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本プロジェクトについて 

理事長 笠原 正好 

 

本プロジェクトは、当団体が東日本大震災において、被災された

方々の支援活動をさせて頂いている中で「復興までは長い年月がかか

る事、そして 10 年後、15 年後の中心となるのは現在の中学生、高校

生で、その中からリーダーが生まれる事が必要だ」と感じた所に端を

発しています。 

そこでスマトラ沖大地震インド洋大津波で大きな被害を受けた、ス

リランカに被災地の中・高生を派遣して途上国の現状や津波被害から

の復興を体験して貰い、国際交流を通して、グローバルな視野を広げ

東日本大震災の復興に向けた次世代のリーダー育成に貢献するプロ

グラムとなる様、実施いたしました。 

私ども絆 JAPAN が長年にわたり支援させて頂いている、途上国であるスリランカでは、スマトラ沖大

地震インド洋大津波被害から 10 年、内戦が終わって 4年が経ちました。 

途上国であり貧富の差も激しいスリランカですが、世界各国の支援が有ったにせよ、内戦中でも短期間

で津波被害から復興しています。 

参加した中・高生共と共に、スリランカの現状に触れて貰い、津波の被災地、都会、内陸部の貧しい

農村、世界遺産などを訪問して、スリランカの文化や風習に触れ、子ども達やスリランカの人々と交流

し、両国の絆を深めると共に、様々なことを共に学び共に成長して参りました。 

中でも重きを置いていたのは、農村でのホームステイです。実施した村は、私どもが支援をさせて頂

いている、スリランカの内陸部高原のウバ州バドゥラ地区パーラワッタ村です。  

地図にも載っていない村で、経済的には貧しく村の主幹産業は米・野菜作りを中心とした農業で、人口

300 名ほどの山間の農村です。村の活動の中心はお寺で、幼稚園と日曜学校を併設しています。園児は現

在 20 名 日曜学校の生徒は 80 名で、先生は 14 名、私どもは 2011 年から建物建設支援、学用品支援、

学習プログラム支援等を行っています。 

津波被害地訪問では、西南部の海岸ぞいに南下して被災エリアを訪問し、追悼セレモニーや津波被害

を通した交流、また津波被害の最も大きかった歴史ある交易都市ゴールでは、ライオンズクラブの歓迎

会や、ワークショップ、津波から守られた世界遺産でもある城壁都市の見学などをおこない、ゴールの

岬に立つ日本山妙法寺を訪問して、スリランカで 30 年以上活動されている浅見住職の講話をお聞きしま

した。 

 スリランカに触れる旅は、高原のヌワラエリアではマーケット、紅茶畑、紅茶工場など、古都キャン

ディでは世界遺産の仏歯寺、キャディアンダンス、などを見学し、スリランカ最大の都市コロンボまで

列車の旅、首都スリジャヤワルダナプラコッテでは、国会議事堂見学、コロンボでは、デパート、民芸

品店、フェアトレードショップ、紅茶局の紅茶店、高級カフェ、海鮮レストランなど、そしてスリラン

カ初代ジャヤナルダワ大統領博物館訪問、ムロトアでは、南アジア最大の NGO と言われていたサルボダ

ヤの指導者アリヤラトネ博士の自宅、乳児院、オランダからスリランカに渡り活動されているキナカ先

生の孤児院、現地コーディネーターのプラシャンさんの会社訪問など、盛り沢山のハードな旅をしまし
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た。 

 今回のツアーでは、当初予定したブログラムがキャンセルになったり、訪問先が変更になったりと、

参加者には、途上国のスリランカではよく起きる事と事前に伝えては居ましたが、面喰らったり不満が

出たりした上、帰国時に飛行機が 7 時間以上遅れるアクシデントにまで見舞われ、参加者はクタクタに

疲れた上に、帰宅が 1 日遅れ、ご家族の皆様にはご心配をおかけしてしまいました。改めてお詫び申し

上げます。 

 今回のツアー実施に当たり、ブリヂストンちょボラ募金様、株式会社ブリヂストン様、石巻の西村様、

小野寺左官店様はじめ、絆 JAPAN のドナー様、会員方々と多くの方にご支援頂き、感謝申し上げます。

またスリランカでは、絆メンバーでもあるプラシャンさん、長女のルミニさん、元サルボダヤの電気技

師スマナシリ氏、浅見先生、ゴールライオンズクラブ、パーラワッタ村民の皆様など多くの方々にお世

話になり感謝し御礼申し上げます。特にプラシャンさんは、昨年より何度となくツアーの為に遠路パー

ラワッタ村を訪れ、村での企画から打ち合わせ、お坊さんはじめ村人に日本語を教えたり、ホームステ

ーの下見など尽力して下さいました。 

そして何より参加してくださった生徒さん、送り出して下さったご家族の皆様に感謝しております。 

 

ツアー参加者 

 

宮城県南三陸町歌津中学校 2 年 牧野 実来 

宮城県古川黎明高等学校  2 年 白鳥 美珠 

宮城県古川黎明高等学校  3 年 伊藤 さつき 

宮城県亘理高等学校    3 年 太田 綺華 

東京都九段中等教育学校  3 年 能登 太一 (福島原発避難者) 

神奈川県清陵総合高等学校 3 年 鎌田 葉月 (福島原発避難者) 

東京都松陰学園松陰中学校 2 年 野村 颯太 (自費参加) 

 

一般参加者 

 

埼玉県大宮市      劉 亦天 

 

会員参加者 

 

神奈川県横浜市     巻幡 真誼 

神奈川県横浜市     小林 絵智子 

神奈川県川崎市     佐藤 明子 

 

引率責任者           笠原 正好 
 

 



【絆架け橋プロジェクト】スリランカ研修ツアー報告書 特定非営利活動法人絆 JAPAN 

 

3 

 

 

 

 

 

 
ツアー実施行程 

 

8 月 17 日 

出発 成田発 13:20 スリランカ航空 UL455 便 

スリランカ、バンダラナイケ国際空港着 19:45(現地時間) 

日本時間 22:15 

マイクロバスで移動 カルタラ ハイビスカスホテル泊 

 

8 月 18 日 

朝食後ホテル出発  

現地コーディネーターのプラシャンさんとプラ

シャンの長女のルミニさん 

ゴールロードを南下津波の被災地の一つパラリアへ 

パラリアでゴールライオンズクラブメンバー スニル氏、コロンボ大学 Dr.アシース、スリランカの学生

と合流、 

本願寺が建立した津波慰霊仏像前で追悼式 

 津波の時に列車に避難した人々が 1800 人

亡くなった、1800 人が埋葬された場所に建て

られた 慰霊碑 
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慰霊碑の前で交流 

 

