
 

 

車いすを７６台届けました 

～JICA「世界の笑顔のために」プログラム～ 

  6 月に、モンゴル向け 55 台を JICA 芝浦倉庫

に搬入しました。このほど、ようやく 10 月 27

日にウランバートルに到着したと連絡があり、

窓口となり、JICA に申請した第 10 治療幼稚園

で活動中の協力隊員多田羅千恵さんが既に零下

となっている現地で配布中です。 

 

～第６回モンゴル交流ツアー～ 

8 月 7 日から 14 日、第 6 回ニンジン･モンゴ

ル交流ツアーを実施しました。今回はなんと 3

人(大学生 1 名、吉濱、槇)だけ、出発前はちょ

っと寂しいかなと思ったものの、現地では協力

隊員の皆さんや、協力者のモンゴルの方たちと

元気に一週間過ごしてきました。 

今年は成田空港からモンゴル航空のチャータ

ー便で、車いすとバギー合わせて 21台を載せて

いただきました。直前の日程変更があり、ウラ

ンバートルの障害児親の協会と最後の連絡が取

れないままの出発で、空港に車いす用のトラッ

クが来ない!という事態がまた起きてしまいま

したが、またしてもエムジェイツアーズのご協

力で運んで保管いただき、本当に助かりました。 

 

今回運んだ車いすの寄贈についての報告です。

順番は前後しています。 

 

障害児親の協会（APDC) 

現地での最終日 13日に、障害児親の協会での

贈呈式をしました。この夏協会は、盲ろう学校

(第 29 特別支援学校）の中に仮事務所を置いて

いました。あいにくの雨で、事務所内で顔合わ

せをして順番に車いすを選び合わせる作業をし

ました。 

今回運んだ 21 台のうちの 17 台(車いす 11

台・バギー6 台）を親の協会を通して寄贈。こ

の場で直接選んで渡せたお子さんは 6 人でした。 

この日は、 ウランバートルにいる協力隊員の

佐竹裕美(国リハ・PT）さん、多田羅千恵(第 10

治療幼稚園･養護）、藤原（同・ST)さん、そして

昨年にひきつづきソロンゴさん、ヒシゲさんが

通訳･スタッフとして協力してくださいました。 

お子さんの身体の大きさや障害、そして車い

すの使途などを考えると、最適といえる車いす

を選ぶのは難しく、理学療法士の吉濱さん、佐

竹さんが頭を悩ませていました。いまここにあ

るもののなかでのベストを選んで、工夫して使

ってもらうアドバイスをしてきました。ぐずっ

ていたお子さんもぴったりくる車いすに乗ると

笑顔がこぼれます。 
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障害児親の協会ムルン支部 

到着の翌日は、国内線でフブスグルの県庁所

在地ムルンに飛び、いったんはフブスグル湖の

ツーリストキャンプまで行き、翌９日(月)にま

たムルンまで 3 時間半、草原を車に揺られ、障

害児親の協

会ムルン支

部(2004 年

設立 )を訪

ね、車いす 1

台、バギー1

台を寄贈し

てきました。 

 

2009 年のデータでは、フブスグル県全体の人

口が 124,000 人で、そのうちに障害者が 4,580

人、うち障害児は 2,800 人。この親の協会に来

ている障害児が 150 人（5～16 歳）ほどで、障

害の種類としては知的障害が一番多い。ただ障

害児といっても、診察を受けていないお子さん

が多いので、多くは障害者手帳をもっていない

とのことでした。 

 

この支部は、町の一角にある一戸建ての建物

にあり、１階が事務室で、お母さんたちが集ま

って紙袋を作っていました。スーパーがポリエ

チレン袋を止めて自然にいいものに変えるため

にと作っていました。障害児のお母さんたちは

シングルマザーで職がない人が多く、少しでも

収入になるよう皆で作業をしているとのことで

した。２階は 16畳くらいの部屋で、子どもたち

が遊んだり、勉強したりする場所になっていま

した。 

休み中だったので会えたお子さんは、車いす

を受け取りに来たオトゴンバータル君(12 歳)

