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インドにおける新型コロナウイルス

新規感染者数の推移

コロナウイルスで振り返る2020年

インドの新型コロナウイルス累計感染者数は2820万⼈を超え、その死亡者数は33.2万⼈にものぼります（2021年6⽉
2⽇時点）。最も感染者が多かったのは2021年5⽉で、連⽇40万⼈を超えていました。現在は減少傾向にありますが、
20万⼈を超える感染者を出す⽇もあり、他国と⽐較しても⾼⽔準であると⾔えます。コロナウイルスの感染拡⼤以降、
医療機関は機能不全に陥っており、医療⽤酸素やベッドが不⾜するなど、未だ深刻な状況です。また、度重なる

ロックダウンにより物流や経済活動が停滞し、⽇雇い労働者を中⼼に失業率が上昇しました。

物乞いや⽇雇い労働で⽣計を⽴ててコロニーで暮らしている⼈々は、ロックダウンの⻑期化により仕事を失い、収⼊を
得られていないため⾷糧不⾜に陥っています。また、物流が停滞していることも、⾷糧や物資の不⾜の要因と
なっています。加えて、以前には僅かながらも実施されていた政府による⽶の配給も⽌まり、いよいよ貯蓄や⾷糧が
底をついているのが現状です。元々、栄養状態が悪く、免疫⼒も弱い彼らは、⾷糧不⾜により更なる健康状態の悪化に
苦しんでいます。このような栄養状態で、コロナウイルスや、他の感染症に罹患すると、重篤化する恐れがあります。

彼らの現状はパンデミックにより混乱に陥っているインド都市部に⽐べても厳しく、予断を許さない状況です。

最も多い時の新規感染者は40万⼈を超えている。 インドはアメリカに次いで２番⽬に感染者数が
多い国となっている。
出典︓ロイターグラフィックス｜地図とグラフで⾒るコロナウイルスの感染者数

https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-MAP-LJA/0100B5FZ3S1/index.html

出典︓JHU CSSE COVID-19 Data

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

⾷糧
⽇々の⾷事すら
ままならない状況
栄養状態が悪化

就労
ロックダウンにより
経済が停滞
仕事がなく
収⼊が低下

物流
ロックダウンにより
物流が停滞
物資が⼿に
⼊りづらい

インド全⼟への影響

ハンセン病コロニーへの影響
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⾷糧⽀援プロジェクト

⻄ベンガル州のハンセン病コロニーへ⽀援キットを配給

インド政府によるロックダウン(都市封鎖)および第⼆波により、多くが⽇雇い労働や物乞いで⽣計を⽴てる
ハンセン病コロニー住⺠の貯蓄は底をつき、ついには⽇々の⾷事さえもままならなくなりました。また、栄養状態の
悪化から体調を崩す⼈も増えてきており、まずは健康な暮らしを取り戻してもらうべく、⽀援を継続しています。

2020年夏季に実施した第1回⾷糧⽀援から合計で⻄ベンガル州内のハンセン病コロニー1,605世帯に対して⽀援キット

を配給しました。現在は、毎⽉5万円の予算を⾷糧⽀援にさき、継続的な⽀援を実施するとともに、より多くの⼈々に
⽀援を届けるため、クラウドファンディングを通して⽀援を拡⼤しています。
お預かりした資⾦をもとに、⻄ベンガル州の全てのハンセン病コロニー約1400世帯に対して⾷糧配布を⾏います。

バッグ1個

（※）配布した⾷料の例
（※）現地の状況や予算によって都度変更があります

⽶5kg 雑穀1㎏ じゃがいも2㎏ 洗剤1袋

スパイス4袋 塩1袋 ⼤⾖1袋 ⽯鹸1個

配布物資（1世帯あたり）

⽀援の内容

1,605
世帯

24
コロニー

コロニーの⼈々の声

⽀援を⾏ったコロニーの⼈々からこのような声をいただきました。

「私たちは⼿に⼊る最低限の⾷べ物でなんとか⽣き抜いています。
しかし、健康でいられるほどの⼗分な⾷べ物はなく、もう既に
衰弱しつつありました。⾷料がない中⽣き抜こうともがいて

