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特定非営利活動法人バル・ピパル奨学基金 

事業報告 第 6 号（2008 年度） 

  

☆新規の活動･･･音楽教育支援 

 今年 2月、「バル・ピパル学校の生徒達が音楽に親しめるよう

な活動ができるように」と、10年間に亘って定期的にご寄付を

いただくことになりました。これは、フルート奏者・故石井朝美

氏のご遺族によるご支援です。石井氏は、演奏活動の他に音楽指

導、特に子供達への音楽教育に情熱を注いでいらっしゃいました。

遺憾ながら、氏は病のために 3年前に他界されましたが、ご遺族

が氏の思いを生かし続けたいという願いを込めて、当法人へご寄

付をして下さることになりました。 

ネパールでは音楽の授業がある学校は殆どなく、人々は国内外

の音楽の歴史や有名な音楽家について学ぶことはありません。楽

譜の読み方も学びませんし、楽器を演奏する機会もありません。

普段の生活で、テレビやラジオからの音楽を聴いたり、祭りで歌

う程度です。ただ、「ダマイ」というヒンドゥー教で不浄カース

トとされる人々が、村の結婚式や祭りで専門的に楽器を演奏しま

す。彼らは普段は仕立屋として働いています。一般的に自分達の

農地を持たないため、他のカーストよりもさらに貧しい生活をし

ています。 

現在は、石井氏からの寄付金をどのように活用すべきか、村人達と話し合っている最中です。音楽

の授業を設ける、たて笛など簡単な楽器を充実させる、教師にはダマイから適切な人材を選出しては

どうか、などの意見が出ています。 

 

(1) 学用品支援事業･･･就学生へ文具品の寄与 

今年度も前年度を上回り、年間に必要な文具品

を就学生 361 名に寄与できました（表 1）。さらに

喜ばしいことは、7・8学年の生徒数が各 50名に増

えました。サッレ村にあるバル・ピパル学校の生

徒数は、表 2の通りです。ネパールでは、日本の

ような通学区域の制限がありません。そのため、

近隣の村の児童の中には自分の村に学校がある場

合でも、片道 2 時間歩いてバル・ピパル学校へ通

学しています。教育のレベルが高く、給食・制服・

文具・鞄等が無料支給されるためです。親達もこ

の学校で学べば、子供の将来に何か良いことがあ

るだろう、と期待しています。 

 

 

学校名 学年 人数 計

　バル･ピパル学校 幼稚園～8 303 303

　夜間成人クラス 1～4 51 51

　シャンカ・デヴィ学校 9～10 7 7

合　計 361 361

表1 文具品を寄与した就学生

学年 幼稚園 1 2 3 4 5 6 7 8 合計

生徒数 15 23 20 27 38 37 43 50 50 303

表2 バル・ピパル学校の生徒の詳細

村名 学校名 学年 人数

　サッレ 　バル･ピパル学校 幼稚園～7 115

　トドケ 　バゲソーリ学校 1～3 12

　ダダ 　パンチャ・カンニャ学校 1～5 20

　ラマスタン 　ラマスタン学校 1～7 28

　ヴォルレ 　マナルピ学校 1～7 28

　ボシ 　シャンカ・デヴィ学校 1～10 1

　バンカルカ 　カリカ学校 1～3 12
合計 216

表3 優秀な奨学生　

音楽を演奏するダマイ
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＜就学生 1人に寄与する文具＞ 

鉛筆、消しゴム、ノート各種、ボールペン及び換芯、万年筆

及びインク（使い切ると就学生が教師に申告し、確認後、新

品が渡されます） 

 

＜対象者の条件＞ 

Ａ．サッレ村在住の就学生、またはサッレ村内の学校に通学

している他の村の就学生であること。 

Ｂ．進級試験の合格者の場合、学校の出席率が月 80％以上

（塾は月 90％以上）、不合格者の場合は、出席率が月

90％以上（塾は月 100％）であること。 

Ｃ．毎年、各学年の開始時に奨学品希望の申請書を提出する

こと。 

 

(2) 奨学資金支援事業･･･奨学生の決定及び文具品寄与 

今年度は、7つの村の学校から優秀な奨学生216名が決まり、

奨学金が寄与されました（表 3）。前年度同様、昨年 5月に行

われた奨学品の授与式には、サッレ村のバル・ピパル奨学財

団が各学校に招待状を送り、村々から奨学生達、代表教師 1

人と父母がサッレ村に集まりました。式典では、文具品が各

自に寄与され、儀式として額、頭、頬、肩にはお祝いの赤い

粉が付けられました。また、校長、奨学財団代表者、生徒が

それぞれスピーチを行いました。 

この恒例の式典は、学生達が踊りや演技も披露しお祭りの

ように祝いました。 

 

