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はらんべぇ・れお 23 号
ローズちゃんは今年1月の総会で新しく選ばれ
た奨学生で、実家のミゴリからマタツで7時間ほど
の場所にある、カイモシ・ガール・フレンド・スクール
という学校に寮生として今年1月から通っています。
KCPE の成績は323点（グレード・B＋）でした。
彼女の入学当初の夢は『会計士になる』というも
のでした。ターム１の間、新しい環境下で身体を
壊すこともあったようですが、この目標を持っていた
からか、ビジネス・クラスではアベレージ73点（グレ
ード・B＋）という結果を残しています。一方で、

先日ターム１終了後の面談では、入学以前に持っていた『手話通訳士になる』という夢をまた考えているという話をし
てくれました。なんでも、学校で話せない子がいたらしく、その子の通訳をする機会を得て、また手話通訳士の夢を考
えるようになったそうです。ターム１の総合成績は B－と彼女の目標としていた結果にはならなかったようですが、不得
意科目を作っていない成績内容だったので、満遍無く真面目に勉強したのだと思います。利発的で、友達とディベー
トをすることも好きな積極的な性格の彼女のことなので、学業面のみならず、いろいろなことを今後吸収していくことで
しょう。また次回会う時にどのように成長しているかが楽しみです。
（2016年度2次隊 古藤誠一郎）

KESTES の皆さん、奨学金の支援をありがとうございます。私
は、ケビンとローズの支援に対してとても感謝しています。最近私
の体調は病気によりあまりよくありませんが、今日はボランティアの
方々が私と、私の子供たちに会いに来てくれたので少し調子がい
いです。私はボランティアの方々が大好きです。最近は体調がよ
くないため、思うように働くことができませんが、体調の良いとき
は一生懸命に働きますし、ケビンとローズももちろんベストを尽
くして勉強することを約束します。
最後に、本当に、本当にありがとうございます。感謝しています。
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セコンダリースクールの 2017 年ターム１が終了しました！気になる成績の方は・・・！？
奨学生名

学年

成績

校内順位

ローズ・マイナ

１

B−

190 位/382 人中

＋

137 位/425 人中

オニャンゴ・ジェミマ

2

C

ロナルド・カシオカ

2

C−

12 位/81 人中

ケビン・マイナ

3

C＋

166 位/294 人中

サイラス・ムワニア

３

B

4位/67人中

オンディエック・ラウィ

4

B−

26位/179人中

マーガレット・ネーマ

4

B−

24 位/341 人中

ローズ・マイナちゃん
教科ごとに満遍なく得点し、国立校という環境で好成績
を収めることができました。
オニャンゴ・ジェミマちゃん
将来ジャーナリストを目指すジェミマちゃん。成績はやや
下がったものの、言語科目の英語とスワヒリ語を補強してい
くことが目標です。
ロナルド・カシオカ君
持病のため特別給食ですが、それにも負けず学年で上
位の成績を収めることができました！

ケビン・マイナ君
前回 B−だった成績が今回 C＋と下がってしまいましたが、本人は悔しい思いをバネに今後頑張っていくと、力強く
語っていました。
サイラス・ムワニア君
毎日参考書 1 セクションの復習に挑戦。学年トップクラスの成績に！
オンディック・ラウイ君
好きな科目である数学で点が取れず、一日の練習問題数を増やすことにしたそうです。
マーガレット・ネーマちゃん
前回より順位を上げたものの成績評価は下がってしまい本人は反省しているとのこと。次回の成績に期待です！