ゴールへ移動 

ゴールでは、ライオンズクラブの歓迎セレモニーのサプライズ ゴール市長も出席して下さいました。 

ゴール市長と記念撮影 

お昼は、ゴールの友人ラクシュマン氏から差し入れ 

    辛さは抑えて頂いたが、それでも辛い 
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Dr.アシースの津波ワークショップ   

 

ワークショップ後600年前にオランダによって作られた世界

遺産にもなっている城壁都市へ、ここは城壁によって津波の

被害を免れました。 

 

 

 

 

城壁の向こうは津波で壊滅したゴール市街、今は

すっかり復興しています。 

 

 

 

 

 

城壁見学後、スリランカの学生たちと別れ、ゴールの岬にある日本山妙法寺へ 

妙法寺では、2 時間にわたり浅見住職のスリランカでの活動や津波体験などをお聞きました。 

 

妙法寺の浅見住職 
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夕刻ゴールのコガーラビーチホテルへ 

 

8 月 19 日 

朝食後ホテルを出発、ハンバントッタ経由南回りルートで、パ

ーラワッタ村へ移動 

 

 

 

 

 

約 7 時間かけてウバ州バドゥーラ県パーラ

ワッタ村に到着 

村の入り口に到着すると雨も上がり多くの

村人が待ち構えていました。 

 

 

村の子ども達を先頭にお寺まで 

歓迎のパレード 

 

お寺に併設された幼稚園で、紅茶やお菓子と果物で

おもてなし 

スリランカでよく作られるワタラッパンとこの村

の特産ジャガリー（キトゥルヤシやサトウキビから

作る） 
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村人たちが半年前から準備して下さった歓迎のプログラム、なんと村人や子ども達が日本語で挨拶して

くれ、皆ビックリと感動これは何度となく村へプラシャンさんが足を運びお坊さんはじめ村の人達に日

本語を教えていたからだと、後でお坊さんから聞いて 2 度ビックリ。 

 

村の指導者でもあるアマラジョーティ師は、

スリランカの村で貢献するためにネパール

移住して既に 9 年。この村で 7 年間活動さ

れていて、村人の信望も厚い 30 代のお坊さ

んです。 

 

お寺の入り口で、オイルランプセレモニー 

このお寺は、2010 年よりご縁があって絆 JAPAN

が支援させて頂き建設したお寺です。 

お寺１階ホールでは、歓迎会が催されました。 

日本からの参加者もステージに上がり、

村の子ども達と一緒に踊り楽しみまし

た。 

パーラワッタ村は、5 つ集落なる行政

区の中の一つで約 60 戸 300 人ほどの

仏教徒の村です。米と野菜が主要作物、

キトゥルヤシから作るジャガリーの生

産も多いから所です。 
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お礼に生徒たちは、日本の歌を披露しました。 

 

村の人たちは、私たちを歓迎するために準備

し、歌や踊りを１カ月半も練習したとの事で

す。 

歓迎会の後、生徒たちはそれぞれ一人一人別

れ、村の家庭へホームステイしました。 

当初は、２泊のホームステイを計画していま

したが、１泊になり参加者は勿論の事、村の

人達も非常に残念がっていました。 

 

 

 

8 月 20 日 

 生徒たちは、思うように言葉が通じなくとも、指さし会話帳やボディランゲージなど持てる全てを駆

使して、コミュニケーションを取り、一晩でとても仲良くなっていました。 

言葉や文化・風習の違うスリランカそれも山間の村での家庭での体験は、学びや気づきが沢山有ったよ

うです。 

 

朝ホームステイ先からお寺に集合して、朝食を頂き

ました。 

村へ滞在中の食事は全て村の人達が、手作りでお寺

へ持ち寄って下さいました。 

この料理は、お正月とか特別の時にしか作らない特

別料理を私たちの為に用意して下さったとの事で

す。 



【絆架け橋プロジェクト】スリランカ研修ツアー報告書 特定非営利活動法人絆 JAPAN 

 

9 

 

 

 

 

朝食の後、村の運動場へ移動して村人と大運動会が開催されました。 

まずは恒例のオイルランプセレモニー 

村人も注目する中、ロープに吊り下げた甕割 

多くの村人も参加して下さいました。 

サッカーやバレーボール、そのほか色々なゲーム

が用意されていて、皆で楽しみました。 

運動会の賞品は日本からのプレゼント 

滞在時間は、短かったものの生徒たちはそ

れぞれ思い出を創り、言葉や肌の色、文化

の違いが有っても、人として繋がり絆を創

り出す事を体験し学んでくれました。 

その結果沢山の笑顔が生まれました。 

昼食後、村人たちと交流＆お別れセレモニ

ーを行い、高原の町ヌワラエリアへ移動し

ました。 
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8 月 21 日 

ヌワラエリアはスリランカの植民地時代イギリスの司令部が夏の間移動して来ていた、歴史のある古い

都市で、一年中冷涼な気候で一帯は紅茶と野菜の一大産地です。 

ヌワラエリアでは、マーケットや紅茶工場を見学しました。 

ヌワラエリア市内のマーケット  

紅茶工場の見学  

スリランカの紅茶工場は植民地時代から続く古いも

のが多く、日本製の機械なども導入されています。 

ヌワラエリアから古都キャンディへ移動して、スリランカの文化や歴史に触れる時間を過ごしました。 

キャンディは、約 450 年前イギリスに滅ぼされたシンハラ王朝最後の都で、古い建物も多い所です。 

世界遺産のひとつ仏歯寺にはお釈迦様の犬歯が祭られています。 

スリランカの民族舞踊を見学、この劇場ではキ

ャンディアンダンスやマスクダンスなど様々の

民族舞踊が上演されています。 

この日は、キャンディに宿泊。宿泊したデボンホテ

ルでは結婚式が行われていて、スリランカの伝統的

な結婚衣装を見ることができました。 
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8 月 22 日 

この日の出発は早朝 5 時、キャンディからコロンボまで列車の旅を体験する為に、早朝の出発となりま

した。 

車窓から見えるバイブルロック 

コロンボフォートの駅 

この日はコロンボ大学でのワークショッ

プが先方の都合でキャンセルされたので、

予定を変更して、国会議事堂で昼食と議

会の見学を行いました。そしてその後ス

リランカ最大の都会コロンボ市内の見学

とショッピングを行いました。 

夜はプラシャンさんの会社でお別れパーティー、スリランカの音楽を楽しみ交流ました。 

また急遽ガレージで、元サルボダヤの電気技師スマナシリ氏の津波のワークショップが開催されました。 
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8 月 23 日 

