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■ Essay

この子らの成長を見守りたい
松本康城（NPO 法人インド子ども人権基金副理事長）
私は 20 数年前に中国を訪れてい

所が実施したツアーだ。研究所と

る。ハルピン市や大連市などの行

して国際人権交流が持てないかと
考えていた。私自身、日本の部落

政と会いながら、当時、自転車社
会の中国でオートバイの輸出が出
来ないかと考えていた。現地の若
者にオートバイの技術を伝え、若
者の労働意欲にも良い刺激になる
のではないかと思い、努力したが
思いは叶わなかった。
私にとって２回目の海外旅行が
2005 年 12 月に行なわれた「第１
回インド人権スタディツアー」だ
った。社団法人東京部落解放研究

差別に大きな影響を与えたインド
のヒンズー教の身分制度に関心が
あった。インドには、この身分差
別に苦しみ、その差別撤廃にとり
くむダリット（被抑圧者の意味）
が約２億人いる。国連でも世系と
職業に基づく差別撤廃の原則と指
針が議論され、人権を軸としたイ
ンドとの国際市民交流は重要であ
った。ツアーでは、都市と農村の

ダリットの居住地区に行き、「日本
から何しに来たのか」という地元
の反応も心配した。しかし、現地
ではすごく歓迎してくれて、その
中で一番感じたのが、子どもたち
の事だった。中学を卒業するまで
に 50％の子どもたちが中途退学
し、膨大な数の児童労働の温床に
なっている。けなげな子どもたち
が一生懸命生きている。でも、学
校に行けない。私も被差別部落の
人間として、教育の機会均等を求
め取り組んできた。だから、この
子たちにも何とか教育の場を提供
したいと強く感じた。そして、こ
の子らがインドのカースト差別に
打ち勝って欲しい。今後も出来る
限りのことをしたい。そして、こ
の子らの成長を見守りたい。
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第 5 回インド人権スタディツアーに参加して①

喧噪の街「チェンナイ」
クラクションの音遥かなり
宮下基幸 福村出版
８月５日午前 10 時半に成田を出

ても良い思い出となった。

て、クアラルンプール経由でチェン

さて、本来のテーマである人権

ナイに着いたのは日本時間の６日午

スタディ、アウトカースト、ダリッ

前２時。5,700 ｋｍは遠かった！

トだが、どれだけのことを学べた

翌日から 10 日まで、連日朝から

かは帰国した今でもあやふやだが、

車で移動、今日は農村部、明日は都

このツアーだからこそ見聞出来た、

市部、ダリットの居住区を訪ね現地

束の間ながら彼らと触れ合えた体

の人や里子との交流、そして夜遅く

験は、何にも代えがたい事実とし

ホテルに戻る毎日。予想外にハード

て自分の中に記録できたことは素

なスケジュールに１日が終わるとそ

晴らしかったと思う。

クーナンカラナイ村で里子のセルビィーちゃんが出迎え

カラカディ村のワームビルの前で里子たちと

れなりに疲れた。一方で毎度の食事

初参加ながら、このツアーは継

れそうになるくらい、ちっぽけな

は結構口にあい、十二分に楽しめた

続して参加することにも意義があ

自分。世の中にはまだまだ知らな

し、ホテルも殊の外快適だった。

ると感じたし、何よりも若い人た

いことが沢山ありすぎる。

行事（団体行動）以外、時間さ

ちに参加をお勧めしたい。

そんな自分に出来ることって何

今ここ（チェンナイ）で起きて

だろう。今出来るところから始め

電車に乗って隣町にも出掛けた。言

いることが、同時に全世界で起き

てみたい。このツアーの終着が僕

葉もわからず緊張したけれど、と

ている。そこに居ながら途方に暮

の始まりだった。

えあればホテル周辺を１人で探索。

第 5 回インド人権スタディツアーに参加して②

人権に関する知識も認識も大きく変わった
もっと知って、伝えていきたい
玉城由美子 社会福祉法人 加島友愛会
『インド』といえば、
『カレー』く
らいの予備知識しかなかったので

