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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、昨年に続き、東日本大震災において、被災された高

校生を、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して、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

リランカは、スマトラ沖大地震インド洋大津波被害から 11 年が経ち、新

たな政権に変わり南アジアの中では目覚ましい経済発展をしています。 

今回は昨年のツアーから学んだ事を活かし、大幅にプログラムに手を入

れ、新しい取り組みや体験が出来るように、事前研修から事後研修まで一つ一つの事が、一貫性のある

プログラムにしました。 

 今回訪れた主な所はまず経済の中心地コロンボでは、ジャヤワルダナ スリランカ初代大統領記念

館、古都キャンディでは、仏歯時、ダンスシアター、高原の街ヌワラエリアでは、紅茶工場や紅茶畑、

マーケット見学、そして参加者は、自力で昼食を購入してからバドゥラまで列車の旅を楽しみました。 

 中でも重きを置いていたのは、農村でのホームスティです。実施した村は、私どもが 2011年から支援

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。  

村では 3泊 4日のプログラムで、ホームスティしながら交流会、ワークショップ、シュラマダーナ(協

働による分かち合い)、幼児の歯科検診などを実地しました。 

村から南下してヤーラ国立公園の脇を通りヒンドゥー寺院で有名なカッタラガマへ、途中野生の大き

な象に遭遇したり、クジャクやオオトカゲに出会ったりしました。近年開発が進んでいるハンバントッ

タを経て、津波被害地訪問では、津波被害の最も大きかった歴史ある交易都市ゴールで、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、被災したおもちゃ工場

で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

などを行いました。 

 また、今は観光用に成ってしまった、スリランカの伝統漁法の見学、ボートサファリでスリランカ

の自然を満喫して、北上してムロトアへ、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であるプラシャンの会社訪問、ムロトア子ども達との交流会など盛り

だくさんの出会いが有りました。 残念だったのは、スリランカ大統領との面談が、国会の解散総選挙

の為キャンセルになった事、参加者の一人がパスポートを忘れ、2日遅れの合流、そして参加者の一人が

ファイアーストームで火傷をする事故が有った事、細心の注意をして取り組んだにも関わらず、このよ

うな事態になって親御さんにはご心配をおかけしてしまい、申し訳なく思っております。 

 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、絆 JAPAN のドナー様、会員の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、浅見先生、ゴールおもちゃ工場のスニル

さん、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、何度となくツアーの為に遠路パーラワツタ村、ゴールを訪れ、村

での企画から打ち合わせ、ホームスティの下見などに尽力して頂きました。 



【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 

2 

 

そして何より参加してくださった生徒さん、送り出してくださったご家族様に感謝しています。 

 

ツアー参加者 

 

宮城県石巻西高等学校   3年 櫻田 真実 

宮城県石巻西高等学校   3年 阿部 日和 

宮城県石巻西高等学校   3年 加藤 有季乃 

宮城県古川黎明高等学校  3年 木村 芙美香 

東京都九段中等教育学校  4年 能登 太一 (福島原発避難) 

 

会員参加者(引率スタッフ) 

 

神奈川県横浜市         巻幡 真誼 (歯科医師) 

      長野県塩尻市          小林 絵理 (看護士) 

 

引率責任者           笠原 正好 
 

ツアー実施行程 

 

8 月 13 日 出発 いざスリランカへ 

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)  

 

 

        いよいよ出発 

 

      9 時間の長旅それでも元気です。 

 

 

8 月 14 日 コロンボそして古都キャンディへ 

 スリランカの一日目は、ホテルで朝食をとり、ツーリストカーでの移動です。ドライバーはおなじみ

のジャーナカ、現地コーディネーター プラシャンとプラシャンの 14 歳になったルミニと合流してスタ

ートしました。 
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スリランの朝、ホテルの朝食モリモリ  

 ジャヤワルダナスリランカ初代大統領記念館 

館長さんに話をして頂きました。まるで国際会議

みたいと参加者の感想。 

 

サンフランシスコ講和会議で、ジャヤワルダナ大臣

(当時大蔵大臣)演説の話に真剣にメモを取る参加者  

 

