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皆様、お元気ですか？今年で新潟アピの会も15年目を迎えました。これもひとえに皆々様のお陰です。

本当にありがとうございました。 今期から新しいスタッフや新しい方々も入って来て下さっているので、改めて

15 年間の総括として、なぜアピの会を設立したのか？これまでの経緯を振り返ってみたいと思います。 

 

①「設立のきっかけ」 

15 年前、私と主人が最初にスリランカの貧しい村

にホームスティーさせてもらった時のことです。遙か

遠～い日本から来たお客様として村人が総出で歓迎

し、家の主のベッドを私たちに提供して彼等は土間に

寝ていた姿に驚きました。翌日は見ず知らずの私達の

ために親戚一同が国のアチラコチラから集まり、貧し

い中での最高のもてなしをしてくれた事に大変なシ

ョックを受けて『この国のこの純粋な人たちのために

何かしたい！』と思ったのが、始まりでした。 

 帰国する直前に、スリランカ・ルピーが日本円で

5000 円程余ったので「このお金で幼稚園児にアイス

クリームでも買ってあげてください」と、当時はまだ

結婚していなかったサルボダヤのスミスさんとラリ

ータ女史に渡したところ、帰国後 1枚の写真と礼状が

届きました。 新しい制服を着た 50 人の園児の写真と

「貴方から頂いた 5000 円でこの制服を作る事が出来

ました」という感謝状でした。 

その翌年も夫婦して、また別の村にホームスティー

させていただきました。 朝４時頃から水汲み仕事と

家の手伝いで、学校に行けない子供達が大勢いる村で

した。 この時から『井戸を建設しよう！』と思い、

帰国後、井戸建設資金を集め始めたのでした。 

 

 

そして 1998年、2000 年と新潟アジア文化祭にスリ

ランカの 3 民族で 10 歳の子供達を招待するに至り、

愛くるしく踊る彼等はテレビや新聞にも報道されま

した。 

当時 10 歳だっ

た彼等も今はも

う社会人やカナ

ダ、英国の大学

院生になってい

ます。 

 同じく 2000 年に、そもそものキッカケであるサル

ボダヤ創立者で、当時のＮＨＫ「跳べ、アジアのリー

ダー」で取材されていたアリヤラトネ博士を新潟に迎

え、「新潟アピの会」は一気にブレークしました。そ

の頃からいろいろな方々の御力添え、申し出もあり、

スタッフも 13 人に増えていました。 

②「想いを形に残す」 

アッという間の 15 年目を迎えています。設立当初

からフリーマーケットの担当だった村井洋江さん、昨

年 9月に脳梗塞で亡くなられました。アピの会はこれ

までに村井さんを含め 3 人のスタッフを見送ってい

ます。感謝の気持ちを込めて亡くなられた方々のお名

前を記したセレモニー井戸を作らせて貰っておりま

す。三膳奈津子さんの場合は生前に描いてくれた「一

休さん」の紙芝居を、今は多言語紙芝居「夢の橋」代

表の荒川さんに託して、世界各国に彼女の意志と希望

を繋げています。今年の 4月 25、26日に開催する「ナ

チュラルライフフェスティバル」で販売するカリーレ

シピー・紅茶の売上金で村井さんのセレモニー井戸を

建設したいと切に願っています。これまでに作った

47 基の井戸には皆様の申し出の名前を書いています。

その井戸を使う村人たちは、使うたびに毎回感謝の気

持ちで水を汲んでいます。ですから、その井戸が使わ

れるたびに私たちはスリランカの村の人々から感謝
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の言葉が送られて来るのです。村井さんのご冥福を心