いた時、わぴねすからの配給が私たちを救ってくれました。」

「物資が⽋乏する⽇々で、⾷糧⽀援はしばらくぶりです。
数⽇の間良質な⾷事を取る事ができます。
わぴねすの皆さん、本当にありがとう。」

⾷糧⽀援は⼀時的なものではありますが、コロニーの⼈々の
栄養状態の改善に役⽴っています。

⾷糧配布の様⼦



ワークキャンプ事業
インドワークキャンプ団体namaste!活動報告

ドキュメンタリー鑑賞会を実施

ワークキャンプや療養所訪問ができない中、namaste!の活動の
原点であるハンセン病問題について理解を深め、考え、議論する機会
を設ける必要があると考え、ハンセン病に関するドキュメンタリー
鑑賞会を実施しました。leprosy.jp にて公開されている「ハンセン病
の現場にレンズを向けて」という世界各地のハンセン病問題を

取り上げている30分ほどのドキュメンタリー映像を観て、
グループに分かれて感想を話し合いました。

第1回はインドにおけるハンセン病回復者の物乞いについて、第2回は
ササカワ・インド・ハンセン病財団（SILF）の就労⽀援活動について、

第3回は2015年に⽇本で開催されたハンセン病啓発イベント
「グローバル・アピール2015」についてのドキュメンタリーを
観ました。学年問わず、様々な視点から⼀歩踏み込んだ議論を
することができました。この企画を通して感じたことを、どの様に
⽇々の⽣活やnamaste!の活動に活かせるか、話し合いました。

情報収集プロジェクトでは、これまでにマニプール（以下、MAN）で⾏われたプロジェクトについてまとめました。
MANでの2015年からの活動履歴について報告書を⾒たり、不明な点についてOBOGに話を聞いたりしながら
プロジェクトごとにまとめていきました。作業中は報告書の写真を⾒て懐かしくなったり、
⾏ったことはなくても “現地の活動ってこんな感じなんだ” とイメージしたりすることができ、
ワークキャンプ（以下、WC）への思いが⾼まりました。

この資料をまとめることで、WCで実際に活動したこと、解決した問題・残っている問題などを知り、
WCが再開したときの参考にしたいと思います。2021年5⽉の定例会では、まとめた資料をもとにWCで⾏ったことを
共有し、これからの活動を考えるグループワークを⾏いました。
これからのnamaste!の活動を考えるための⼿がかりになればいいなと思います。

情報収集プロジェクト

道路補修PJコロニーの⼈々との交流の様⼦

グループワークの様⼦

⾷糧⽀援への寄付を
募るポスター等を作成



学校訪問プロジェクトは、他⼤学の学⽣や⼩中学⽣を対象にnamaste!の活動を紹介しながら、
ハンセン病を取り巻く歴史・社会問題などを伝えていくプロジェクトです。

このプロジェクトは、多くの学びがあるハンセン病問題を学校で学ぶ機会がなく、知らないままになっているのは
もったいない、ハンセン病の教訓を今に活かしたい、という思いから始まりました。

第1弾として、7⽉に名古屋⼤学の国際開発学の講義にてプレゼンを⾏う予定です。
受講する学⽣の⽅々に差別の歴史を知ってもらい、差別問題について改めて考えてもらいたい。⽇常⽣活に偏⾒や
差別が隠れていること、気づかず無知でいるかもしれないことに気付いてもらう⽬的のもと、準備を進めています。

2021年度は新しい活動を作り出していく⼀年にしたいです。
⽇本にいてもできることはないか、メンバーと知恵を絞り、擦り合わせながら活動に巻き込んでいく。
そんな団体を⽬指しています。

コロナの影響を受けてからしばらく経ちましたが、海外活動がない国際系学⽣団体の活動というのは、ある意味
⾯⽩くもあります。先が不透明な中でも、インドや⽇本のハンセン病差別問題の解消に学⽣を掛け合わせて講演会

や写真展の開催など、団体で様々なアプローチを仕掛けていく年にしたいです。

その⼀⽅で、変えてはいけない明確なコアな部分もあります。誰の、または何のために活動しているのか、
差別問題にどのような姿勢で向き合えばいいのか。現地で直接活動できない中で、今まで⼤切にしてきた価値観が
受け継がれなくなる可能性が出てきています。そのため、将来の国外活動も視野に⼊れつつ、時には過去を

振り返りながら活動していきます。

namaste!のこれから

namaste! 今後の展望

今後の実施予定のプロジェクト ▶▷ 学校訪問プロジェクト

＼ナマステ～／

namaste! メンバー

オンラインでプレゼン練習

オンラインでのプレゼン練習だったため、
つくば在住でない理事やOGに参加して
もらうことができました︕

キャンプ未経験のメンバー
に向け活動コロニーを紹介



就労⽀援事業

就労⽀援事業はTOTO（電動三輪⾃動⾞）のレンタル事業と少額融資を⾏うマイクロローン事業がありますが、
新型コロナウイルスの影響が出始めた2020年4⽉頃よりTOTOレンタル料⾦やローンの回収は停⽌し、
現在は猶予期間としています。

