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サティハル 
  ブッダ基金会報 

平成 27年 10月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26 次ネパール派遣団報告 

平成 27 年 9 月に第 26 次ネパー

ル派遣団を送りました。 

・現地病院との医療キャンプの実

施のための会議 

・バグワティ小学校の新校舎落成

式出席 

・バグワティコーヒー園視察 

・各プロジェクト視察 

・被災地視察 

以上の活動を行うことができ、実

りの多い派遣団となりました。詳

細については、以下に載せてあり

ます。 

☆バグワティ小学校 新校舎落成式☆   

 

 

 

 

 

バグワティ小学校の生徒数増加のため、老朽化の激

しい校舎を立て替えるプロジェクトを実施しました。

2014 年 8 月に着工し、2015 年 5 月に無事完成しまし

た。完成前は木造 1階建ての校舎でしたが、新校舎は

コンクリートの 2階建て校舎となりました。 

先日実施した第 26 次ネパール派遣の中で落成式に

出席してきました。多くの生徒の喜ぶ顔を見ることが

できました。 

 

☆ネパール NGO招へい事業☆ 

ネパール国ポカラで活動しているブッダ基金のパートナー団体「ヒマラヤブ

ッダ基金」のメンバーを招へいし、移動図書館プロジェクトを更に前進させる

ために図書館での研修や様々な図書館の視察などを実施いたしました。 

招聘期間：2014 年 11 月 12 日〜21 日 

参加者数：7 名 ヒマラヤブッダ基金  

  クマール氏、ナラヤン氏、ビショワ氏、 

エドゥ氏、トリパティ氏、アディカリ氏、 

ケシャブ氏 

訪問場所：浜松→東京→中川村→浜松 

事業内容： 

 ・佐鳴台小・中学校 視察 

 ・浜松市長 表敬訪問 

 ・すずかけセントラル病院 訪問 

 ・国際文化会館にて講演  

 ・国立子ども図書館 研修 

 ・東京子ども図書館 研修 

 ・駒ケ根市教育長 表敬訪問 

 ・駒ケ根図書館 視察 

 ・駒ケ根 JICA 訪問 

 ・グランドホテル浜松にて講演 
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☆ネパール大地震被災者支援活動☆ 

平成２７年４月２５日の大地震発生以来、たくさんの方々からネパールのために寄付金をいただいています。 

平成２７年９月１３日時点で４，５４６，９８６円もの寄付が集まりました。この寄付金をブッダ基金は現地のパート

ナー団体である「ヒマラヤブッダ基金」と友好団体である「Save The World」に送金し、被災者支援を行ってきました。 

 

＜これまでの送金記録＞ 

 

⑴ 平成２７年５月８日 

・ヒマラヤブッダ基金 １００万円 

・Save The World    ５０万円 

⑵ 平成２７年６月２６日 

・ヒマラヤブッダ基金 １００万円 

・Save The World   １００万円 

⑶ 平成２７年７月９日 

・ヒマラヤブッダ基金  ２０万円 

 計、３回の送金で３７０万円を現地へ送金しています。 

 

ブッダ基金は集まった寄付の全てを現地の支援に充てて 

います。残り８４６,９８６円についても今後送金予定 

です。 

使用方法については、先日、第２６次ネパール派遣団を 

編成し、２回目の被災地視察に行ってきましたので、 

今後必要とされる支援活動に充てる予定です。 

 

 

＜これまでの寄付金の使い道＞ 

 

⑴ヒマラヤブッダ基金： 

・ポカラに搬送されてきた患者への食料支援 

・ガンダキ基幹病院へのマットレスの寄付 

・ゴルカ群バルパク村の学生（小学校〜ハイスクール） 

１４６６人分の文具セット＆スクールバックの提供 

・学校復興支援活動（Gyonodaya Primary School） 

 

⑵Save The World： 

・カトマンズ近郊の被災地（５つの村）への水、食料、 

薬などの支援活動 

・雨期対策のためのトタン板の贈呈（５つの村） 

 

パートナー団体のヒマラヤブッダ基金と共に、平成２７年６月２日、３

日に震源地であるゴルカ群バルパク村を訪問し、学生（小学校〜ハイスク

ール）１４６６人分の文具セット＆スクールバックの支援物資を提供。 

Save The World カトマンズ周辺の被災地支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カトマンズ周辺の５つの村へ水や食料、薬などの支援物

資を提供しました。また、雨期対策として、倒壊した家

屋の屋根として使えるようトタン板を提供しました。 
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④移動図書館プロジェクト 

 第 12期から、ネパールの山間部に位置する村や学校に本を届ける（貸し出す）プロジェクトを実施しています。ポカラのレイク

サイドに建設した図書館を拠点とし、日本から送った移動図書館車「にいみ号」により山間部の学校に本を届ける活動です。 

＜活動実績＞ 

第 13期：蔵書数 20,000冊、訪問学校数 86校 

第 14期：蔵書数 25,000冊、訪問学校数 180校 

＜活動内容＞ 

乾季（10月～5月） 

 学校への貸し出し業務。週末は図書館を地域へ開放 

雨期 （6月～9月） 

  図書館内での読み聞かせ活動やクイズ大会などを実施。 

 14 期では、東京子ども図書館での研修で学んだ図書館内活動を充実させることを目標に取り組みました。具体的には、「読み

聞かせ（ネパール語と英語）」や「クイズ大会」、など、子どもが本に興味を持つきっかけとなる活動を業務の中で行うようにしま

した。 

 