ツアー最終日のこの日は、南アジア最大の NGO と言わ

れていたサルボダヤ本部を訪れ、20 年来親交のあるサル

ボダヤの創設者 A・T アリヤラトネ博士のお宅を訪問し

ました。 

その後アリヤラトネ婦人の案内で、サルボダヤ・スワセ

タの運営する乳児院を訪問、親のいない赤ちゃん達と触

れ合い、社会のひずみや理不尽さを考えさせられました。 

 

聾唖学校訪問 

サルボダヤ本部の隣にあるオランダ人のキナカ先生が運営する聾唖学校を訪問・この時期は生憎夏休み

で 100 人程居る生徒達は全員田舎に帰省し不在。その代わり普段は見せて頂けない寄宿舎なども案内し

て下さり、パソコンルームや訓練室の設備なども丁寧に説明して下さいました。 

 キナカ先生から新しく作った菜園の説明を受ける 

男子生徒の寄宿舎  

50 ほどのベッドが並んでいます。 

キナカ先生は、いつ訪問しても変わらい笑顔で迎え入れ

て下さり、そのお人柄とビジョンには敬服致します。 

 

スリランカの至る所で走っている三輪タクシー。 

スリランカではスリーウィラーとかバジャージと呼ばれてい

ます。インドのバジャージ社が作っており、大量に輸入されて

います。参加者達も乗ってみてみて大喜びしました。 
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午後はコロンボへ移動して大都会の散策。都会と地方の格差、物価や貧富の差などを体験しました。 

 

ジャヤワルダナ スリランカ初代大統領博物館訪問 

このプログラムは当初予定されていませんでしたが、巻幡ドクターの提案で急遽組込みました。博物館

では日本語のできるスタッフが案内して下さり、第 2 次世界大戦終戦の折のサンフランシスコ講和条約

の話や、日本とスリランカの関係などの説明を聞き、その後館長さん直々の招待で会議室へ行き、私達

に様々な話をして下さいました。私たちは日本とスリランカの歴史的関係に触れ、それぞれが感じたり、

考えたりと有意義な時間を持つ事が出来、改めてスリランカと言う国を知る機会にも成りました。 

サンフランシスコ講和会議でのジャヤワルダナ大統領の演説文 

ジャヤワルダナ大統領肖像画の前で 

 

 

夕刻までにスリランカでのすべてのプログラムを終了して、コロンボの海鮮レストランで最後の夕食、

今回の旅を共にしてくれたバスのドライバー、スニルさん、ジャー

ナカさん、ツーリストカーのドライバーのこれもジャーナカさんな

どを交えて、旅の面白かった話などで盛り上がりました。               

右ジャーナカさんとスニルさん 

 

夕食後、楽しかった思い出と沢山の学びとお土産を持って空港へ。

そして一路日本へ帰国のはずが、、、私たちが乗る飛行機が 6 時間

遅れとのこと、航空会社の用意したバスでコンロンボのホテルヘ逆

戻り。そして翌 24 日早朝 3 時に起こされ再び空港へ、結局 7 時間

以上遅れての帰国となりました。 

帰国は半日以上遅れて、参加者全員クタクタに疲れましたが、生徒

達は誰一人怪我や病気もなく無事全日程を終えることが出来まし

た。 
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スリランカ研修に行って 

                                        太田 綺華 

 

 まず 今回のツアーに参加しようと思った理由は２つあります。1 つ

目は、スリランカの子どもたちと交流したかったからです。私の将来の

夢は保育士です。学校の授業や職場体験で保育実習をしたりしたのです

が、海外の子どもたちと触れ合う機会はこれまで無かったので、今回の

ツアーを通して異国の子どもたちとぜひ触れ合いたいと思いました。2

つ目は、新しいことにチャレンジしたいと思ったからです。これまで海

外への興味はあったのですがなかなか行く機会が無く、そしてスリラン

カという発展途上国を自分の生の身体で体験したいと思いました。スリ

ランカは日本に比べて不便な国だということは分かっていたので、あえ

て不便さを体験しに行くことで自分にとって良い勉強になると思いました。 

 まず スリランカへ着いて一番初めに感じたことは、日本には無い独特な匂いです。（ここで一週間過

ごして色々な想いと体験ができるんだなぁ）と思うと とてもワクワクして、あまり不安は無かった記

憶があります。 

 このツアーでは色々な場所へ行ったのですが、特に印象に残っている場所が 3 つあります。1 つ目は 

パーラワッタ村です。村へ着いた瞬間、たくさんの人たちが私たちを歓迎してくれました。あんなに歓

迎されたことなんて 一度も無かったので本当に嬉しく 夢のようでした。きっとあの感動は一生忘れ

ないだろうと思います。みんなでダンスやスポーツをしたときに一気に距離が縮んだ気がして本当に素

敵な時間を過ごせました。また ホームステイした際にとても親切にしてもらい、わざわざお土産も用

意してくれていました。ちょうどその家庭には電子ピアノがあり、ピアノが得意な私はピアノを披露し

たり教えてあげたりしました。とても喜んでもらえて 嬉しかったです。全然言葉が通じなくて、お互

い困った場面もありましたが、ほとんどジェスチャーで通じたので言葉が交わせないのは苦ではありま

せんでした。しかし ホームステイの時間が少なかったのが残念に思いました。パーラワッタ村は次に

スリランカへ行く機会があったら絶対また行きたいです。コロンボと比べると村はとても貧しく、貧富

の差が勉強になりました。村は不便なことばかりでしたが、村の人たちはきっと不便だなんて思ってい

ないんだろうなと思い、自分が日本でどれだけ便利な生活をしていたのかと身にしみて実感しました。 

そう言った面でも 村へ行ってみて気付いたこと

がたくさんあり、とても思い出に残った場所でした。 

 2 つ目は 日本山妙法寺訪問です。浅見さんの話

はとても深く、戦争が無くなり世界が平和になって

欲しいという想いや、想い合う心がどんなに大切な

ことか改めて教わりました。また 日本がどんなに

美くしい国か分かりました。印象に残ったエピソー

ドは、嘘をついて「津波が来た」と叫び、みんなが

逃げているうちに店から物を盗んだりするスリラ

ンカ人が多かったそうです。日本人は震災の時でも
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きちんと行列に並びお金を払っていて 当たり前のことが当たり前にできている日本はとても素晴らし