必要なことで、元気にお礼を言う
姿に深い悲しみを感じました。

すが、今回のツアーに参加してそ

もう１つは、都市部のダリット地

の知識も人権に対する意識も大き

区であるアンベッカー・ブリッジ

く変わりました。今回の参加動機

やエレファント・ゲートを訪問し

は、当法人の理事長が１人のダリッ

た時のことです。不衛生な環境に

トの少女の里親となったため、その

言葉を失いました。ゴミで道が塞

少女に会うこと、カースト制度の

がれていたり、ハエやウジ虫がそ

人権問題やその現状を学んでみた

こら中に繁殖している中で生活し

いと思ったことがきっかけです

ていました。そして、誰もがその

今回のツアーで印象的だったこ
とが２つあります。

里子のジャヤスリちゃんとの面会

クーナンカラナイ村の視察

生活に慣れてしまっているのです。 ち、差別をなくそうと立ち上がっ
自立運動を呼び掛けるそこに住む た人たちがいた当時を知りません。

１ つ は、 里 子 た ち の う ち の １

女性たちや、弁護士のキャロリン

私に何ができるのか。まだ、正直

人 の 少 女 が「Thank you for your

さんはこう言っていました。「そこ

なところ答えは見つかっていませ

support（あなた方の支援に感謝し

で暮らすダリットの人たちの意識

ん。しかし、もっと知ろうと思い

ます）」と私たちに言ったことです。 を変えなくては、社会は変えられ

ました。そして伝えることができ

私たちは誰かにお礼を言わなくて

ない。それにはまず教育が必要な

るようにしたいです。百聞は一見

も学校に通えます。しかし、彼女

のだ。」と。

に如かずの今回のツアーに参加で

にとってそれは誰かのサポートが

私は何不自由ない今の日本で育

きたことに感謝します。
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【里子の紹介】

里子たちが住む町（3）
〜チェンナイ市郊外の農村部・プッテイランコッタイ村〜
の大多数の生徒はダリットの子どもたちです。

クリケットを
見るのが好き

Moses Immanuel

女子も男子もいっしょに勉強します。日本の

（モーゼス・インマヌエル）

協力者である清掃・人権交流会の皆さんも、こ

私の母は、教師です。彼女は未亡人

の小学校の貧しい子どもたちにノートやコン

です。私のお父さんは、キリスト教

ピューター、コンピューターの机、扇風機や制

の牧師です。彼は非常に若くして病

服を支援していただきました。今、タミルナー

気で亡くなりました。今、お母さん

ド州政府は古い校舎をとり壊し、新しい校舎を

が私を養っています。私は一人息子

建てています。子どもたちにとって教室の数は
十分ではなく、あるクラスは屋外の木の下で授
アガティスワラン寺院
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業しています。子どもたちは学校で無料の給食

200 年前チョーラス（Cholas）の王が、ブッ

を与えられています。しかし、トイレ、手洗い

ティランコッタイ村（PUTHIRAN KOTTAI）を

所、休養室がありません。学校の環境は捨て置

支配していました。 チェラス（Cheras）の王、 かれた状態です。

です。私にはおじいさんも、おばあ
さんもいません。すでに亡くなって
います。
私のお母さんは教育を受けた女性
です。皆さんのサポートと共に私に
勉強を教えてくれます。そして私の
お母さんはわたしがよく勉強ができ

