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なぜ？と思ったとき、人の
心は大きく動きます。 

 

そして「なぜ？」は多くの
思考や行動や決断の
原動力になります。 

 

ゆるやかなニバルレキレ
の活動の中から、いろ
いろな「なぜ？」を感じ
る時間を共有してもら
えたらうれしいです。 

YINI(イーニ）？ 「なぜ？」のWSを続けています。 



南アフリカ共和国 



ニバルレキレが活動している
のはハウテン州の大都市 
ジョバーグの郊外 

ハウテン州 

ケープタウン 

ダーバン 

ジョハネスバーグ 

プレトリア 

南アフリカ共和国 



ハウテン州の中
エクルレニ市を
中心に活動 

エクルレニ市 

ジョハネスバー
グ市 

ソエト 

オレンジ 
ファーム 

プレトリア 



カテェホン 

エマプペニ 

デヴィトン 

ボクスバーグ 

テンビサ 

エクルレニ市 

この中に無数
の数十のタウ
ンシップとスク
ウォッターキャ
ンプがある。 

スプリングス 

ブラックパン・
カテマ 



ニバルレキレは、 
エイズとともに生きる人たちと活動してきました。 



南アフリカHIVエイズの状況 

南アの総人口は約4900万人。 

HIV陽性者の数は560万人。 

世界で一番HIV陽性者の多い国です。15歳から49歳の成人人口の17.3%、つま
り5人に1人くらいがHIV陽性者と考えられています。 

この感染率は2009年の17.8%よりもわずかに低下しています。 

1年間でのエイズによる死者は27万人。この数も2009年の31万人よりも減少。こ
れはARV治療が始まったことによるものだと思われます 

15歳未満のHIV陽性の子どもの数は46万人。２０09年の33万人よりも増加して
います。     



HIV感染者を増やさないために必要なこと 

予防・啓発活
動などのエイ
ズ教育 

まず、コミュニティ
を調査し、HIV/エイ
ズのその土地での
状況をつかむこと。 

HIV/エイズに感染
しない方法＝「正
しい知識」を広め
ていくこと。 

検査・カウンセリング体制の充実 

秘密を守ることを徹底して、 

人々が検査を受けに行く動機づけをしてく
こと。 

①検査の前のカウンセリング（検査の流
れ・エイズ教育や不安の解消など） ②
検査 ③検査後のカウンセリング（心の
ケア・サポートグループや治療の案内な

ど）を丁寧に行うこと 



HIV陽性者への 

治療や支援の充実 

精神的なサポートを行うこと。 

①専門家による支援②当事者
によるサポートグループ 

訪問相談の充実など 

適切な医療や保健サービスへ
つながるよう支援すること。 

差別やスティグマを 

なくす働きかけ 

HIV/エイズへの誤解
をなくしていくこと。
（たとえば、南アでは
「呪いをかけられる」
と信じる人が多い。） 

人権擁護の活動（ア
ドボカシー）をしていく

こと。 



エイズ孤児の状況 

南アのエイズ孤児の数は、2011年の統計
では210万人といわれています。 

2009年の190万人よりも20万人も増加して
います。 

その中にはHIVに母子感染した子どもも多く
存在しています。 



エイズ孤児支援に必要な視点 

子どもたちの親を死なせない 

子どもたちをHIVに感染させない 

子どもの権利を守る 



幼いエイズ孤児に必要なこと 

家庭や施設で安心して暮らせること。 

栄養のある食事を食べ、健康でいられること。  

学校へ通えること。 

思いきり遊び、笑えること。 



思春期・青年期の孤児たちに 
必要なこと 

家族のエイズ死へ深い理解ができるようになること。 

学業を続け、将来設計するための支援を受けられること。 

自分自身と向き合い、自分を大切にする力（心のケア・
感染予防する知識と行動力）を持てるようになること。  

大切な人とのより良い人間関係づくりの支援。生きる見
本となる大人と出会えること。 



エイズとともに生きる人たち 

「HIV陽性者」「エイズ孤児」、あるいは「女性」「子ども」 に特化して活動する草の根の団
体は、南アには数多くあります。男性のエンパワメンとを目指した団体もあります。 
 



家族という視点 

・その中で、実はこぼれていきがちなのが、例え
ば家族半分をエイズで失った子どもを含めた「遺
族」。 

・あるいはＨＩＶ陽性者とともに暮らしている家族。 

・南アではエイズ孤児の多くは、おばあちゃんや
叔母さんのところなど、親戚（拡大家族）に引き
取られます。 

・拡大家族の彼ら全員が「遺族」です。 

・親を失った子どもの悲しみは何よりも大きい。 

・だからこそ、そのエイズ孤児を守っていくため
にも、他の家族全員と向き合っていく必要があり
ます。 



 