コロンボで、大統領との面談予定が、スリランカ国会の解散総選挙と重なり、面談が中止になってしま

いました。 

そのため時間に余裕をもって、古都キャンディを目指しました。 

 

沿道のランブータン(トロピカルフルーツ)の売店 

 

ローカルのレストランでの昼食、早速激辛の洗礼 
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世界遺産の一つ仏歯寺を訪問 

 

ダンスシアターで、スリランカ伝統舞踊の見学、 

写真はキャンディアンダンス 

8 月 15 日 古都キャンディから高原の街ヌワラエリアへ 

ヌワラエリアは海抜1800m冷涼で植民地時代に避暑地として栄え、リトルイングランドと呼ばれていた。 

 

パスポートを忘れて遅れてスリランカ入りした 1

名も無事合流 

 

紅茶と野菜の産地、ヌワラエリアで植民地時代から

続く紅茶工場の見学 

 

展示されている古い機械、紅茶の乾燥にはいまだ巻

が使われている。 

 

一緒に旅をしている、プラシャンの娘ルミニとも仲

良くなり、楽しさを満喫 
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 「スリランカでの 12 日間」 

         宮城県石巻西高等学校   3年 櫻田 真実 

 

スリランカに行くと決まった時は 本当のことを言うと不安しか

有りませんでした。 

私のスリランカへのイメージと言えば国名を知っている位で、初め

はどんな国で、そこでは何が起きていて、どんな人たちが居るのか

も全く分からない状態でした。 

 しかし 行ってみて私の中のスリランカへのイメージは大きく

変わりました。自然豊かで、みんなが笑顔で私たちを迎えてくれ、特に村の 3日間では貴重な体験をさ

せて頂きました。私はお風呂が無いと聞いていたので 大丈夫かなと思っていたのですが、みんなです

る水浴びはとても楽しかったし、工事の仕事も辛かったけれど このような体験をすることは 日本で

はまず無いので勉強になりました。夜はホームスティで村の生徒の家にお邪魔し、深夜までお話しした

り、トランプをしたりと、充実した時間を過ごすことが出来ました。  

 村での最終日はみんなと離れることがとても辛いと感じるほどでした。全員が涙を流し、来年また来

る約束をしてお別れしました。 

その他にも お寺を巡ったり、津波の話を聞いたり、沢山のことを学ぶ事が出来ました。 

スリランカの食事も 日が経つにつれて慣れてきて、帰国した時には体重が増えているほどでした（笑） 

普通では出来ない体験を沢山して、私が 1番思ったことは スリランカの人たちは温かい心を持って居

て、一緒に居ると純粋な気持ちにさせてくれる とても良い人たちで 人を笑顔にする力を持っている

ということです。何をするにもみんなで頑張り、共に助け合う姿を見て、これを今後私たちもお手本に

して行かなければならないなと感じさせられま

した。 

 12日間と言う短い時間でしたが、このツアーに

参加して本当に良かったと思っています。 

一生の思い出になりました。 

 そして又 必ずスリランカへ行きたいと思っ

ています。素晴らしい体験をさせて頂き本当に有

難うございました。 
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8 月 16日 ヌワラエリアからパーラワッタ村を目指して 

ヌワラエリアからパーラワッタ村のあるバドゥラまで、高原地帯を列車で移動しました。列車の発車が

お昼時間という事もあり、参加者には一人々自力お昼ご飯を買ってもらう事にしました。 

 

参加者は実践英会話にチャレンジ。 

日本では出来ない体験に大はしゃぎ。→  

 

村の入口から、踊りを先頭に歓迎のパレード。 

 

お寺では多くの村人が出迎えてくれました。 

 

村人が作ってくださった料理を堪能 

 

夜はミーティングと恒例のホームワーク 
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ナリーナとその家族 

 

スリランカ研修ツアーを通して  

                       宮城県石巻西高等学校   3年 阿部 日和 

 