駅から⽬的地までのラストワンマイルを移動するためのメイン⼿段であったTOTOは、ロックダウンにより、
電⾞が⾛っていない、もしくは本数が⼤幅に減ったことで客数が減り、収⼊が⼤幅にダウンしています。

〜TOTOレンタル事業編〜

⼩規模の融資を受けて、コロニーの⼈々は様々な事業を⾏っていますが、
・⽜を飼ってミルクを販売している⼈は⽜の餌代の⾼騰に苦しみ、
・トラックを購⼊して輸送業をしている⼈は移動の制限に苦しみ、
・お祭りのときにイスやテーブルなどをレンタルしている⼈は、
お祭りや結婚式の数が減ったことに苦しんでいます。

〜マイクロローン事業編〜

就労⽀援を受けている⼈々の声

就労⽀援事業部の現在

TOTOドライバーのロビーさん

養鶏が順調だった頃

コロナウイルスの影響

コロナが始まる前までは1⽇500ルピー以上（⽇本円で約800円）
稼げる⽇もあったけど、今では1⽇100ルピー（⽇本円で約150円）
位しか稼げていない。
ロックダウンの影響で仕事をすることも出来ない⽇もあるから

⽣活はとても苦しいよ。

鶏の雛を提供してもらっている会社からロックダウンの影響で
雛が届かなくなった。だからここ1年は養鶏をすることが
出来ていない。近くの農場で⽇雇い仕事をして⾷いつないでいる。

TOTOドライバーのロビーさん

マイクロローンでお⾦を借り、養鶏をしていたマハトさん

マイクロローンを利⽤し
⽜を育てる男性



2015年に活動に参加して以来、namaste!つくば⽀部を⽴ち上げたり、
インドの⼤学⽣とワークキャンプを⾏ったり、沢⼭の挑戦をさせて頂きました。
コロニーを想って⼀緒に活動をした仲間や、活動への向き合い⽅を教えてくれた
前代表理事の梶⽥には感謝してもしきれません。今度は私が代表として、
活動に参加する誰もが「いきいき、わくわく」やりたいことを思いっきり

挑戦できる環境を整えていきたいです。
私たちは、社会を変えるために活動をしています。数字で⾒ると派⼿な成果は
出せていないかもしれません。でもその過程で、多くの⼈が変化するのを
⽬の当たりにして来ました。私⾃⾝もその⼀⼈です。活動と向き合う中で、
環境を変え、よりのびのびと⾃分らしく⽣きられるようになりました。

コロニーでも、インド国内外でも、そんな変化がたくさん起こっています。
コロニーに住む⼈々や⼀緒に活動する仲間を⼤切にし、⾃分にとっての
原動⼒である「楽しい」、「やってみたい」、「きっとできる」という気持ちに
素直に従いながら、活動に邁進していきます。

新たに当団体理事へ就任しました、中⻄ 烈と申します。
筑波⼤学在学中、namaste!つくば⽀部の2期⽣として活動に参画し、複数回の
渡航を経験しました。⼤学卒業後、2020年4⽉より東京で会社勤めをして
おります。この団体を通じて出会った⼈に恩返しがしたい、その思いで活動に
戻ってきました。私が出会ったコロニーの⼈々は、きっと、ハンセン病差別の

⻑い歴史におけるほんの⼩さな存在です。ただ彼らは、私に熱を与えてくれ
ました。社会を、歴史を直視し、考え、動き続けることで、⼀種の使命を
果たしたい、という熱です。⼿探りの1年⽬でした。
活動を共にした／する仲間、またコロニーの⼈々に、恩を返し続けることが、

