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ウムチョムゥイーザ学園からの報告
日本の支援団体であるルワンダの教育を考える会理事長

学園の運営母体である現地ＮＧＯ「ADESOC」理事

カンベンガ・マリールイズ

２０10年9月26日から10月10日までルワンダに帰国し、

ウムチョムゥイーザ学園を訪問してきましたので報告します。今

回は寄付していただいた英語の絵本を学園に届けてたくさんの笑

顔に出会うことができました。また、滞在中に孤児だった二人の

ミュージシャンのコンサートを学園で開催することも出来ました。

さらに、校長より下記の取り組みも聞くことができました。

１ 自立に向けての取り組み

○ 日本から送られたバスが故障していましたが、ようやく修理し車検も受け、子ども達の遠

足に使えるようになり、湖やジェノサイド記念館や歴史資料館を見学できるようになりまし

た。

また、このバスを利用して、夜間大学生の送迎や、バスをセットで多目的ホールをイベント

に貸して収入を得ることも出来ました。

○ 小さな売店を設置し、先生方や近所の人達に向けて石鹸・お米・砂糖・塩・

ノートなどやランチも安く販売して役に立ちながら利益を生む取り組みを

しています。この売上げにより教職員の家族を雇用できるようになって来ま

した。

○ 教職員住宅に電気配線工事をして８万ルワンダフランの家賃収入を得ています。

○ 敷地内に近所の人たち向けにデジタルアンテナを設置して、レンタル収入を得ています。

２ ウムチョムゥイーザ学園の子ども達の頑張り

○ 国際支援団体ワールドビジョン主催のエイズ撲滅キャンペーンのコンクールに参加し、見

事優勝し賞品はテレビ・ＤＶＤ・プレーヤー・ダンスの衣装でした。

○ 警察官の仕事を詩で表現する全国大会に参加し、これも見事に優勝して携帯

電話と１万ルワンダフラン分の通話料を賞品としていただくことが出来ました。

３ 地域社会の中の役割について

○ 今回当会のコンサートの収益を元に、大人向けにパソコン教室を始めました。

指導者はカナダのＮＧＯから援助をしていただき、１ヶ月間で３０人を目標にしています。

○ 今回当会のコンサートの収益を元に、多目的室の床をコンクリートで改装して外部の会議

に利用できるように整備が進んでいます。

○ 地域住民が気軽に利用できるような日用品を充実した売店をめざしています。

○ 学園内で家具の修理や販売を出来るように企画中です。

日本からの支援でここまで学園を運営することが出来

たことに感謝するとともに、これから、授業の充実はも

とより地域社会に必要とされる学園をめざして、一つ一

つの課題をクリアして自立へ向けて頑張っているようで

す。

これからも、子ども達の夢の実現のためにやれること

を末永く続けてゆきたいと思います。

ご理解のうえどうぞよろしくお願い申し上げます。

ウムチョ ムゥイーザ通信 No.２7
ルワンダ語で「良い文化学園」の意味を表します。

マニ&マルテン コンサート

日本から贈られた英語の本



ウムチョムィーザ学園の２０１０年度２学期（４月 19 日～７月２３日）の会計報告

２０１０年度（２学期）の学費の納入状況の報告 20１0.8.22

単位:人 ＊時価換算による。単位：円

納入

状況

幼稚園 小学校
合計 金額

年少 年中 年長 1年 2年 3年 4年 5年 6年

補習料 19 22 22 63 人 43,137

100% 6 10 18 13 13 18 22 25 25 150 人 924,358

その他 6 8 5 1 10 4 7 9 10 60 人 204,858

0% 3 1 4 2 5 6 6 6 6 39 人 0

合 計 15 19 27 16 28 28 35 40 41 249 人 1,172,353

予定額 1,583,733

不足金額 411,380

〔収入〕 〔支出〕

項 目 金額 項 目 金額

学費 1,172,353 職員への給料 1,193,269

日本（考える会）からの支援 898,641 光熱費 287,597

入学登録料 822 通信費 20,563

バス運行収入 0 コンピュータ５台 96,907

水販売収入 6,848 印刷・消耗品 121,279

家畜の収入 4,793 車の維持費 88,875

その他の収入 47,615 会議・研修費 37,173

ＮＧＯからの寄付 0 維持費 16,762

個人からの寄付 0 他のサービス 171,373

備品 61,281

前借り金 3,424

偶発事故への経費 60,391

税金 109,002

合計 2,131,072 合計 2,267,896

