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本プロジェクトについて 
理事長 笠原 正好 

 

 

今年度で3回目となる絆架け橋プロジェクト「スリランカ研修ツアー」は、

新たな試みとして、開催時期を年初めにして今までの東日本大震災被災者の

枠を外し、多くの青少年に参加して頂ける形に変えて、実施致しました。 

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 12 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。 

 

 今回訪れた主な所は、まず古都キャンディ。スリランカの古い歴史に触れ仏歯寺参拝をし、高

原の街ヌワラエリアでは、紅茶工場の見学、イギリスの植民地時代から続くホテルのレストランで

食事、そしてメイン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、今回で 3回目のホームスティになりました。  

村では2泊 3日のプログラムで、ホームスティをしながら村の青少年をはじめ 村人との交流会、

アチーバス(注 1)を使った交流などを行いました。 

 

村から南下して近年開発が進んでいるハンバントッタを経て、津波被害の最も大きかった歴史あ

る交易都市ゴールへ、日本山妙法寺を訪問、被災したおもちゃ工場見学、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。 

ゴールから海岸沿いを北上しながら、津波被災者の慰霊碑で黙とうを捧げ、ヒッカドゥワの津波

で被災したレストンでの食事、ボートサファリでスリランカの自然を満喫して、マウントラ・ビニ

アへ。マウントラ・ビニアのホテルでは、スリランカの日本語を学んでいる青年たちとアチーバス

交流会を行いました。 

 

翌日はスリランカの経済首都コロンボへ、夜

はムロトアのブラシャンの自宅の庭で、アチー

バス交流会とお別れパーティ。最終日は南アジ

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

先生の孤児院訪問を行いました。残念だったの

は、初代スリランカ大領者記念館が土日休みに

なっており、訪問できなかった事、また冬休み

の時期だったので日程も 8 日間と短かったこと

など、次回への学びとなりました。 

 

 今回のツアー実施に当たり、独立行政法人国際交流基金助成金、ブリヂストンちょボラ募金様、

株式会社ブリヂストン様、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、ゴールお

もちゃ工場のスニルさん、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ッタ村、ゴールを訪れ、
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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下さいました。 

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

 

(注 1)アチーバス・・・2012 年にアメリカで考案されたボードゲーム、チームグランディングや

コミュケーションを深め、思いやりとリーダーシップなどを学べます。 

 

研修ツアー参加者 

 

東京都 高校 1年生  森田 結子 

長野県 高校 2年生  實吉 真子 

長野県 中学 2年生  實吉 恵 

長野県 小学 6年生  藤堂 光姫 

長野県 小学 6年生  鈴木 歩楓 

 

会員参加者(引率スタッフ) 

 

    東京都 アチーバストレーナー  大野 真由子 

 

引率責任者            笠原 正好 

 

ツアー実施行程 

 

1 月 2 日 出発 いざスリランカへ 

成田発 11:20 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 

17:40(現地時間)  

 

 
いよいよ出発 9 時間のフライト後、いざ未知との遭遇へ 

 

 

1 月 2 日 そして古都キャンディへ 

 スリランカ到着後、出迎えのブラシャンと合流して、古都キャンディへ車のドライバーは今回も

おなじみのジャーナカさん、4時間の移動でキャンディでも古い丘の上のホテルトパーズ、日本出発

から 13 時間以上が経ち、そのままシャワーを浴びて就寝。 
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1 月 3 日  朝食後、世界遺産の仏歯寺参拝。 

  

多くの人で賑わう仏歯寺 スリランカ伝統の太鼓で参拝者を歓迎 

 古都キャンディから高原の街ヌワラエリアへ、ヌワラエリアでは紅茶工場の見学 

  
紅茶工場でお茶葉の乾燥工程を見学 紅茶の製造工程、ここには日本製の機会も導入さ

れている。 

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

いました。 

ヌワラエリアで昼食を取りパーラワッタ村へ、高原の道を車での移動。 

  

植民地時代から続くホテルのレストランでランチ リトルイングランドと呼ばれる街並み 
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 1 月 3日～5日 パーラワッタ村での活動 

  
曲がりくねった山道を 紅茶畑を見ながら一路パーラワッタ村へ 

 

 

