年に立ち上げたプロ

ジェクトです。

このプロジェクトに賛同し共に夢の実現に向けて歩んでくださ

るカカオフレンズを募り、沖縄島北部と久米島でカカオ栽培を

沖縄カカオプロジェクト ～沖縄・福島・岩手を結ぶ～

されている久保さんと阿嘉さんの栽培支援と、沖縄の歴史や現

状をより深く理解するためにツアーを企画実施しています。

ツアーでは久米島にある福島の子ども達の保養施設「球美の

里」、沖縄島名護市にあるハンセン病国立療養所「愛楽園」、伊

江島の反戦平和資料館「ヌチドゥタカラの家」、北部と久米島

のカカオハウスなどを訪問しています。

その他の奨学生

沖縄のカカオ栽培の状況
2022 年夏、沖縄島北部・やんばるの久保徹浩さんと久米島の阿
嘉茂さんのカカオの花が咲きました。秋には阿嘉茂さんのカカオ
に初めて実がなりました。春から栽培者の仲間入りをされた仲地
リナさんのカカオも初めて花が咲きました。リナさんが目指す無
農薬での農業は実践者が少なく、遠くても情報交換したり、励ま
し合える仲間がいればと思い、各地で無農薬栽培を目指し頑張っ
ている農業者を紹介することにしました。6 月に１週間の研修を
組み、野田村の山口光司さんの山葡萄畑「Lu.cultiver」をはじめ、

『寄付つきチョコレート』と『沖縄カカオプロジェクト特定寄付』から、以下３団体に寄付をしました。

171,500 円

129,900 円

198,600 円

【2022 年度】寄付金（2022 年 11 月 24 日付） 

●沖縄カカオフレンズ代金より                      

●寄付つきチョコレー ト単品ご購入代金より

●沖縄カカオプロジェクト特定寄付より    

認定ＮＰＯ法人沖縄・球美の里

250,000 円
【2022 年度】寄付金（2022 年 11 月 24 日付） 

●沖縄カカオプロジェクト特定寄付より                        

認定 NPO 法人いわき放射能市民測定室たらちね

250,000 円

【2022 年度】寄付金（2022 年 11 月 24 日付） 

●沖縄カカオプロジェクト特定寄付より                        

NPO 法人 3.11 甲状腺がん子ども基金

コロナ感染対策のため、少人数での保
養を続けています。子どもたちは元気
いっぱいに遊んでいます。

「認定 NPO 法人沖縄・球美の里」は
2022 年 12 月末で解散しました。全
事業は「認定 NPO 法人いわき放射能
市民測定室たらちね」に引き継がれ、
久米島での「福島の子ども保養プロ
ジェクト 沖縄・球美の里」は運営を
続け、これからも福島の子どもたちを
受け入れ続けていきます。沖縄カカオ
プロジェクトも、支援を継続します。

たらちね
福島第一原発より汚染水が海洋放出されてしまうかもしれない時に備え、現在の測定値を把握しておくこと
が大切です。海水と魚を採取し、セシウム 134・137/ ストロンチウム 90/ トリチウムの核種の測定をし記
録し続けています。詳細は HP からご覧ください。 

3.11 甲状腺がん子ども基金
甲状腺がんの当事者とご家族の方の率直な声が綴られた「当事者アンケート報告書 2022 版」が発刊されました。
2022 年度版は、療養費の増額に伴って、現在の状況、健康面や生活面での心配事、国や県への要望、甲状腺検査に
対しての考え方などについて、168 人の方の回答が掲載されています。HP より電子版がダウンロードできます。

福島の子ども保養プロジェクト 沖縄・球美の里

https://311kikin.org

https://tarachineiwaki.org

https://kuminosato.com

ご紹介頂いた素敵な方々の
現場を訪ねました。陸前高
田の工房「椿のみち」も訪
問し、チョコレート作りの
体験とスタッフとの意見交
換もしました。自分らしい
農業の在り方を模索し、貫
いて欲しいと思います。

合計 500,000 円
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国内プロジェクト報告 報告：土屋春代

伊江島・ヌチドゥタカラの家にお手伝いに伺いました。
５月連休に子ども含め 11 名で草刈り、展示の核模擬爆弾のペン
キ塗り直し、サトウキビ刈り、阿波根さんの石像の汚れ落とし、
各処清掃などのお手伝いをしました。一番嬉しかったのは阿波根
昌鴻さんが 1965 年の佐藤栄作元首相の来沖時に首相に宛てて書
かれた陳情書が 2022 年２月に返還され、そのレプリカを壁の上
部いっぱいに掲示できたことです。素晴らしい宝を来館者の方達

にお見せするお手伝いができ光栄でした。謝花悦子さんは子ども
達もいる賑やかなボランティアグループに笑顔で応えてください
ました。その後も８月夏休みに３名で、12 月 27 日から年末２名
で片付けなどのお手伝いに伺いました。2023 年の５月連休にも
子ども含め９名での参加を予定しています。

福島訪問報告
11 月 10 日に福島県双葉郡と飯舘村に行ってきました。事故後、
飯舘村や浪江町には何度か行きましたが、東京電力福島第一原子
力発電所がある双葉町と大熊町は初めてです。まだ事故の収束の
見通しも立たず空間線量が高い地域で、帰還困難区域と一部の今
春解除を目指す特定復興再生拠点区域がまだら模様のようになっ
ています。それは、通行禁止のバリケードで遮断されている道路
まで行かないと分かりません。道路は封鎖できても、空気は遮断
できないので、つながっているのになぁと横目に見ながら通りま
した。
今、この国は原発の稼働年数を延長しようとしています。一番安
易で最も危険な選択です。壊れるまで稼働するんだなと思いまし

た。福島第一原発だけでは足りず、何基も事故を起こさせるつも
りなのでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　
今回、ショックだったのは大熊に今春開校する「ゆめの森」周辺
の線量のものすごい高さです。周辺の田んぼには１時間６マイク
ロシーベルトを超えるところもあります。
学校周辺の道路は除染してあると言っても、道路脇や続く林はと
ても線量が高く、子どもたちは放課後、どこで遊ぶのだろう？こ
のような場所に、建設費 45 億円という超豪華ですごい設備の学
校があっても・・・。公式発表では春から通うのは幼稚園、保育園、
小学校、中学校合わせて生徒数 25 名ですが、大人の都合で子ど
もを危険な環境で育てるのは心配でなりません。

陳情書を一人でも多くの方に見て頂きたいと思います。ぜひ訪ねてみてください！

伊江島に落とされた “ 核模擬爆弾 ” の展示保存のため、ペンキを塗り直す作業もさせて頂きました。「原爆を落とした国より落とさせた国の責任は重い」と阿波根昌鴻さんはいわれました。