残金 ▽136,824

福島から送

られｔあ られた英語の

絵本が 絵本が、今回

回学園に訪問 学園に訪問し

た時に、箱か

ら開けて、子

ども達に、手

渡すことが出

出来ました。

ルワンダでは、経済的事情から教材がとても

不足しています。今回いただいた絵本は学園で

子ども達にたいへん喜ばれました。福島の子ど

も達が使った絵本が、地球の裏側で大切に大切

に使われます。

幼稚園の年長組みの子ども達が、

青年海外協力隊の加藤さんと一緒

に日本から送られた鍵盤ハーモニ

カを楽しそうに演奏しています。



アルベティーネ

１４歳

看護師になりたい。

アリネ

１２歳

お医者さんに

なって孤児や

貧しい人を助

けたいです。

アナクレット

13 歳

医師か国を

守る職業に

つきたい。

アンジェ

１２歳

裁判官か警

察官かジャーナリ

ストになりたい。

そしてルワンダの歌やダンスも楽

しみたいです。

エンジェル

１３歳

ビジネスウ

ーマンになっ

て孤児や貧しい人を助けたいです。

アニック

１１歳

看護師

になりた

い。

ボーラ

１７歳

大統領か医師

になりたい。

クリスティン

１７歳

ミュージシャン

かジャーナリ

ストになりたい。

シンティア

１４歳

産婦人科

の医師に

なって命を

助けたいです。

ダーリン

１３歳

私の夢は人々

を助ける精神科

医になりたい。

ディローベ

１３歳

医師かジャーナ

リストになりたい。

ディオスコール

１３歳

医師か国を

守る職業につ

きたい。

エルビィス

１３歳

医師になり

たい。

エメェランセ

１１歳

お医者さんに

なって孤児や貧

しい人を助けた

いです。

エマニュエル

１２歳

ピアニストか

医師になりたい。
エルネスト

１２歳

医師かエンジ

ニアになりたい。

エスティル

１２歳

病人を助ける

医師か歴史家に

なりたいです。

ファブリッセ

１３歳

ビジネスマン

になって貧しい

人々を助けて

国を発展させたい。

フィアクレ

１３歳

国を守る職

業につきたい。
フレティ

１４歳

デザイナー

か映画監督

になりたい。

ジャンティーエ

１5 歳

ジャーナリスト

と孤児を助け

るのが私の夢

です。

賛美歌も歌いたいです。

ジェームス

１２歳

日本とルワ

ンダの友好を

深めたいです。



ジャンビエ

１２歳

剣道の先生に

なりたいです。

ジャンダ

１６歳

国を愛するリ

ーダーなりた

いです。

ジャンポール

１５歳

平和を作る人に

になりたいです。

ジャンピエレ

１２歳

お医者さんに

なりたいです。

ジョゼリネ

１６歳

上院議員に

なりたい。

リディア

１４歳

エンジニアか

ジャーナリストに

なりたい。

マリー

１４歳

医師に

なりたい。

ナキタ

１１歳

警察官になって

孤児を助けたい。

ナタリィ

１２歳

病気の子どもを

助ける医師にな

りたい。

賛美歌を歌う歌手にもなりたいな。

ナウメ

１４歳

牧師か

銀行マンに

なりたい。

オリビェイ

１４歳

大使に

なりたいです。
パトリシア

１５歳

聖歌隊の歌手と

先生になりたい。ピーター

１２歳

医師にな

りたいです。

プリスラ

１２歳

国を守る職業

あるいはバス

ケット選手ある

いは国会議員

になりたい。

レジーネ

１３歳

ジャーナリストに

なりたい。
サンドゥリナ

１２歳

ジャーナリストと

ゴスペルの歌手

になりたい。

ソランジェ

１５歳

正義の味方

の裁判官に

なりたい。

シルビィ

１３歳

貧しい人を助け

る女性大統領に

なりたい。
イブェ

１２歳

エンジニア

になりたい。

年齢は、それぞれの事情で

違いますが、応援してくださっ

た皆様に感謝して、夢に向かっ

て旅立ちます。

２０１０.１０．２９ 卒業式



ルワンダを訪問してルワンダを訪問して
｢すべての命が輝いてほしい｣ 会員 戸澤京子

私は、１０日余りの短い時間の中で、実に様々な子ども達の姿を

見て、自分の感情をどう整理していけばいいのかわかりませんでし

た。望まない妊娠で出産した子供を健気に育てている幼い母親、学

校に通い勉強している子供、私たちが車から降りてくるのを待ち構

えてお金を求めて寄ってくる子供、学校に通えずに家の手伝いをし

て一日を過ごす子供。
その背景には、貧困はもとより、理由の如何に

関わらず妊娠の中絶は刑罰に値すること、男性の

慣習として婚外子は拒否の姿勢をとることなども大きく影響していること