 
村での歓迎セレモニー オイルランプ儀式 村の娘さんたちのダンスで歓迎 

 

 

 
 

カメラを向けると大はしゃぎ アチーバス交流会、英語、シンハラ語、時々  

日本語でコミュケーションを取りました。 

 



【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 

5 

 

2 泊 3 日の村での交流、ゲームしたりミニ運動会をしたり、言葉も充分に分からない中、心から 

触れあい、皆で笑って楽しんで、お別れには涙ぐむシーンもありました。 

 

ホストファミリーと 村の子ども達と 

 
 

椅子取りゲームのボール版 風船を割れるまで膨らまし、早く割った人の勝 

 

皆で楽しくダンス、風船を落とすとアウト 粉の中の飴をくわえるゲーム 
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日本から持って行った支援物資 全員の手首にお守りを結んでくれました。 

1 月 5 日 高原から南下 古い港町ゴールへ 

長い山道を下り、ほとんどの時間は車での移動に費やしました。途中 中国の開発に反対するデモ

に遭遇して大渋滞、かなり疲れた様子。 

 
 

中国反対のデモに遭遇 南国のくだものランプータン 

1 月 6 日 2004 年の津波被災地ゴール 

ゴールでは、津波被害にあったおもちゃ工場、岬に立つ日本山妙法寺、約 600 年前に作られた城壁、

などを訪問しました。 

 

 

津波の直撃を受けた、おもちゃ工場 ゴールを見渡す岬に建つ日本山妙法寺 
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スニルさんが撮影した、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りました。 

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有りませんでした。 

北上 再びコロンボへ 海岸沿いに北上しながら、途中津波の慰霊碑、津波被災地ヒッカドゥワで

昼食をとり、途中ボートサファリで野生のイグアナに遭遇、学びと楽しみの旅を満喫しました。 

  

列車に避難し 1500 人が亡くなったその慰霊碑 ボートでマングローブの林の中へ 

マウントラ・ビニアのホテルでは、日本語を学んでいる学生とアチーバス交流会、小学生はプール

でひと泳ぎ、夜はコロンボの中華レストランで学生たちとの食事会と盛りだくさん。 

  

日本語を学んでいる学生と、日本語でアチーバス交流 中華レストランでの食事会 
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1 月 7 日 スリランカの都会コロンボ見学&ショッピング 

  

コロンボのデパート開店前に一休み ホワイトハウス? コロンボの市庁舎 

  

ムロトアでの交流パーティー ブラシャンのオフィスの庭でアチーバス交流 

1 月 8 日 いよいよ最終日 

  

ムロトアの聾唖学校で子ども達と スワセタの乳児院で、ニマーリと 10 年ぶりに再会 
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聾唖学校のキナカ校長先生(後列右から 2人目)と すべてのプログラムを終えて、さあ日本へ 

旅の思い出 

 

ゴールの城壁都市で 

 

マウントラ・ビニアのビーチで 

 

パーラワッタ村で 

 

植民地時代に建てられたゴールの教会で 
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スリランカで学んで 