反戦平和資料館ヌチドゥタカラの家は、阿波根昌鴻さんが集められた「人間のおろかさと、たくましさを学ぶ道具」であふれています。「戦争は誰がつくるのか。勉強しましょう」
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CPAO さんは貧困や生きづらさを抱え厳しい状況にある子ども

達やシングルマザーの支援をしている認定ＮＰＯです。長引く

コロナ禍でますます状況が厳しくなる中、学校にも家庭にも居

場所を無くし、繁華街に集まる子どもたちのため、大阪からキッ

チンカーで駆けつけ、温かい食事を出したり、話を聴き様々な

相談にのったりしています。新宿の路上にダンボールで寝る子

ども達の姿はとてもショックでした。最貧国と言われたネパー

ルと 30 年以上つき合い、ストリートチルドレンなど親のない

子、あまりに貧しく養育できない家庭の子ども達を家族のよう

に親身になって養育をするＮＧＯ支援をしてきましたが、まさ

か、日本でこのようなことが子ども達の上に起きているとは。

到底、福祉国家とは言えません。出生数低下が加速し、少子化

が最大の問題と言いつつ、せっかく生まれてきた子ども達をこ

こまで追い詰める国家に将来はあるのでしょうか。借金大国で

ありながら軍事費は倍増。しかし、武器や装備にいくらお金を

かけることができても、兵士のなり手がいない日本。貧窮する

大阪の認定 NPO 法人 CPAO さん支援 　「まずはごはん！」で子育ちをサポート

若者は兵士予備軍ですか。それでも足りなければ、次は徴兵制？

と心配になります。

●お米支援として、岩手県奥州市胆沢地区の稲作農家組合・ア

グリ笹森さんの美味しいお米を毎月 48 キロずつ送っています。

アグリ笹森の皆さんが手間を惜しまず丁寧に心をこめて栽培さ

れた美味しいお米で、自分が大切にされていると実感していた

だけたら嬉しく思います。

●シングルマザーの方達や生きづらさを抱える若者の仕事づく

りとして、ＣＰＡＯさんのリサチョコレートづくりへの挑戦を

http://cpao0524.org

陸前高田

2013 年に陸前高田に植樹した椿苗。2022 年は昨年の

倍以上の 50 キロの実を収穫することができました！

葉っぱも青々と茂り、真っ赤に色付いた大きな実がたく

さん実り、陸前高田の地にしっかり根を張っていること

が分かります。草刈りをはじめ、様々な形でご協力くだ

さる方々のお陰です。三宅島と利島からも、貴重な実を

分けて頂き、支えられています。

野田村

2013 年の秋に、3.11 で被災した岩手県北の野田村を初めて訪

ねました。特産品の山葡萄の販売を手伝ってほしいと頼まれ、

村にワイナリーをつくる「山葡萄プロジェクト」を立ち上げま

した。山葡萄生産者の方達が山形県の満蒙開拓団の引き揚者で、

戦後、野田村に入植されたと伺い、生産者の方達の想いを形に

するべく懸命に走り回りました。2016 年秋にワイナリーがで

き、徐々に軌道にのりました。皆さんの背負ってこられた苦難

の歴史、満蒙開拓のことなどに向き合う機会がようやく訪れ、

お話をお聞きしました。春カタログの特集でご紹介しています。

写真右が CPAO 代表の徳丸ゆき子さん

　「まずはごはん！」で子育ちをサポート

国内プロジェクト報告

インド（カカオ豆）

カカオプロジェクトは、南インドからの自然農法

によるカカオなくして立ち上げられませんでし

た。国際有機証明検査官ジャイさん、そして有機

スパイスを扱うマニスさんの協力は絶大です。

支援をします。2023 年２月

に沖縄研修、３月に陸前髙田

の工房で製造研修を予定して

います。
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お話会　11/3

「フェアトレード＆エコショップ　オゾン」（愛知県）の店主・杉

本皓子さんが 21 年続けたお店を 2022 年末に閉じることとなり、

横浜のネパリ事務所までお話に来て下さいました。卸と小売店と

いう関係を超えて、杉本さんとは互いに学びあい、刺激しあって、

深いお付き合いを長く続けてきました。

カタログのみならず、年間報告書、小冊子、初期の頃のネパリ・

バザーロだよりなどネパリが発行してきたたくさんの印刷物もく

まなく読み込んで、「大事なこと、伝えられて嬉しいことがいっぱ

い載っている宝の山。そこから教わったこと、受けた感動がいく

つもあります」と大切に保管してくださっています。紙布プロジェ

クトからネパールのロクタを勉強したり、カカオプロジェクトか

「フェアトレード＆エコショップ　オゾン」杉本皓子さん

勉強会　12/17 「日本で今、何が起こっているの？何が問題なの？　～沖縄から、奥間政則さんをお迎えして～」

ハンセン病施策と基地問題という二つの国策と闘う奥間政則さん

を沖縄からお迎えし、昨年に続き勉強会を開催しました。父親の

残した手記や証言集から知ったハンセン病差別の問題と、土木の

専門家の知識を活かして関わるようになった基地問題という二つ

の国策への怒りを全国の人々に伝えるべく、12 月 8 日から 24 日

までの長期間、愛知、大阪、京都、兵庫、栃木、東京、神奈川と

たくさんの会場でお話をされました。私たち主催の勉強会では、

これまで交流のあった学校などを中心に若い方にも積極的に声掛

けをして、小中高校生にも多数参加いただきました。これからを

担う若者たちとこうした課題を共有すること、社会を変えていく

力を持っていることを若者たちに感じてもらい、それを応援して

いくことが大人たちの責任だと私たちは考えています。

奥間さんからは、ハンセン病差別、琉球弧の軍事化とその危険性、

神奈川でも問題となっている PFAS 汚染、ドローン規制法、土地

学生との交流

ネパリの活動に興味を持たれた小学生から大学生までの多くの若

者が、自分にできることをと商品を販売くださったり、もっと生

産者や商品を知りたいとボランティアに来られたり、今年も多く

の交流がありました。継続して個人的に通われる学生さんもいら

して、商品やボランティア作業を通して生産者や奨学生、関わる

大人の生き方を共有する事の大切さを感じています。社会をつく

る仲間として共に学び、語り合いながら今後も活動していきます。

中央が奥間政則さん

らチョコレートについて調べたり、研究熱心な杉本さんは「震

災支援の椿油プロジェクト、と思ったら野田村のワイナリープロ

ジェクト、と思ったら沖縄のカカオプロジェクト…勉強すること

規制法、国に弾圧される市民、メディアの無責任さ、無関心は支

持であり共犯であること、など多岐にわたりお話いただきました。

「問題に無関心で動こうとせず子どもたち世代にしわ寄せがいく

のは大人の責任。若い世代は、我々世代が思いつかないアイディ

アやネットワークがある。次の世代に何をつなげるか、大人も学