今回の十日間のスリランカ研修を通して、スリランカの文化や日

本人が忘れかけているものを自分なりに感じ取りそこから自分の視

野の狭さを実感することが出来、沢山の事を学び持ち帰る事ができ

ました。スリランカに行く前 スリランカという国のイメージは、

あまり豊かではなく苦労しているのかな、野生動物が沢山ストリー

トで見れるだろうな、また食べ物も日本では馴染みはあまりなく、

カレーが辛い、フルーツが沢山有る、と言うイメージに留まってい

ました。実際に行ってみて、自然豊かで沢山の野生動物を見る事が

できスリランカの文化、初代大統領のこと、食べ物が辛いけどカレ

ーが美味しかったこと。色々と学び、持ち帰って来ました。 その

十日間の中で特に印象に残っていること 現地で学び感じ取れたこ

とは二つ有ります。一つ目としてスリランカ初代大統領ジャヤワルダナ大統領の博物館に行けたことで

す。日本領土を四つに分割することを防いだ演説の原稿をシンハラ語と英語訳で見ることのが出来たこ

とです。そして子どもの時の写真から大人に成るまでの経過や日本館と言う会館を見学し日本とスリラ

ンカの絆の深さを初めて知りました。日本館の中にはひな人形や桜・天皇の写真、更には友好の証であ

る桜がモチーフである絵画の他にも沢山の品が有りました。これらの物は全て贈り物として大切に保管

されてきたそうです。長い間このような関係を築き上げてきたスリランカと日本ですが、日本人である

私はスリランカの初代大統領は誰ですか、と聞かれたら答えることが出来ませんでした。研修ツアーに

参加して身に付けることが出来た知識で有り、今回の研修で学べたことについて沢山の友人、機会が持

てればどこかに会場を作りメンバーで発表・報告をし 語り継ぐと言う大切な役割が私たちには有り、

もっともっと沢山の人々にスリランカと日本の深い関係性について知って貰いたいと胸を張って思える

ものでした。 二つ目として、パーラワッタ村と言う村に三日間滞在したことです。一日目は夕方に到

着し村への途中で車から降り五分位徒歩で歩くと聞い

ていて、いざ車から降りると爆竹が沢山鳴り響いて驚き

ましたが、すぐに村の人々が全員で出迎えてくれ、歓迎

のセレモニーを開いてくれました。到着早々村の人々の

暖かさに泣きそうになりました。地図に載っていない村

として説明されており そこまで裕福ではないのかな

と考えていましたが、考えていたものとは全く違い、自

然豊かで空気が澄んでいてとても感動しました。村での

食事は、主に野菜でした。夜は村の集会所に泊めて貰い

みんなで雑魚寝をし、朝を迎えました。二日目はホーム

スティと言うことで、私はナリーナ家族の家でお世話に

なりました。昼間は村の幼稚園の増築のお手伝いや村の

子ども達の歯科検診をしました。私はどちらも手伝うこ

とが出来その時に思ったことは、村の子ども達は虫歯が

多いと言うことです。お菓子の食べ過ぎと磨き残しが

原因だと思います。マッキーさんが歯磨きを指導して
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いて為になりました。ざっと三十～四十人近くの子ども達を診てから次は幼稚園の増築のお手伝いをし

た際 大変だったことはセメントと石と水で固めることから始め、樽の中に注いでその樽を手渡しで目

的地まで運ぶと言うものでした。日本とは違い、何十日もかかる増築を手伝えることが出来て良かった

です。三時間位仕事をし、その後に水浴び（お風呂）に行きました。水浴びでは外のため井戸で水を使

い、身体や髪を洗いました。浴槽が無く ただ 水を浴びるだけでしたが現地の皆に教えて貰い普段の

生活を教えて貰いました。 三日目には村の住職を始めみんながお別れ会を開いてくれたことが嬉しく

沢山のことを伝えること、学ぶことが出来ました。このツアーを通して沢山の知らなかったことを学ぶ

ことが出来、スリランカの文化や生活が日本とは違うものであると学べました。 

今回のスリランカ研修ツアーを通して改めて自分の視野の狭さ 将来について欠けている部分や課題を

発見し、そして意識が高まりました。 

 十日間のスリランカと言う国での研修ツアーはとても意義があるもので そこで考え感じたことは必

ず役に立つことであると言う自信に繋げ次の世代の人たちへ語りついで行きたいと思いました。 

8 月 17日～18日 パーラワッタ村での活動 

 