• 家族は、私たちの暮らしの基本。 

 

• 「家族」という集合体には、あらゆ
るものが複雑に存在しているた
め、ターゲットや問題点を特化し
て活動することによって成果をあ
げ、活動を認められていく必要の
ある民間団体にはかかわりの限
界があります。 

 

• 本来、この家族へしっかりとかか
わる責任があるのは、行政と思
われますが、機能しきれていない
のが現状です。 

 

  

アフリカ人の「助け合い」
の文化が、家族や彼らが
生きるコミュニティを支え

ている。 

日本に置きかえてみると？→福
祉事務所・児童相談所・保健所
などが、地域で暮らす家族のセ
イフティネットとして存在。 



「全体」とかかわる。 

• 支援する対象を特化しない。 

• 出会ったＨＩＶ陽性者やエイズ
孤児・遺族など、出会いの出
発点にある人を大切にする。 

  →ケースワークの視点 

• 彼らとその家族、彼らが関係性をもつ相手「全体」と、深く長く
かかわる。 
  →家族ソーシャルワークの視点   

 

• コミュニティが個人や家族を支える力を底上げしていくことを目
標に活動。 
  →グループワーク・コミュニティワークの視点 



一人一人のエンパワメント 
 

1. なによりも、メンタル面のサポート  

 

2．  そして既存の社会資源をリサーチし  

        て、そのサービスにつなげる． 

  自分達が社会資源になるのではなく、

南アに既にあるものを見つけて使え

るようになる力を、本人が身につけ

ることを手伝う。 

 

3． 本人が自分で動き、情報にアクセス

して、直接社会資源にコンタクトをと

り、その中から何を自分が利用する

か自己決定していく、というライフス

キルを培うことを手伝う。 

 



ニバルレキレの考えるエイズ教育 

エイズ予
防教育 

自信 

自己肯定 

自尊感情 

自分と他者を
大切にできる 



コミュニティの 
手による活動を 

• 利用したいサービスや支
援がない場合 

  ＝社会資源のない地域 

 

・ 地域住民の手による自発
的な活動が生まれるよう
働きかける。 

 

・ 生まれた活動が維持でき
るように支えていく。 

 

 →コミュニティワーク 



あまり「いい子」でない若者たち 

 
• 常に気になっているのは、拡
大家族の中、コミュニティの
中にいる、ドロップアウトして
しまった １０代後半～20代
の「できの良くない」若者たち
です。 

 

• それがエイズ孤児本人で
あったり、他の家族であった
りします。 

 

→支援を継続するだけでなく、 

   活動に巻き込んでいく。 
 



・ 遺族ケアを何年もしていると、家
族そのものがもともと持つ「家族
機能」としての問題もやがて噴き
出してくる。 

 

• エイズ孤児を含む子どもたちが、
健やかに成長していくために、
かかわるべき主たる当事者が、
孤児よりもその家庭の「大人で
ある誰か」という場合がある。 

 

• エイズ孤児が「引き取られた家
庭から忌み嫌われたり、疎まれ
る」という差別の問題だけではな
い。 

遺族と向き合って気づくこと 



「関係性」は常に動いていく 

• 誰かとの関係が「支援す
る」「支援される」に固定し
てしまうことはない。 

 

• 自分が誰の力になれるの
か一緒に模索していく。 

 