                      東洋英和女学院高等部 1年 森田結子   

スリランカってどんな国なんだろう、食べ物はおいしいかな、英語で話せるかな、と不安はたくさ

んありました。中でも不安だったのは、現地でのホームスティでした。英語も少ししか話せないし、

お風呂ないし、トイレも心配でした。このような不安を持っての旅だったスリランカでしたが、空

港で迎えてくれたスリランカの人々の温かさにふれ不安はいつの間にか楽しみに変わっていました。 

パーラワッタ村では 2泊しました。私たちは１時間ほ

ど到着が遅れてしまったのですが、村中の人々が集ま

って迎えてくれ歓迎の踊りや歌を聞かせてくれました。

村には東京ではあまりみられない自然がたくさんあり

ました。子どもたちと散歩に行くと、茶畑がありまし

た。1つ 1つ大切に手作業で積んでいる様子を見て、作

物に感謝することができるようになりました。 

木めがけて石を投げてマンゴーを落としたり、道端に

なっている木の実を男の子が木に登ってとってくれ、

その場で食べるということは日本ではなかなかないので新鮮で

した。 

スリランカの家は色々な色をしていて鮮やかです。私がホームス

ティした家も、外壁はピンクで、中はエメラルドグリーンでした。

ホストファミリーはとっても素敵で、家族はいつでも集まって過

ごしていました。私を気遣ってくれて、時間が遅いときもずっと

待っていてくれたり、私が寝るまでみんな起きていてくれました。

相手を思いやる気持ちを感じました。            仏歯寺も訪れました。素敵な装飾

が施された空間で、熱心にお祈りしている現地の人々の姿が多くみられました。お寺の博物館には

絵や仏像などがあり、仏陀の歴史についても学ぶことができました。 

首都コロンボは村に比べるとだいぶ発展していました。キリスト教会や国会議事堂、スリランカ 1

高いタワーも見ることができました。ショッピングセンターには日本とほとんど変わらないほど品

物が揃っていました。日本語を学んでいる学生と交流をしたときには、いろいろ日本語で話しかけ

てくれました。日本に興味を持ってくれていることがうれしかったです。 

車で移動していた時に一つだけ嫌な気持ちにな

ったことがありました。中国船がスリランカの海

に直接土砂のようなものを流しこんで埋め立て

ている光景を見た時です。「自然あふれるスリラ

ンカを変えないでほしい」。発展によりスリラン

カは過ごしやすい町になるかもしれませんが、必

ずしも良いことだけをもたらすわけではないこ

とを改めて感じさせられました。 

この研修に行くことが決まり初めてスリランカ

のことについて調べ、戦後のサンフランシスコ講和会議でジャヤワルダナ大統領が日本の四分割統

治から救ってくれたことを初めて知りました。現在、日本が独立して発展をしているのはスリラン
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カのおかげであったということにとても驚くとともに、もっと日本人が知るべき大切なことだと思

いました。 

この研修に参加してすばらしい仲間に出会い、共に学び、大いに楽しんだ 9日間を過ごすことがで

きました。この研修で吸収したものをもっともっと膨らませて、次にまたスリランカに行くことが

できたらと思っています。 

引率してくださった笠原さん、そしてこの研修を支えてくださったすべての方々に感謝しています。

本当に有り難うございました。 

 

感想文 

諏訪市立城南小学校 6年  藤堂 光姫 

 

 私が考えていたスリランカのイメージは、日本人が知らない果物があったり、ぞうが 

たくさんいるというものでした。心配していたことは、初めての海外旅行だということと、 

東京の事前研修に来られなかった中・高生 2人と仲良くできるか心配だったことです。 

だけど本当は、イメージとちがい、日本人がよく知っているバ

ナナやパイナップルがあったり、ぞうは一度も見ることができ

ず・・・でした。 

 

 それから、海外旅行に行くのが初めてで、自分ではきんちょ

うしていなくても、体の方がきんちょうしてしまっていて、お

なかも痛くなってしまいました。でも 以外と飛行機に乗ると

快適に過ごせ、9 時間も乗るのはひまだったけど、映画（「フ

ァインディングドリー」「シンゴジラ」など）も見れて楽しか

ったです。それから ついた次の日の紅茶工場は 紅茶が有名

なスリランカでこそ、学べることが多いんじゃないのかな、と

思いました。 

日本の紅茶工場は見学したことがないけど、スリランカでは 

これから紅茶になる葉っぱをさわったりすることができ、その

葉っぱが かんそうしてお茶っぱになるまでの仕事場を見る

ことができて、いい体験ができたと思います。 

 

 その後の村の歓迎セレモ

ニーでは、思っていたことと反対のことがありました。 

村についた時は雨が降っていて、車からおりようとしたら、村の

子どもたちが、外で 

傘をさして待っていてくれました。こんなこと 日本の村や町で

やっているところは 

有名人くらいしか見たことがなかったので、自分たちにしてくれ

て、有名人になった 

気がしてうれしかったです。 

村の子どもは すごくフレンドリーでやさしかったです。村の女

の子のダンスはすごく 

かわいくて上手で、きれいでした。そして村をはなれると、こん

どはボートサファリに 

出かけ、日本で野生のものは見たことがないくらい大きなトカ

ゲ？を見たり、日本では 
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見ることのできない鳥を見ることができ、とっても満足しました。 

 

