
 

 

 

 

 

 

 

２０１６年５月 インド訪問報告 

マイノリティ女性・子ども支援 ISSYO 

 

1. 背景・目的 

2016 年 4 月から ISSYO の活動は２年目に入った。里親奨学金事業も同様に２年目となり、2016 年 6 月

からは合計４人の里子が里親からの支援を受け（新規支援開始３人）学校に通う。また里子から里親への

贈り物としての「世界に一つだけのカレンダー」も今年度からいよいよ作成に入る。さらにインド現地農

村部で貧困層、マイノリティの特に一人親や孤児の子どもたちが安全に生活、通学し、その教育をより包

括的にサポートするための RIDER センターの施設改善・拡充事業にも取り組む。このような背景から、

以下の具体的目的をもって 2016 年 5月のインド訪問を行なった。 

 里親奨学金事業 — 2015 年度から支援を開始した里子の状況の年間査定、2016 年度奨学金支

給、里親・里子間のメッセージの受け渡し、「世界に一つだけのカレンダー」作成開始 

 RIDER センター施設改善・拡充事業（３カ年計画）— 資金獲得のための RIDER ホステル、子ど

も図書館、台所・食堂、塀の建設等具体的プロジェクトの下見調査、詳細情報入手と予算設定 

 英語・数学教室事業 — 現地の学校施設（教室・教員）活用の可能性の調査継続 

 全般 — 2015 年度の活動及び財政の総括・決算のための確認、活動の支援・連携に関する問い

合わせを受けた現地 NGO の訪問視察 

 

2. 日程 

5 月 18 日  夜 — インド到着、ACMSA へ移動しミーティング 

5 月 19 日  午前 — チェンナイ市内で現地の銀行口座の記録確認と奨学金支給のための必要

資金引き落とし、里子のための世界地図購入 

午後 — RIDER センターへ移動、里子たち、保護者、現地スタッフとのミーティ

ング、里親・里子間のメッセージ受け渡し、「世界に一つだけのカレンダー」作成

のためのスケッチブックとクレヨン配布及び概要説明 



5 月 20 日  午前 — RIDER センター施設改善・拡充のため下見をしながら設計図、予算の確

認、里子および里子保護者とともに学校訪問（２つ）、学費支払い、一人の里子の

家庭訪問と学用品購入 

午後 — 三人の里子の学用品購入および二人の里子の家庭訪問 

5 月 21 日 午前 — 2015 年度から支援を開始している里子の家庭訪問と状況査定、本人及び

母親のインタビュー 

 午後 — 活動の支援と連携に関する問い合わせを受けた現地 NGO の訪問・視察 

５月 22 日  午前 — RIDERセンター及び近隣の村でマイノリティ女性、子どもたちとの交流 

   午後 — ACMSAへ移動、訪問の締めくくり及び今後のステップ確認 

   夜  — インド発  

 