からお祈りいたします。と同時に、今までアピの会を

支援していただいた方々に心からの感謝を申し上げ

ます。 

③「内戦終結まで」 

2003 年、スリランカは一時内戦を休戦し、村人た

ちにも笑顔が出るようになっていました。しかし、

2004 年 12 月 26 日インド洋大津波によってスリラン

カ国内の行方不明者・死亡者が 4万 5千人という悲劇

に見舞われ、一気に大金と世界各国のＮＧＯが救援体

制に入りました。 

アピの会がスリランカ支援を始められたキッカケ

には、サルボダヤのアリヤラトネ博士が「豊かな水は

高い地帯から流れ全てを潤してゆく。貴方もそうあっ

て欲しい。」と

言われ、私達

の担当が、ス

ミス・ラリー

タ夫妻によっ

て支えられた

からでしたが、

2005 年から再び内戦状態となり、博士は隠居状態、

実権は大組織化された一部の人達の利益に移ってい

きました。 アピの会が開発を進めていた北・東部Ｌ

ＴＴＥ地域に入れたのもラリータ女史個人の大奮闘

のお陰で、現地の視察に行くたびに私は天を仰ぎ見て

「この人達に幸運を」と祈らざるを得ない、地獄のよ

うな戦場近くの光景に何度も出くわしました。2006

年から内戦は益々激化し、2007年 08 年と現大統領の

スリランカ軍隊はＬＴＴＥ全滅に向けて『サムライ』

のように死ぬ覚悟で戦闘を続けました。 政府はスリ

ランカの和平を唱える人、特に報道人、国内ＮＧＯ、

タミール人に対して国外追放、締め付け、夜討ち等を

始め、私のような海外ＮＧＯに対しても、インドから

の入国時には「スパイではないか？」と疑われる始末

で、なかなか入国してもＬＴＴＥ地域には入れない暗

黒時代に入っていました。サルボダヤの和平を祈るス

タッフ達も次々に辞めていき、ラリータも退職。 翌

年スミスも退職し、現在では皆それぞれが別のＮＧＯ、

ＮＰＯで活躍、ラリータはサルボダヤの退職者と共に

ピュープルパワーサポートユニット（ＰＰＳＵ）を立

ち上げました。 

その間、新潟大学院留学生でペラデニヤ大学に戻っ

たジャヤンタ夫妻から「内戦で今まで医療を支援して

くれていた人達が海外に逃げているので、医療を続け

る事が難しい。助けてください。」と申し出があり、

（財）新潟県国際

交流協会の新潟

国際協力ふれあ

い基金に 2度申請

し、ペラデニヤ大

学歯科巡回保健

医療を補助して

きました。 

④「これからの道しるべ」 

昨年、そんなスリランカの国情を嘆いていた私達に

スリランカ人の花嫁さんで、アピの会スタッフでもあ

る深沢サンディアさんから「私の最も尊敬する私の父、

兄のような存在であるラッタナシリ大僧正が津波災

害孤児達を育成しているので、そのメッタ育成センタ

ーをサポートして頂けないでしょうか？」との申し出

がありましたので、そのラッタナシリ大僧正には急遽、

昨年の 4月に新潟に来ていただき、無理を言ってナチ

ュラルライフフェスタ開催時には『スリランカのアー

ユルヴェーダとは？』、海の家ネフさんにて『幸せへ

の道』他にも新潟県立新潟翠江高校、新潟市立白新中

学校での講話等をして頂きました。 

 新潟来日時にラッタナシリ大僧正と話したのは、

「これからの日本の子供達とスリランカの子供達が

自由に交流できたら良いですね」という事でしたので、

新潟県立新潟工業高校の『空飛ぶ車椅子事業』で修理

した車椅子を佐々木美恵さんと一緒に持って行きま

した。昨年の 10月 22 日～2週間、久しぶりにスリラ

ンカ国内の行ける所まで視察訪問をしてきました。 

アピの会が最初に開発した東部カルムナイ１１コ

ロニィー村にはこれで 4 回目の訪問となりましたが、

あまりの荒れ放題で、絶句！言葉がありません。 昨

年 5 月 19 日に『内戦終結』とスリランカ政府は国内

外に宣言しましたが、この地域の商店街は空爆された



 3 

ため、立て直しているか、破壊されたままの状態です。

「ここまで戦場地帯が広がっていたのか･･･」と、戦

争が激化していない東部ＬＴＴＥ地域ですら津波後

のような有様でした。時々車で南部から東部への海岸