 津波で被害を受けた おもちゃ工場も見学しました。一階はおもちゃがたくさん置いてあり、実

際に行った時に作っているところも見ることができました。一階にあったおもちゃは買うことがで

き、おみやげも買えて良かったです。二階では、となりの屋根にさるが 5～6匹いて、「かわいいな」

と思いました。 

 

 どんどん 都会にはいって行くと、暑くなって、プールに入ったり海にも少しだけ行くことがで

き、うれしかったです。 

 都会では、英語の看板がたくさんありました。なので もう一回行けるとしたら、学校の英語の

授業がめんどうくさいと思ったら勉強しに行きたいです。 

 

 このツアーは楽しかったし、仲良くできるか心配だった中・高生の 3人とも仲良くできました。 

こうやって外国で楽しみながら いろいろなことを学ぶのは とてもいい経験ができたと思いま

す。また参加できたら参加して もっと学べることが増えるといいです。 

このツアーを通して、外国の出来事に興味を持つことができました。 

ありがとうございました。 

 

 

感想文 

長野県諏訪市立諏訪南中学校 2年 實吉 恵 

 

私は この研修に行く前、不安な思いばっかりでした。 

初めてのホームスティに・・・初めての言語・・・。 

しかし 私の今年度の目標は「挑戦」だったし、また私

は「ボランティアについて」と「人間と動物の共生につ

いて」の 2つの事を調べたかったので、初めての国です

が チャレンジしてみました。そして 私は 9日間のス

リランカ研修でたくさんの初めての体験をし、たくさん

のことを学びました。 

それは 次の 3つです。 

 

1 つ目は、スリランカの人は、笑顔がとても素敵でし

た。 

いつもニコニコ笑顔で、バスに何時間も乗って疲れているのにも関わらず、スリランカの方といる

と 自分まで疲れも忘れて笑顔になりました。何があっても、どんな時でも 笑顔・笑う という

事は大切だな、と実感しました。 

 

2 つ目は、思いやりが とてもありました。 

パーラワッタ村での夜ごはんは、お寺で食べました。 

その際、私達の夕食は、村の人達が手料理をタッパーに

入れて幾つも用意してくれたのです。 

これは 日本では なかなか無いけれど、素敵なボラン

ティアの 1つであると 私は思いました。 

また ホームスティをさせて頂いたお家では、私が日本

を恋しく思っているのではないかと、テレビを トント

ン・・・ドンドンドン・とたたいて テレビの調子を整

えて、日本のドラマを見せてくれました。お土産をくれ

たり、村を一緒に手をつないで周ったり、本当の家族の

ように接してくれました。 
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私は本当に、パーラワッタの優しい心や思いやりの心に感動しました。私も 村の人達のように、

相手の気持ちを考えて、広い心を持ちたいと思います。 

 

3 つ目は、人間と動物が仲良く暮らしていました。 

私は研修中、犬・猫・象・イグアナ・猿・牛・ヤギ・馬・・・など様々な動物と会いました。これ

は 動物も暮らしていける環境があるからだと思います。私は 以前から「人間と動物の共生」に

ついて調べていて、夏休み中、別の企画でアメリカに訪れました。 

その時も スリランカのように多種の動物を見られませんでした。もちろん 気候の差も原因であ

ると思います。しかし それ以上に 環境の違いが原因だと思いました。 

スリランカは日本や米国ほど発展はしていません。しかし その分 動物との関わり共生は日本や

米国よりも断然 優れていました。発展していても 美点と欠点はあり、まだ発展していないから

こそ持っている大切なことがあると、とても学びました。 

 

9 日間のスリランカ研修で 身近な所にあっても気付けないものの大切さや、スリランカの尊敬す

るべき所も発見できました。不安な思いがあったけれど、少し勇気を出すことで、自分の視野が広

がることを改めて実感しました。これから 受験生になりますが、村の人達と「また 絶対来ます。」

と約束をしたので、高校生になったら、もっと色んな事を勉強してまた絶対 会いに行きたいです。 

 

 貴重な経験を、本当にありがとうございました。 

 

 

スリランカ研修を通して 

 

                  諏訪市立城南小学校 6年     鈴木 歩楓  

 