ばないと若者に伝えられない。若者に知ってもらい、疑問に感じ

てもらいたい」と奥間さんは訴えます。沖縄だけの問題ではなく、

様々なことにつながる多

くの課題に関心を向け、

世代を超えて語り合い、

つながっていくことの大

切さを参加者それぞれが

胸に刻みました。

がたくさんで、追いかけるの

が大変」と笑います。これか

らも変わらぬお付き合いで、

た く さ ん の こ

と を 教 え て い

た だ き た い と

思います。

鎌倉女学院中・高等学校の生徒さんのボ
ランティア受け入れの様子。現場での作
業やスタッフとの対話を通して、これか
らどう生きるのか、根源的な学びの機会
になることを願い、私たちも向き合って
います。

フェアトレードについて学びを重ねてきた西前
小学校６年生の有志メンバーが、「よこはま共
創博覧会 2022」にて活動を発表しました。

清泉女子大学文学部地球市民学科「陸前
高田フィールドワーク」の皆さんが１年
間様々な形で関わって下さいました。

横浜国際高校ボランティア部の学生さんが事
務所に来られました。引率の先生は、15 年
ほど前に神奈川総合高校「ワンコインコン
サート」メンバーとして、私たちと一緒に活
動をしていました！その時の経験を糧に人生
を歩まれ、次世代に繋いで下さっています。

杉本皓子さん

フェリス女学院中・高等学校有志団体「ふぇあちょ
こ」の皆さんとの交流も５年目になりました。フェ
アトレードを入り口に、社会の問題、世界の構造、
政治のこと、知りたい！もっと知りたい！議論し
たい！という若者たち。彼らの存在と情熱に私た
ちも刺激を受けています。文化祭では活動を紹介
しながら商品を販売くださいました。とても嬉し
いメッセージも頂きました。ありがとうございま
す！
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会計報告

生活・教育支援

● モーニングスターチルドレンズホーム（MSCC）
基本支援は、月 60,000Rs の生活費支援。加えて、カレッジに通う子どもたち
の支援、さらにアシャさん、シムランさん、アスミタさんへの特定支援を実施。
● スワボーダケンドラ　
年 100,000Rs の支援金を基本としてきた。2018 年に約 436,000 円を支援し屋根、
キッチン、宿舎が完成。2022 年に２年分の 200,000 円を支援し、屋上の防護
壁を作る。
● ＫＴＥ奨学金フェーズ１（基礎教育支援）　
2002 年春に開始し 2014 年に 13 年目で終了し、2015 年よりＫＴＥが引継ぐ。
● 奨学金フェーズ２（専門教育支援）
2007 年から、SLC をパスした子の支援を拡大。KTE のあるフィディム、平野
部の都市ビルタモードゥ、ビラトナガル、ダマックなどでの勉学を支援。キサ
ン民族は 2010 年より支援開始。卒業生は農園マネジャー、看護師、准獣医、
アユルヴェーダ薬局開業、NGO スタッフ、上級教育などに進んだ。カレッジ
中心に支援しているが、状況により大学までの支援に広がっている。
● キサンファウンデーション　
若者たちが集える集会所の建設支援。2023 年度に第２次を予定。

● ネパール大地震支援　
被災した元ハンセン病患者の方々と家族が暮らす集落に食料支援。2023 年度
予定。
●「認定 NPO 法人 CPAO」お米支援　
貧困や生きづらさを抱え厳しい状況にいる子どもたちやシングルマザーの支
援をしている「認定 NPO 法人 CPAO」（大阪）に毎月 48 キロのお米を支援。

● カカオ苗栽培
2018 年と 2019 年に沖縄で栽培するカカオ苗を購入。2019 年に久米島にカカ
オ栽培用の育苗ハウス建設支援し、完成。
● 「認定 NPO 法人沖縄・球美の里」支援
沖縄カカオフレンズ代金と寄付つきチョコレートご購入代金より、合計
500,000 円を寄付。
● 「認定 NPO 法人いわき放射能市民測定室たらちね」支援
甲状腺検診プロジェクトに 250,000 円寄付。
● 「NPO 法人 3.11 甲状腺がん子ども基金」支援
甲状腺がんと診断された方への療養費給付などに 250,000 円寄付。

特
定
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2022

1/1 ～

12/31

沖縄カカオプロジェクト

2023.3.1 修正

収入 支出

前期繰越金 4,506,155 東日本大震災支援 -85,108

会費 1,436,000 ﾈﾊﾟｰﾙ教育・生活支援 5,313,353

寄付金 4,346,376 ﾈﾊﾟｰﾙ大地震支援 219,917

沖縄 1,106,064

講演謝礼 22,000 一般管理費 103,645

利息他 49 次期繰越金 3,652,709

計 10,310,580 計 10,310,580

敬称略 3/1改訂

前期繰越金 4,506,155

会費 1,436,000 執行会員会費 100,000 10名

サポート会員会費 1,150,000 76名

準サポート会員会費 186,000 62名

東日本大震災特定寄付 0

教育・生活資金特定寄付 2,777,756

特定寄付 240,000 Asha,Simran 個人のお客様1名 240,000

一般寄付 2,537,756 認定NPO法人WE21ジャパン厚木 800,000 鎌倉女学院中高等学校 11,102

フルクラムオステオパシックセンター 300,000 La grace 8,000

ネパールボランティアグループ空 200,000 横浜国際高校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部 4,404

ﾌｪﾘｽ女学院中高 90,176 FAIR TRADE 風's 4,000

公文国際学園 36,628 個人のお客様16名 1,083,446

沖縄カカオプロジェクト特定寄付 1,568,620

特定寄付 301,400 球美の里 寄付つきチョコご購入より 129,900

沖縄カカオフレンズより 171,500

特定寄付 1,267,220 カカオプロジェクト 沖縄カカオフレンズより 378,000

個人のお客様14名 889,220

講師謝礼 22,000

利息他 49

合合計計 1100,,331100,,558800

教育・生活支援 5,448,162 ネパール教育支援明細

教育支援 3,153,525 ＫＴＥ/キサン奨学金 2,982,825 ●ｽﾜﾎﾞｰﾀﾞｰｹﾝﾄﾞﾗ防護壁支援20万円含

現地コーディネーター 143,220

振込手数料 27,480

生活支援 1,735,972 ＭＳＣＣ生活費 1,469,440

ＣＰＡＯお米支援 259,302

振込手数料 7,230

Asha, Simran,Asmita 558,665 Asha,Simran,Asmita 555,000 ※ＭＳＣＣ(Asha,Simran)