だけでした。吉濱さんが彼の日常生活での注意

をお母さんはじめ皆さんに伝え、車いすを合わ

せてお渡しして来ました。車いすがあれば、家

から３キロ離れたデイケアに通えると喜んでい

ました。 

この支部代表のプレベさんは、昨年、学校教

師を退職して代表になられたそうです。「支部の

建物は自分が所有しているものなので、会とし

ては光熱費等を負担するだけで済む」とのこと

でした。退職後はボランティアライフ！を地で

いっています。 

 

モンゴル航空 

昨年に引き続き、車いす輸送に協力いただい

たモンゴル航空に

今年は 1 台寄贈し

ました。帰国時には

通路に置かれてい

てさっそく活躍し

ているようでした。 

 

その他 

南ゴビのシェアザジョイセンター用に２台を

協力隊員に預け、また大人用 1 台は旅行社の現

地社員に寄贈しました。脳卒中の後遺症で歩け

ないが車いすを買うことができず困っていたの

で、とても喜ばれました。 

 

 

順天高校生、今年は 
タイ修学旅行に行けました 

 

 例年通り、順天高校のタイ修学旅行のために、

半年くらい前から準備を進めてきましたが、今

年はタイの政治的な騒乱が伝えられ、実施でき

るのかどうか危ぶまれていました。６月末にな

りようやく実施が決定となり、実現しました。 

北タイ滞在は、7月 24 日～8 月 1日。チェン

マイでは子どもの施設、ＨＩＶ孤児施設などを

訪問。パヤオで現地の高校との交流プログラム

を、チェンライではラフ族の山の村や、研修農

場そして子ども寮での交流をして無事帰国しま

した。チェンマイの川口康広さん、チェンライ

はダイエー･セイリさんがプログラムを担当し

ました。 
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好評でした｢モンゴルの風｣ 
～七夕チャリティコンサート～ 

 
７月２日(金)に開催した、七夕チャリティコ

ンサート『モンゴルの風』は、おかげさまでほ

ぼ満席で、盛況のうちに終了しました。コンサ

ートの内容も充実していたと多くのご来場者か

らとても好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、国際アービック協会（鑑賞団体）

の皆様にも初めてご鑑賞いただくことができま

した。 

昨年に引き続き、バトオチルさんとボロルマ

ーさんは馬頭琴と楊琴のすばらしいハーモニー

を奏でてくださいました。 

 ２年ぶりでボルド

ーエルデネさんのホ

ーミーが会場に響き

ました。左は司会の光

井紀子理事です。 

 今回初めて聴くこ

とができたモンゴル

の三味線奏者、オトゴ

ンチメグさん。日本の

三味線とは違って、鉛筆というかクレパスのよ

うな形の木のバチのようなもので弾くんですね。

そして、今回日本に来て間もないエンフトゥヤ

さんが、特別に踊りで賛助出演してくださいま

した。 

 今回もロビーにパネル

を展示して、ニンジンの

モンゴルでの活動を紹介

しました。 

 コンサートの合間には、

足立房夫理事長よりご挨

拶と会員の北梨加（協力

隊 OG作業療法士）よりモ

ンゴルの障害児の状況報告をさせていただき、

このコンサートの趣旨へのご理解を訴えさせて

いただきました。 

 ご協力いただ

きました出演者

の皆様、ご来場い

ただきましたお

客様、そしてコン

サートの裏方として支えてくださった皆様に、

お礼もうしあげます。本当にありがとうござい

ました。 

                   

 

ニンジンは１０月１日から新年度に入ってい

ます。今年度の事業計画は、正式には１２月４

日に予定している総会で決定となりますが、日

程が決まっている事業をご紹介します。 

                      

 