  
☆各プロジェクトの報告☆ 

 第 14期（平成 26年 8月 1日～平

成 27年 7月 31日）に行ったプロジ

ェクトの報告です。 

 ①コーヒー園プロジェクト 

 ②教育支援プロジェクト 

 ③サクラリグランスプロジェクト 

 ④移動図書館プロジェクト 

  

②教育支援プロジェクト 

第 13 期後半から工事を開始したバグワテ

ィ小学校の新校舎が完成しました。今後はバ

グワティ小学校内で日本語教育や日本の文

化紹介などの活動を計画しています。 

 

 

    

 

③サクラリグランスプロジェクト 

ネパールの山間地の子女たちは、就学率も低く、児童労働や外国への人身売買な

ど非常に困難な状況にあります。こうした恵まれない子女を教育し、更に手工芸の

技術を身につけて自立出来るようにするための事業として、サクラリグランス事業

を行っています。事務所と作業所はポカラのレイクサイドにあるブッダ図書館の２

階にあります。昨年度から引き続き、第 14 期も多くの女子生徒を受け入れて事業

を行いました。サクラリグランス事業で身に付けた手工芸の技術により、現地で服

飾関係の仕事に携わる生徒も出てきています。徐々に成果が表れています。 

 

①コーヒー園プロジェクト 

バグワティ小学校の運営費捻出のためのプ

ロジェクトです。ＮＧＯヘラロアカデミーと

協力し、学校の裏庭にコーヒー園を造成。第

13期には溜池増設工事などを実施し、コーヒ

ー園の環境改善に取り組み、第 14期は学校校

舎裏のコーヒーに日が当たるよう木の伐採工

事を実施。「品質の維持」と「収穫量の向上」

を課題にあげ取り組んでいます。 

コーヒー豆の品質を日本のＵＣＣに調べて

もらった結果、他のアジア諸国と比べても高

い品質であると高評価を頂きました。今後は

品質を維持しながら収穫量を増やしていく予

定です。 
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○ブッダ基金 総会のご案内 

 第 14期の総会を下記の日程にて行います。 

日 時：2015年 10月 25日（日） 

18時半～19時半 

場 所：浜松市中区佐鳴台 3丁目 52番 23号  

Harcomビル 3階 

（山口国際ハートクリニック上） 

議 題：第 14期事業報告 

第 14期会計報告 

    理事の改選 

    第 15期事業計画 

第 15期活動予算 

 

○第２７次ネパール派遣団 

 下記の日程でネパール訪問を計画しています。 

期 間：2015年 12月 30日～1月 3日 

訪問先：ネパール国ポカラ 

内 容：各プロジェクト視察 

 

☆寄附のお願い と 会員勧誘のお願い☆ 

 

日頃はブッダ基金の活動にご支援、ご協力いた 

だき、ありがとうございます。今後も医療・教育・ 

産業・女性の地位向上などの支援を継続し、更に 

支援の輪を広げていく所存であります。皆様の温 

かいご支援を引き続きお願いするとともに、この 

活動に参加していただける方のご勧誘をお願い申 

し上げます。 

 

＜年会費＞ 

正会員          一口   12,000 円 

 個人賛助会員    一口    6,000円 

 団体賛助会員  一口   30,000円 

振込先①：郵便局 

口座番号 00820-3-26314 

加入者名 特定非営利活動法人ブッダ基金 

 

振込先②：静岡銀行 可美支店 

預金種目 普通預金 

口座番号 0376016 

名前   特定非営利活動法人ブッダ基金 

 

特定非営利活動法人ブッダ基金 

〒432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台 

       3丁目 52番 22号 

TEL&FAX   053-415-8144 

E-mail    buddhafoundation1991@gmail.com 

URL       http://www.buddha-f.org/ 

①ブッダ基金ホームページが変わりました。  

URL が変わりましたので、新しいホームペ

ージにも是非見に来てください。    

新 URL: http://www.buddha-f.org/ 

 

② Facebook ページ開設 

 Facebook を始めました。日々の活動の様

子を伝えています。 

Facebook 名: 

 ブッダ基金 Buddha foundation Japan 

 

③現地のホームページ開設 

 ネパール国ポカラにある姉妹団体ヒマラ

ヤブッダ基金（HBF）が現地の状況を日本に

届けるべく、ホームページをリニューアルし

ています。 

HBF ホームページ：  http://bcml.org.np/ 

ブッダ基金 掲示板 

mailto:buddhafoundation1991@gmail.com
http://www.buddha-f.org/
http://bcml.org.np/