がわかりました。命を生み育てるということはどういうことなのか、もっ

と知ってもらいたいと切に願いました。そして、出会った子ども達が妊娠

や出産で命を失ってほしくないと願いました。

私達は、いろいろな物から毎日実に多くの情報を得ています。それができるのは、文字

がわかるからだと改めて実感しました。情報過多の中で、自分を見失いそうになることも

ありますが、それ以前に、義務教育のおかげで、情報に対し自分なりの判断をする考える

能力が得られたのだとわかりました。教育ってすごいなと思いました。

ルワンダは現在 6 年間の義務教育が定められており、まもなくその期間も 9 年間に変わ

ろうとしています。しかし、前述のように実際には教育を受けることができていない子ど

も達がたくさんいます。今後子ども達が平等に教育を受け、同時に多くの情報に触れ、自

分で考え選択する力を養えるような土台作りの援助をしていきたい、と切に願いながら帰

国の途に着きました。

福島大学 安藤愛華

『空を見上げて』を読み、今の日本の特に若者が“当たり前”と感じているで

あろう「学校へ行けること」「学べること」の大切さを見直すきっかけができました。

ルワンダの内戦について、私は高校で地理を習っていたため、その事実があったということだけ

は知っていました。しかし、筆者が述べるようにその背景には「教育」が関係しているのではない

かなど、考えたことはありませんでした。 この本を読み、一番恐ろしいと感じたことは、内戦が発

展していった原因の一つに、若者が面白がって銃を持ち、面白半分でどんどん人を殺すようにな

っていったという事実があったことです。犯罪や違法、良い悪いの判断がつかない子どもたちが面

白いという理由で軍隊になってゆく。これは本当に恐ろしいことだと思いました。 しかし、もし自分

が何の教育も受けていなかったら、と考えると、活字も読めず、考えることもできず、どうやって生

きていたのだろうと思いました。自分だって良い悪いの判断ができず、ただ感情にまかせて簡単に

他人に手をだしていたかもわかりません。想像すると本当に怖いことです。 このような意味でも、

筆者が述べているように「学ぶこと」は「生きること」という考えにはとても共感を覚えました。

今ルワンダではすべての子どもたちが学校へ行けるわけではなく、行く場所がない、お金がない、

などで教育を受けたいという強い気持ちがあっても受けられない状況にある子どもがたくさんいま

す。それに比べ日本では義務教育によりすべての子どもたちが学校へ行くことができ、教科書が

渡され、給食を食べることができます。このことは本当にめぐまれているし、絶対に当たり前では

ないと思いました。

しかし、現在日本の子どもたちの間では、いじめ問題、不登校など、さまざまな問題があります。

また、学校に行ってもその時間を大切にできていない。

この様なことは非常にもったいないことだと思います。そしてこれは知らず知らずに学校に行け

て当たり前という考えが生まれているからだと思います。

今自分が学べるということが奇跡、当たり前じゃないという意識を持つことができたら、絶対にそ

の時間を大切にしようとするはずです。また、今自分が学んでいるすべてのことに意味を見いだす

ことができたら、それをする姿勢も変わって来るのだと思います。

マリールイズさんが記した“当たり前のように”という言葉は私の心に響きました。

当たり前を当たり前と思わない、皆が“当たり前を見直す”という行為ができたら、どんなこともプ

ラスの方向に変わって行くと思います。







世界中で活動するルワンダ出身のミュージシャンのジャン・ポール サンプ

トゥさんと４名のダンスチームが来日し、私たちにルワンダ音楽とダンスパフ

ォーマンス、そして内戦をとおして感じた平和と命の大切さのメッセージを下

記の日程で届けてくれました。

各地区での皆様方のコンサート準備までのご苦労と当日を迎えての感動を

共にすることができ、とても感謝しております。

【コンサート会計報告】
日 付 曜 地 区

7月2日 金 福島県南相馬市

7月3日 土 福島県福島市

7月4日 日 栃木県宇都宮市

7月5日 月 新潟市

7月6日 火 福島県喜多方市

7月6日 火 会津若松市

7月9日 金 仙台市

7月10日 土 神戸市

7月11日 日 広島市

7月12日 月 東京都

7月13日 火 神奈川

7月14日 水 高畠町

7月16日 金 福島県須賀川市

7月17日 土 福島県大熊町

7月18日 日 新潟県新発田市

収 入

コンサート収入 ７，１１９，３８０

民芸品販売 ６８１，３２５

募金 １４５，６７１

寄付 ６１，０１８

雑収入 ３５，３３９

収入計 A ８，０４２，７３３

支 出