地帯を走っていると小さなマッチ箱のような家がま

とまって建っています。津波被災者達の家でした。 

今回、もしラ

ッタナシリ大

僧正のメッタ

育成センター

のあり方とあ

の可愛い笑顔

の子供達に出会わなければ、いつものように絶望で溜

息をつきながら、帰国していたことでしょう。 昨年

までの 6年間はスリランカの人々にとっても、この国

に縁を持った私たちアピの会にとっても辛い暗黒の

時代でした。ＬＴＴＥ地域以外の国内は戦争終結後、

目覚ましい勢いで復興へのインフラ整備工事が始ま

っています。が、ＬＴＴＥ地域に住むタミール人達の

生活は 2003 年以前より悪化しているのです。現在の

ＬＴＴＥ地域の復興はスリランカ軍隊が中心となっ

て、道路や橋等のインフラ整備工事を始めています。

サルボダヤはアリヤラトネ博士が主張した「全ての

人々の目覚め」時代は終了し、表向きはいまだに国際

ＮＧＯですが、実際は内部のスタッフ大半をリストラ

し、貸しビル業を中心とした利益重視の会社になって

しまっていた事実にはもう、ビックリを通り越しまし

た！ アピの会の事業を担当したスタッフで現在も

残っているのは北部にたった１人だけでした。 

⑤「これからの明るい明日のために」 

ラッタナシリ大僧正が率いるメッタ育成センターには、彼がシンガポールのお寺のアドバイザーでもあるこ

とから、シンガポール政府の支援の下、シンガポール在住中国人、韓国人ボランティアも入り、安心した明る

い笑顔にたくさん出会うことが出来ました。 スミス氏が私達たちを迎えにセンターに来た時、ラッタナシリ

大僧正に言いました。「ココは僕達が命を掛けたサルボダヤの初期の頃のようです。貧しくとも皆の熱意と笑顔

がいっぱいある。ココを作った貴方が羨ましい」と･･･。  するとラッタナシリ大僧正は私たちにこう言いま

した･･･「新潟アピの会さんには、お金をくださいとは言いません。あなた方にお願いなのは、日本の方々との

交流です。津波の孤児達はカウンセリングが必要だったため、あまり教育されていません。ドロップアウトの

子供達、いまだにカウンセリングが必要な若者たちです。自然な形で日本と日本文化を教えてくれませんか？ 

それと、これから自立してゆく孤児達に仕事を与えねばなりません。アピの会で販売しているカリーキットを

ココで彼等に作らせたいのですが、良いでしょうか？」と。 

ただ今、メッタ育成センターがある地元若者支援協同組合で生産しているカリー粉で、私たち日本人に合う

カリーレシピーを研究しています。来年にはそのレシピーに合わせて現地でカリーキットが作られ、新潟アピ

の会より販売したいと思っています。そして、これからは多くの日本の方々に、スリランカメッタ育成センタ

ーに入っていって貰いたいと思っています。 

ココだけは安心感に満ちた全てがある別世界です。一緒に行ける方をお待ちしております。そしてまたいつ

か、国が落ち着いたら、北・東部地域の彼等と会うために、彼等の笑顔に会いたくて、私達は走り続けて行き

たいと覚悟を新たにした次第です。  

これからも皆様のご協力とご支援をヨロシクお願い申し上げます。            倉田洋子記 

 

「久しぶりのスリランカ」 

アピの会の皆様、はじめまして。このたび、倉田さ

んと同行させていただきました佐々木と申します。 

1998年、今から12年前にサルボダヤのプレスクール、

孤児院でボランティアとしてお世話になり、その後、

何度かスリランカへ足を運んでおりましたが、2001

年を最後にしばらく遠のいてしまっていました。初め

てスリランカの地を訪れたとき、一人で右も左も分か

らなかった私は現地でいろいろな方にお世話になり

ました。 滞在中に、ちょうど日本からのグループが

到着したと聞き、会いに行ったところアピの会のメン

バーである松山さんがいらっしゃって、そこで倉田さ

んのお話を伺いました。 
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その当時、東京の学校で学んでいた私は新潟に帰っ

