-KESTES 新体制が整いました！新副代表からの挨拶
2015 年 1 月 4 日にナイロビ JOCV 連絡所で開催された
KESTES 総会にて今年度の新体制が決定されました。
今年度も KESTES 運営委員一同が一丸となってケニアの子供た
ちの教育支援に全力を尽くしていきます！

新代表からの挨拶
はじめまして、新委員長に
就任しました平成 26 年度 2 次
隊の河本愛美と申します。
2014 年 11 月よりコミュニティ
開発という職種でエルドレッ
トの児童局に派遣されていま
す。KESTES による継続した奨
学生の支援はもちろんのこと、
ご支援いただいている皆さま
にも奨学生のことを身近に感
じていただけるよう、Web サイ
トや Facebook を通じて発信していければと思います。（アク
セスお待ちしております！）1 人でも多くの子どもが教育を受
けられるよう尽力してまいりますので、今後とも KESTES のご
支援よろしくお願いいたします。（26 年度 2 次隊 河本愛美）

2015 年 1 月より新しく副委員長に就任さ
せていただくことになりました平成 25 年度
3 次隊 林業・森林保全の則近由貴です。新
委員長に就任した河本さんから、「一緒に
頑張りましょう！」とのことで、引き受け
ることにしました。
前任の藤本さんのような積極性が欠ける
私ではありますが、委員長の支えとなり、よりよい運営をし
ていけたらと思っております。最後になりますが、今後とも
KESTES に温かい支援のほど、よろしくお願いいたします。
（25 年度 3 次隊 則近由貴）

-新メンバー加入2015 年 1 月に 26 年度 3 次隊の 2 名が新しく KESTES 運営委
員に加入しました！新運営委員を紹介します。
氏名

班

伊澤 加奈子

広報班

本宮 万記子

会計班

KESTES 運営委員
総会にて

今年度も KESTES をよろしくお願いいたします！
総会にて

-奨学生の成績学費支援中の奨学生のターム 3 を公開します。
学年は 12 月の成績発表時のものです。
2014 年はフォーム 4 の奨学生を 4 名支援していました。
彼らの KCSE の結果につきましては、はらんべぇ・れお 17 号
にて 4 月下旬に報告させて頂きます。

名前
Otieno Lawi
Fatma Swaleh
Ochieng Tiberius
Bonface Mwika
Chebet Diana

学年
1
B
2
B+
2
C+
3
B3
B

-奨学生向け新聞「Tuko

成績
186 人中 48 位
122 人中 29 位
300 人中 140 位
156 人中 27 位
都合により順位無

-「日本人祭り」に

KESTES 出店！-

2014 年 9 月 20 日にナイロビ日本人学校にて行われた日本人
祭りに KESTES ブースを出展させていただきました。ブースで
は KESTES 運営委員が、収益獲得と広報を目的として物販販売
とくじ引きを行いました。物販班のグッズ販売では新しい試
みとして大陸デザイン T シャツの新色を数量限定で作成し、
人気投票も行いました。今回の投票結果を今後の新商品開発
への参考にし、さらに皆様に手にとっていただける製品作り
をしていきたいと思います。
今回のイベントでは売上合計金額は 44,900Ksh でイベント時
の売上として過去最高の数字を記録することが出来ました！
今後も、イベント時には KESTES 運営委員一同力を合わせて更
に奨学金支援を充実させることの出来るように頑張ります。
（25 年度 2 次隊 黒田真代）

Pamoja」発行-

昨年度より、総務班では、奨学生の学業に対するモチベーションを
上げ、成績アップを支援することを目的に、英語で書かれた KESTES 新
聞（通称：Tuko Pamoja）の発行に取り組んできました。2015 年に第 1
号を発行しました。今後は、年に１回程度、Tuko Pamoja を発行して
いく予定ですので、どうぞ楽し
みにしていて下さい。
（25 年度 1 次隊 長谷川大）

「Tuko Pamoja」は、3 月以降、
KESTES の HP から
ダウンロードが可能です!