い国だと思いました。日本人の考えが世界中に広まれば良いなと思いました。スリランカと日本は震災

状況は似ているけど震災時の行動や気持ちは少し違うように感じました。私は 日本の文化を世界に広

めたいと思いました。 

 3 つ目は海です。ツアー中に海沿いの道を通ったり、ホテルから海が見えたりなど、海を見られる機会

がたくさんあったのですが、海は何回見ても飽きなくて、見るたびに興奮していました。津波がきた海

とは思えないくらいきれいでした。私がよく行っていた荒浜の海もいつかスリランカのようにきれいな

海に戻って欲しいです。 

 スリランカ人はとても親切で目が合うと、微笑んでくれてフレンドリーでした。ご飯もとても美味し

くて幸せでした。少し後悔していることは、被災者の人たちと交流する機会があったのに、被災者の人

たちは震災のことを思い出したくないんじゃないか、など戸惑いがあり、自分からあまり話しかけに行

くことができませんでした。それと もっとボランティア活動がしたかったです。スリランカの人たち

にはとても親切にしていただいたのに、私は何もスリランカの人たちに返してあげることができなかっ

た気がします。感謝の気持ちで一杯なのですがその気持ちを何かの形にして伝えたかったです。 

 今回のツアーではたくさんのことを学ぶことができました。スリランカへ行ったことによりスリラン

カの幼稚園で働くのも悪くない、と思いました。それかスリランカでピアノ教室を開くのも良いかもと

思いました。なんとなくですが将来の夢の幅も広がった気がします。 

 これからは 近くの物事だけではなく、世界に目を向けて積極的にボランティア活動などに取り組ん

で行きたいです。ボスやプラシャンをはじめとした このツアーに協力してくださった皆さんにとても

感謝しています。 

貴重な体験をさせていただき、本当に有難う御座いました。 

 

世界を知ったスリランカ研修  

                                                                              白鳥 美珠 

 

 このツアーで特に印象に残っていることは二つある。一つは、浅見さ

んのお話しだ。日本とスリランカは仏教を信仰しているという点で共通

している文化が多かった。しかし 日本人の仏教に対する知識は非常に

乏しいことに気づかされた。その一方で、日本には仏教の教えにのっと

った文化があるということが分かった。例えば、他人を思いやる気持ち。

浅見さんに我を無くすことの大切さを何度も教えてもらった。他人を思

いやることは自分よりも他人を大切にすることだと思う。もちろん自分

の命は一番で大切だ。その上で他人を大切にする日本の文化。「今こそ日

本の製品ではなく、日本の文化を世界に売るべきだ」浅見さんがおっし

ゃっていたこの言葉が心に響いた。二つ目は村での体験である。村に行

く前は「貧しい」という言葉が頭から離れなかった。しかし 実際に行ってみると貧しさを感じ？させ

ない村人たちの心の暖かさがあった。物は無いが、その分人間同士のつながりは日本に比べはるかに強

かった。物があるのと人とのつながりが強いのとどちらが幸せなのか。 
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その国や地域によって価値観は違うが、私としては

人とのつながりがある方が幸せであると思った。 

村にいた時の幸福感は言葉では表せないほど素晴ら

しいものだった。日本はなんて冷たい国なのだろう

とも思った。村の人たちは、嬉しい・楽しいという

喜びをつつみ隠さず心身全部を使って表現していた。 

幸せとは物があって成り立つものなのだろうか。改

めて目に見えないもの（人とのつながりなど）に気

づき大切にしていることの大切さを感じた。スリラ

ンカには日本に無いものが沢山あった。それらは 

皆物である。逆にスリランカにあって日本に無いも

のは、物ではなく心で感じるものであった。スリランカ人のフレンドリーさであったり、温かみ、仕事

に対する熱意である。カルチャーギャップによって生まれる価値観の違いはあると思うが、本当に幸せ

だと感じる生き方を村人たちは送っているなと感じた。日本人もその生き方を是非取り入れるべきだ。

やはり 村にも様々な問題があると思う。私は将来 彼らのような人々がより生き生きと生活できるよ

う手助けがしたいと思った。その地域の元の生活を崩さず手を差し伸べる、そういった国際援助をした

い。スリランカの生活習慣、宗教、行事を実際に見て触れ、文化を大切にしたいという気持ちが沸き起

こった。スリランカでの体験は楽しいことも沢山あり、何よりも大きな収穫を得て自分を成長させてく

れた。この思い出は一生の宝物である。 

日本のスタッフの皆さん、一緒に旅をしたメンバー、プラシャンを始めとするスリランカの方々、本当

に有難うございました。 

 

感謝 

                                        野村 颯太 

 

 私がこの研修で一番重要だったと思うのは感謝です。まず

一番最初に感謝したいのは、絆 JAPAN 

及びこの研修を主催してくれた方々です。皆様のお陰で私は

この研修に行き、貴重な体験をさせてもらいました。私はこ

の研修で多くのことを実際に聞き、見て、学ぶことができま

した。例えば コロンボでの津波のデータなどは私に取って

とても感慨深い物でした。私は研修生の中で唯一、被災者で

はありません。私は震災の時、東京にいました。三年がたっ

た今、私の目から見ると、皆が忘却してしまったように見え

ます。なので私はこの体験を生かして行きたいです。今の私

にできることは少ないです。 

しかし 大人になればいろいろな事が見えてくるはずです。私はこれからたくさんの震災が起こると思

っています。なので、私は震災の度にボランティアに行けたらと思います。 
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 それと 私はもう一つ素晴らしいことを学べま

した。パーラワッタ村での事です。私は今まで 日

本が普通だと思って暮らしていました。しかし 

村には電気が少なく、店もほぼ無く、お世辞にも

便利とは言えませんでした。私は正直な所かなり

不安でした。けれども それは私の勘違いでした。

村では村民の方々が温かく迎えてくれました。翌

日の運動会では、より村の方々との親睦を深めら

れたような気がします。私がこの時思ったのは、

言葉の必要性です。スポーツや一緒に楽しんだり

すればすぐに言葉の壁は取り除けるということです。私は外国人の方に英語で駅はどこか聞かれた時体

がすくみ、ほぼ何も答えられませんでした。しかし 今なら体がすくまずジェスチャーなどで対応でき

るはずです。 

私は そのとき 改めてスリランカに行って良かったと思いました。 

 しかし この研修において反省点も多々ありました。例えば私においては確認の不足などです。忘れ

物や準備などが不足していました。それ以外にも 多々ありました。その中でも一番反省しなければな

らないと思ったのが、プラシャンの前で日本の物を食べたいと言ってしまったことです。これに私は深

く反省しています。もし私が日本で外国の方に自分の国の物が食べたいと言われたら傷つくのにそれを

思わず言ってしまったことには後悔していますが これもよい経験となりました。 

 

貴重な体験を通して 

                                       伊藤 さつき 

 