村の若者と日本語教室とシンハラ語教室、お互いの

母国語を教え合う。 

 

村人とシュラマナーダ(協働の分かち合い)幼稚園

裏の土留工事、手練コンクリートをバケツリレー 

 

←ドクター巻幡による歯科検診&歯磨き指導 

 

村人が作ってくださる食事、皆の食欲は半端ない 
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ゴールの城壁で出会ったスリランカ人と 

 

語るの 

 

 

 

スリランカツアーの感想 

        宮城県石巻西高等学校   3年 加藤 有季乃 

 

 スリランカに行って一番印象に残っていることは、津波について

の話を現地の方に聞けたことです。津波が来るから電車に逃げ込ん

だという話や、スカートを履いた女の子たちが下着が見えるからと

避難せず、たくさんの方が犠牲になったなどの話を聞いて、私はと

ても驚きました。私自身が津波を経験し、電車へ逃げることや、避

難を躊躇するということが考えられないことだったからです。もし、

現地の人に津波に対する知識が有れば被害がもう少し少なく済ん

だと思います。だから、津波について後世に伝えて行って欲しいと

思いました。また、私たちも大津波の経験から教訓を学び、後世に

それを伝え、津波の被害が最小限で済み、悲しむ人が減ればいいと思いました。 

 次に印象に残ったのはスリランカ人の優しさです。スリランカの人は、目が合うと微笑んでくれたり、

電車から手を振るとほとんどの人が振り返してくれたり、道に座っていたらお菓子をくれたり、とにか

く良い国だなと感じました。特に民家のトイレを借りた時、快く貸してくださり、さらにバナナまでご

馳走してくれて、日本ではしない体験だったのでとても感動しました。スリランカの人はみんな心が綺

麗で暖かいのだと思いました。また機会が有れば行きたいです。 

 そして、私はスリランカに行って変わったことがあります。それはもっと日本のことを知ろうと思い

ました。スリランカの人たちは、スリランカの宗教のことを教えてくれたり、政治に興味を持っていた

りしたけど、私は日本のことをあまり知らないことに気がつきました。これからはニュースや新聞を見

て、日本で起きていることを気にかけて

みようと思いました。また、スリランカ

の文化は日本の文化と全く違っていて、

面白いと感じました。だから、これから

いろいろな国に行って、いろいろな文化

を学びたいとも思うようになりました。    

今回のツアーでたくさんのことを学び、

このようなことを考えるきっかけにもな

ったので参加して良かったと思います。

この経験をこれから活かして行きたいで

す。 
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8 月 18日～8 月 19日 

 

村での体験型ワークショップ、テーマは「私の夢の実

現」 

 

交流運動会の一コマ 

 
ここでナーナワ(水浴)しました。 

この家は山の湧水をホースで引いていました。 

 
ホームスティした家のトイレ、バケツで水を流すシ

ステム、お尻はハンドウォシュレット 

 
村で最後夜ファイアーストームは、大勢の村人が参加

して下さり、大いに盛り上がりました。 

 
そして、村人達とお別れの時、多くの方たちが見送り

に来て下り、別れを惜しんでくださいました。 
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手首にお守りを結んでくださいました。 

スリランカに行ってきて 

      東京都九段中等教育学校  4年 能登 太一  

 