振込手数料 3,665

ｼﾘﾝｹﾞ ﾊﾞﾄﾞﾘさん薬支援 別会計で支援

元ハンセン病の方々の集落支援 次年度予定

ネパール大震災支援

沖縄カカオプロジェクト 1,106,064 認定NPO法人沖縄・球美の里 500,000

  NPO法人3.11甲状腺がん子ども基金 250,000

認定NPOいわき放射能市民測定室 250,000

技術研修 71,244

伊江島戦争平和祈念館掲示 14,225

振込手数料等 20,595

一般管理費 103,645 印刷、現地コーディネーター、送料等

次期繰越金 3,652,709

合合計計 1100,,331100,,558800

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

東日本大震災支援 △ 85,108 △ 85,108 0

サポート会費、教育・生活 692,486 3,973,756 4,584,646 81,596 雑収益と合わせて繰越なし

МＳＣＣ（ワンラブ） 5,400 0 5,400 0 毎月約1万円支出終了

МＳＣＣ（虹の会） 121,544 0 121,544 0 終了

ＭＳＣＣ2 43,098 0 43,098 0 生活支援特定寄付終了

МＳＣＣ（Asha,Simran) △ 18,613 240,000 558,665 △ 337,278 看護学校への奨学金支援

ネパール大地震支援 3,476,387 0 219,917 3,256,470 教育、生活に補填

沖縄カカオプロジェクト 270,961 1,568,620 1,106,064 733,517

雑収益 22,049 103,645 △ 81,596

合計 4,506,155 5,804,425 6,657,871 3,652,709

279,250 未払金(Simran学費1月送金済み)

3,931,959 12/31末手元現金・預金

収収
入入

支支
出出

備考

教育、生活で補填

特
定
寄
付

(MSCC定期+MSCC2+生活支援MSCC特定)



スタッフのひとこと    2022 年の振り返りと 2023 年の抱負

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ事務局長
ネパリ・バザーロ副会長

丑久保完二

久々にネパールを訪問。奨学生の多くが住んでいる東ネパールを
周り、後は、カトマンズ近郊の生産者を回り、コーヒーの産地、
シリンゲのラジクマール君、ユブラジ君ともお会いしました。私
達が定宿にしていたホテルは、２年間閉めていたそうです。少し
ずつ観光客が戻って来たというものの、以前と比べるとまだ少数
です。ハンディクラフトを中心に活動して来た生産者は、生き残
りをかけて他の産業も取り込もうとしています。若者の仕事は
あっとうてきに不足、多くの高卒男子は、外国という現象が起き

ていました。仕事にも発想の転換が求められているのです。厳し
い生活状況下、少し応援をすれば自立して
行く、逞しい奨学生の姿も感じることがで
きました。これからも、寄り添い、仕事つ
くりにと応援していきたいと思います。

ある一つの事実を前にしても、それぞれのバックグラウンドやそ
の中で培われた思考のクセ、好み、職業など、様々な要素によっ
て見え方は変わってくることを実感した 1 年でした。そして、メ
ディアの多くは一方向からの報道を洪水のように流し、異を唱え
る人はたちまちバッシングを受けます。しかし、ロシア非難一辺
倒の G7 だけが世界ではないこと、欧米日の植民地支配を受けた
国々の怨念がこの戦争を通じて炙り出される懸念など、知りたく
ない事実にも目を向ける必要があります。実際、「日本は（植民
地支配をしてきた国の）白人と一緒になって上から目線のふるま
いですね。普段は忘れたふりをしていますが、私たちは忘れてい
ませんよ、あなたたちが戦争中にしたことを」というメールを、

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ副代表
内藤眞弓

インドネシアのビジネス相手から受け取ったという人がいます。
今の日本の振る舞いが、アジアの人たちからどのように映ってい
るのか、100 年後の日本が世界でどのような位置を占めているの
か。日本国憲法前文にあるような「名誉ある地位」を占めている
と、無邪気には信じられません。どんな困
難な状況でも、希望の種をまき続けるネパ
リの活動は、ますます貴重になってくると
信じています。

コロナ禍とはいえ 2022 年も仕事の合間に色々なところにお邪魔
して、沢山のことを教えていただきました。沖縄・伊江島のわび
あいの里には昨年末に続き、GW、お盆、年末に伺い、微力なが
ら押しかけのお手伝い。何度読んでも新鮮に胸に突き刺さる阿波
根昌鴻さんの言葉、意志を継いで里を守り続け、連日の見学者に
熱く語り続ける謝花悦子さん、謝花さんを守り支える方たち。命
をかけて闘う方たちに自分はどこまで誠実でいるのか、問われて
いると感じます。阿波根さんのお写真の上に掲げられている「み
んなが反対すれば戦争はやめさせられる」という言葉は、世界人
権連盟議長から言われて阿波根さんが大事にしてきた言葉です
が、世の中は平和に向かうどころがどんどん戦争に向かっていく

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ共同代表
ネパリ・バザーロスタッフ

　魚谷早苗

ばかり。自分の周りだけ見ていると、こんなに私たちは戦争に反
対しているのに「どうして？」と思いますが、「みんな」がまだ
まだ足りないし、「反対」がまだまだ弱いのでしょう。読まなけ
ればいけない本、知らなければいけない事
実、語り合わねばいけない課題・・・諦め
ることなく闘い続ける先輩たちに恥ずかし
くないよう、できることに一つずつ取り組
んでいきたいと思います。

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ共同代表
ネパリ・バザーロ創立　土屋春代

2022 年はロシアによるウクライナ侵攻という衝撃で始まりまし
た。こんな暴挙は直ぐに終わって欲しいという世界中の市民の願
いも虚しく、戦争は続いています。いつ終わるのか分かりません。
戦争は始めるのも終わらせるのもごく一部の、本当に一握りの人
間の手の内にあり、それ以外の人々がどれほど泣こうが叫ぼうが
変わらない。そんな思いになってしまいます。戦争はいかに愚か
で二度と繰り返してはいけないと歴史から学びますが、国のトッ
プが真剣にそれを思い自戒しなければ戦争が起きてしまいます。
自分の国も戦争に巻き込まれるかもしれないと思うと世論も平和
主義から一転します。ウクライナ戦争の反応で戦争は絶対だめだ
と軍備増強に反対する人より、自分の国は自分で守らなければな
らないと軍備は増強するべきだと考える人が多くなったことに愕
然とします。どれほどお金をかけようと仮想敵国としている国に
負けます。格好の攻撃目標となる原子力発電所がずらーっと並ん
でいるからです。稼働していなくても使用済み核燃料は大量に保
管されています。広島、長崎に原爆を落とされ、福島第一原発が