 空港から始まり、飛行機に乗り、海外へ行く。私にとって

は空港も飛行機も海外もすべてが初めての経験だった。きっ

と学生メンバーの中でもかなりはしゃいでいたと思う。 

 スリランカは私が小学六年生の時に学び、一度行ってみた

いと思った国だ。だから今回の研修ツアーの参加が決まった

時は本当に嬉しかった。しかし正直その時は津波について学

びたいというよりは、異文化コミュニケーションについて学

びたいという気持ちが強かった。そんな気持ちも、事前研修

会を通して大きく変わった。福島原発で避難した人、津波で

家や家族を失った人、現在も仮設住宅で暮らしている人、そ

んな現実を突きつけられた。内陸部で被災し、家も家族も無

事だった私にとって、忘れている部分が多くあった。絶対に

忘れてはいけないと思ったと同時に、この現状をもっと多くの人に知ってもらいたいと思う様になった。 
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 スリランカ研修が始まり、私が事前研修から

学びたいと思うようになった津波について学

ぶ機会があった。津波慰霊碑を見学し、津波に

よって起きた列車事故の現場を見た。聞きたい

ことや考えたことなど、現地の学生と話したい

と思っていたが、英語で積極的に会話出来ず、

結局スタッフの方やプラシャンに頼ることば

かりだった。しかし、時間が経つにつれ、言葉

が伝わらなくても手ぶり身ぶりで現地の学生

と交流し、楽しい時間を過ごせた。積極的に会

話はできなかったものの、沿岸に死体が埋まっ

ているというプラシャンの話は衝撃的で、津波

慰霊碑で得るものは大きかった。 

 次の日 半日かけて村へバス移動し、私が一番不安が大きかったパーラワッタ村に到着した。村への

道のりは長く、徐々に不安は積もるばかりだったが、到着してからは、そんな気持ちは一気に吹き飛ん

だ。予定時間よりかなり遅れていたが、村の人たちは楽器やダンスで歓迎してくれて、本当に嬉しかっ

た。また 村の子どもたちが日本語を話せたことは驚きだった。そのため私もシンハラ語で自己紹介を

行ったが、事前にもっと勉強すべきだったと反省する点もあった。夜にはダンスを楽しみ、ホームステ

イという貴重な体験もできた。村の星は今まで見た中で一番きれいで、ホームステイ先では多くのおも

てなしを受けた。夜も遅かったため、その日は寝ることしかできず、交流が少なかったところが残念だ

った。次の日は村で運動会が行われ、ペア組みをつくり対抗戦が行われるなど、とても楽しかった。特

に 村の男の子たちとキャッチボールをしたり、クリケットをしたことが印象的だ。今度行く時には、 

ソフトボールをして遊びたいと思った。村での体験は楽しいことばかりだったが、スタッフの報告書か

ら 経済的に困難なところも多くあるという現状を知った。村での体験は私にとって、視野を広げる大

きなきっかけとなった。今回のように、現状を知り、もっと世界を見て自分の今後につなげていきたい

と思った。 

 最後に スリランカ研修を行うにあたって資金を与えて下さった方々、私たちのためにこの企画を考

え、まとめてくれたスタッフの方々、本当に有難うございました。 

この体験を元に、自分の今後につなげ、今回の学びを活かそうと思います。 

 

絆 スリランカツアーに参加して 

                                

歌津中学校二年 牧野 実来 

 

 私が絆スリランカツアーに参加しようと思ったのは、便利に生活で

きることの幸せを再確認したいと思ったし もう一つは震災後たく

さんの人達から支援をしていただき自分もできることが有ればした

いと思ったからです。 



【絆架け橋プロジェクト】スリランカ研修ツアー報告書 特定非営利活動法人絆 JAPAN 

 

19 

 

 

 

 しかし スリランカに行ってみると私が思ってい

たものとは全く違いました。とくに村では、物がな

くても幸せそうだったし、私達ができることは、ほ

とんどなくて、村中の人皆で歓迎してもらってたく

さんのことを教えていただきました。ホームステイ

では、お母さんもおばあちゃんも本当に優しくてう

れしかったです。また指さし会話帳などを使って楽

しく家の女の子達と話せたのも良かったです。 

スポーツ交流では、他の女の子とも交流できたし、

積極的に話しかけてくれたりしたのも助かりました。 

村での体験は楽しい思い出になりました。 

 次に日本山妙法寺を訪問した時は建物が大きくてびっくりしました。津波の話などさまざまなお話し

を聞いて ためになりました。 

 また プラシャンさんの家でのパーティーでは、プラシャンさんのお父さんなどに貴重な話しを聞か

せてもらいました。おもちゃ工場の社長さんには津波のことを説明してもらって質問もできて良かった

です。 

 聾唖学校では校内を見せてもらって、パソコンがあったり色々な機械があったりもしてたくさんの発

見がありました。 

 養護施設では赤ちゃんが思った以上にいてびっくりしました。親が育てられない子どもがこんなにい

るのは、貧しいということが関わっているのかなと思いました。 

 私はスリランカで「貧しい」ということの本当の意味を知りました。私はスリランカは貧しい国だと

聞いていたので、カバンなどを取られないかと心配していました。でも、私は最初気づかなかったので

すが、物乞いしている人の多さにショックを受け、胸が苦しくなりました。しかも高齢の方が多くて驚

きました。私の知っている範囲の日本とはあまりにもかけ離れてた現実に衝撃を受け、今思い返しても

涙が込み上げてきます。 

 スリランカの華やかな所とそうでない所

を両方見られたことは自分には良い経験に

なったと思います。 

 聞いていた通りスリランカ料理は。辛い

か甘いかしかなくて面白かったです。カレ

ーは全部味がそれぞれちがって美味しかっ

たです。 

 村で食べたお菓子は日本に似たものもあ

って、面白いなと思いました。村へ また

行きたいです。 
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スリランカから学ぶこと                             

                                        能登 太一                                                   

この夏、私はスリランカに行ってきた。 

 実は、今までスリランカがどんな国か、ほとんど全く知ら

なかった。地理の時間に国名と首都を覚えたぐらいだった。 

  なぜスリランカに行けたかというと、絆ジャパンの青い色

の募集案内を見たからだ。 

  「へえ、中学生でも行けるのかぁ」 

面白そうなので、作文を書いて応募した。それで！なんと！

僕の作文が受かった！もうとても、嬉しかった！ 

  受かったと思ったら、すぐに事前研修で、一緒に行くメン

バーと初顔合わせとなった。スリランカについて学んで、そ

れをもとにして旅行の準備をしたのだった。 

  さて、ここから僕は話し言葉で書こうと思う。スリランカ

は、学生服を脱いで私服感覚で語るのがピッタリくる感じだからだ。 

 

  行ってみたスリランカは、想像とは全く違ってました。全く。 

  行く前は、発展途上国で貧しい国かもってちょっとイメージしていたけど、行ってみると全く違くて、

ブータンみたいにすごく幸せな国なんだな～って思いました。 

  さてさて、始めはどこを訪ねたかをまとめてみましょう! 