てから･･･などと考えていましたが、いざ新潟に戻る

と今度は生活に追われ、あっという間に 11 年という

月日が経ってしまっていました。そんな中、昨年、急

遽仕事の都合で長期休暇をいただけることになり、念

願の倉田さんのもとを訪れました。はじめは何かおつ

かいでもできれば･･･くらいの軽い気持ちで伺ったの

ですが、倉田さんにアピの会の活動についてお話しを

うかがっているうちに、今まで私が知っているスリラ

ンカとは違う、もっと深いスリランカを知ってみたく

なり、倉田さんに無理を言って同行させていただきま

した。 

今回の旅で最もお世話になったのがラッタナシリ

氏です。私は初めてお会いさせていただきました。お

話には聞いておりましたが、子どもたちへの思いやり、

周りの全ての人たちへの心遣い、発想力、行動力、全

てにおいて想像以上の方でした。彼が運営している津

波災害孤児院のひとつである、マータラのメッタチル

ドレンセンターの子ども達は、ビックリするほど良い

子ばかりです。ラッタナシリ氏の子どもたちへの愛情

の深さがすぐにわかりました。 少し恥ずかしがり屋

で、礼儀正しく、思いやりを持っています。彼らは目

の前で家族を失い、心に大きな傷を負いました。施設

へ来たばかりの子どもたちは、不安だらけで全てに怯

えていたそうです。しかし、そんな彼らも今は、とて

も生き生きした目をしていました。笑顔も溢れていま

す。言葉では表現できませんが、皆さんも彼らに会え

ば感じるはずです。 

彼らは｢守られている｣という安心感からあのよう

な笑顔が出せるようになったのでしょう。ラッタナシ

リ氏は、彼らに必要なものを全て与えています。 

子どもたちだけでなく、私たちが滞在させていただ

いたところも、全てが揃っていました。 以前の私の

旅から見たら、極楽以外の何物でもありません。なん

と言っても食事が美味しい!!あまりに美味しくてい

つまでも食べているので、料理人のルワンには｢日本

人は、ごちそうさまと言っても、また食べ始める。い

つ片付けていいのか分からない｣と言われる始末でし

た。 

ラッタナシリ氏は、メッタの他にも同じような施設

をいくつか運営しており、子どもたちを少しずつ交換

しながら、全ての子ども達のメンタルケアを行ってい

ます。私達も微力ながら、彼らに希望を持たせる一端

を担えたら･･･と感じました。彼らには私たちのよう

な外国人が行くだけで、大きな刺激になるのです。以

前、サルボダヤの孤児院で、ある少女に言われた言葉

があります。｢私には、お父さんもお母さんもいない。

だから、あなたは私の友達であり、姉であり、母です｣

と。私は、その言葉が忘れられません。今回の子ども

たちも、ふざけてではありますが、倉田さんと私のこ

とを『お母さ

ん』と言って

いました。あ

の頃と比べて

年をとった私

は、さすがに

『お姉さん』

にはなれないようです（笑） 

ラッタナシリ氏にハンバントータという地域へも

連れて行ってもらいました。そこはとても乾燥してい

る地域です。安全な水がないために、農作物も育ちま

せん。しかし、そのような地域にも生活している人々

がいます。近年、勢いを増している中国は、このあた

りに大きな港や高速道路など、次々に建設していまし

た。この中国の大型港湾建設援助については米議会か

ら懸念の声が上がっているそうです。今でさえ、この

国のインド洋における地政学的位置から米国中国イ

ンドの存在感をめぐる微妙な影響が出ています。しか

し、現場で働く地元の人々は、貧困故にそのような事

を考える教育を受けていないのです。一時的に収入が

あることをただ喜んでいるかもしれません。 

そんな中、私たちは白新中学校の皆さんが集めたお

金を有効に使ってもらうために、現地の孤児院を訪れ

ました。 そこでは、子ども達が安全な水を求めて、

1 週間に 2 回、1.5ｋｍ離れた湖まで生活のための水

を汲みに行きます。その道も決して安全な道ではあり

ません。草が生い茂り、夜にはバッファローも出る危

険な道です。ラッタナシリ氏と協議の上、白新中学校
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の皆さんが集めたお金で、湖とタンクをつなぐパイプ