爆発した国ですが、まだ足りないというのでしょうか。いっそ、
日本は丸腰になり不戦を徹底し、軍備予算を社会福祉や教育、未
来型産業に投資した方が平和で豊かな国になると思うのですが。
米国を頼りにしてもいざとなったら日本を見捨てます。自国優先
は当たり前です。エスカレートしないでほしいと切に願っていま
す。私の今年の目標は、大坂のＣＰＡＯさんの沖縄カカオプロジェ
クト参加＆リサチョコレート製造に向けて支援をすることです。
元気で動ける間に軌道に乗せたいと思います。資本も僅かで狭い
スペースでもできるクラフトチョコレート
づくりでしんどい状況にある人たちが夢と
誇りをもって暮らせるように支援したいと
思います。どうか応援してください！

３年ぶりに訪問したネパール。待ちに待った生産者の方々や奨学
生との再会は本当に嬉しかったです。しかし、コロナ禍で加速し
た家庭内での壮絶なハラスメントの末、女性の命まで脅かされて
いる状況を見聞きし、頭をガツンと殴られたような衝撃も受けま

した。生産者の女性たち、奨学生、養護施設の子どたち・・・紙
一重の状況で生きているといっても過言ではないかもしれませ
ん。そこから脱するために必要なのが、教育の機会であり仕事の
機会。私たちの活動の原点、仕事の意義を再確認しました。翻っ
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N ＰＯ法人ベルダレルネーヨ事務局
ネパリ・バザーロ代表

高橋百合香

て日本の状況。命や人権が脅かされ、戦争ができる国への準備が
進んでいます。未だ女性蔑視が蔓延るこの国で、命が軽視される
政策がまかり通っているのは、ある意味当然かと思います。日常
の差別と暴力の行き着く先が、戦争なのだと思います。ネパール
でも日本でも、私たちの闘いはまだまだ続くだろうことを覚悟し
ています。日常生活の中で戦争につながること全てにＮＯといえ
るように感性を磨き、自分自身を問い、そして、生きる力を引き

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ事務局
ネパリ・バザーロ　スタッフ　簑田萌

2022 年も、「こんな社会を次の世代に引き継がせてはいけない」
と多くの方が言われていました。その思いを受け止めるべき私た
ちの世代は、この 1 年をどう感じ、生きてきたのだろうと考え
ます。同世代の中でも社会問題に対して関心を持っている人は多
く、特に環境問題に対して実際に行動を起こしている人が多い印
象です。これは私の主観ですが、例えば福島原発事故を発端とし
た原発問題や、沖縄に負担を押し付けている米軍基地の問題と比
べて、生活の中でプラスチックを削減したり、海でゴミ拾いをし
たりと、個人の中で問題定義とアクションが完結し、無意識的に
身近な人を「敵」としてしまうことが少ない…それが環境問題に
関わりやすい理由の一つなのではと考えます。同時に、波風をた
てずに生きていきたいと考えている世代でもあるのかな、とも思
います。私にも福島や沖縄にルーツがある友人は多く、「こんな
に SNS で発信していて、もしかしたら傷つけてしまっているか
も…」と日々悶々としていましたが、この年末、沖縄カカオプロ

ジェクトを通して支援させて頂いている「3.11 甲状腺がん子ども
基金」から、私と同年代の甲状腺がん当事者の方々のアンケート
冊子が届き、やはり声をあげずに黙っていられない気持ちを強く
感じました。将来の健康のこと、仕事が続けられるか不安なこと、
一生薬を飲み続けなくてはいけないこと、治療のための支援が国
や自治体からなく経済的に苦しいこと、原発事故との因果関係が
はっきりとされず社会的理解も乏しいこと…私の人生にはない苦
しみを抱えている方々の言葉を読み、誰かの人生や命を踏み台に

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ執行会員
ネパリ・バザーロ取締役・開発顧問

La MOMO 代表　土屋ひろ

沖縄に同行させて頂いてから、子ども達の中で戦争を身近に感じ
るようになったようで、テレビで沖縄が映ると「戦争の話はしな
いのかな」とボソッと呟く長女。姉弟喧嘩は日常茶飯事ですが、
分け合う心が子ども達の中にどんどん育って行くと良いなと思っ
て見ています。ネイティブアメリカンの方達の本を読んだ時に書
いてあった話ですが、子どもに果物や木の実を摘ませてそれを皆
で分け合う。喜ぶ皆の顔を見て、子ども達に分け合う事の大事さ
を教える。というのを思い出しました。コロナもありいろいろ難

しい事もあるかもしれませんが、たくさんの人と一緒に美味しい
ものを食べたり体験したり、皆の笑顔が沢
山見られる一年になりますようにと祈りな
がら。今年もどうぞ宜しくお願い致します。

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ監事
磯崎京子

コロナとの付き合いが 3 年になり、一人々々に様々なストーリー
が生まれたことでしょう。私にとって印象的なのはマスクとの思
い出です。感染防止のため国を挙げての “ 常にマスクと共に ” の
生活となりましたが、そのうち心身の不調に気が付きました。マ
スクにふさがれて息ができないのです。もともと鼻炎気味で呼吸
困難なのにマスクでますます呼吸ができません。そのため脳に酸
素が届かないのですから、脳の機能が衰え、それでなくとも物忘
れや思考力低下に悩む日々に追い打ちをかけるように頭の中がど
んよりとしてきます。ウクライナも原発もジェンダーも少子高齢
化も……ぼうっとして鋭い考えが出てきません。頭はぼんやり、
そしてマスクを外した頬にはくっきりとマスク皺。それを見た私

はますます気がふさぎます。そんな時、ハッと正気に戻してくれ
たのがネパリバザーロからの冊子「つなぐつながる」でした。そ
こには常にさわやかな風が吹いていました。誠実さ、優しさ、そ
して強さ。ぶれないメッセージに加えて、商品の愛らしさ。見て
いるうちに慰められ、脳も体も活性化され
るようでした。良い風を送り続けることの
大切さですね。ネパリバザーロさんのご努
力に敬意と感謝を申し上げます。