＜対象者の条件＞                  

Ａ．サッレ村とその近隣の村に通う就学生であること。 

Ｂ．毎年 4 月に行われる進級試験の成績順上位 4名であるこ

と（バル・ピパル学校は上位 10名が対象）。 

Ｃ．毎年 1 月と 9月に行われる中間試験の成績順上位 10 名で

あること(バル・ピパル学校のみ対象)。 

Ｄ．期末と年末試験において、各学年の各試験科目で最も高

い点数を取った生徒であること(バル・ピパル学校のみ対

象)。但し、条件Ｂ・Ｃ・Ｄの該当者として同じ上位 4位

の生徒が選ばれることを避けるため、ひとりの生徒に重

複して寄与しない決まりとし、各学年の各試験科目で最

も高い点数を取る 1～10位以外の生徒を対象とする。 

Ｅ．年末試験の奨学品受理後１ヶ月以内に、好きな小論文を

提出すること。 

学年 1位 2位 3位 4位 合計
1 100 80 60 50 290
2 200 160 120 100 580
3 300 240 180 150 870
4 400 320 240 200 1,160
5 500 400 300 250 1,450
6 600 480 360 300 1,740
7 700 560 420 350 2,030
8 800 640 480 400 2,320
9 900 720 540 450 2,610
10 1,000 800 600 500 2,900

1Rs＝約1.2円 年間 15,950

学年 1位 2位 3位 4位 合計
1～8 25 20 15 10 70
1Rs＝約1.2円 年間 840

表5　奨学文具設定金額（条件C用）

表4　奨学文具設定金額（条件ｂ用）

奨学品の授与式の様子

授与式で額に赤い粉をつける

奨学品の授与式
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寄与文具品の金額設定は表 4及び表 5の通りです。条件ＣとＤの上位 5～10位の該当生徒や科目別の金

額設定につきましては、現地の委員会と話し合った上で決定します。条件ＣとＤによって、できるだけ多

くの生徒が勉学に励むように支援したいと考えています。 

 

(3) 識字率向上支援事業･･･脱穀機導入の成果 

夜間成人クラスで学ぶ成人の出席率向上が目的です。下

記の脱穀の使用に関する条件に従い、今年度も村人達は通

学を続けています。 

Ａ．各世帯に対して、1人の就学出席率が月 50％以上であ

れば、その所帯は半額で脱穀機を使用できる。月 50％

以下の場合、使用料は全額料金となる。 

Ｂ．70 歳以上の高齢者しかいない所帯の場合、体力的に就

学が困難なため半額で脱穀機を使用できる。 

 

(4) 広報活動 ①･･･「フィリピンの友を援ける会」に

よる教育ご支援 

サッレ村のバル・ピパル学校の建設・運営活動の始ま

りは、9年前に監事のリジャルが「フィリピンの友を援

ける会」代表、石田和子氏と出会ったことがきっかけで

した。当時、サッレ村に小学校を作ることがリジャルの

願いでした。「フィリピンの友を援ける会」は千葉県に

登録されたボランティア団体で、フィリピンの学校、病

院、職業訓練学校などを支援しています。長年この会で

は、北海道のジャガイモを販売し、その収益金でフィリ

ピンの支援活動を行っていました。近年は寄付金のみで

支援されています。 

村の教育問題点について石田氏に話したところ、フィ

リピンの友を援ける会は、ジャガイモ販売の収益金や会

に寄せられた寄付金で、サッレ村の小学校建設援助をし

てくれることになりました。この寄付金で村に念願の小

学校が建ち、バル・ピパル小学校と名付けられました。

さらに、学校で給食、制服、鞄を無料支給するアイデア

を提案して下さいました。制服と鞄は村の仕立屋に注文

をすることで、彼らに現金収入の機会を与えることがで

きました。現在では、バル・ピパル学校 1～5学年の教

師の給与を支援して下さっています。また、「フィリピ

ンの友を援ける会」からの寄付金で、中学と高校の校舎

や運動場などを建設する土地も購入しました。 

会からは、これまでに合計約 550万円以上のご支援を

民族服を着て踊る生徒

漫才を披露する生徒

マナルピ学校の優秀な生徒

バル・ピパル学校の優秀な生徒と教師
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いただき、お陰様でバル・ピパル学校を 8年間無事に運営することができました。学校の存在は、村