を建設することになり、後日、その地域の代表である

マッリカさんという女性にお会いして建設費を渡し

ました。彼女は、

皆さんが募金

活動をしてい

る写真をご覧

になり、とても

感激されてい

ました。 

政府同士の支援も勿論必要ですが、私はこのように

みなさんの想いが詰まった支援の方が遙かに大きい

と感じています。白新中学校の皆さん、よくがんばり

ました。素晴らしいです!! 

その他にも、倉田さんと一緒にいろいろ回らせてい

ただきましたが、アンパーラ県のカルムナイという地

域は、私にとって衝撃的でした。以前、アピの会が保

育園を建てた地域に伺ったのですが、久しぶりに訪れ

たという倉田さんは、あまりの荒れように驚いていま

した。以前の状態を知らない私にとっては、ただただ

貧しい村でした。皆さんもご存知のように、スリラン

カには、シンハラ人とタミール人がいます。内戦は終

わったものの、長年争ってきた二つの民族の間には埋

まらない亀裂があります。そして、ここが私にとって

は初めてのタミール人の村です。日本を出る時に、い

ろいろな方に援助していただいたおもちゃやクレパ

ス、現地で購入したノートやビスケットを持って行っ

たのですが、誰もが、何でも欲しいのです。ビスケッ

ト一枚でも。今まで、日本での生活はありがたいと頭

では分かっていたものの、自分の眼で見て、改めて痛

感しました。雨が降っても、風が吹いても壊れない家

があるという事、毎日食べるものがあるという事、そ

して何よりも、

教育を受けられ

るということ。

決して当たり前

の事ではないの

です。 

 