出演料 ２，３９１，９９７

滞在費 ８２３，８２５

旅費交通費 ２，２２１，７９７

会場費 ２１２，９３３ 本 会 主 催

会場

通信費 １８３，３３０

仕入れ ４９９，４００

広告宣伝費 ４８９，２８５
本会主催

会場
会議費 ３２，７７０

福利厚生費 ９０，３９２

接待交際費 ４，０１７

消耗品費 ４８，７３０

雑費 ３１０，３２６

VISA 取得

ＪＡＳＲＡＣ

他

支出計 B ７，２０８，８０２

利益 A－Ｂ ８３３，９３１

教育支援 ６００，０００ ルワンダへ

残高 １３３，９３１

6 月 30 日（水）福島県郡山市に

おいてウエルカムパーティーを

行い、ここからたくさんの本会実

行委員との家族のような関係が

はじまりました。



♡

ＮＰＯ法人 ルワンダの教育を考える会 ＰＲＥＳＥＮＴＳ！！

１０年間の感謝を込めて・・・・

日時 ２０１０年７月１６日（金）開場 16：00 開演 16：30

場所 須賀川市文化センター

当会主催として約 1 ヶ月サンプトゥさんたちのホームスティや他団体の皆様と同じ
く須賀川実行委員会を立ち上げ協賛金集め等お迎えする準備にみんなでワクワクドキ
ドキ精一杯頑張ってきました。
当日はたくさんのスタッフが活躍してくれました。お互いに忙しい日常をかかえて

いる中で、販売担当・当日券売り場・駐車場係等・・・チームワークで乗り切ること
ができました。これからも、よろしくお願いいたします。

○第１部○

ジャン・ポール・サンプトゥさんのメッセージの感想

○第２部○

アフリカンミュージックコンサートの感想

・なによりもみなさんの笑顔に、涙が出るほどの感動をもらいました。そんな

笑顔をもてるような人になりたいと思いました。

・理屈抜きによかった～♡
・力強い太鼓の演奏、そしてリズミックなダンス、大いに楽しめました。また、

楽しいルワンダの姿もわかりました。

・楽しい、みんなと一緒にステージで踊れたのも良かった。

・サンプトゥさんが、ステージでルワンダ語で話したことが良かった。英語も話

せるのに、英語にしないで母国語で話し続けたことに彼のルワンダ人としての

プライドを感じました。

・サンプトゥさんの声が、ソフトで力強くすばらしい！

・「仕返しをするのではなく許すことで心の自由も得られる。」このメッセージに

感動した。

・想像を絶する体験をなさったサンプトゥさん、どれほどの苦悩を味わったので

しょう。それが許しの心にいたる、人間の素晴らしさに勇気づけられました。

・ルワンダの内戦の悲劇をテレビで見たことがあります。とても悲しい気持ちに

なりました。それを許すことで、自分自身が苦しみから解放され、人を愛する

ことが出来ると言ったサンプトゥさんの言葉が心に染み入りました。

・60 歳を過ぎて、憎む人を好きになれるよう、お話を聞いてこれから先残りの人

生を心豊かに生きていきます。ありがとうございました。



ルワンダフルクリスマスキャンペーン期間：

12月１日～12月 31 日

ルワンダの子どもたちへの募金箱を設置していただける場所

を募集します！！

連絡をいただければ設置場所への依頼文を送らせていただき

ます。

会費振込･寄付･募金…毎月の授業料を払えない子ども達のために、継続した寄付をお願いします。

ソーラー発電…ソーラー発電機で、電力の確保をしたいと考えています。

〔編集後記〕

コンサートで出会った人達と新たな

輪が広がりつつあります。サンプトゥさ

んのメッセージが日本各地で根づき始

めました。

また、初めて学園を卒業した子ども

達が今回中学校を卒業しました。夢に

向かって頑張ってほしいと思います。

朝晩めっきり寒くなって

きました。ビタミン愛でのり

きりましょう！

ルワンダの教育を考える会

理事長 ｶﾝﾍﾞﾝｶﾞ･ﾏﾘｰﾙｲｽﾞ

〒960-8055

福島県福島市野田町四丁目８-２０

T E L / F A X：０２４－５３３－８２８９

ホームページ：http://www.rwanda-npo.org

e - m a i l:info@rwanda-npo.org

郵便振替口座：02290-0-97126

加 入 者 名：ＮＰＯ法人 ルワンダの教育を考える会

郵便振替口座：02200-2-77634

加 入 者 名：ルワンダ ソーラー発電Ｐ

事務局では、今回会費の納入状況をお知らせしますのでご確認をお願いし

ます。また、事務局ボランティアスタッフ及び各種イベント開催時、お手

伝いくださる方を随時募集しています。連絡をお待ちしております。

☆掲示板☆

10月 16日（土）の臨時総会において、退任された遠藤信子理事に代わり 11月 1日より

大槻美智子さんが理事に選出されました。