 私のスリランカへ行く前のイメージは 食べ

物や物が不足していて村の人などもこわい 

イメージがありました。なのでパーラワッタ村

のホームスティが一番心配でした。 

食べ物がどういうものなのか 動物はどのぐら

いいるのか など興味がありました。 

実際 見たことのないフルーツや食べ物がたく

さんありました。 

特に覚えているのが村で食べたバナナです。

バナナは日本とちがって『本当の味』のような

気がしてとても美味しかったです。 

 ホームスティの日には初日、雨が降っていた

けれど歓迎してくれた村の人はやさしかったで

す。 

私は 村の小さい子と仲良くなりました。言葉は伝わらない時が多かったので、身ぶり手ぶりでし

たが楽しく過ごせました。夜まで日本語を教えたり、シンハラ語を教えてもらったりとたくさん話

しました。 

 

 村の人はやさしくて朝ごはんの希望まで聞いてくれま

した。 

トイレは トイレットペーパーがなかったけれど 村の

人のふだんの生活が分かって良かったです。 

村で いろんな遊びをしました。「楽しいことはどこの国

でも同じなんだ」と思いました。 

最初は心配だったけれど 最後の日にはぶじに生活でき
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た安心感と仲良くなってわかれてしまうさみしさが ありました。 

 

津波の被災の様子がしるされていましたが、海沿いでも復興が進んでいて本当に震災があったのか

分からないぐらいでした。 

 コロンボは都会でした。思っていたほど物が不足している感じではありませんでした。 

ビルなども日本と似ている建物でした。 

 

 アチーバス（＊）交流会や村の人との交流はとても自分のためになったと思います。 

私にとって初めての海外は 不安で一杯だったけれど、やさしいみんながいてくれて安心して行っ

てこられました。 

 ふだんは分からない海外の様子を自分の目で見ることができてうれしかったです。 

最初は行こうか迷っていたのが 今では「行って良かった。また 行きたい」と思いました。 

 村の人やルミニちゃん（＊）とも『また来る！』と約束したので また絶対に行きたいです。 

 

 お世話になった皆さん ありがとうございました。 

 

（＊）アチーバス 現地との交流の為 今回初めて導入したボ－ドゲーム 

（＊）ルミニ    現地コーディネーター、プラシャンさんの娘さん  

 

 

感想文 

                       山梨県甲陵高校 2年 實吉 真子 

 

スリランカ研修を終え 2 ヶ月経った今、私の生活は 大きく変

わりました。 

私自身が 大きく変われたからです。では 一体何があって そう

なれたのかスリランカで感じた事を含め 主に 3つ紹介します。 

 

一つ目は スリランカの人の人間性についてです。 

日本では 目が合って微笑んでくれることは ほとんどないと思う

ので 驚きました。 

たくさんの人が微笑んでくれて 私も嬉しかったし、この笑顔の連

鎖は素敵だと思いました。 

この笑顔によって、9 日間どうなるか不安だった私の心は 打ち解

けることができました。 

また、村では小さな子供たちが大人からの指示無しに 自分たちが

すべきこと、例えばそれは 机運びや椅子の用意など 進んで行動

していて、驚きました。小さい子が 自分は何をすべきか自分で考

え、行動に移している姿は 日本の子供たちに 欠けている部分だ

と思いました。 

村の子供たちは 年齢

関係なく みんなで仲良く遊んでいて、その村の親も自

分の子供だけでなく、村全体として子供たちの面倒を見

ている所から 村の人たちの 暖かい繋がりが感じら

れ、協調性があって素晴らしいと思いました。 

最近では 核家族の増加やSNSの発達で 近所の人と触

れ合う機会が減ってきているので、こういったスリラン

カの地域の繋がりを今後も絶やさずに続けて欲しいで

す。 
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二つ目は 食についてです。 

元からお腹が弱く、日本食しか口に合わないと思い込んでいましたが、スリランカの食べ物はどれ

も美味しくて たくさん食べる事が出来ました。 

特に カレーは スパイスが効いていて、かなり辛いものもありましたが、それもたまらなく美味

しくて好きでした。 

その他にもスリランカは 美味しいもので溢れていて 少し太って帰ってきたくらいです。 

村では村の子供たちとマンゴーを取ったり、あちこちの木の実を食べたりしました。 

食わず嫌いをするのではなく、実際に現地で食べてみると 思わぬ好物との出会いがある事を学べ

たので、今後も どんなものでも チャレンジしてみようと思いました。 

スリランカでは どこに行っても紅茶で もてなしてくれました。 

スリランカの紅茶は 日本の紅茶より少し濃くて、とっても美味しいので大量に購入してきて 日

本に帰ってきてからも 毎日飲んでいます。 

 