昨年、国連人権理事会でタミール人避難民の待遇改

善を求める欧米諸国に対し、スリランカ政府は大反発

し、大論争となったという事ですが、前章の中国大型

港湾建設援助の件も含み、スリランカが国際社会で孤

立することのないよう、日本政府も適切な支援を続け

てほしいと願います。 

さて、旅の途中でお休みをいただき、古くからの友

人宅を訪れました。彼女の家はコロンボからバスで約

6時間、アヌラーダプラを更に北へ行った、ケビティ

ゴレワという実際にＬＴＴＥの攻撃を受けた地域に

あります。日本人ひとりで行くには危険な地域でした。

前回はバスに乗っていても、何度もチェックポイント

があり、武装した兵士が乗客一人一人をチェックしに

来ます。一旦バスを降ろされ、兵士が中をチェックし

てからまた乗るというのも頻繁にあります。さすがに

何度もあると慣れてくるようで、今回は一回だけだっ

た事に驚きました。以前、彼女の家はかろうじて電気

は通っていたものの、電球は一つしかなく、夜になれ

ばたった一つの電球を必要な部屋に付け替えて過ご

しました。停電も日常茶飯事で、そのたびにみんなで

歌を歌ったりしたことが思い出されます。ところが

10 年振りに行った彼女の家には、各部屋に電気がつ

き、テレビも電話もありました!! ただ、未だ水道設

備は整っておらず、シャワーも水洗トイレもありませ

ん。身体を洗うときは、身体に布を巻いて井戸で水浴

びをします。井戸がない家は近くの湖で。トイレは離

れにあり、水を汲んだ洗面器と石鹸を持っていきます。

もちろんトイレットペーパーはないので日本から行

く人は必ず持っていきましょう！ おそらく水が悪

いからなのか、食事もあまり美味しくありません。 

しかし、これがスリランカの一般的な家庭の生活です。

先程のメッタ育成センターとは 180 度違います。しか

し彼女の家では、私を本当の家族のように扱ってくれ

ます。 

  彼女の家を去るとき、私はお礼として僅かなルピー

を包みました。ところが、それを受け取るどころか、

コロンボまでのバス代として 1000 ルピーを渡されま

した。彼らにとっては大きなお金です。それを断ると、

｢日本からここまで来るのにいくらかかるんだ!？ 私

たちは恥ずかしながら日本にいる娘に会いにも行け

ない。会いたいと思ってもササキに来てもらうしかな

いんだ。申し訳ない｣と。涙が止まりませんでした。 

そんな彼ら

の気持ちが嬉

しくて、私はそ

んな彼らの国、

スリランカが

好きなのだと

思います。 
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最後になりましたが、いま私は、新潟が誇る郷土芸

能の一つである新潟万代太鼓の子どもたちと、スリラ

ンカの子どもたちの打楽器を通しての交流を計画中

です。 そしてこの計画が、私にとって初めの一歩で

す。彼らの笑顔のためなら、様々な形でこれからも交

流を続けていきたいと思っておりますので、一緒に歩

んでくださる方、募集中!!です。 

まだまだアピの会のひよっこメンバーの私は、今回、

倉田さんとご一緒させていただき、本当に勉強させて

いただきました。そして、今もなお勉強させていただ

いております。 

 これからも皆様のお力添えを何卒お願い致します。                  

佐々木美恵 

 

「白新中学校の皆さんによって作られたパイプライン」 

ラッタナシリ師の管轄地域である、ハンバントータ

市のメタマルセヴァナ孤児院を運営している「セイロ

ン救済と開発の会」の代表Ｍａｌｌｉｋａさんから、

感謝状と現地の出来上がり写真が送られてきました。 

これまでのアピの

会の中心的事業だ

ったのが井戸建設

でしたが、この地域

は塩水しか出ない

ため、小湖からモー

ターで水を吸水して、孤児院までウォーター・パイプ

ラインで繋いで給水タンクに貯める事業としました。 

 

と、書かれてありました。 

これで彼等は水運び時の危険な目にも会わないし、

重労働もしなくて良くなりました。 

ヤッタネ！ 白新中学校の皆さん！

 

「巡回医療＝走る診療所はとても必要」  

・2005 年度のスリランカのガン死亡者は 21､000 人で 

その内の 12,000 人が 70歳以下。 

また、スリランカ厚生省全国調査（1994̃95年）によれば 

・住民１００人の内３人が口腔・顎顔面ガンで死亡している。 

・口腔・顎顔面ガン患者の男女年齢別発生率は 

年齢 ３５～４４歳の発生率。 男 3.4%  女 1.1% 

年齢 ６５～７４歳の発生率。 男 4.4%  女 2.8% 

・このガン死亡率第１位である口腔、顎顔面ガンの早期発見が重要である。これはスリランカだけでなく、インド、

ミャンマーにも同じ事が言えます。故に、当会はペラデニヤ大学の歯学部ドクターたちに口腔保健調査キャンプを

実施し、早期の口腔・顎顔面ガンの患者を探し出し、適切な処置と指導が出来るように支援しています。 

国際ソロプチミスト新潟―西クラブ支援による「ペラデニヤ大学巡回医療―走る診療所」 

 この巡回医療事業はとても重要な事業ですが、開発

途上国にとっては国から補助を受ける事が出来ませ

ん。 故にこの国でも医者がボランティアとしてやる

しかなく、当会が今まで新潟国際協力・ふれあい基

金に申請して、2004 年～2 年に 1 回、50 万円をこ

の巡回医療事業に当ててきました。しかし、ペラデ

「新潟アピの会及び新潟市立白新中学校様 

 今までは限られた水しか供給できなかった

ので水を使用するのにも限度がありました

が、この親切な寄付によって、子供たちは常

に毎日必要な水を十分に供給する事が可能に

なり、彼等の衣服や身体も洗う事が出来るよ

うになりました。彼等がとても幸せになった

事を素晴らしい出来事として、皆様に伝える

事が出来て大変嬉しい。私たちは、いつまで

もあなた方のこの素晴らしい寄付を忘れる事

はないでしょう。」 

・スリランカにおけるガン患者の死亡順位 (2002 年度) 