2 月 11 日（土）に KESTES オークションを開催しました。今回は、青年海外協
力隊員をはじめ、シニアボランティア、JICA 職員など約 30 名の方が参加して下さい
ました。このオークションに出品される品物は、売り上げをぜひ KESTES 奨学生のため
に使ってほしいという先輩ボランティアや現役ボランティアからの善意による寄付であり、
売り上げは全て奨学生の学費等に充てられます。今回のオークションでは、ケニアでとても貴重な日本食品、あると便
利な日用品類、余暇を楽しむための趣味道具などが出品されました。特に盛り上がった品物は日本の食品でした。
やはりケニアで生活しているとなかなか日本の食品を食べる機会は少なく、恋しくなります。チョコ菓子、スパゲティソー
スの素、ふりかけ、カレールウなど、オークションにかけると最低落札価格からどんどん値上がりしました。参加して下さっ
た方々の積極的な入落札によりとても盛り上がったオークションとなりました。最終的な売上金額は、なんと目標金額
20,000ksh を上回る 25,210ksh でした。大切に KESTES の奨学生への資金として使わせていただきます。今
後も KESTES 奨学生支援資金を得るためにオリジナルの商品物販活動、オークションの開催などを続けていきます
ので、皆さま、どうぞ今後ともよろしくお願いいたます。

（2016 年度 2 次隊 森下真美）
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2 月 18 日に日本食レストランの CHEKA にて協力隊員有志
のライブイベントが開催されました。それに合わせて KESTES ブー
スを設置させていただき、グッズ販売、広報活動を行いました。
CHEKA さんはナイロビにある唯一の日本人が経営する日本食レ
ストランです。店長の柏木様のご厚意で今回のイベントを開催させ
ていただきました。また、ケニアで孤児院を運営されているマトマイ
ニ・チルドレンズ・ホームの菊本様にもお越しいただき、同孤児院の
フェルト商品を KESTES と共に販売しました。このフェルト商品は
シングルマザーの自立支援活動の一環としてケニアのお母さん達が作っています。イベントには多くの邦人の方々やケ
ニアの方々、欧米諸国の方々がいらして、美味しい日本食と共に隊員バンドの演奏と歌に聴き入っていました。そし
て、多くのお客様に KESTES ブースに立ち寄っていただき、普段は邦人向けにグッズの販売やサポーターの募集を行
うことが多い KESTES ですが、この日はケニアや欧米の方々に活動の説明を行うことができ、良い機会になりました。
また、多くの方に KESTES グッズのお買い上げをいただき、
6,500KES の売り上げを頂戴いたしました。さらに、2,013KES の
寄付金もいただきました。今回のイベントを開催するにあたり、会場を
提供して下さった CHEKA の柏木様、KESTES サポーターであり、
隊員ライブを主催された三菱自動車工業の田村様、お越しいただき
ましたお客様の皆様、協力隊員の皆様に深く感謝いたします。また、
次回は 5 月もしくは 6 月にイベントに開催を予定しています。皆様と
一緒に KESTES を盛り上げていこうと思います。
(物販班 班長 平成 27 年度 2 次隊 金清百広)

「私たちはケニアで奨学生を支援する活動をしています。」
ぱっと聞くととても綺麗に聞こえるその言葉。でも表立った綺麗さには
裏での地道な作業がつきものです。
年に 3 回開催される、KESTES 総会。今年度の第 1 回目が 4
月 15 日に開催されました。総勢 19 名が参加し、奨学生の近況、
採用の判断基準、予算の算出方法など細やかな話し合いが行われ
ました。今回の総会が初参加となる 2016 年度 3 次隊のメンバー
も、積極的に発言をしてくれました！
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また、総会後には昼食にチャリティーランチを実施し、スープカレーを作りました。前日から頑張って仕込みをした甲
斐があり、KESTES 会員はもとより、非会員の協力隊員にもたくさん参加してもらうことができました。
決して大きいとは言えない組織ですが、その分密に奨学生に寄り添い、支援を続けています。1 人でも多くの奨学
生に寄り添うため、私たちは草の根で活動を続けていきます！
今後とも KESTES を宜しくお願いします！