今を⽣きる誰かの⼒になると信じて、進みます。
＜経歴＞
2016年 インドワークキャンプ団体

namaste!参加
2020年 筑波⼤学社会学類卒業

⼭⽥コンサルティンググループ㈱
⼊社

2021年 NPO法⼈わぴねす 理事就任
教育事業担当

＜経歴＞
2015年 インドワークキャンプ団体

namaste!参加、つくば⽀部設⽴
2018年 NPO法⼈わぴねす 職員となる
2019年 在コルカタ⽇本国総領事館

外部委嘱員として1年間勤務
2021年 NPO法⼈わぴねす 代表理事就任

⾷糧⽀援、広報担当

理事紹介

代表理事 : 酒井 美和

理事 : 中⻄ 烈

理事︓檜⼭ ⼤輔
就労⽀援事業担当

現理事も引き続きよろしくお願いします

プロボノの⽅や、OBOGとの関わりが
増えるなど、新しい動きが出てきてワク
ワクしています。ハンセン病コロニーの
⼈だけでなく、関わってくれる⼈も幸せ
になれるよう、頑張っていきます︕ 理事︓吉⽥ 賢太 監事︓芦川 洵



プロボノ紹介

2021年6⽉現在、5名のメンバーがプロボノとしてわぴねすに参加しています。
わぴねすのプロボノは、⾃分たちの興味、経験やスキルを活かして活動に取り組むメンバーです。
参加したきっかけや経歴は様々。今年2⽉には⼀般からの参加もありました︕

現在は広報や就労⽀援を中⼼に、幅広いプロジェクトを主導、サポートしています。
熱い想いを持って集まった、プロボノメンバーを紹介します。（括弧内は主な担当）

・学⽣時代namaste! に参加
・2020年12⽉からプロボノとして参加

昨年末にnamaste!OGメンバーでzoomクリスマス会をした時に、
わぴねすの広報に関する話題が出ました。

その流れ（ノリ︖︕）でプロボノになりました。
協⼒できるペースで関わっていきます︕
オープンな雰囲気なので、興味のある⽅は是⾮ご参加ください。

⼩川 真穂《広報・⾷糧⽀援プロジェクト》

・学⽣時代namaste! に参加
・2020年12⽉からプロボノとして参加

namaste!OGメンバーでクリスマス会をした時に
わぴねすの広報に⼈⼿が⾜りていないことを知り、携わる事に。

未熟ですが、これからもがんばりますので応援よろしくお願いいたします︕

杉⼭ 仁実《広報・⾷糧⽀援プロジェクト》

・学⽣時代namaste! に参加
・2020年12⽉からプロボノとして参加

⼤学卒業後もわぴねすの活動に関わりたい思っていて、
わぴねす主催のイベントの⼿伝いなどをしていました。

「もっと広報活動を強化してわぴねすの活動の幅を広げたい︕」
という理事・酒井の声かけがきっかけで、本格的に活動に参加。
学⽣時代とはまた違う⽬線で活動できることがすごく楽しいです。

⾃分にできることを精⼀杯やります︕

⽯⽥ 瑞季《広報・⾷糧⽀援プロジェクト》



・2021年2⽉からプロボノとして参加

「私に何ができるのだろう︖」
2018年にコルカタのスラムを訪れ、可愛い⼦供たちに出会って
こう思ったのがきっかけです。線路横に並ぶビニールの家を⾒て、

テレビの世界が現実にある事を実感しました。給料の差が⼤きすぎる
インドでは⼀⽣懸命働いても豊かになれない現実があります。
わぴねすで⼈を助ける何かができるのではないかと思い参加しました。

宮部 なおみ《就労⽀援》

・学⽣時代namaste! に参加
・2021年3⽉からプロボノとして参加

namaste! での活動を終えたあとも、コロニーの⼈々や活動の状況が
気になっていました。これまでとは違い今は、団体としても

個⼈としても現地に赴き⽀援をできない状況。何ができるだろう、
私にも何かできることがあれば⼒になりたい、つながり続けたいと
思い、プロボノとして参加しました。「今の私だからできること」を

模索しながら、わぴねすの活動をサポートしていきます︕

松⼭ もえ《オブザーバー・助成⾦調査・動画作成》

SNS・メルマガでの広報活動を⾏っています

instagram メルマガ
メルマガ登録よろしくお願いします

＼
／

http://eepurl.com/ho9AMP

QRコード︓

URL︓

上記QRコードまたはURLから
登録フォームへアクセスして
ください。



わぴねすからのご挨拶

2020年度は、前年度から引き続き新型コロナウイルスの感染拡⼤により、
満⾜に活動ができない1年となってしまいました。
⽇本国内でも未だ⽣活は通常に戻らない⼤変な時期にもかかわらず、多くの⽅にご⽀援、ご協⼒頂きました。
メンバー⼀同、⼼より感謝申し上げます。ありがとうございました。