人の生活や教育向上に大きく貢献しています。将来は、購入した土地の一部で花や果物を育てる計画

もあります。フィリピンの友を援ける会には、心から感謝しております。 

 

広報活動 ②･･･「特定非営利活動法人ブッダ基金」による教育ご支援    

ブッダ基金の事業内容の一つ「ネパール山村地域に住む人々への識字教育援助」として、引き続きサッ

レ村のバル・ピパル学校 6～10学年(中高等部)の建設と教育支援をしていただいております。既に校舎建

設・トイレ建設・黒板や机などの設置が完成し、6～8学年の授業も開始しています。ブッダ基金のご援助

により男性教師 Rajan Karkee（英語担当）、女性教師 Rujuna Rijal

（国語担当）と男性教師 Rajendra Rijal（数学担当）を雇用する

ことができました。 

6年生は 43名、7 年生は 50名、8年生は 50名が学んでいま

す。中学校が増設されたことは、大きな助けです。サッレ村の

生徒にとっては、片道 1時間半歩いてボシ村シャンカ・デヴィ

学校へまで通学しなくてもよいので、負担が非常に減りました。

また、中学校が無い近隣の村からも、たくさんの児童が学びに

来ています。ブッダ基金の皆様には、たいへん感謝しておりま

す。 

詳細な活動につきましては、ブッダ基金のホームページでご

覧になれます。http://www.buddha-f.com/ 

 

広報活動 ③･･･「京都中ロータリー・クラブ」による教育

ご支援 

 京都中ロータリー・クラブの皆様からのご寄付で、幼稚園の

教師を雇用しております。今年度も引き続き Kanchhi Maya 

Gurung （女性）が教師として指導しています。バル・ピパル学

校の幼稚園部の教師として採用しましたが、初等部（1～5学年）

でも他の教師と交代で指導しています。さらに夜間成人クラス

では、週 6日で 1日に 1時間教えています。京都中ロータリー・

クラブの皆様には、道路建設のご支援もいただき、誠に有難う

ございます。詳細な活動につきましては、こちらのホームペー

ジでご覧になれます。http://www.nakarotary.org/ 

 

広報活動 ④･･･「財団法人アジア 21世紀奨学財団」の季刊誌

に活動記事が掲載 

アジア 21 世紀財団の皆様が、今回も季刊誌｢結（Yui）」46号

に、私達の活動内容を掲載して下さいました。いつも変わらぬ

ご支援を、本当に有難うございます。アジア 21世紀奨学財団の

詳しい活動につきましては、こちらのホームページでご覧にな

れます。 http://www.nipponrentacar.co.jp/asia21/ 

 

パンチャ・カンニャ学校の優秀な生徒と教師

カリカ学校の優秀な生徒と教師

バゲソ－リ学校の優秀な生徒と教師

http://www.buddha-f.com/
http://www.nakarotary.org/
http://www.nipponrentacar.co.jp/asia21/
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広報活動 ⑤･･･ネパールの大蔵大臣に陳情書提出 

今年 2月 9日、ネパールの大蔵大臣 Dr. Baburam Bhattarai が来日し、東京で在日ネパール人達との会

見がありました。私達の活動をネパール政府にも伝えたいと、監事のリジャルが陳情書を大臣に手渡

しました。陳情書には、当法人の活動内容についての説明や、3名のダディン郡出身の国会議員を含

めた議員の方々に一度サッレ村を見学し、私達の事業を評価していただきたい旨を書きました。 

翌日、ネパールのオンラインニュースでリジャルが大臣に陳情書を提出したことが紹介されました。 

 

 広報活動 ⑥･･･「サロン･ド･アサミ（Salon de Asami）」にて講演会 

今年 2月 21日に、石井朝美氏のご遺族のご好意で横浜市の「サロン・ド・アサミ」で講演会の場を提

供していただきました。ここは、石井氏が演奏練習や音楽指導に利用していた部屋で、現在は様々な

イベントの会場として利用されています。会には、36名の方々がご参加下さり、リジャルはネパール

についての話や当法人の活動を、スライドを利用して講

演しました。 

また会場には、活動紹介パネル 3枚を常時展示し、寄付

金箱も置いて下さっています。パネルは、以前、京都中

ロータリー・クラブの皆様が講演のために作成して下さ

ったものです。この講演会の開催にあたって、ご遺族が

パンフレットの手配や参加者への呼び掛け、寄付金集め

など全て行って下さいました。また、参加費はご寄付と

していただきました。ご遺族の皆様を始め、ご協力下さ

った皆様には、ここに改めてお礼申し上げます。 

 

