3 月度土曜例会（2012/03/17）
本日のスピーカーは Rajen Bajgain さん。約 2 年前にネパールから農業を勉強する為来日、現在
京大のマスターコース 2 年生です。フットボール、クリ
ケット、またお国柄からかハイキングも大好きな好青年、
ネパールの NGO で 2 年間仕事した経験も有ります。とこ
ろで皆さんはネパールと聞いてどんなことを連想します
か？山好きの人は憧れの国でしょうが、エベレスト等の
山々以外では何を？近いようで割合とその中身を知らな
い の で は ？ そ こ で 彼 の 本 日 の タ イ ト ル は “Nepal; It’s
natural beauty and cultural diversity” です。地理歴史、文
化、主要都市、政治経済、観光等、沢山の映像で紹介して
くれました。Welcome and Namaste! そして合掌！では
早速誘われましょう。秘境、桃源郷がざくざくです。
１）
ネパールを一口で説明するならば
 世界の最高峰ベスト 10 の内 8 山はネパールに有る。もちろん世界の最高峰はエベレスト。
 世界で唯一 HINDU STATE である。ヒンズー教徒の重要な巡礼地でもある。
 仏陀の生誕地は国内ルンビニである。仏教徒にとってもこれまた重要な巡礼地。
人口は約 3 千万人、国土面積は日本の約 40%、35%が森林、60 ものエスニックグ
ループを持ち 92 もの言語が有る。自然が豊かで花、鳥類、蝶の種類などは数知れ
ず、また国旗もユニークで非対称形は世界唯一。誇れる場所は限りないがまずは
1)Kagbeni, Jomson か ら の Annapuruna の 雄 姿 、 2)Muklinath village, ancient holy place
3)Mother’s necklace と呼ばれる Mt.Ama

4)Lo manthang Hidden Shangrila 5)Tilicho Lake 海抜 4,949m 6)Kathmandu Vally 等の
Hilly Region 7)Flat land の Terai Region 等々。(上記の地図でそれぞれを確認してみて下さい)
Lo Manthang
is a medieval
walled city. 標 高
3,760m の城郭都
市で、周囲 1km、
高 さ 11m ～ 15m
の塀で囲まれて
いる。

2)

Culture







宗教は人生そのものである。
ヒンズー教と仏教が溶け合っている。
数多くの寺院があり、神々がいたる所に御座す。
1 年 365 日以上の祭りが開催される。
素晴らしい時代物の建造物が数多い。
2-1) Festival
A) Dashain is the 15-day national (religious) festival. It is the longest and the
most auspicious festival in the Nepalese annual calendar, celebrated with great
rejoice by Nepalese of all caste and creed throughout the globe.
B) Tihar, the festival of lights is one of the most dazzling of all Hindu festivals.
In this festival we worship Goddess Laxmi, the Goddess of wealth.
C) Swastika, it means a good fortune, luck and well-being.
Hinduism portal.
Swantika mark

2-2) Kumari is the tradition of worshipping young pre-pubescent girls as
manifestations of the divine female energy or devi in Hindu religious traditions.
While there are several Kumaris throughout Nepal, with some cities having
several, the best known is the Royal Kumari of Kathmandu, and she lives in
the Kumari Ghar, a palace in the center of the city. Only living Goddess in the
world.
2-3) Main food of Nepal
Dal Bhat Tarkari が伝統的且つ一般的な食事で Bhat は炊いたご飯、Dal は
豆のスパイシーなスープ、Tarkari は肉類または魚入りのカレーライス。
ピクルスなどが添えてある。北部のヒマラヤ地方では餃子の類が好んで食
べられる。またインドに近い地方ではナンが一般的。

3) 都市
 首都 Kathmandu、人口約百万人、驚くべきことに大気汚染でヒマラヤの山々が霞んで見え





るそうな。
2000 年の歴史を持ち多くの寺院があるネパールの言わば玄関。Kathmandu Valley
の中核で近くの Patan, Bhaktapur と合わせ Tri-city と呼ばれる。Nepali が一般的だが英語
も学識者には OK。ヒンズー教 8 割、仏教 1 割、但し歴史背景か
ら両者の意識的な違いは非常に小さいのが特徴である。
Lumbini Buddha の生誕地、terai にある。
Pokhara 自然のパラダイス、ネパール第 2 の都市、中央部にあ
る。Mt.Annapurna, Tilicho Lake にはここから。
Sarangkot Pokhara の近く、風光明媚な町。

そして Everest, Himalaya

（シェルパとはエベレスト登山をサポートするある種の職
業と思っていました。数あるグループの一つだったとは！）
The Sherpa ("eastern people", from shar "east" + pa
"people") are an ethnic group from the most mountainous
region of Nepal, high in the Himalayas. Sherpas migrated
from the Kham region in eastern Tibet to Nepal within the
last 300–400 years. The number of people is about 150,000.
4) Political System
The Nepali Civil War (labeled People's War by the Maoists) was a conflict between
government forces and Maoist fighters in Nepal which lasted from 1996 until 2006. 結果
Maoists が要求していた Peace agreement signed、Constituent Assembly election held、Abolition
of the Monarchy が全て達成された。そして Federal Democratic Republic of Nepal と な っ た。

ここで観光ビデオの鑑賞、バンジージャンプ、ラフティング、パラグライダー、マウンテンバイ
ク、トレッキング、遊覧飛行、サファリ、象の背に揺られて散策等々。
Q&A











バンジージャンプしてみたいけれど 60 歳以上です。年齢制限あるのかしら？うーん？
スキーは？ポピュラーではありません。
日本からの飛行ルートは？以前東京カトマンズ便ありましたが、現在は関空から香港、バン
コック等を経由します。
何時行ったらよいですか？行く場所によりけりですがモンスーン時期 6~9 月は避けて下さ
い。
交通機関は？鉄道は無きに等しいです。車か飛行機または徒歩で。ちなみに学校まで徒歩で
片道 2 時間でした。トレッキングの原点です。
飛行場の数は？約 50 位、小さな飛行場が多いです。(47 でした)
農業国と聞きましたが灌漑水は？GDP35%が農業ですが充分では有りません。
氷河がどんどん溶けていると聞きますが？確かに大きな湖が年々さらに大きくなっている
と言う報告もあります。これは世界的な問題です。中国の調査団も現地に入りました。
食料自給率は？米は 100%ですが全体では 40%位でしょうか、インドとの国境が長いので掴
み難いです。
エコツアリズムは？ヒマラヤ美観ボランティアなどあります。野生動物の密猟などもあるし。

教育システムは？公立は Nepali で、私立は英語も、
但し多くは費用が沢山かかります。
10 年で大学への道が開けます。
 ホテルは？カトマンズには 4,5 星クラスがあります
がヒマラヤ地区では簡易です。なにしろ安い。
 言語は？英語が上手ですが？私 Own Language 書け
ません。英語、Nepali, グループ語の 3 つを話す人
が多いです。テレビは Nepali が中心。
 Yeti はいるのかしら？足跡はあっても映像には映っ


ていませんね。熊ですかね？
おかげでネパールと言う国が非常に近づきました。大自然を何時までも大切に維持し続けたいで
すね。合掌！！