次にインドに渡航できる時期の⽬処も⽴たず、本当にもどかしい思いをしております。
⼀⽅で、コロニーの⼈々の⽣活は活動を始めて以来、最悪な状況にあるといえます。
今後しばらくは、⽇本国内からできる⽀援を⾏って参ります。
本年度は、新型コロナウイルス感染症の第⼆波を受けて⽇々の⽣活が⼤変苦しくなったハンセン病コロニーを
⽀援すべく、⾷糧⽀援プロジェクトを実施致しました。

活動⾯では100点とは⾏かない1年ではありましたが、わぴねす理事メンバーが新しく2名、
プロボノにも5名加わり、団体の雰囲気も盛り上がって参りました。
また、namaste!メンバーとともにプロジェクト運営をするなど、これまでになく組織内の基盤強化に
繋がった1年となりました。ハンセン病コロニーとともにNPO法⼈わぴねすも成⻑できるよう

全⼒を尽くして参りますので、次年度もNPO法⼈わぴねすをどうぞよろしくお願い致します。

今後の展望

2021年度は、新型コロナウイルスによるダメージからの復興を⽬指して⽀援を拡⼤していきます。

インドでの新型コロナウイルス感染第⼆波後、貧困状態が悪化し、⾷糧⽀援が必要となる状況にまで
⾄りました。少しずつ、インド国内の経済活動も回復しつつあるため、今後は現在⾏っている
就労⽀援の規模を拡⼤し、さらに多くの⼈が経済的に⾃⽴できるようにサポートして参ります。

2021年7⽉末現在、インドの公⽴学校は2020年3⽉以来の閉鎖を継続しており、
ハンセン病コロニーに住む⼦供の⼤半が⻑期間、教育を受けられていません。
コロナ禍以前から、初等、中等教育での退学が問題となっているハンセン病コロニーでは、
これまで以上に退学率が上昇し、児童労働問題が深刻化することが懸念されるため、当団体も

教育⾯での⽀援を開始できるよう準備をして参ります。

また、国内活動としては、より多くの⽅に活動に参加してもらうべく組織基盤の強化を、
教育事業としては、教育機関等での啓発を⽬的とした出前授業に積極的に取り組みます。
namaste!メンバー、namaste!OBOGメンバー、⽀援者の⽅々との繋がりを⼤切に活動を⾏う

1年と致します。



NPO法⼈わぴねす団体概要
正式名称 特定⾮営利活動法⼈わぴねす

代表理事 酒井美和

現地協⼒団体 NGO FPSA 

事業形態 ワークキャンプ事業部
就労⽀援事業部
教育事業部

活動内容 マイノリティの社会的地位の向上
及び尊厳の回復を⽬的として、
インドハンセン病コロニーにて
ハンセン病問題解決のために
活動を⾏なう

WEBサイト NPO法⼈わぴねす
https://wappiness.org

インドワークキャンプ団体namaste!
https://namaste.wappiness.org

2020年度収⼊

2020年度⽀出

⽀ 援
⽅ 法

銀⾏名 ゆうちょ銀⾏
⼝座名義 特定⾮営利活動法⼈わぴねす
⽀店名 ⼆〇⼋（ニゼロハチ）
預⾦種⽬ 普通
⼝座番号 0538244

銀⾏振込クレジットカード

右記QRコードを読み取り、
HP上にて⼿続きをお願いいたします。

単位︓円

単位︓円

助成⾦

¥715,700

会費・寄付⾦

¥1,217,639

その他

¥22,375

1,955,714

ワークキャンプ事業部

¥39,845 
就労⽀援事業部

¥706,009 

管理部

¥208,541 

教育事業部

¥20,000 

⾷糧⽀援

¥1,139,553 

2,113,948

2020年度は当団体設⽴以来、初めてワークキャンプ事業を
開催することが出来ませんでした。
そのためワークキャンプ関係の事業がないこと、また現地
での活動規模を拡げることが出来ない状況であることから
助成⾦の獲得もほとんどできず昨年度の4分の1以下の収⼊

となりました。⼀⽅で、多くの⽅に⾷料⽀援プロジェクト
の実施や、活動にご賛同いただいた結果、会費・寄付⾦
収⼊は昨年度の約2倍となりました。

事業規模が縮⼩したため、昨年度の3分の1程度の⽀出
となりました。
⾷糧⽀援プロジェクト関係と就労⽀援事業における
電動三輪⾃動⾞（TOTO）の減価償却費が⽀出の⼤半を
占めています。次年度は現在所有しているTOTO13台の

バッテリー交換などの費⽤や、新規TOTOの購⼊費⽤が
発⽣する⾒込みです。