(5) 図書館設立支援事業･･･第 6 期 設立準備金の積立継続 

 今年度で、サッレ村に図書館を設立するための準備金の積立金が 60万円になりました。日本国内で毎年

10 万円を 10年間積立て、合計 100 万円を目指します。この準備金には図書館の建物の建設費、机やイス

などの設備費、書籍費が含まれます。 

 

 (6) 寄付金収入及び正会員数 

今年度は 4団体様、20 名様からご寄付が集まりました。また、今年度の正会員は 16名です。定期的に

毎年ご寄付して下さる方々、新たに初めてご寄付して下さった方々、皆様に感謝しております。 

 

(7) その他のサッレ村の動き 

＊＊ 優秀な生徒がカトマンズで学ぶ ＊＊ 

サッレ村には、カトマンズのレベルの高い学校で勉強する機会さえあれば、さら

に能力を発揮すると思われる優秀で特別な才能を持つ生徒が多数います。その中で、

男子児童（Asha Gurung）は絵画の才能があります。この児童は幼稚園児の時から

非常に絵が上手く、郡の絵画コンテストでは毎回入賞していました。本人も周囲も、

将来は画家になってはどうかと希望していました。 

そして、加藤和男氏のご支援によって 5年前からカトマンズの私立学校で勉強をしています。氏は

当法人の正会員でもあります。支援金からは、学費、食費、寮の住居費、文具費が支給されています。 

彼は昨年母を亡くしましたが、頑張って８学年生の勉強を続けており、大人顔負けの英文手紙を書

講演会の様子

Asha GurungAsha Gurung
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けるまでになっています。数学の点数も毎回高得点です。私達は、今後を期待しています。 

 

＊＊ 古着即売から奨学資金 ＊＊ 

当法人の正会員・近藤美貴子氏は、毎回ネパールを訪れる際に多量の古着を村人に個人的に提供し

て下さいます。今回は、友人の大井ふさ子氏とともにスーツを持参し、カトマンズで村人に手渡して

下さいました。 

古着は、無料提供するのではなく希望する村人に低

価格で購入してもらい、売上金は現地のバル・ピパル

奨学財団に全額寄付しています。 

古着即売は学校の運動場で開かれ、村人はお祭りの

ように楽しみにしています。価格の目安はワイシャツ

50円位、ズボン 100円位、コート 200円位です。日

本の古着は人気がありますが数に限りがあります。そ

のため、抽選を行って取合いなどの揉め事が無いよう

にしています。成人女性にはセーター、ショールが好

まれます。十代の女性はスカートも着用します。どの

村人も服の持合せが少ないので、同じ服をボロボロに

なるまで着ます。ネパールで手に入る服はまず縫い目

から破れて着られなくなることが多いのですが、日本

の服は丈夫なのでそのようなことが無く長持ちする

そうです。購入すると、まず結婚式や親戚訪問の際に

着て行く人が多いです。 

 

＊＊ ダンス・コンテスト参加 ＊＊ 

昨年、隣の行政区（片道徒歩 3時間）の Achane 高校がダンス･コンテストを主催しました。バル・

ピパル学校を含め、近隣の学校の生徒達が参加し、ネパールの伝統的な踊りを学校単位で競いました。

バル・ピパル学校は、4位の成績を収めました。 

勉強以外の活動に参加し生徒達が自信を深める機会を持つことは、とても意義のあることです。こ

のダンスの練習指導のために、村外からダンス教師を連れてきました。衣装やアクセサリーはバル・

ピパル奨学財団が購入しました。写真では、女子生徒が民族服を着て太鼓の音に合わせ踊っています。

将来、バル・ピパル学校でもこのような大会を開きたいと考えています。 

 

＊＊ 祭りの開催 ＊＊ 

昨年 9月 2日は、ティージという女性のための祭日でした。既婚女性が実家に里帰りをし、家事や

畑仕事を忘れて歌ったり踊ったりします。サッレ村では、現地のバル・ピパル奨学財団主催でこの日を

祭りで祝いました。村人達は祭りの仮面を被り、Panche Baja という音楽に合わせて踊りました。この

音楽は、既記のダマイ達が、9種の楽器を演奏するネパール山岳地独自の音楽です。 

祭りは、村人の数少ない娯楽の一つであり、伝統文化を継承するためには最適な行事です。サッレ

村周辺では、ティージの日にこのように踊る祭りを行う村は年々減っています。今回、他の村からも

大勢の人々が参加しました。奨学財団が踊りに必要な仮面や衣装などを支給し、演奏者のダマイ達に

は謝礼金を払いました。 

ダンス・コンテストで踊るバル・ピパル学校の生徒

日本のスーツを着る村人達
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 また、今年 2月にはサッレ村で、闘牛の祭り