「ロシア兵が来ると聞いて、母と天井裏に隠れた」「友達のお父さ
んは、連れていかれそうになった娘をかばって目の前で殺され
た」・・これは、95 になる母の、満州での体験です。子どものこ
ろから、何度か聞かされていましたが、ウクライナのニュースで
思い出すのか、また、話したことを忘れるせいか、最近は毎回の
ように話しています。そんな戦争はもうしない、と誓った憲法が
あるはずなのに、2022 年の年の瀬、大した議論の記憶もないま
まに、国の方針が大きく変わろうとしています。原発もしかり。
福島の被害にあった方たちの声はどこに行ったのでしょうか。。
激動の 2022 年の漢字は「戦」だったそうですが、戦争をしない
ためや、ひとりひとりの平穏な暮らしを守るための「戦」を頑張

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ執行会員
金子聖子

らないといけません。私は昨年もネパリの活動にはあまり直接関
われず、この欄をいただくのも申し訳ない感じですが、ネパリの
皆さんのご活躍に触発されながら、自分なりの小さなステップで、
より弱い立場に置かれている人や必要とさ
れていることへのアンテナは立てつつ、行
動できたかなと思います。2023 年も、ネ
パリの一層のご活躍にエールをお送りしま
す。

して生きる社会は嫌だと改めて思いました。
少しでも共に感じ、考えられる仲間を増や
せるよう、ネパリでの活動も私個人として
の生き方も、日々成長できるように頑張り
ます。

出しあえるような仲間を増やしていきたい
と思います！そのためにも、今年はネパリ
の体制を次世代につなげる力のあるものに
していきます。



スタッフのひとこと    2022 年の振り返りと 2023 年の抱負

2022 年はコロナ禍 3 年目…生活にもだいぶ慣れ、気持ちの揺ら
ぎも減り環境に適応できるようになってきました！昨年の椿のみ
ちでの活動を振り返り、1 番最初に思い浮かんだのはやはり清泉
女子大学の学生さん受入れです！コロナが流行してから 20 名ほ
どの受け入れの経験はなし。自分の中に思うことや、気持ちが沢
山あってもそれを言葉にして誰かに伝えるということが不得意な
私は、数時間という限られた時間の中で、1 人 1 人の生徒さんに
自分の中にある気持ちを上手く伝えねば…と毎日緊張感でいっぱ
いでした。緊張の当日…学生さんの素直で元気な姿をこの目で見
て安心したのか気が付けば止まらないくらいチョコレートについ
て語っている私がいました。学生さんたちのチョコレートを知り
たい！学びたい！真剣な気持ちが伝わってきて工房からも感激と

感謝でいっぱいの時間となりました。私たちが伝えた Lisa チョ
コレートの魅力が学生さんたちからまた新たな皆様に伝わって…
確実に輪が広がっていることを実感し嬉しい日々です。伝えるこ
と、知ってもらうことこれからも大切にチョコレートと向き合っ
ていきたいです！秋には沖縄のカカオに実がなったとの嬉しすぎ
る報告も。可愛いカカオの赤ちゃんが一生懸命

新発売の「沖縄ドライフルーツたんかん」は、椿のみちで袋詰め
作業をしています。じっくり低温乾燥されたドライたんかんが工
房に届き、一袋一袋丁寧に手作業で行っています。大袈裟かもし
れませんが、初めてドライたんかんを口にした時、目の前に沖縄
の景色が広がりました。それ位、甘味がギュッと詰まった美味し
いたんかんです。実は今までたんかんを食べたことが無かった私。
作業時、工房内に漂う甘い香りに感動しています。そして、椿の
お話です。植樹した椿は、昨年も沢山の実をつけてくれました！
成長していく椿はまるで我が子のようで、嬉しく見守っています。 ネパリ・バザーロ製油＆チョコレート工房

『椿のみち』スタッフ　伊東恵美

椿畑の草刈りが必要な時期には、アグリ笹森様との草刈り交流会
も続いており、草が伸びることも有難く感じます。椿のみちスタッ
フ 5 名は、みなベテランになり阿吽の呼吸で仕

この１年は、ロシア・ウクライナ戦争勃発、終息も見えない事態
となりました。日本国憲法の前文は「政府の行為によって再び戦
争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し…」、第２
章には「戦争の放棄」、とはっきり書かれていることを今こそ誰
かと話したいと思い、ショップ・ベルダの隣のレストランで憲法
ワークショップを６回開催しました。毎回 7~10 人で行い、ネパ
リのカタログ記事 vol.24「沖縄戦と特攻隊」vol.25「沖縄戦・久
米島の戦争」を輪読した時は、参加者も辛い重い表情となり、い
ざ戦争となったらこんなことが起こってしまうのか、と心に刻ま
れる思いがしました。味方と信じた日本軍に島の人々が虐殺され
たのです。今も国によっては国軍による国民統制の攻撃もありま

ネパリ・バザーロ直営店『ベルダ』
スタッフ　上原温子

す。軍隊は大きな暴力組織として一部のトップに有利に動き市民
は犠牲になる。ネパリの商品には困難の中から生まれた様々なス
トーリーがあります。ネパールのかわいい雑貨に、美味しいカカ
オ商品に、他にもたくさん！生産者とその地域のことを学び寄り
添いながら、その恩恵に与ります。2023
年もショップでお客様にご説明しながら大
切なことを分かち合えますように祈りま
す。皆さまのお越しをお待ちしています！

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ
奨学金コーディネーター　バラット・バスコタ

2022 年で一番嬉しかったことは、３年ぶりにようやくネパリ・
バザーロチームがネパールに来てくれて再会できたことです！奨
学生たちには、ネパリやご支援下さる方々のことは伝えてはいま
すが、やはり実際に会うのとは違います。今回の訪問で、生徒た
ちは刺激を受け、モチベーションがさらに高まったようです。と
ても喜んでいました。また専門教育支援は 17 年目となり、自立
の道を歩んでいる女性たちが多く出てきました。奨学生一人ひと
りも大変な努力をしていますが、みなさまのご支援がなければ不
可能でした。本当にありがとうございます！さらに嬉しいことに、

ネットワークが生まれ、何か困ったことがあったら、各地にいる
卒業生が助けてくれるようになりました。色々な職種に就いてい
るので、私にも分からないことをアドバイ
スしてくれます。宝だと思います。皆が父
親のように慕ってくれて、私自身も励まさ
れています。奨学生と共に、皆さまのご支
援に心から感謝申し上げます。