チョーラスの王とパンディヤス（Pandiyas）の

子供たちのほとんどが栄養失調で栄養価の高

王は、タミルナード州を 3 分割し、統治しまし

い食品を食べていません。ダリット、非ダリッ

それから、私はサイクリングが好

た。南タミルナードは、パンディヤ王が統治し

ト、イルラー（irular）カーストの子供たちが

きで、クリケットを見るのが好きで

ました。北部タミルナードはチョーラ王が統治

この学校で勉強しています。人々のほとんどは、 す。私はダンスも好きです。

しました。東部タミルナードはチェラ王が統治

農業労働者です。だから、親たちは農作業にお

しました。

いて子供たちの助けを必要とします。父母が農

プッティラン（Puthiran）は、チョーラスの
1 人の王の名前を意味します。 Kottai は砦を意

作業に行くときに、女の子どもたちは家事労働
をし、小さい兄弟、姉妹の世話をします。

味します。大きなアガティスワラン（ヒンドゥー

だから、女子児童の多数が学校に通いませ

教徒の領主の名）寺院はこの村に存在していま

ん。女の子のほとんどは学校に行かされていま

した。インド人権スタディツアーでも、日本か

せん。これは多くの学校の学生の中途退学の主

らの多くの友人がこの寺院を訪れました。

な原因になっています。

ダリット（被抑圧者）の人々の居住地区と上

ダリットと非ダリット（上位カースト）地区

位カースト（ブラーミン、クシャトリア、バイ

に 2 つのヒンドゥー教の寺院があり、2 つの墓

シャ、そして、下位カーストのシュードラも含

地があります。不可触民制とダリットへの差別

む）の人々の居住地区は、同じヒンズー教の村

の実態は実際には見えなくされています。しか

でありながら、不可触民制によって二つの地域

し、上位カーストは不可触民制を実行していま

に分割して別々に居住しています。主要道路か

す。村にはダリットと上位カーストの 2 つの

ら 4 通りがダリットの居住地区です。 1500 人

別々の井戸があります。上位カーストの人々は

近くの子どもたちが、2 つの学校（小・中学校

ダリットの井戸の水を飲むことはありません。

各１校）で勉強しています。小学校が 1 年生か

もし、ダリットが支配カースト（上位カースト）

ら 5 年生。中学校が 6 年生から 10 年生です。 の井戸から水を飲んだら、リンチをされたり、
そして、11 年生と 12 年生の学生（日本の高

殺害されたりします。村では、動物でさえ尊敬

校 1 年・2 年生）はクーナンベドゥ村まで 3 キ

されますが、人間であるダリットは尊敬されま

ロの道のりを歩かなくてはなりません。小学校

せん。

（エリー・キャロリン）

るように励ましてくれます。

インド子ども人権基金
入会案内
●賛助会員になって「インド子ども人権基金」
活動を支えてください。基金の活動に賛同さ
れる方は、どなたでも会員になれます。
会員には年二回のニュースレターやセミナ
ー、スタディツアーのお知らせをお届けしま
す。
また、活動を共に担っていく正会員（個人）
も募集しています。
●添付の郵便振替用紙でお近くの郵便局から
年会費をお振り込みください。
正会員 年会費 個人 4.000 円
賛助会員 年会費 １口 2.000 円
個人（1 口以上）
団体（10 口以上）

宛先：郵便振替
口座記号番号 00120-9-670138
加入者名 インド子ども人権基金
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インドの乳幼児死亡率と
ダリットの子どもたち
水野松男（NPO 法人インド子ども人権基金理事）

2010 年 12 月 1 日

すが、カースト制度下で差別によって
貧困を強いられている現実が彼らの高
い乳幼児死亡率の社会的背景になって
います。
私たちがインド人権スタディツアー
で、インドのヒンズー教の農村や都市
のダリットの居住地区を訪れて、乳幼
児死亡率が高いことを知りました。私
たちがとりくんでいるダリットの子ど
もたちへの就学援助は、ダリットの人
たちの差別と貧困の改善策の一つにす
ぎません。しかし、子どもたちの健や
かな未来を望みつつ私たちでも出来る
取り組みを少しでも広げていきたいと
思います。

エレファント・ゲートの子どもたち

日本では 7・５・3 と言って子ども
たちの成長を祝う慣習があります。イ
ンドでは５歳の誕生日を迎えることな

を妨げています。それが義務教育を終
えた人々の識字率に現れています。
また、乳児の死亡率の高い原因は、

く死亡する子どもがたくさんいます。

栄養不良以外にも、マラリヤや急性下

インドは高い経済成長にもかかわら

痢疾患などの病気、遺棄や殺害などさ

ず、子どもの死亡率は高く、栄養不良

まざまな原因があります。特に、大半

の子どもたちもたくさんいます。私た

が家庭内での自然分娩のため、安全な

ちがスタディツアーで訪れる都市や農

水にアクセスできず、衛生状態も悪く、

村のダリット居住地区に住む子どもた

薬も不備・不足状態にあることも要因

ちの中には、年齢に比べてすごく小柄

です。

な子どもがたくさんいました。2011

インドの場合、このような実態は、

年は国勢調査が行なわれる年ですが、

単なる貧困問題ではなく、ヒンズー教

2006 年の乳児死亡率と義務教育を終

の不可触民制によるダリットへの差別

えた年齢に達する人々の文字の読み書

の問題でもあります。「不可触民」と

きできる割合をあらわした識字率は以

先住民族は人口の 20％の約２億人で

下の通りです。

Information
乳児死亡率： 出生 1.000 人あたり
57 人（2006 年）
15 歳以上識字率： 65.2%( 男性：
76.4%、女性：53.4%)（2006 年）
子どもの栄養不良は、インドにおけ
る初等教育の普及を阻む大きな要因で
もあります。貧困が子どもたちの就学

◇「インド子ども人権基金」の活動を支えるため
に「冬季一時金カンパ」を

教育は息の長い取り組みです。しかし、実際
には子どもたちの成長は目を見張るほど早い
です。インド子ども人権基金では、インドのカ
ースト制度の下で貧困と差別、厳しい状況下に
ある子どもたちの就学のために里親制度によ
る就学援助をおこなっています。子どもたちへ
の継続的な就学援助をしていくためには、基金

2011 年度の
里親を募集します
インド子ども人権基金では 2011 年度
の里親を募集します。
一 人 の 里 親 が 月 々 3.000 円・ 年 間
36.000 円で一人の里子を就学支援する方
法、又は３人の里親で一人月々 1.000 円・
年間 12.000 円で一人の里子の就学支援を
する方法があります。インドのダリットの
子どもたちのすこやかな未来を切り拓く
ために、子どもたちの里親となって就学援
助に参加しませんか。顔と顔の見える身近
な国際市民交流を始めることで、私たちの
価値ある未来がひろがります。
問い合わせは、
「インド子ども
人権基金」事務局へ
電話 03-3874-7332

宛先：郵便振替
口座記号番号 00120-9-670138
加入者名 インド子ども人権基金
の財政基盤と活動を充実させることが必要で
す。是非、冬季一時金のカンパにご協力いただ
けますようにお願いいたします。ご協力いただ
いた方には、年２回発行のニュースレター「ワ
ナッカム」やインド人権スタディツアーなどの
各種案内を送らせていただきます。カンパは下
記の郵便振替口座へ。
宛先：郵便振替
口座記号番号 00120-9-670138
加入者名 インド子ども人権基金