三つ目は 虫との共存です。 

私は虫が大嫌いなので、スリランカでの生活がかなり不安でした。 

不安は的中。あちこちに 虫がいました。 

最初のうちは 一匹一匹に身を構え、神経質になっていましたが、あまりの虫の多さに途中で吹っ

切れる事が出来ました。 

私がホームステイした部屋は 枕元に巨大な蜘蛛も居ましたが お構いなしに爆睡しました。 

その後も 手のひらサイズの毒のあるムカデなどにも 大騒ぎせず過ごす事が出来ました。 

自分にとっては かなり大きな成長に繋がりました。 

絶対に無理だ、そう思っていても意外と大丈夫なんだなとい

うことに気付く事が出来ました。 

 

私が今回の旅を通して学べたのは「無理だと思っている事

も、自分次第で どうにでもなる」という事です。その事を

身を持って感じられ、目に見えない大きな大切なものを 

得る事ができました。 

スリランカで過ごした 9 日間はたくさん学ぶことがあって充

実していました。一緒にいたメンバーとも仲良くなれ、最高

に楽しかったです。ありがとうございました。 

 

今年私は受験生なので 残念ながらスリランカに行けませ

んが、いつか必ずまた 足を運びたいです。 

もし この研修ツアーに参加しようか迷っている方が居る

なら 勇気を出して応募してみて下さい。 

必ず 大きな成長につながります! 

 

 

   スリランカ研修ツアーに参加して 

 

                                                                                        

大野真由子 

 

2017 年 1 月 2 日から NPO 法人・絆ジャパン主催のスリランカ研修ツアーに引率のお手伝いとして参

加させて頂いた。 

スリランカは大好きな国。けれど、仕事が忙しくなってからは、なかなか訪れる機会が減り、何と

10年近くぶりの訪錫となった。けれどそれも面白い。10年の月日はどんな風にあの国を変えたのか、

ドキドキとワクワクを抱えて懐かしい空港に降り立った。 
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到着早々にびっくりしたのは空港の巨大化ぶり。そして

近代化ぶり。あったはずの壁が無かったり、無かったは

ずのお洒落なお店や階段。勢いのある時、国の変容のス

ピードはこんなにも早いのか。日本の高度成長期もこん

な風だったのだろうか。 

 

そして到着翌日、いよいよパーラワッタ村に向かった。

ここではローカルのお宅にホームスティをさせて頂ける。

引率隊長のボスのお話では、毎回、現地の子供たちが村

の入り口で迎えてくれて、パレードしながら村に入ると

のことだったが、あいにく到着時は雨になってしまった。

残念。 

ところが…何と悪天候にもかかわらず、村の皆さんは村

の入り口で傘をさして待っていてくれたのだ。 

手作りの歓迎アーチ付近で、スピードを落としたバスに向かって、少し恥ずかしそうに手を振って

くれる笑顔に、日本の「おもてなし」と言うフレーズが浮かぶ。ああ！ここもアジアなんだな。姿

は違っても、どこか共通する文化に触れて、ジワッと初っ端から熱いものが込み上げてしまった。

やっぱりスリランカは素敵だ。 

 

村での時間は緩やかだった。鳥の声や野犬達の遊ぶ気配で朝を迎える。まだひんやりした空気の中

で、洗面とトイレのために裏庭に出る。そこは山の中腹から谷に向かって開かれ、青々と茂るジャ

ングルが見渡せた。時にはその庭にひょろりと猿が顔を覗かせる事もある。その裏庭が洗濯場も兼

ねており、私が泊めて頂いたお家は洗濯機などはなくて、お母さんは庭にある大きな石を洗濯板代

わりに使って家族の洗濯をこなしていた。 

 