 2015年の夏、私は絆 JAPANのスリランカ研修ツアーに参加した。私

にとっては 2回目のスリランカだ。 

去年は緊張したが今回はある程度余裕をもって研修に参加できた。今

年も参加した理由はいくつかあるが、中でも大きかったのはパーラワ

ッタ村での滞在期間が長くなったことだ。去年は 1泊という短い時間

だったが、今回は 3泊も滞在できた。 

パーラワッタ村は去年行って色々なことを学んだ場所だ。しかし 去年はやはり 1泊だったので村人と

の交流があまりできなかった。今年はそのようなことは全くなかった。村の人と大いにコミュニケーシ

ョンをとったり、遊んだりした。例えば、私達高校生は村で仕事をした。今 村では幼稚園の増築をし

ようとしている。その基礎工事に参加したのだ。みんなで力を合わせてセメントを作って運び、土を掘

って運んで埋める作業をした。一人でやると多分つまらないだろうが、みんなでやると とても楽しか

った。ホームスティ先のホストファミリーに連れられて、村の畑に行ったこともある。畑に向かって歩

きながらどうしてなのか、と思っていたら直ぐに分かった。そこにはとても美しい景色が有ったからだ。

今でも まぶたに焼きついている。他にホストファミリーとは一緒にスリランカのボードゲームで遊ん

だり、日本について話したりした。 

 村では村の子どもと高校生が集まって日本語とシンハラ語を互いに教え合った。おかげでシンハラ語

の自己紹介できるようになった。それらは 全て初めての体験だった。普通の観光旅行では体験できな

い、この研修だからこそのものだ。 村で最終日、私はアクシデントにより左手に火傷を負った。それ

によって手当のために病院に行くことに成った。そこで 気づいたことがある。 スリランカでは病院

で受診すると治療費は全て自己負担になる。日本で

は国民皆保険制度によって受診料は 2割負担する

だけで良い。そのおかげで、貧しくても普通の治療

は受けられる。しかし スリランカではお金が十分

ないと治療を受けられないのだ。これは 火傷した

ことで初めて分かったことだ。私はスリランカの別

の面を見た。今までは良い面しか見ていなかったと

痛感した。この国の社会制度は 未だ充実していな

いのだ。また スリランカの病院では治療する時さ

っさと早く終わった。そして 少し荒く、痛いこと

も有った。そこはまた 日本とは少し違っていた。 
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 この研修では ジャヤワルダナ大統領博物館や仏歯寺、日本山妙法寺など多くの場所を訪れ 他にも

様々なことを体験できた。そして パーラワッタ村とそこでの火傷は、一生忘れない経験になるだろう。

去年のツアーでは、日本はスリランカに学ぶことが多くあると思った。今年は思いもかけないアクシデ

ントによってスリランカの社会制度について考える機会と成った。そして 未だ未だ知らないことがた

くさんあることが分かった。いかに今まで見ていた世界が小さかったかと言うことを思い知ることにも

なった。 このツアーを企画、準備して下さった皆様、本当に有難うございました。  

 この経験をもとに、これからの自分の生活でも常にそのような事を考えながら、豊かにしていきたい

です。 バホマ・イストゥーティ 

8 月 19日～20日高原から南下 南部の信仰の地カッタラガマへ 

長い山道を下り、ほとんど時間は車での移動に費やした。途中素敵な出会いや嬉しいハプニングもあり、

疲れも忘れ皆スリランカを楽しんだ様子。 

 

山間部を南下中、トイレを借りた胡椒農家でトイレ

を借りた上に、バナナを御馳走になった。 

参加者一同、初めて会った方の親切に感激。 

 

ヤーラ国立公園では、野生の象に遭遇、道路に投げ

られた バナナをのんびりと 食べている 。 

スリランカの人は象をとても大切にしている。 

 

ヒンドゥ寺院カッタラガマに参拝、カッタラガマは

商売の神様、その為仏教徒もお参りに来る。 

 

夜になっても多くの方々がお参りに来ていた、スリ

ランカの人々共に、合掌 
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スリランカで学んだこと  

宮城県古川黎明高等学校  3 年 木村 芙美香 

                            