1 日目 到着は夜。ホテルに行きました。 

2 日目 大津波追悼セレモニー、歓迎セレモニー、城砦見学、日本山妙法寺。 

3 日目 パーラワッタ村へ到着、歓迎セレモニー、ホームステイ 

4 日目 パーラワッタ村で、運動会、ヌワラエリヤへ。 

5 日目 キャンディの仏教寺院へ。ダンスをみる。 

6 日目 汽車でコロンボへ。スタッフ宅でパーティ。 

7 日目 買い物。日本会館。別れの夕食。飛行場。ホテル。飛行場。日本。 

 

  いろいろと盛りだくさんでしょ。このうちで、印象深い 3つについて書いちゃいます。 

 

第 3 位 飛行場 

  7 日目に空港からホテルに行って、また空港とあるけれど…なぜ？答えは、飛行機の出発が遅れたから

なのです。空港がホテルを用意し、僕らはそこで少し休みました。(ちょー高級ホテル)そしてまた空港

に行って日本に帰りました。なんか、最後の最後にアクシデントがあって、ビックリしたぁーっ〓      

東京の電車は時間通りに動くので、ここはスリランカらしさを感じる出来事だったと思いました。 
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第 2位 日本会館 

  日本大使館ではありません。日本会館です。なぜ、

スリランカに日本会館があるのか知っていますか？時

代をさかのぼって、サンフランシスコ平和条約の時、

日本は米英中ソによって、分割統治されそうになった

のです。しかーし、その時、ジャワヤルダナ元大統領、

当時はセイロン政府大蔵大臣が、「憎しみは憎しみによ

っては消えず、愛によってのみ消える」という演説を

行い、分割統治案が消えたのです。 

  知っていましたか？僕はこの研修ツアーまで知らな

かったです。スリランカの人は、このことを知っています。そして、それを記念に残すために、日本会

館を建てたのです。ジャーン。感動です！ 

  しかしほとんどの日本人は、その事を知りません。僕は、ここに疑問を感じてしまいます。 

 

  いよいよ、第 1位 パーラワッタ村 

  ここは、絆ジャパンが長年支援してきた村の一つです〓 山のなかにある小さな村です。ここで、僕は

スリランカの人々の生活や、信仰深さを知りました。 

  最初着いた時、ものすごい歓迎を受けました。村人総出で太鼓をたたいたりして、それはもう言葉に

ならないほどの興奮でしたよ。そのあと、踊りを見ました。僕たちも飛び入りして、楽しい時間でした

ね。 

  そして、ホームステイも。村人の家に一泊したのです！家のなかには、仏陀の像が置かれていて、カ

マドもありました～。カタコトの日本語と英語と、指差しシンハリ語でいろんな話ができました。よか

った～ 

  村の寺院には、黄金キンピカ後光の電飾板を背負った仏陀がありました。これは、迫力つーか派手!!

でした。驚きなのは、スマホを持った人が数人いたことです。スティーブ・ジョブズのすごさに感心し

ちゃいましたね。 

  翌日は、村人とのスポーツ大会です。走って風船を割って戻ってくるという競争や、目隠しして空中

につるした壺を放って割ったり、あとサッカーやバ

レーボールもやりました。 

  すごい楽しかったです。 

  何より素晴らしかったのは、村人の人たちの笑顔

でした。みんな、幸せそうで、目がキラキラ輝いて

いて、いつも笑っていて、一緒にいてこちらも楽し

くなっちゃいました。 

 

  スリランカの人との共通語は、英語でした。始め

は全くわかんなかったけれど、すぐにスリランカの

英語に慣れました。都会では英語を話しますが、村  
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では英語は使ってなかったです。ホームステイの家では、カタコトの英語と日本語で話し、指差しシン

ハリ語を使ってコミュニケーションして過ごしたんです。残念！村にはもっと長くいたかったなぁ～ 

 

  行く前は、スリランカと日本は同じ仏教国と思ってたんです。でも、同じではなく、スリランカの信

仰の度合いは日本と比べものにならないほど強かったです。町のあちらこちらに仏像があって、あちら

こちらにお坊さんが歩いていましたよ。 

  あとは食べ物は辛いか甘いか 2極分化しているとか、車の運転は荒いとか、日本とのちょっとした違

いの気づきが毎日ありました。今まで日本しか知らなかったけど、行ってきたことで自分の国が相対的、

客観的に見えるようになった感じです。違う文化を知って、視野が広がりましたよ!!! 

 

  さて、僕が成田から帰りに電車に乗った時、日本の空気が濁っているように感じました。電車に乗っ

ている人たちは、幸せそうにみえなかった… 

  日本は技術や物など、スリランカに教えることがいろいろあるのですが、僕たちもスリランカの人か

ら教わることがあると思います。十中八九教わる事はあります!! 

  日本では、幸せはモノがたくさんあることです。だけど、スリランカの幸せは、それとは違いました。

幸せは人の数だけある、簡単に定義できないものとわかったのです。 

 

  今回のスリランカ研修ツアーはこれ以上ないほど貴重な経験でした！一生の思い出になるでしょう。 

  私はこれを機に、もっと様々な活動に参加していきたいと思います。スリランカは勿論、他の国やま

たボランティア活動に参加し、もっと見聞を広げて経験をつんでいきます!! 

  そして、いつかは、自分が招く側になれたらと思います。 

 

色々と本当にありがとうございました!!!! 