早朝からスティ先の子供たちに手を引かれて裏山に案内された。かなり傾斜がキツいので、私は転

げ落ちないように所々の木の幹に掴まりながら登ったのだが、小さな子供たちは石と窪みを足がか

りに、裸足やビーチサンダルだけでスイスイと駆け上ってしまう。いやはやお見事！ 

そして何とか無事下山。家に戻ると熱くて甘いミルクティー、手作りのストリングホッパーとお豆

のココナッツミルクカレーが待っていた。つくづく贅沢な時間だと改めて実感した。 

 

そして村の散策。この村にはまるで日本の野良猫のように沢山の野良犬がいるのだが、誰ひとり彼

らを恐れたり虐めたりする人はいなかった。 村の人々はどの子が誰の飼い犬で、どの子は飼い主の

いない野良犬か、わかっているが、犬達がお腹を空かせていれば、分け隔てなくお水や餌を与えて

いた。こんな風に日常の中で他の命と向き合い、自然に慈しみながら暮らしていくことで、人々は

子供のころから思いやりを学ぶのだ。 

犬達は皆、穏やかに悠々と山間の村を散歩し、遊び、思い思いの場所で寛ぎ、時にお気に入りの人

間に甘え、そして眠っていた。日本で動物の保護活動に関わる私には、この光景は感動的だった。

近年日本では、残念なことに心ない人々による野犬への虐待や、駆除という名目で捕獲され処分さ

れてしまう子が後を絶たないのが現状なのだ。 

 

2016 年度、スリランカの GDP は US$11,189(約¥1,230,790) これに対して、日本の同年度 GDP は

US$38,893(約¥4,278,230) スリランカは日本の約 4 分の 1 強である。数値的には決して裕福とは言

えないはずだ。しかし、村のコミュニティはしっかりと機能し、家族でなくても当たり前に年上の

子達が年下の子供たちの面倒を見ていた。それぞれがひとつづつ持っているデバイスの中でゲーム

をする代わりに、みんなで一緒に、たわわに実ったマンゴーを取りに行き、お祭りの出し物の稽古

をする、そんな仮想現実でない、文字通り地に足の着いた時間は村の子供たちの心に安心感と自信

を育んでいるように見えた。自分は凄いんだ、といったような自信でなく、自分が思ったことを素

直に表現しても受け入れられるのだ、という本質的に存在を肯定されていることを信じられる自信。

コミュニティ単位で、きちんとそんな子育てが出来ている環境は何と素晴らしいことか。 
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  ではこの村が取り立てて文明から隔離されたところなのか？と言えば、決してそんなことはなく、

PC やスマートフォンを持っている人達も大勢いて TV だってインターネットだって存在している。そ

して私のスティ先のお嬢さんが通う学校は、何とモンテッソーリ・スクール(*)であった。イギリス

の植民地時代を経て独立した国だけに、教育も日本以上に欧州の仕組みが取り込まれているのであ

ろう。 

(＊) モンテッソーリ・スクール：知的・発達障害の治療教育、貧困家庭の子供たちへの教育から、

発展させてきた教育法。子どもの家。 

その上で、人間同士は現実の世界で繋がり、子供も大人もそれぞれがひとつのコミュニティの中の

メンバーとして役割と居場所を持ち、野良犬達、野良猫達は自然に人々の生活に取り込まれて、み

んなが共に生きている。これこそが共生であり、本当に豊かな暮らしではないか。 

パーラワッタ村の暮らしは何処かノスタルジックで、昔、母から思い出話として聞いた、私の中の

古き良き時代の日本の姿だった。遠い異国の初めて訪れた村で、私は不思議な懐かしさを感じた。 

 