 私がスリランカに行って学んだことは大きく 3 つ有ります。 

 一つ目に、人とコミュニケーションをとることの大切さです。今

回 スリランカに行くにあたり、 

5 人中、１人には経験者、他の 3 人は同じ高校ということで、私だ

け、知り合いが居ないという状態で 

正直心細いところが有りました。しかし これは逆に良い機会だと

考え積極的にみんなとコミュニケーションを取りに行きました。す

ると どのメンバーもみんな個性的で優しく、頼もしい部分も有り 

又 共通する部分も有ったので より一層旅が楽しく成りました。

私は余り自分から話しかける 

タイプではなかったのですが、これを機に、少し変われたのではないかなと思います。 

 二つ目に、「出来ないこともまずはチャレンジしてみよう」と考えられるように成ったことです。 

私は英語は余り得意ではなく、スリランカで本当にちゃんと会話が出来るのかとても不安でした。 

不安だと言っても、やはり現地へ行けば英語を話さない訳にはいきません。また スリランカで友達を 

作る時にも会話が出来なければ上手くいきません。そこで私は、文法が間違っていたとしても、何が 

言いたいか伝われば良いじゃないか、と考え、とりあえず ぐちゃぐちゃの英語で一生懸命話しました。 

すると 現地の人達は自分からたくさん話しかけてくれるように成りました。私は本当にそれが 

嬉しかったです。出来ない出来ない、と思っていたことが、段々と通用していくことは、私の自信 

にも繋がりました。英語が伝わると こんなにたくさんの人と話せるんだ、こんなに友達が出来るんだ、 

と感じました。出来ないと思っていては そこからの成長は無くて、そこで失敗を恐れずにチャレンジ 

してみることが大切なんだと感じました。 

 最後に「まずは行動すること」です。私はこのプロジェクトに応募することにも実際、とても迷い 

ました。スリランカに知らない人と行くなんて･･･と考えていました。そんな時 後押ししてくれた 

のは友達でした。まずは応募してみたら？ きっとそれだけでも一歩成長だよ。その言葉は 旅行中も 

私の心の中にずっと有りました。見ず知らずの食べ物、言語、異なる文化を持った人々、すべてと 

まずは触れてみよう、と思いました。その結果、もう プラスのことしか無かったです。新しい発見の

毎日、一日一日がとても刺激的でした。もちろん

異国で、不安を感じることも有りましたが、行動

あるのみ!! まずはやろう!! と言う精神で臨む

ことが出来ました。これは本当にこれからの人生

にも 

きっと活かされていくと思います。  

笠原さん、鎌田さんを始めとするスタッフの皆さ

ん、本当に有難うございました。そして一緒にス

リランカに行ってくれた皆、また 絶対一緒に行

こうね！！(笑） 

 

 

 

 

ヌワラエリアで、プラシャンとルミニ 
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8 月 20日 2004年の津波被災地ゴール 

ゴールでは、岬に立つ日本山妙法寺、約 600 年前に作られた城壁、津波の直撃を受けたおもちゃ工場な

どを訪問し、ワークショップ、交流会などを行った。 

 

日本山妙法寺浅見住職のスリランカ内戦やスマト

ラ沖地震の津波など、30 年に及ぶスリランカの話 

 

妙法寺本堂とピースパゴダ、2004 年にまずパゴダ

が建立され、その後に本堂が建立された。 

 

600 年前植民地時代オランダによって作られた城

壁、津波時も中の街には被害は無かった。 

 

津波で被災したおもちゃ工場で、ゴールライオンズ

クラブの歓迎会と津波ワークショップを行った。 

 

おもちゃ工場の社長スニルさんの津波の説明に聞

き入る参加者。 

 

スニルさんが工場の 2 階から撮影した、津波の写真

スリランカでは約 4 万人が死亡行方不明になった。 
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絆架け橋プロジェクト海外交流事業 スリランカ研修ツアー2015に参加して 