3. 訪問概要と結果報告 

訪問直前にタミール・ナドゥ州を直撃したサイクロンの影響で、予定していた交通・移動手段に多少の調

整が必要だったものの、そこまで大きな影響もなく全ての目的を順調に果たすことができた。２年目に入

るということで、現地スタッフとの連携や事前準備等、開始当初は多少手間取ったことも、よりスムーズ

に運ぶことが出来た。  

3.1 里親奨学金事業 

既に支援をしている里子の年間状況査定 

里親奨学金事業初年度だった 2015 年は２人の里子の支援を開始した。しかしその内一人は 2015 年中に

健康上および家庭の理由から、ISSYO の活動地域から離れた地域に暮らす父方の親戚に引き取られること

となり、奨学金の支給、学校や本人の状況確認等が困難になったため、本人、保護者、里親との協議の末、

奨学金支援は中止することとなった。この里親の方は里親支援から一般支援へ、支援の形を変更すること

になった。 

奨学金支援を継続するもう１人は、英語での教育にも問題無くついていっており、学期を経る毎に成績も

向上していた。本人も学校が楽しいと言っており、学校以外でも英語を使ってみたり、英語の弁論大会に

出場するなど、英語力自体だけでなく、本人の自信も膨らんだように思われる。家庭の状況の面では、奨

学金を通し子どもの教育が保障されたことで、保護者の精神的および経済的負担が軽減され、生活もより

安定したものになり、支援開始前は建設途中でストップしていた家も壁や屋根が出来上がった。また当該

の里子は昨年度、スクールバスを使って通学していたが、本人及び保護者の要望で 2016 年度からは

RIDER センターで他の子どもたちとの共同生活を送りながら徒歩で通学することになった。 

2016 年度奨学金支給 

2015 年 12 月に行なったインタビューで得られた情報を基に、今年度 12 人の里子候補者の中から、３人

の子どもが新たに選考され、2016 年度からは支援継続の里子も含め、合計４人の支援を行なうことにな



った。新たに支援を開始する子どもの一人は、里親奨学金支援決定後に家庭内の状況に変化があり、

RIDER センターや他の里子が通う学校からは少し離れたところへ引っ越したため、今回の訪問ではまず、

引越先から徒歩で通えるところにある、英語教育を行なっている学校の視察や校長・教頭との話し合いを

行い、状況説明及び確認を行なった。編入のための英語試験も難なく合格し、奨学金支援の開始に全く支

障がないと判断されたため、学校自体の変更以外は当初の予定通り、編入手続きおよび学費支払い、近隣

の街での学用品購入を行なった。残りの３人は昨年から奨学金支援で連携する学校に通うため、校長およ

び教頭との定期的なミーティングの後、学費支払いを行ない、別途昼食を挟んで近隣の街での学用品購入

を行なった。 

学費の支払い及び学用品購入を終えた後、今年から支援を開始する里子の家庭を訪問し、状況の視察や家

族との話し合い、写真撮影等を行なった。 

里親・里子間のメッセージの受け渡し 

RIDER センター訪問にあわせ、里子および里子保護者が集まり、ISSYO 現地スタッフも交えての会合を

行った。そこで事前にそれぞれの里親の方から預かってきた手紙を一人ひとり、直接里子たちに手渡し、

里子たちからも里親へ届けるための手紙と成績表のコピーを預かった。また、里子たちが里親をより近く

に感じられるよう、壁にかける用の大きなサイズの世界地図を購入し、RIDER センターへ設置した。その

際里子やその他の子どもたちと一緒に、インドや日本をはじめ、地図の上でいくつかの国を探す遊びをし、

里子とはさらに里親の住む地域を地図上で確認した。 

現地では世界地図はもちろん、地図自体に触れる機会も少ないようで、大人も子どもも交じって、しばら

く地図を使った国探しでにぎわった。 

「世界に一つだけのカレンダー」 

里子自ら撮った写真や描いた絵を用いた手作りの「世界に一つだけのカレンダー」は、里子から里親への

贈り物として、今年から作成を開始した。しかし、現実的および技術的理由から、写真の活用は未だ困難

が多いため、初年度である今年は子どもたちの絵やポエム、メッセージを主として作成することになった。

写真 2  みんなでインドと日本を探す。 写真 2 RIDERセンター中庭で里子、里子保護者との会合。 



材料等は当初インドで購入予定だったが、前開の訪問の際の下調べの結果、適当なものが無かったため、

今回は ISSYO 代表の居住地、タイでスケッチブックとクレヨンセットを購入し、インドへ持参、里子た