日本人祭り

http://jocvkestes.wordpress.com

KESTES ブースの様子

-新規奨学生の紹介-

新規奨学生の選考の様子

1 月の KESTES 総会にて、新規奨学生 2 名の支援を追加す
ることが決定されました！新規奨学生を紹介します。

名前 KELVIN ONTEGI GESEKKE
学校 国立 UTUMISHI ACADERMY
学費 80,890Ksh/年

年齢
学年
KCPE

17
F4
382

あどけない笑顔で照れながら学校や家族
のことを語ってくれるケルビン君。高校
の Form4 で、直近の成績は B+。バスケッ
トボールが大好き。6 人兄弟の長男。将来
の夢は航空技師になること。「夢を叶え
て兄弟・姉妹を学校に行かせてあげるん
だ」という強い思いが、勉学に対する原
動力となっているようです。大人しく見
えますが、小学校の頃からコツコツと勉強に励む粘り強さが
あります。実家は農家ですが、子供達の学費を払うだけの十
分な収入がありません。ケルビン君が小学校の頃は校長先生
から支援を受けていました。高校では叔父から支援を得るこ
とになっていましたが、叔父が学費を支払いきれず未払いが
発生したため、学校を追い出されることが数回続いていまし
た。KESTES の支援を得た今、落ち着いて勉強に励む環境が整
いました。夢に向かって突っ走る彼を、蔭ながら見守ってい
きます。 （25 年度 1 次隊 赤堀友希）

総会にて

名前 MAINA KEVIN OTIENO
学校 国立 ORERO HIGH SCHOOL
学費 63,327Ksh/年

年齢
学年
KCPE

15
F1
329

ケビン君は今年 2 月から、Orero High
School に進学したばかりの 15 歳。学校
は実家から車で 1 時間程度離れた町にあ
るため、ケビン君は寮生活を送りながら、
勉学に励みます。ケビン君は 9 歳のころ
両親を亡くし、おばさんがケビン君とそ
の兄弟を含む 3 人を引き取りました。お
ばさんは裁縫の仕事をしながら、明るく
力強く 5 人の子供を女手ひとつで育てています。
ケビン君は大人しく内気に見えますが、勉強・サッカー・
お母さんのお手伝いなど何でもこなす青年です。将来は、医
者かエンジニアになるのが夢で、理科が大好き。小学校では
常に学年上位 10％の成績を維持していたので、高校に行って
も勉学に励み、ぜひ自分の夢を叶えてほしいと思います。
どうぞケビン君のご支援をよろしくお願いいたします。
（25 年度 3 次隊 薬師川智子）

-卒業生との思い出-

KESTES は以下の企業のサポートを受けています！

今年セカンダリーを卒業し、KESTES 奨学生としても卒業を
したトーヤ君。彼の担当をしていた松田紗耶香隊員にお話を
伺いました。
昨年 12 月、ケニア海岸部の地方都市マリンディで、約二年
間に渡って KESTES の支援を受けた奨学生トーヤ君が無事にセ
カンダリースクールを卒業しました。彼の担当になるのは私
で三代目。人懐っこく笑顔の絶えないトーヤ君とはすぐに打
ち解け、休日には一緒に海へ行ったり、トーヤ君の村の子ど
もたちに勉強や日本の歌を教えたりと、姉弟のように親しく
過ごしていました。
そんなある日、治安上の問題から、海岸部に派遣されてい
た JICA ボランティアの全撤退が決まりました。私も任地を変
更することになり、トーヤ君に何と言えばいいのか、何日も
悩みました。思い切って事情を説明し、もう会えないかもし
れないことを告げると、トーヤ君は「大丈夫。僕たちはかな
らずまた会える」と力強く応えてくれ、お別れの日には海岸
部名物の魚とココナッツのカレーを作ってご馳走してくれま
した。
いつか海岸部の治安が回復したら、すぐにトーヤ君に会い
に行って、彼の成長を一緒に喜びたいです。KESTES は学費を
援助するだけでなく、人と人との繋がりを育てているのだと、
トーヤ君との出会いを通して実感しています。
（25 年度 3 次隊 松田沙弥香）

JKUAT NISSIN FOODS LTD.
(https://www.facebook.com/#!/jkuatnissinfoods?fref=ts)

Amber Hour Incorporated
株式会社 アンバーアワー
(www.amberhour.com )
「ケニア・マチャコスを拠点にオーダーメイドのナチュラル雑貨を
製造・販売しています。」

Kenya Fruits Solutions Ltd
ケニア・フルーツ・ソリューションズ
(http://www.kenyafruitssolutions.com/jp/ )
「ケニアの半乾燥地域の農民たちとの連携を大
切にしながらケニア産の果物を使ったナチュラ
ルなドライフルーツを製造販売しています。」

ご支援ありがとうございます！
ＫＥＳＴＥＳ委員 32 名・奨学生 7 名(2015 年 2 月現在)

トーヤ君と松田隊員

Kenya Students’ Educational Scholarship
問合せ先: kesteskenya@gmail.com

文責: 25 年度 1 次隊 笹原千佳