（総務班 班長 2016 年度 2 次隊 笹本哲平）

皆さんはじめまして、この度新委員長に就任しました 2016 年度 2 次隊の坂
尾久美と申します。よろしくお願い致します。現在、ナイロビから約 5 時間半のとこ
ろにあるケリチョ地域病院で病院環境の改善（５S－KAIZEN）を行う活動を
しています。私は、看護師として日本で約 10 年間働く中で、看護学生、新卒・
中途採用者の教育に携わってきました。その経験からケニアの教育に興味があり
KESTES に入りました。教育という面では初心者で分からないことがたくさんあり、
KESTES に入ったことで学ぶことが多い毎日です。
ケニアではまだまだ、教育を受けられない子供たちがたくさんいます。KESTES の活動を通して、学ぶことに意欲的
な子供たちに一人でも多く教育の機会を与え将来の夢を叶えるきっかけを与えられるよう、私たちにできるベストを尽
くしていきたいと思っています。
今後とも、ケニアの未来を担う子どもたちへの温かいご支援をよろしくお願い致します。Asante Sana !
（委員長 2016 年度 2 次隊 坂尾久美）
新しく副委員長になりました 2016 年度 3 次隊の高橋真大です。ケニアの教育も
KESTES の活動もまだまだ分からないことばかりですが、楽しみながら一生懸命取り組んでい
きたいと思います。これからよろしくお願いします。
(副委員長 2016 年度 3 次隊 高橋真大)
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KESTES は多くのサポーターの方々にご支援をいただくことで、運営活動が成り立っています。その中でも企業サポ
ーター様からのご支援は非常に大きなものとなっています。今回は KESTES の企業サポーター様の一社である、三
菱自動車工業の田村様にお話をお伺いしましたのでご紹介します。
ー御社の概要について教えて下さいー
三菱自動車工業は、四輪乗用車を主とした輸送機器およびそれに付随する部品・用品等を開発・製造・販売し
ております。お客様には販売代理店を通じて販売しておりますが、クルマを保有することでお客様の人生を豊かにでき
ればと思っております。
ーKESTES をご支援していただくことになったきっかけは何だったのでしょうか？ー
私が KESTES 発足の年に生まれたという僅かな縁を感じただけでなく、協力隊の隊員による自主的な活動という
ことを知り、微力ながら支援したいと思ったからです。
ーKESTES に期待することは何でしょうか？ー
支援できる学生の数は限られていると思いますが、このような地道な活動こそ協力隊の出番だと思います。
KESTES の支援した学生が、いつか社会に貢献できる人材になることを願っております。
田村様、どうもありがとうございました。こうしてサポーター様からのご期待の声をいただけると、私たちもこれからもっと
頑張っていこうというヤル気が湧き上がります！今後の KESTES の活動にご期待下さい！

KESTES は以下の企業のサポートを受けています。
いつもご支援ありがとうございます。

Mitsubishi Motors Corporation
-Nairobi Liaison Officehttp://www.mitsubishi-motors.com/jp
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KESTES 新メンバーのご紹介
広報班
八尋 祥子(16 年度 3 次隊)
伏見 秀明(16 年度 3 次隊)
会計班
平川 知弥(16 年度 3 次隊)

EXCIA East
Africa, Ltd.
http://exciacarhires.com/

物販班
高橋 真大(16 年度 3 次隊)
編集後記
2017 年第二弾は新委員長・
新副委員長を交代して新体制後
初めての刊行となりました。
KESTES を運営する私たち協力
隊は任期が 2 年と短く、常にメン
バー交代を繰り返しながら活動を
継続してきています。そんな中、今
回も無事はらんべぇ・れおを皆様
に無事お届けできたことを大変嬉
しく思います。今後も KESTES の

CHEKA JAPANESE IZAKAYA
http://horientertainment.wix.com/cheka

フレッシュな情報をお届けしていき
ます！次号も是非ご期待下さ
い！！
文責
2016 年度 2 次隊 坂尾 久美
2016 年度 3 次隊 伏見 秀明
ＫＥＳＴＥＳ委員 21 名
奨学生 7 名(2017 年 5 月現在)
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