ちへそれぞれ配布した。里子たちは今後、12 月までに 30 ページほどあるスケッチブックに少しずつ、里

親へ贈る絵やポエム、メッセージ等を自由に描いていく。 

今年 12 月に訪問の際にスケッチブックを回収し、日本でカレンダーに加工する。オリジナルの絵やメッ

セージの入ったスケッチブックはカレンダーとともに里親へ届けられる。 

RIDER センター施設改善・拡充事業 

昨年の活動や訪問を通し、孤児や一人親の子どもたちを支援する包括的な施設としての RIDER センター

の改善・拡充の必要性が確認され、昨年末から具体的な資金獲得の試みを開始した。その結果、日本で一

つの可能性が見つかったため、５月には人権センターとちぎ、ACMSA、ISSYO の共同で、３年計画での

申請を行なった。選考は現在進行中で、そのための追加資料として、今回の訪問では子どもたちの宿泊施

設であるホステル、子ども図書館、台所・食堂、塀に関して再集荷した詳細な設計図と具体的予算を基に、

下見をしながら計画の詳細についての確認を行なった。申請結果は今年の９月以降に出る予定で、選考に

通った場合、まず１年目にはホステルを RIDER センターの現在のメインビルディングの２階部分に増築

する。２、３年目にはそれぞれ現在老朽化の激しい食堂・台所建物を新築、その２階部部分に図書館を設

置する。塀は１、２年目にそれぞれ並行して新設予定。それぞれの建物が完成次第、設備も整えていく。 

ホステルの運営のために必要な人材、およびその雇用のための資源は、現地および日本において現在捜索

中で、建物の完成にあわせ本格的に運営を開始できるよう整えていく。 

英語・数学教室 

里子候補者も含め、現地のマイノリティの子どもたちの間では、義務教育で教えられている教科のうち、

英語と数学の補習授業に対するニーズが最も高い。そのため昨年末には、RIDER センターから徒歩１５分

の距離にある学校と話し合いを行ない、隔週で、その学校の施設と教員を使った、マイノリティ・貧困層

写真 3 ３人の里子が通う学校の校庭。 写真 4 ３組の里子・里子保護者と制服を仕立てに。 



の子どもたちのための補習授業を行なう計画の合意に至った。現在は教員の確保と資金の準備が継続中で、

当初予定していた 2016年 6 月からの開始は当面延期となった。 

全般 

財政状況の確認と記録のため、日本から送金を行なっているインド現地の ISSYO の口座の記録、及び残

高を改めて確認した。収支等、財務自体に関して全く問題はなかったが、近年、日本からの海外送金の規

則が厳しくなり、これまでよりもより多くの手続きと時間が必要になったため、今年の送金はインド訪問

までに現地に届いておらず、奨学金支給は ISSYO の現地リザーブ資金を用いて行う形となった。次回か

らは少なくとも訪問１ヶ月前には日本での送金手続きを終えるなどの対策が必要と判断された。同時に海

外送金手数料も少なくないため、何らかの代替案が見つかった際には柔軟に活用していく。 

さらに今回の訪問前には、ISSYO および ACMSA が活動する地域から少し離れたところに拠点を置く、現

地 NGO から支援と連携の可能性についての問い合わせがあり、今回の訪問中にその NGO の事務所を訪れ、

代表やスタッフと会合し説明を受けた。しかし実際に活動を行う現場を視察することは出来ず、事務所で

の説明だけでは不明な点も多かったため、現段階での具体的支援や連携は困難と判断された。今後も連絡

を取りながら、様子を見ることとした。 

 

4. 今後の予定・計画 

2016 年 ６月〜  学校開始、2016 年度里子の状況のモニタリング開始 

    2017 年度里子候補者の選定 

    世界に一つだけのカレンダーのため日本でのカレンダー作りの可能性調査 

    ISSYO 英語・数学教室のための人材・資金獲得（継続） 

    RIDER センター施設改善・拡充事業資金獲得（継続） 

12 月 ISSYO 代表インド訪問—2016 年度里子の状況の中間査定、2017 年度里子

候補者インタビュー、2017 年用「世界に一つだけのカレンダー」作成、そ

の他活動の中間査定、計画 

 

5. 訪問費用 

インド渡航費（航空券、ビザ手数料、タイ交通費含む） 47298 円 

インド現地交通費（空港からの交通費含む）   2769 円 

インド現地食費（一日 90 ルピー x 5 日間）   733 円 

合計        50800 円 

以上、ISSYO 経費として支出。 

 

 

 