小林 絵里 

 今回の研修を通して、再度スリランカの地に立つことが出来たこと

に感謝します。 

私が一番驚いたことはスリランカのこの数年の発展でした。数年前

にスリランカへ行ったときには内戦の最中で、空港や街中に機関銃を

持った兵達が立っていて、また車での移動途中にチェックを受けるな

ど日本ではない体験に怖さを感じました。また街中の明かりは少なく、

道路は舗装されてないため車が縦横に揺れ、ホテルのお湯のシャワー

が使用中急に水に変わる等、生活環境の違いに驚いたこと記憶に残っています。今回数年ぶりにスリラ

ンカの空港に降り、もちろん武器を持った兵の存在はなく、街中はネオンでとても明るく、空港からま

っすぐ舗装された高速道路ができ、ホテルでは水になる心配なくお湯のシャワーを浴びることができま

した。そして、何より人の表情がとても明るくなっているように感じました。 

パーラワッタ村のホームステイでは、村の人たちの温かさを感じる 4日間となりました。参加者の 1

人が怪我をしたとき多くの村の人が怪我を心配して怪我人を囲み、病院へ受診をした際もトゥクトゥ

ク・バイクや多くの人が歩きで駆けつけてくださいました。その後も心配そうに囲み声をかけてくださ

っていました。村のお坊さん自らが食事の介助をし、夜中は横で添い寝をして冷たいタオルに交換して

くださり、人と人のつながりの深さを感じました。また、今回のツアーの目的が無料で海外旅行ができ

るからと言っていた生徒たちが、村の人たちとの交流を通し、また出逢ったスリランカ人の多くが 3.11

東日本大震災のことを記憶しその人たちの優しい言葉に、スリランカへ来た意味・意義を深めていくの

を感じました。 

今回のツアーでスリランカと日本の深いつながりを感じることができました。第 2次世界大戦後スリ

ランカの第 2代大統領ジャヤワルダナ氏のスピーチにより、日本が一つの国として独立できたことは今

までの教育課程で教わっていなかった事実に驚き、そのス

ピーチの内容に感謝と感動をしました。2004年スマトラ島

沖地震の際には日本から観音像・慰霊碑などの支援を、3.11

東日本大震災の際にはスリランカから支援をとお互いの国

同士が支援しあっている。日本山妙法寺住職の浅見氏から

は内戦時に「銃口に折鶴を」と説きながら戦中を歩かれた

お話を聴き、世界平和のために活動されている姿に畏敬の

念を抱きました。 

研修ツアーの中でスリランカの自然とともに生きる素晴らしさや歴史、日本とのつながりを知ることが

でき、またスリランカの人たちの優しさを感じる 10日間でした。 
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8 月 21日～22日 ゴールから北上再びコロンボ、そして帰国へ 

ゴールから津波の慰霊碑に向かう途中、大統領事務所から電話、今から大統領が会うから 1時間以内に

官邸へ来いと、物理的に無理です。せっかくの機会がまた逃げてしまいました。 

本願寺が建立した慰霊碑で犠牲者の冥福を祈る ボートサファリで、鉄橋の下は頭を下げて通過、 

聾唖学校訪問キナカ先生が案内して下さった。 ムロトアで都会の子ども達と交流会。 

サルボダヤの指導者アリ博士を訪問 お土産を買いに寄ったスーパーで日本の大学生と 
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真面目で思いやりのマッキーは、お茶目さも一流誰と

でもすぐ仲良くなれる。 

第二回 スリランカ 研修ツアー 2015 後感 

                                       

巻幡 真誼           

 