 

スリランカ研修ツアー 

鎌田 葉月      

 スリランカの人々や生活に直にふれることができ、日本との価値観

の違いや生活習慣の違いに驚きました。スマトラ沖地震やその後の復

興・防災についてのスケジュールが変更になってしまったことが非常

に残念ですが、その分、参加メンバーや村の方々との交流が強く印象

に残っています。 

 今回の「架け橋ツアー」

を企画していただいた

こと、参加できたことに

本当に感謝しています。 

ありがとうございまし

た。 
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全てに感謝 
横須賀マリン歯科院長 巻幡 真誼 

(マッキー3世) 

 

正直な所を申すと、こんなに素晴らしいスタディーツアーになる

とは予想していなかった。 

毎日が感動、感激、感謝そして気づきの連続で東日本大震災の被

災者を中心とした生徒達がより学べるようにサポートする立場での

参加だったが、自分自身がかなり多くのものを学び取らせて頂く事

となった。 

これは同行せずともより良いツアーになるよう準備して頂き、ツ

アー中も国内で移り変わる現地からの情報から思案されていた絆

JAPAN のメンバーには、申し訳ないが美味しい所だけを頂いてしまっ

たと恐縮した。 

加えて、キャンセルやハプニングの連続で急な変更やスケジュール調整を余儀なくされるも、その条

件下で最高なものを与えようと急遽国会議事堂の議会見学やジャヤワルダナ大統領博物館訪問を決行し

た笠原絆 JAPAN 代表、ツアーをコーディネートしたプラシャンさんの素早い決断と行動力に感謝せざる

を得ない。 

旅では、歓迎セレモニーにゴール市長が駆けつけて下さったり、仏歯寺ではあまり開放しない扉を開

けて最上部のテラスから眺望をと案内して下さったり、ジャヤワルダナ大統領博物館では訪れた際照明

が落とされていたにも関わらず、わざわざ開けて頂いたりと親日でフレンドリーな所が伝わり楽しく旅

した。 

 この象徴が3日目に訪れたパーラワッタ村の歓迎。 

スリルある山道を車で走り続けた先に現れたのは、のぼりに笛に太鼓、民族衣装に身を包み、はち切れ

んばかりの笑顔で待ち構えてくれていた多くの村人だった。 

夜には1ヶ月半練習したという踊りを村の子ども達が披露し、歓迎セレモニーを開催。 

我々の生徒たちも壇上に上がり、共に踊り交流は心に触れるもので、このような体験をしようとは予想

だにしなかった。 

翌日の両国対抗運動会も盛り上がり、バレーボー

ル大会は日本チーム無得点敗退というお恥ずかしい

結果となったものの、子ども達のホームステイと合

わせ村の心遣いに感謝だ。 

キャンディからの電車は市中を抜け田園風景と成

り熱帯の森をかき分けたとかと思うと、眼下に深い

谷底とその向こうには跳び箱のような形のキャッス

ルマウンテン、槍ヶ岳のような山容の山など様々な

スリランカの顔を見せてくれ思わずシャッターを押

す指が動く。 
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前後するが、ゴールの日本山妙法寺、浅見住職のお話は重みを感じると共に考えさせられた。特にそ

の中で浅見住職の「日本は物を売るのではなく、心遣いと文化を世界に売りなさい」というお言葉に感

銘を受けた。さしてその心は震災時の東北の人々の行動に因って、充分世界に知らしめたと思う。 

それを確固たるものにする為にも、先の大戦後日本分割統治を回避したジャヤワルダナ大統領に感謝

する姿勢をもっと示すべきと感じる。 

ジャヤワルダナ大統領博物館で大戦後の日本分割統治をお釈迦さまの言われた「憎悪は憎悪によって

止むことはなく、慈愛によって止む」という法句経の一節を引用して 戦争賠償金は放棄すると演説され

た内容を見たときは、身震いしてしまった。 

加えて、生徒達の積極的な学習意欲の高さもツアーの密度を高めるのに大きく貢献したと思う。 

これは、現地での解説、教えを話す方々にも好感を与えたに違いないし、日本人の向学心を示す事に成

ったであろう。 

逆に残念だった点として、あれも見せてあげたいこれもと

の想いがあって、移動時間も長くなってしまった。 

又、シングルルームがなく、ツインルームも少ないという事

情から費用が予想より大幅に増加してしまった。少しでも環

境の良いホテルヘ宿泊させてあげたいとの気持ちも有ったと

思うが観光目的ではないので、検討の余地が有るだろう。そ

こは生徒達も理解してくれると思う。 

過剰な要求かと思うが生徒達の集中力が途切れ、笠原代表

やプラシャンさんの指示時等に従わなかったり、参加者の一

部には意識が自分に行き他の参加者に行かない、いわゆる心

遣いの不足を感じた。 

しかし、総じて大満足したツアーになり次回にこの経験を活かしていきたい。 

そして、このツアー実現にご尽力下さった方々、スリランカの全てにありがとう。 

 

「光輝く島」でソーシャルビジネスを学ぶ 

劉 亦天 

貧しい農村の女性に職と誇りを。その想いでバーバラ・サンソニは

BAREFOOT を立ち上げた。田舎の女性たちはバーバラのデザインを

元に手造りで色鮮やかな洋服、ポーチ、バック、人形等を生み出して

いく。手織綿は冬には暖かく、夏には涼しい。人形にはコットンが

100％使用されているため、デザインや色彩に限らず、エコ TOY と

しても人気だ。BAREFOOT がソーシャルビジネスとして秀逸なのは

「一生使えるもの」という高い質に拘っている点だ。商品の値段は割

高で、職人に求めるレベルも高い。ただ、良い品質を提供するからこ

そ人の心に誇りが生まれる。バーバラの言葉によれば、農村の女性た

ちは安い労働力でもなく、機械の代わりでもない。BAREFOOT の工

房で女性たちは商品と自分たちの誇りを創り出していた。 
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絆 JAPAN 架け橋プロジェクト 2014 スタディーツアー に参加して 