男性          女性 

１位 口腔・顎顔面ガン １位 子宮ガン 

２位 気管支、肺ガン  ２位 乳ガン 

３位 胃ガン      ３位 胃ガン 

４位 白血病      ４位 口腔・顎顔面ガン 

５位 食道ガン     ５位 白血病 

参考資料「ＷＨＯ」国別病気死亡原因 
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ニヤ大学も大きな大学のため、毎年巡回医療の打ち合

わせに行くたびに、大学当局から「1部門だけでなく、

他の優秀なドクター達にもチャンスを与えていただ

けないでしょうか？」とお願いされて、実に私は困っ

ていました。  

 以前 2004 年度までに『ＳＩ新潟―西クラブ』様の

寄付金計 90 万円で、北西地域マンナール、セネガラ

村に『母と子の為の施設』と井戸を作りました。その

「スリランカの子供達にきれいな水を！難民地に環

境衛生設備を」事業が『国際ソロプチミスト 2007 年

度世界最優秀実践

賞』を受賞！ そこ

で、そのお祝いとし

てＳＩ新潟―西 20

周年記念として、今

回 130 万円の寄付

金をこの『巡回医

療』に頂いたわけで

す。 

これは、ペラデニヤ大学の医者たちだけでなく、新

潟大学院の医者たちにとっても重要な事でした。何故

なら、当会のこの巡回医療に対して、新潟大学院の宮

崎秀夫教授がＷＨＯの立場からも総合監修、アドバイ

ザーとして民・学の協同連携事業として入ってくれて

いるからです。というのは、宮崎教授は彼ら留学生の

恩師にあたり、スリランカの現状を良く理解されてい

ます。 以前 2回行った巡回医療の報告書からも「豊

かな村には健康な人が多いが貧しい村には歯も健康

も悪い人達が 90％を超える」というデーターが出まし

た。 巡回医療を 2回実施して、この国の命の重さが

とても軽いのだという事実が、実に良く分かるように

なりました。それと同時にアーユルヴェーダ医療の充

実さも理解しましたが、アーユルヴェーダには治療方

法はあっても歯の治療や悪い所を切除する手術はあ

りません。故に大人が手遅れになった場合、命を落と

す事になります。いまだに近代医療が理解されておら

ず、その啓蒙活動も同時にやらなければならない状態

です。 村の人達は歯磨き粉や歯ブラシを買うお金が

ないので日本の昔のように、塩や葉っぱで磨いたりし

ています。  

 昨年の 6月に私は眼の手術後だったため、私の代わ

りに、宮崎教授がＷＨＯメンバーとして新潟大学の佐

久間先生と同行して、ペラデニヤ大学に打ち合わせに

行ってくれました。（宮崎教授は前年度には新潟大学

院歯学部インターンの松本さやかさんをＷＨＯか

らこの巡回医療事業に派遣してくれました。） 

今回のこのプロジェクトの担当教授に推薦されて

いたのはタミール人の

ビジャクマラン教授で、

これは驚きでした！ス

リランカ国内で権力を

持つ人は 70％の民族の

シンハラ人です。タミール人でシンハラ人を含めた

組織の中でトップに立つという人はシンハラ人の

何十倍も努力をしなければ、認めてもらえません。 

予定では 1 月にこの巡回医療＝走る診療車の設備

が完成し、ジャフナ

地域にも巡回医療を

進めてゆく予定でし

たが、この度のビジ

ャクマラン教授から

の報告書によると

「全てタイや海外からの輸入のため、想定していた

期日に間に合わなく、申し訳なく思っている。しか

し、この診療活動は 2009 年 12 月 11 日からスリラ

ンカの安全地帯を対象に既に始めています。キャン

ディー、ヌワラエリア、ケガール、ラトナプラ、バ

ッドゥラ、ゴール、ハットンの７市、21 村にて開

始する事ができた。大変感謝しています。これまで

に 2500 人の治療を実施し、今年いっぱい継続する

事が出来ます。このプロジェクトには 20 人の医師

たちが動いており、私は 3月 10 日から 13 日にはジ

ャフナ病院でみつ口の子供達の手術をする事にな

っています。4月～診療車を使えると思います」と

のメールを受け取っています。 

   