ネパリ・バザーロ製油＆チョコレート工房
『椿のみち』スタッフ　大場茜

ネパリ・バザーロ直営店『ベルダ』
スタッフ　岡真理子

2022 年はベルダショップのある “ あーすぷらざ ” でイベントが
徐々に解禁となり、ショップにも賑わいが戻ってきました。試食
も再開し久々にお客様にネパリの味をご紹介する機会ができまし
た。という訳で、今年特に人気だった『食品』をご報告します。
山ぶどうピューレは岩手のコーナーで断トツのリピート率です。
お味噌・わかめは「これでなくては」、紅茶・コーヒーは「うっ
かり切らしてしまう前に」と買いに来られる方が増えました。そ
して、試食した方のほとんどが購入される「沖縄ドライフルーツ・
たんかん」とオレンジクッキー。試食後にどちらにするか悩まれ
る方続出のリサチョコシーソルトとシナモン＆ジンジャー。もち
ろん両方のお買い上げも。それぞれの商品が持つストーリーにも

是非を表明することが良しとされるようですが

耳を傾けていただきました。12 月、ハンセン病と沖縄基地問題
という 2 つの国策と闘う奥間政則さんの話を聞き、「無関心は罪」
という言葉にハッとしました。もっと学ばなければと思った矢先
に原発の再稼働・新増設という信じられない発表が！世間では「タ
イパ」や「コスパ」が重視され、一方的な情報に飛びつき瞬時に

ショップで納得のゆくまで商品をご覧にな
るお客様のように、「ゆっくり」「じっくり」
考える時間が今だからこそ必要なのだと思
います。

事をしています。仕事で疑問に思ったこと
改善点など、毎日活発に意見交換し、研鑽
しています。今後も、優しい気持ち、楽し
い気持ちで仕事に取組み、丁寧な作業を心
がけて行きます。　

大きくなろうとしていますね！ 2023 年はカ
カオの木のように少しずつでも確実に。力
強く粘り強く…！息子と笑顔いっぱいの年
にしたいです！今年もよろしくお願いしま
す！　



　　　　　　　　北海道　藤原操　青森県　三浦眞理子　岩手県　おいものせなか、佐藤嘉美、三浦美和、住吉淳子、八重

樫洋子　宮城県　稲村恵子　新潟県　西脇広子、横田和恵　栃木県　簑田理香　茨城県　高橋三紀子、田中久美子、反町美香、

アシリアペ、平山茜　千葉県　大根田朱里、笠原千恵子、阿部恭子　埼玉県　清水香由美、加藤典子、柳下美代子、渡邉眞澄、

松井弘子　東京都　磯崎京子、児玉安司・邦子、千手観音、内藤眞弓、友岡美香、中野千恵、宮内淑子、磯貝容子、梅田成

彦　神奈川県　魚谷早苗、丑久保完二、佐々木まどか、島津由美子、高木恵、高橋百合香、土屋春代、金子聖子、熊野春美、

和田美恵子、平野由美子、石渡戸貴子、澤邊喜保子、高砂庭子、簑田萌、岡真理子、上條武雄・理絵、高田佳代、田中征子、

小林鋭子　長野県　土屋ひろ、日下部信嘉　山梨県　堀内志穂　愛知県　ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ & ｴｺｼｮｯﾌﾟオゾン、角田真吾　京都府　坂

野悦子　滋賀県　二又桂子　三重県　福田博、荒木一美　大阪府　足立知子、池滝三千代、大出直子、河村奈津、小寺美奈子、

阿字地千佳子、宮井美咲、藤本郁子　兵庫県　若松菜穂、中野恭子、越久豊子　徳島県　風の庵　福岡県　高橋敦子、田中

啓子　長﨑県　仲宗根明美　熊本県　桝田千絵、阿部勤子　沖縄県　松田淳子

2022 活動報告と 2023 活動予定

（黒字＝主催 / 青＝外部）

1/22
1/30 
2/1-14
2/5-11
2/17 
2/19
3/1-10
3/3-9
3/19
3/23
4/4-8 
4/9-13
4/29-5/5

5/10 

5/14-16 
5/20 

2022 年活動一覧

2022 年もお世話になりました。2023 年も、どうぞよろしくお願いいたします !!

サポート会員の皆さま

正会員 80 名 

ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ （2014 年 12 月設立）

（2022.12.31 現在／敬称略　順不同）

理事　  共同代表　土屋春代、 魚谷早苗　　副代表　内藤眞弓 監事　  磯崎京子役員

２月 18 日　『年間報告書 2022』発行2023 年スケジュール 3 月 21 日　理事会・総会

ご参加、ご協力ありがとうございました！

横浜国際高校ボランティア部オンライン交流
「沖縄カカオフレンズフレンズニュースレター vol.6」 発⾏
「森へのチケットチョコレート 2022」出店＠渋⾕ヒカリエ
【第 8 回沖縄カカオフレンズツアー】
「つなぐつながる春号 vol23」「2021 年活動報告書」発⾏

鎌倉女学院高等学校社会体験受け入れ
沖縄島・伊江島・久米島訪問（春代）

【第 9 回沖縄カカオフレンズツアー】
NPO 法人ベルダレルネーヨ 第 8 回定期総会
第 8 回沖縄カカオフレンズツアー参加者報告（ネパリ内）
沖縄島訪問（春代）