小林絵智子 

 今回のツタディーツアーは、その名の通り被災地の中・高生が現地

でスリランカの人々と接し、同じ被災地としての経験や、発展途上国

の現状を見学することを通して、成長するきっかけとなることを目指

したものです。 

私はそのツアーのボランティアスタッフとして参加致しましたが、

当初は、海外渡航も初めてという生徒も少なくないなか、目的通り現

地の人々と交流することができるのか、ましてやそこから成長のきっ

かけとなるものを得られるのか、少々心配していました。 

しかし、当初緊張してなかなか話すことができなかった参加者達も、

現地では、徐々に打ち解け、最後には片言の英語を通じてコミュニケ

ーションを図れるようになっていました。これは、コロンボ大学の Dr.アシースや現地スタッフの配慮で、

小学生から大学生までのいろいろな世代の現地の学生達がプログラムに参加してくれたことで、参加者

が同世代の学生達と接することができたことが大きかったと思います。 

特に、今回の現地コーディネーターの娘であり、ツアー全般に同行してくれた、都会の裕福な家庭の

子女である中学生の少女と、貧しい農村の子ども達との生活、知識、学力のみならず、体格までもが違

うという現状は、参加者の学生達に、伝え聞くだけではない途上国の現実を強く印象付けたようでした。

その格差は日本とスリランカ、富める者と貧しい者、都会と田舎、被災地とその他の地域という色々な

視点からの問題としてとらえられたようでした。 

そのことは、参加者の生徒達の行動にも変化を与えたようで、ツアーの当初は、親御さんから頂いた

小遣いで友達に安価なマスコットをお土産に買うことを楽しみにしていた生徒達が、ツアーの最後には、

お世話になった村の特産品の黒砂糖を購入し、その代金が村の収入になることに思いをはせ、農村の女

性達の自立支援になるフェアトレードの店であえて高価なぬいぐるみを購入し、訪問した聾学校では自

立支援の商品を販売していないのか生徒の方から問い合わせるなど、ひとつひとつの行動に積極性と深

い思慮を感じるようになりました。このような積極性と思慮は、このツアーの最終的な目標である、地

域や社会のリーダーとなるリーダーシップを養うということに繋がっていくことと思います。 

私は、十日足らずのツアーで参加者のこのような成長を目にするとは、正直思いもよりませんでした。

やはり、中・高生という柔らかい感性を持つ時期にこのようなツアーに参加する意味は正にここにある

のだなと深く実感致しました。 

参加者の皆さんはこれから沢山の経験をし、進路や職業を選択して行かれることと思います。その際

には、今回のこの経験が、直接的なことだけではなく、なんらかの意味を持つのではないかと私は確信

しています。 

また、若い生徒達の成長を見届けることができたことは、ボランティアスタッフとしても達成感を得

ることができ、大変嬉しいことでした。次年度はぜひ若い世代のボランティアスタッフの参加を得て、

ともに成長する機会となることを期待したいと思います。 
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これもスリランカ 

スリランカのおすすめ 

佐藤 明子 

 スリランカと聞いて思い浮かぶものはなんですか？  

そこには多分、間違いなく(笑)、アーユルヴェーダも入るでしょう。 

スリランカでは、アーユルヴェーダも立派な医学の一つ。大学で学ん

だ専門医しか診断処方はできないようです。 

 

以前私が行った所では「シダレパ アーユルヴェーダ ヘルス 

リゾート（Siddhalepa Ayurvedha Health Resort）」。最低でも 3

日間(長い人は 1 週間以上)のプログラムを受けるリゾー

トホテルです。専門医の問診を受けて、その人の体質が～

アーユルヴェーダの 3 つの体質～のどれにあたるか診断、

トリートメントの種類と

回数が決まります。(ここでいうトリートメントとはマ

ッサージのこと)    

トリートメントの範囲は頭、顔、身体の全身。マッ

サージだけでなくハーバルバスやスチームバスもあり

ます。そして食事もアーユルヴェーダの考えに沿った

メニュー。飲むお茶も指定され、基本的にはノーアル

コール、ノーカフェインです。 

私は診断された体質から、食べてはいけない食材が白身魚以外

のシーフード全般、トマト、パイナップルでした。食事は 3食ビ

ュッフェなので自分で取らないよう気をつけなさいということの

ようです。こうして身体の内外から毒素を抜くことが WELLNESS、

なのです。ゆっくりのんびり

したい方、健康的になりたい

方、自分を見つめ直したい方におすすめです。 

そんなに時間が取れないし、という方にはコロンボ市内に日帰りで

きるアーユルヴェーダ施設が幾つかあります。体質別のトリートメン

トは受けられませんが、額にオイルを垂らし続けるシロダーラや全身

トリートメントにトライするのも楽しいですよ。 

日本に帰ってからもアーユルヴェーダを取り入れたい方には、シダレ

パから発売されているアーユルティがお勧めです。血液さらさら効果、

便秘改善効果、ストレス緩和効果など、5,6 種類あります。薬ではな

いので気軽に試せます。 

 そしてスリランカでのショッピングについても少し触れておきま
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しょう。 

ガイドブックにも取り上げられていますが押さえておきたいのは以下の 3つ。 

 

①TEA BOARD・・・政府紅茶局認可の紅茶を扱うショッ

プです。美味しいセイロンティ、フレーバーティがた

くさん！ 

②パラダイスロード・・・オリジナルの雑貨を置いて

居ます。くるくるしたシンハラ文字のトート BAG は数

百円でお買い得！お土産にも良いですね。併設してい

るカフェはシックで落ち着ける空間。甘すぎるお菓子

が多いスリランカでこちらのケーキは日本人の口にも

あう美味しさで好評です。 

③BEARFOOT・・・フェアトレードのぬいぐるみ、テキスタイル、雑貨のお店。スリランカの女性が作っ

ています。フェアトレードを知る良い機会にも成ります

ね。オススメはエリマキトカゲやイグアナのぬいぐるみ。 

 

 番外編として、スリランカ在住の日本人の方が経営の

ジュエリーショップ「D& O INTERNATIONAL」。シンハラ

語のブレスレット、ネックレスがオーダー出来ます。私

はブレスレットを作りました。全く読めませんが(汗)、

デザインとしても可愛いですね。スリランカではガイド

にジュエリーショップに連れて行って貰うとマージン

が掛かるので高く成ります。旅の記念にお買い求めの際は自

分の足で訪れたほうが良いですよ。 

 

どんどん新しく、おしゃれになるスリランカ。でもスリラン

カの人々は数多くの遺跡や宗教、アーユルヴェーダなど古く

から有るトラディショナルな物も、とても大事にしています。 

だからこそ、魅力的な国なのかも知れませんね。 
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2014 年ツアー会計報告 

収入 
  

名     称  摘   要 金  額 備  考  

助成金 ブリヂストンちょボラ募金 350,000   

  株式会社ブリヂストン 350,000   

寄付金 小野寺左官店 10,000   

  株式会社セイケン 50,000   

  個人寄付 2,000 小林 

自団体資金 希望の家ドナー 200,000 スリランカ支援寄付 

  ワカメプロジェクト 150,000   

  カレープロジェクト 300,000 グローバルフェスタ他 

参加費 会員・個人 862,055 生徒 1名・大人 5名 

参加者保証金 参加生徒 70,000 7 名 

雑収入 海外旅行保険金他 14,960   

本会計より   153,570   

  計 2,512,585   

支出 
  

名     称  摘   要 金  額 備  考  

事務費 印刷費 48,500   

  発送費 12,560   

  事務用品費 2,034   

研修費 事前。事後研修 66,672   

旅費・経費 飛行機代 1,331,000   

  国内交通費 143,400   

  現地交通費 180,242   

  国内宿泊費 99,020   

  現地宿泊費 293,800   

  食事代 64,033 国内・現地 

  現地経費 126,112 入場料・飲料水等 

 保証金戻し 80000 8 名(自費参加 1名) 

  旅行保険代 27,170   

  ビザ申請料 31,200   

  土産代 6,266 トマト種子、ボール 

  雑費 576 手数料等 

  計 2,512,585   

 