いつかは行きたい

北部拠点都市ジャ

フナです。この事業

が今まで行く事が

出来なかった地域

にまで巡回医療をしてくれる事を心から祈ってい

ます。ＳＩ新潟―西の

皆様にも心から感謝

申し上げます。 
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２００９年度、会費・寄付金でアピの会を支えていただいた皆様 心から深く御礼を申し上げます。 

（個人） 

淺川美千代様、五十嵐京子様、石橋正利様、小越ゆみ子様、金子ヨネ子様、鐘崎昌子様、五日町の匿名希望様、 

倉田ヨシ様、倉田文一様、佐々木美恵様、佐藤友子様、桜井由紀子様、高野良夫様、谷口亮子様、林森太郎ご家族様、 

長谷川慎子様、日野幸子様、松山雅子様、三膳正俊様、森田一郎様、柳内恵子様、横村千津子様 

（寄付金を戴いた団体） 

新潟市立白新中学校様、新潟県立新潟工業高等学校ボランティア同好会様、新潟県立新潟翠江高等学校様、 

新潟県立新発田農業高等学校様、巻地区「雪椿の会」様、紙芝居「夢の橋」様、燕市「吉田地区町つくり協議会」様、

国際ソロプチミスト新潟―西クラブ様 

皆様から戴いた特別事業費以外の寄付金は全て、津波災害孤児育成メッタ・チルドレンセンター、東部カル

ムナイの難民住居補修及び児童達の教材費として使わせて頂きました。有難うございました。 

また、アピの会の行事に毎回スタッフ・ボランティアとして活躍してくれている新潟県立新潟中央高等学校

の有志の皆様にも、心から感謝を申し上げます。 

「２００９年度 収支報告」 

2009 年度収支報告  
収入 （自平成 2１年 1月 1日～至平成 2１年 12月 31日） 

項 目 金 額 備   考 
会費 66,000 会員会費 
寄付金 280,142 新潟市立白新中学、一般市民から 
通常事業 310,762 スパイス、紅茶販売、フリーマーケット、イベント販売 
特別事業 1､300､000 国際ソロプチミスト新潟―西より 

      特別事業 190,354 ラッタナシリ師招へい事業 
       助成金 96,000 (財)新潟市国際交流協会 

前年度繰越金 130,529  
収入合計 ２，３７３，７８７  

支出  
    項 目 金 額 備   考 

286,354 ラッタナシリ師招へい事業｢幸せへの道｣ 国内新潟特別事業 

30,000 宿泊、食料費、昼食代 
スリランカ井戸・水道事業 170,924 井戸建設北部１ケ所、南部水道パイプライン事業１ケ所 
スリランカ医療設備事業 1,316,646 「走る診療中古バス」ペラディニヤ大学応急診療バス修理・設備改善 
教育環境整備事業 45,000 メッタ育成センター幼稚園事業部楽器購入、ＮＧＯピース教材費 

環境整備事業 40,000 東部カルムナイ屋根補修、トイレ建設費 
(小計) １，８８８，９２４  

       仕入れ 137,425 スパイス、紅茶代 
イベント用雑費 45,896 イベント用試飲、試食用容器、カリーキッド袋類 

送料 32,310 御礼用切手代 
交際費 75,920 Ｎネット会費、入院見舞金、葬式香典代、研修費 
消耗費 9700 イベント時の駐車場代 
設備費         26,380 印刷機購入代 
事務費 9712 事務用品、洗剤 
通信代 29,800 電話代 12 ヶ月分、スリランカ国際電話代 
（小計） ３６７，１４３  
支出合計 ２，２５６，０６７  
収入 2,373、787円  
支出 2、256,067円  

次年度繰越 117,720円  
平成 22年 3月 1日                                                 以上報告申し上げます。  新潟アピの会代表 倉田 洋子 

 