もバル・ピパル奨学財団主催で行われました。

この祭りを行う村も、年々減少しています。周

辺の村からも雄牛を集めて闘わせ、大いに盛り

上がりました。1、2、3、4位の牛の飼主には、

それぞれ 1000、800、500、400ルピーの賞金を

渡しました。 

これらの祭りは村人に好評なので、次回も計

画されています。 

 

＊＊ 活動報告新聞の発行 ＊＊ 

今回、初めて村人が現地の「バル・ピパル奨

学財団」の活動を伝える 4ページの活動報告新

聞を発行しました。新聞には、奨学基金、奨学

生、奨学品授与式の紹介、優等な奨学生の感想

文、教師の詩などを掲載しています。これは学

校前の掲示板に貼られ、道行く人々も読んで行

きます。 

村人達は、立派な新聞を発行したことに満足

をし、自身を高めています。 

 

＊＊ 道路建設 ＊＊ 

今年度も「京都中ロータリー・クラブ」がサ

ッレ村に道路建設支援を行って下さり、引き続き

建設を行っています。舗装されていない道路です

が完成すればバス、ジープ、バイクなどが通り、

重病人の搬送にも助かります。 

 

＊＊ 養鶏事業 ＊＊ 

前年度に続き、村の養鶏事業は進んでおります。

ただ、資金が十分でないため、大きな発展はして

いません。 

この事業が軌道に乗って成功し、もっと規模が

大きくなれば、村の現金収入となり学校運営資金

の手助けにもなると期待しています。 

 

～ ご支援のお願い ～ 

 2008 年の春から、バル・ピパル学校は 8 学年

（中等部）が始まり、支援生徒数が 361 名になり

ました（表 1参照）。皆様のご支援を、誠に感謝

しております。 

2009 年の春からは、9学年の教育が始まる予定

のため、生徒数も約 50名増える見込みです。周

辺の村々の親達も子供の教育の必要性を理解し、

今後の教育についても期待が膨らんでいます。 

これからも、この期待に答えて支援事業を続け

ていくために、どうぞ引き続き皆様のご寄付とご

協力を宜しくお願い致します。 

 

サッレ村の道路建設の風景

（木を切り倒し、斜面を掘り、石を積み上げる）

村に建設された養鶏場

バル・ピパル学校と生徒達（撮影：栗原宏光氏）

サッレ村の水田と建設された道路（撮影：栗原宏光氏）
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上記 4枚の写真は、現地にて養鶏場の宣伝用に作成したものです。 
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＜お振込先＞ 

郵便振替口座：00930－4－265848 

口座名称：特定非営利法人 バル・ピパル奨学基金 

 

＜ご連絡先＞ 

特定非営利活動法人バル・ピパル奨学基金 

ホームページ・アドレス：http://barpeepal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009年 4月 特定非営利活動法人バル・ピパル奨学基金 

 

 

 

 

（単位：円）

科目 決算額

　Ⅰ．　収入の部

　　　　１．入会金・会費収入

　　　　　　正会員入会金収入

　　　　　　正会員会費収入 160,000

　　　　２．寄付金収入

　　　　　　寄付収入 200,479

        ３．その他収入

　　　　　　利息収入 916

　　　　　　当期収入合計（Ａ） 361,395

            設立時資金有高 520,502

　　　　　　収入合計（Ｂ） 881,897

 Ⅱ．　　支出の部

　　　　１．事業費

　　　　　　①広報活動事業 14,060

　　　　　　②学用品支援事業 72,820

　　　　　　③奨学資金支援事業 43,590

　　　　　　④識字率向上支援事業 184,530

　　　　　　⑤書籍購入支援事業 35,000

　　　　　　⑥図書館設立支援事業 100,000

　　　　２.管理費

　　　　　　通信費 3,250

　　　　　　印刷費 0

　　　　　　消耗品費 3,605

　　　　　　雑費 7,000

　　　　　　振替手数料 3,620

            交通費

　　　　３.予備費 0

　　　　　　当期支出合計（Ｃ） 467,475

            当期収支差額（Ｂ）-（Ｃ） 414,422

　　　　　　次期繰越収支差額 414,422

第6期事業収支計算書

（2008年1月1日～12月31日）