来年のコンサート「モンゴルの風」 
７月２日(土)に決定 
 

モンゴルの伝統音楽を紹介する七夕チャリテ

ィコンサート「モンゴルの風」の会場を押さえ

ました。来年は、土曜日の夜になります。演奏

者が決まりましたら、改めてご案内致しますの

で、ぜひご来場ください。 

 

期日：2011 年 7 月 2日(土) 

開演：19:00 （開場：18:30） 

会場：ルーテル市ヶ谷センター 

                 

 

１２月にも車いすを発送します 
～JICA「世界の笑顔のために」プログラム～ 

 

JICA の 22 年度第２期の『世界の笑顔をため

に』プログラムで、モンゴルとパプアニューギ

ニアに車いすを送ることになりました。 

モンゴルへは、協力隊員の活動している病院

等へ８台。パプアニューギニアでは、昨夏のモ

ンゴル交流ツアーに参加して以来、ニンジンの

メンバーとなった理学療法士の福島健士さんが

現在活躍中で、福島さんが要請をあげて JICA

に認められ、５台送ることになりました。１２

月中に JICA 芝浦倉庫に送ります。 
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２月に北タイ・ルデラ交流ツアー 
 ダイエーさんの村へ行きましょう 
   ～２月５日(土)～１１日(金)～ 
 

 ニンジンでは、北タイの山岳少数民族ラフ族

の自立をめざす NGO・Rudela（ラフ農村開発、

代表ダイエー・セイリ氏）と交流しつつ、子ど

も寮や研修農場などのプロジェクトを側面的に

応援してきました。 

ダイエーさんはかつて日本で２年間勉強をし

た間に、本当に多くの人と絆を結んで帰国し、

さまざまな活動を展開してきました。以来、多

くの人がダイエーさんの村を訪れ、ルデラのプ

ロジェクトを応援してきました。来年、ダイエ

ーさんは、ルデラ設立 20周年を期して、記念の

集いを研修農場で行うことになりました。 

そこで私たちも『北タイ・ルデラ交流ツアー』

を組んでお祝いに駆けつけ、更なる展開を支援

していこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それに合わせて、ダイエーさんの山の村にホ

ームステイもし、中国雲南地方からやってきた

ラフ族の生活文化を体験したいと考えています。

ちょうど村ではお正月を迎える時期です。あと

は、メーサイからミャンマーに入国、ゴールデ

ントライアングルを周遊する計画です。お申込

みをお待ちしています。 

 

期 日：2011 年２月５日(土)～１１日(金) 

    6 泊 7日(機中 1泊) 

参加費：127,000 円（ニンジン会員価格） 

      (ニンジンの賛助会費は 3,000 円) 

    (航空券、宿泊費、移動費、村での食事

代を含む。但し、ホテル一人部屋使

用の場合は、追加料金が必要） 

申込締切：2010 年 12 月 10 日（但し、募集定員 

15 人になり次第締め切ります） 

第７回モンゴル交流ツアーは、 
８月１３日に出発 

 

 来年の夏のモンゴル行きチャーター便の飛ぶ

日が決まりました。そこで、今から日程を押さ

えていただけます。 

     ＊   ＊   ＊ 

期間：2011 年８月１３日(土)～２０日(土) 

行き先：ウランバートル、南ゴビ 

参加費：概ね２６～２７万円 

     ＊   ＊   ＊ 

来年は、専門家の協力で療育セミナーやブレ

ースクリニックができる可能性が出てきました。

もちろんゴビの大自然も楽しめます。 

 

 

「世界一小ちゃい？！ミニ絵画展」 
    １２月１３日～２３日 

 

毎年、ニンジンへのチャリティーとしてご協

力いただいています。小さいことはイイこと

だ！と有名漫画家･イラストレーター･画家によ

る小さい作品がたくさんあります。クリスマス

のプレゼントも最適です。ぜひご来場ください。 