【第 10 回沖縄カカオフレンズツアー】中止
【スタッフ研修】伊江島・久米島
（春代、完二、早苗、百合⾹、萌、ひろ）

清泉⼥⼦⼤学地球市⺠学科
「陸前⾼⽥フィールドワーク」講義①（春代）

岩手県陸前高田出張 野田村・花巻訪問（春代、完二、百合⾹）
明治学院大学 1DAY ボランティア受入れ

「つなぐつながる夏号 vol24」発⾏ 15

ご紹介させて頂きます。ありがとうございます！

　　　　　　　　北海道　東藤洋子、八木芳恵　宮城県　箕田朗子、北見伸介　山形県　太田千栄　栃木県　高橋有紀子　

茨城県　山田章子、麻生順子、松山陽子　千葉県　森口易子、真栄田紀子、こばやかわ歯科、清水晶子　埼玉県　川合芳子、

黒須春美、小野寺智子、伊藤聡子、石井ともみ　東京都　中田良子、牧野美知子、稲塚由美子、大橋靖子、加藤信治　神奈

川県　塚田美千代、梶原朋子、小泉佐保、恵本美恵子、生方文、高橋純子、原慶子、金子厚子、上杉栄子、矢島万知子、倉

富隆子、小峰阿也子、曽根緑　富山県　山瀬裕見子　石川県　背出和美　静岡県　竹本景子、玉田英子、戸倉由紀枝、瀧さ

おり　愛知県　兼松初代、下村知子、中島安須、久野くみ子　京都府　長谷川薫　大阪府　谷井尚子、岡部修子、下村純子

　兵庫県　阪上真千子　和歌山県　石崎耕　山口県　園田未希、阿部ひとみ、河本朋子　岡山県　河井美恵子　福岡県　長

﨑直子、安永佳恵、龍口ゆり子　沖縄県　奥山有希

準会員 60 名 

のっぽくん @ 石川県 にて。

ヒカリエでの販売。ナマケモノ倶楽部さんはじめ、素敵な仲間との出会いにも感謝。

喜劇駅前食堂さん＠長野県 を訪問しました。

2023.3.1 修正
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〒247-0014　神奈川県横浜市栄区公田町 1019-267 
Te l :045-891-9939　Fax:045-893-8254　
E-mail:common@nbazaro.org　http://verda.bz
2023 年も変わらずお力をお貸しくださいますよう
よろしくお願い申し上げます !

事務所での作業ボランティアも大歓迎！お気軽にご連絡ください！

2023 年 主な活動予定 ご参加お待ちしています！5/21-23 
5/24
5/28 
5/31

6/4
6/6-13

6/12
6/29-7/1

7/2

7/3 

7/9-10
7/16-18
8/11-15
8/18-19
8/25
9/1

9/2 
9/10

9/13

9/14-16
9/17-19
9/23-24
10/5-14
10/8-13
10/15
10/17-22
10/22
10/28 
11/3
11/5 
11/12
11/21
12/7- 15
12/10-14
12/7-9
12/17

12/24-31 
12/24-1/1 

伊⾖大島訪問 
関東学院⼤学オンライン講義（百合香）
横浜国際高校ボランティア部ネパリ事務所訪問
清泉⼥⼦⼤学地球市⺠学科

「陸前⾼⽥フィールドワーク」講義②（春代）
パルシステム山梨勉強会（百合香、萌）
カカオ生産者・仲地リナさん研修
＠横浜・藤野・野田村・陸前高田
鎌倉⼥学院⾼等学校国際セミナー（百合香）
岩手山麓開拓地＠岩手県滝沢市、
花岡平和記念館・花岡事件跡地＠秋田県大館市、

「おいものせなか」＠岩手県花巻市訪問（春代）
鎌倉女学院高等学校ボランティア体験受け入れ
アグリ笹森さん岩手県陸前高田・椿の植樹地の草刈り
清泉⼥⼦⼤学地球市⺠学科「陸前⾼⽥フィールドワーク」
LISA チョコレート販売促進提案

「のっぽくん」＠石川県にて椿油ハンドマッサージ
岩手県野田村訪問（春代、早苗、百合⾹、萌）

【スタッフ研修】沖縄島・伊江島（早苗、百合⾹、萌）
鎌倉女学院高等学校社会体験受け入れ

「沖縄カカオフレンズニュースレター vol.7」発⾏
清泉女子大学地球市民学科「陸前高田フィールドワーク」
⼯房「椿のみち」訪問受け入れ

「つなぐつながる秋号 vol25」発⾏
フェリス女学院高等学校 有志団体

「ふぇあちょこ」事務所訪問
おいものせなか 暮らしと政治の勉強会

「戦後 77 年、戦争を考える」（春代 ) 
岩手山麓開拓地訪問（春代）
岩手県陸前高田訪問　椿の実の収穫
岩手県陸前高田訪問　椿の植樹地の草刈り（完二）
沖縄島・伊江島・久米島訪問（春代）

【第 11 回沖縄カカオフレンズツアー】
鎌倉女学院高等学校ボランティア体験受け入れ
陸前高田・野田村・宮城県名取市訪問（春代、完二）
西前小学校「よこはま共創博覧会 2022」にて発表（萌）

「つなぐつながる冬号 vol26」発⾏
フェアトレードショップ「オゾン」杉本晧子さん来訪
鎌倉⼥学院中学校土曜講座（百合香、萌）
ネパリ・バザーロ第 30 期定期総会
鎌倉⼥⼦⼤学講義（百合香）
沖縄島・伊江島訪問（春代）

【第 12 回沖縄カカオフレンズツアー】中止
エコプロ 2022 内『グリーンマーケット』出店
 勉強会 & 交流会「日本で今、何が起こっているの？
何が問題なの？～沖縄から、奥間政則さんをお迎えして～」

【スタッフ研修】沖縄島・伊江島訪問（早苗）
 ネパール訪問（完二、百合⾹）

2023 活動予定
2022 活動報告 ＆

編集発行 特定非営利活動法人 ベルダレルネーヨ

1/31
2/1-14
2/7-8
2/11

2/11-18
2/18
2/18-3/12
2/23

3/11-15
3/21
4/3-4
4/29-5/6

5/20
6/17

7/15-17
8/ 中
9/2
9/16-18
10/28
12/ 末

「沖縄カカオフレンズニュースレター vol.8」発⾏
「森へのチケットチョコレート 2023」出店

渥美フーズ主催「食の伝統と食材を知る勉強会」（春代）
フェリス⼥学院⼤学 Keep The Smile 主催「横浜のフェア
トレードネットワークを広げる交流セミナー」（百合香）
沖縄島・伊江島・久米島訪問（春代、完二）

「つなぐつながる春号 vol27」発⾏
直営店「ベルダ」25th aniversary 企画
つなぐつながる学びの会①「元原発技術者だからこそ分
かる、原発のほんとうの怖さ」小倉志郎さん

【第 13 回沖縄カカオフレンズツアー】
NPO 法人ベルダレルネーヨ第 9 回定期総会
岩手県陸前高田「椿のみち」CPAO さん研修

【スタッフ研修】沖縄島・伊江島・久米島訪問
（春代、完二、早苗、百合⾹、萌）
「つなぐつながる夏号 vol28」発⾏

つなぐつながる学びの会②「『河野村開拓団』と祖父と私」
くるみざわしんさんトークイベント
岩手県野田村・陸前高田訪問

【スタッフ研修】沖縄島・伊江島（早苗、百合⾹、萌）
「つなぐつながる秋号 vol29」発⾏

岩手県陸前高田訪問　椿の実の収穫
「つなぐつながる冬号 vol30」発⾏

ネパール訪問予定

アグリ笹森さんは、毎年椿畑の草刈り
をしてくださっています。感謝です！

伊⾖大島を訪問し、大島憲章について学びました。

苫屋さん＠岩手県野田村 がネパリ
30 周年のお祝いの色紙を下さいました。