 去年に引き続き研修ツアーに参加するという幸運の女神が舞い降り

た事にまず感謝します。 

そして このツアー滞行にあたり尽力頂いたすべての方に感謝いたし

ます。その中で晴れ舞台に立てる事を胸にスリランカに向け出発しま

した。 

 成田空港で今回参加する生徒たちと会って「去年と違っておとなしく余り自分から発言することが少

ない感じがするなぁ」と正直不安もよぎりました。しかし そこは若者。次第に言葉数も増えて行き、

ホッとしたものの、自分の考えている事、思っている事の発言は余り聞こえてこなかったと思います。

基本的に素直で、極近の仲間との距離をすごく気配りしているんです。 

その中で印象的だったのがムロトアでのランチの際、今後の夢や成りたいものに話題が成り、高校 3年

に成る生徒は各々「ナース」「公務員に成った後国際交流に関わる」「お笑いタレント会社の運営や企

画」「幼稚園の先生に成り開発途上国の援助をする」とはっきり自分の言葉で発し、旅の中での変化に

驚きました。流石 このツアーの主旨、東北復興のリーダーの創生に集まって来る生徒たちだなと嬉し

く感じました。 

加えて 順応性をパーラワッタ村での生活で見る事と成り お風呂が無い、水洗トイレが無い、トイレ

もトイレットペーパーが無い、食事内容も日本とは違う、3泊する期間、その中に合わせて行ける。そし

てシンハラ語を使う。村人に単語集と身振り手振りで積極的に近づいて行く姿にこれからの可能性を抱

かせました。とても 私には出来る事では無く 若さを見つめていました。 

忘れていけないのが その様な状況を引き出し

てくれたのがスリランカで、私たちを迎えてく

れた方々の笑顔。特に子ども達の何とも言えな

い人懐っこい表情や、手の温もりが伝わって来

る食事を提供してくれた村人の温かさ、沢山の

事が有ったから よりその様な行動が出たので

しょう。 

その中で 特に心に残った事を上げてみます。 

 最初に上げるべきは太一君の手の火傷ですが、

これに対する彼の言動に去年とは比べものに成
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らない成長の後が如実に現れ、周りの動向が自分より先にあり続けたのです、彼の変化は成田空港の出

発集合場所での再会時にはその落ち着いた様子で察する事が出来、去年のツアーの経験も関与したもの

と喜ばしく思いました。 

続いてスリランカでの見聞したものからで 私も行く前から楽しみにして居ましたジャヤワルダナセン

ター。予定変更で突然最初の訪問先となり 車内で心の準備を短時間で行う事に成ったのですが、元大

統領の亡くなった時の周りへの配慮が有った事を改めて知り胸が熱くなりました。 

 去年同様 パーラワッタ村の歓待は普通味わえない事であり、おもちゃ工場での津波についての解説

はツアーに 1つの筋を突き立てて貰いました。妙法寺の浅見住職のお話しは内戦兵士の構える銃口に折

り鶴を入れて行ったという素晴らしい感動の話しがあり感涙してしまいました。 

他にも仏歯寺、ヒンズー寺院の見学、リバークルーズ等歴史や自然にも触れ、サプライズとして野生の

象が車道に立っていた事もありました。 

あらゆるジャンルの経験をさせて頂き 私としてもこの経験を私の中で消化して周りに良い影響を与え

られる様に成って行く決意です。 

 陰で成田空港での生徒の一人がパスポートを忘れて来た事や、太一君の火傷、丁度スリランカの総選

挙に日程がぶつかり急な予定変更、ホテルの困難を極めた予約取りを笠原代表、プラシャン、国内待機

で対応に当たられた鎌田理事を始め絆 JAPANメンバーの方々にはありふれたお礼の言葉では言い表せな

いほどの気持ちです。本当に 皆さま有難うございました。  

 

旅の思い出 

 

村での交流会 

 

ベアフットでの買い物 
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会計報告 

 

収入 
  

 

名     称  摘   要 金  額 備  考  

助成金 ブリジストンちょボラ募金 350,000   

  株式会社ブリジストン 350,000   

寄付金 株式会社セイケン 50,000   

  個人寄付 12,000   

 自団体資金 イベント 100,000 グローバルフェスタ他 

参加費 会員 660,000 大人 3名 

参加者保証金 参加生徒 50,000 5名 

雑収入 保険金他 11,781   

借入金   570,140   

  計 2,140,921   

 

支出 
  

 

名     称  摘   要 金  額 備  考  

事務費 印刷費他 2,340   

研修費 事前。事後研修 24,936   

国内宿泊費 前泊ホテル代 64,420  

旅費・経費 飛行機代 919,260   

  国内交通費 110,780   

  現地交通費 304,618   

  現地経費 214,151   

  旅行保険代 26,400   

 保証金戻し 50,000 現地通貨で 

  ビザ申請料 31,200   

  現地へ土産代 13,213 学用品 

  雑費 7,189 手数料等 

  計 2,140,921   

 