そして日本から参加した小学生から高校生までの生徒達もまた、村の人々と共に過ごす時間を満喫

したようだ。村の家々の多くは、おトイレやお風呂は一旦外に出た別棟で、夜はトイレが真っ暗だ

ったり、お水を流すのも自分でお水を汲み、用を足した後はその水で流す。お湯も出ないのが当た

り前。暑い昼間の時間に冷たいお水で、さっと汗を流す。こんなに日本との違いが大きくて、みん

な大丈夫かな？などと言う、こちらの心配は徒労に終わり、みんなそれぞれの語学力とノンバーバ

ルのコミュニケーションで、言葉や文化の違いを楽しみ、大自然の中の素朴な村の暮らしに見事に

溶け込んでいた。 

そして、携帯電話と SNS と言う文明の利器が駆使され、インド洋の島国と極東の島国の学生達の間

に沢山の素晴らしい絆が結ばれたようだ。21 世紀のティーンエイジャーの国際交流のスタイル。何

とも頼もしい限りである。 

その後、スリランカ研修は津波の被災地などを巡るため、都市部に向けて村を後にしたのだが、帰

途に着いたバスの中で、日本から参加している生徒たちが 

「あー村に帰りたい！」と言い出し、子供たちがホームシックになるのではないか？と言う心配も

重ねて裏切ってくれた事も付け加えておきたい。 

1951 年のサンフランシスコ講和会議において、スリラン

カの当時のジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ ス

リランカ蔵相(後の初代大統領)が行った慈愛に満ちた演

説が日本を分割統治案から救ってくれた。 

そしてその後、コロンボ・プランを皮切りに日本はそのス

リランカをはじめ、多くの後進国への援助を続け、今年、

日本とスリランカは国交樹立 65 周年を迎える。 

過去から未来に流れる時間軸、遠く海を隔てた日本から

6700km という物理的な距離感と仏教という同じ文化を持

つアジアの仲間という心の距離感、そして地球というひと

つの惑星を多くの命とともに共有する生態系。あらゆる線

が交わる点が我々が今、生きている瞬間だと思う。 

何処をどう切り取ろうとしても、全ての命、存在単体では

生きられない。 

親と子、日本と世界、動物と人間、伝統と改革。あらゆることにバランスがある。誰かだけが、

その一瞬だけの利益を得るのでなく、全体が持続的に幸せでいられるバランスのポイントを見つけ

る事が大切なのではないか？ 

そのバランスが取れており、尚且つ持続されている事が伝統、或いは文化と呼ばれ、私たちが受け

継いで行くべき物なのではないだろうか？ 

それが淘汰されて行くべき慣習と伝統の違いなのではないのか？ 

そして、そのバランスポイントを探し続ける事が「善く生きる」と言うことなのではないだろうか？ 

 

突然、成田に向かうフライトの中で、そんな事を思った。 

 

サンフランシスコ講和会議でのリチャ

ード・ジャヤワルダナ 
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私は長い間、答えを見つけられずに悶々と燻り続けていた心の中の問いに、自分なりの出口を見い

出す糸口を掴んだ気がした。 

これが今回のスリランカ研修ツアーで、私が頂いた 1 番大きなギフトだ。 

 

2017 年 1月 2 日からの 10 年ぶりのスリランカは「引率」という名目で訪れたが、実際には本当に多

くの気づきと学び、そして感動を山ほど頂いた貴重な 1 週間であった。2017 年のスタートをこんな

素敵な始まりにして下さった「絆ジャパン」と代表のボスこと笠原氏、陰で全てを支えて下さった

スタッフの鎌田女史、そして一緒に沢山の体験をした参加者のみんなに改めて感謝を贈りたいと思

う。 

みんな！ 

同じ時代の同じ国に生まれて来て、出会ってくれて本当にありがとう！ 

これからもどうぞよろしく！！ 

 

                                                                         
会計報告 

収入    

名     称  摘   要 金  額 備  考  

助成金 独立行政法人国際交流基金 500,000  

助成金 ブリヂストンちょボラ募金 400,000   

助成金 株式会社ブリヂストン 400,000   

寄付金 株式会社セイケン 50,000   

 自団体資金 一般会計より 86,890  

参加費 会員 460,000 大人 2名 

参加者保証金 参加生徒 50,000 5 名 

      

  計 1,946,890   

 

支出 
  

 

名     称  摘   要 金  額 備  考  

事務費 印刷費他 35,300   

研修費 事前、事後研修 101,253   

国内宿泊費 前泊ホテル代 75,262  

旅費・経費 飛行機代 678,770   

  国内交通費 58,040   

  現地交通費 180,260   

  現地経費 584,760  ホテル代など 

  旅行保険代 30,000   

 保証金戻し 50,000 現地通貨で 

  ビザ申請料 31,200   

 送金手数料 1,680  

  現地へ土産代 20,320 学用品他 

  雑費 64,045 チップ・WiFi 他 

 報告書 40,000  

  計 1,946,890   

 