• ピアサポート（自助活動）の
コミュニティで果たす役割は
大きい。 



いつも見ている 
世界の外に触れる 

モチベーションを高めるため
に、そのとき対象としている人
や地域の外から、誰かを連れ
て来たり、他の地域に連れて
言ったりして、交流の場をつく

る。 

さまざまな理由から、自分の
住むタウンシップ、ときには数
本の通りの中だけという狭い
世界で生きている人も多い。 

エンパワメントされたさまざま
な当事者との交流に刺激を受
ける人がたくさんいる。 



ニバルレキレの11年 

ホスピスの中でボラ
ンティア 

亡くなった患者や一
時退院した患者の家
庭訪問を継続 

タウンシップのＨＩＶ陽性
者宅で暮らしながら、タ
ウンシップとスクォッター
キャンプの理解を深める 

アドボカシー運動（ＴＡ
Ｃ）に参加。 

ＨＩＶアクティビストの友
人をつくる。 

それぞれのタウンシップ
のＨＩＶ陽性者の自助グ
ループへ参加。ときに立
ち上げや運営の支援 

周辺のタウンシップの公
立病院やクリニックの外
来でのボランティア。 

ホスピスのボランティア継続
→支援方法＝寄付金集め・
個別支援・情報収集 

家庭訪問の継続 

家庭訪問を重視するエリアを
つくる 

→訪問支援のできるアフ
リカ人の仲間をつくる 

社会資源の欠落している地
域でコミュニティへの働きか
けを行う→土地に住む医療
福祉関係者を巻き込む→住
民の手による活動の立ち上
げ（セチャバセンター） 

2011年から 

日本で震災支援 

2013年から 

自助グループ 

カニシーレの農業支援 

今後、アディクション施設の
支援の可能性？ 



ホスピスの中で 

ボランティア 亡くなった患者や 

一時退院した患者の 

家庭訪問を継続 

タウンシップの 

ＨＩＶ陽性者宅で 

暮らしながら、 

タウンシップと 

スクォッターキャンプの 

理解を深める アドボカシー運動 

（ＴＡＣ）に参加。 

ＨＩＶアクティビストの 

友人をつくる。 

それぞれのタウンシッ
プのＨＩＶ陽性者の自助
グループへ参加。 

ときに立ち上げや運営
の支援 

周辺のタウンシップの 

公立病院やクリニックの
外来でのボランティア。 



ホスピスのボランティア
継続→ 

支援方法＝寄付金集
め・個別支援・情報収集 

家庭訪問の継続 

家庭訪問を重視するエリアをつくる 

→訪問支援のできる 

アフリカ人の仲間を 

つくる 

社会資源の欠落している地域で 

コミュニティへの働きかけを行う 

→土地に住む医療福祉関係者を巻き込む→住
民の手による活動の立ち上げ 

（セチャバセンター） 

2011年から 

日本で震災支援 

2013年から 

自助グループ 

カニシーレの農業支援 

今後、アディクション施設
の支援の可能性？ 



エイズとともに →  
          「生きづらさ」とともに。 



カテェホン 

エマプペニ 

デヴィトン 

ボクスバーグ 

テンビサ 

エクルレニ市 

スプリングス 

ブラックパン・
カテマ 



セチャバセンターができるまで 



 

• 社会資源の情報にコミュニ
ティの人がアクセスしていな
い 
 

• 医療含めた行政の対応が
劣悪 
 

• 地元にあるＮＧＯが機能しき
れていない 
 

 
→エマプペニでの活動を深め
ることになった。 

2人のエイズ孤児との 
出会い 



• ンポもブリジットもお母さんたちが、シ
ングルマザーとして育ててきた。お父
さんも近くにいて、両方の祖母もいる
という環境だった。それが９年前に、
二人の両親ともエイズで亡くなり、同
居していたおばあさんも亡くなり、二
人は貧しい掘っ立て小屋に二人残さ
れることになった。 

• 彼らに出会ったのは、ブリジットの母
親を看取ったことから。当時は2004年
に始まろうとしているARV治療が受け

られるかどうか、治療の待機リストの
前方に押し込めるかどうか、という治
療の保障のない時期。 

• ンポの母親のCD４カウントは１８だっ

たので（２００がエイズ発症の目安）、
公立病院や民間で無料治療を行なう
クリニックと交渉しつつ、健康管理の
ケアを手伝った。 

• とてつもなく貧困家庭だったので、そ
れをなんとかしようということで、いろ
いろな働きかけを行った。 

 







遺族をまきこんだ草の根活動に 



セチャバセンターの歴史 

• 2005年にスタート 
 

• 住民が話し合いを重ねて、
決めた活動がエイズ孤児
への給食プログラムとアク
ティビティの提供だった。 
 

• ニバルレキレは常に後方
からのサポート。主体はあ
くまで住民。 
 

• リーダーはソーシャルワー
カー 



小学校と連携して信頼を得ていった。 
事務所やキッチンより、まず活動。 









セチャバセンターがセンターに 

• 2012年になり、これまでの

活動がエマプペニの行政
から評価され、土地を提供
してもらうことに。 

 

• お金がないので、古い資材
を集めてシャック（掘っ立て
小屋）を建設。 



センターの場所 

・これまで活動していたテンベ
リシェ小学校から子どもの
足で10～15分の距離。３つ
の小学校から通ってこれる。 

 

・エマプペニのセクション１６と
１８に挟まれている。低所
得者の多い地域で、18以
降はスラムになる。 

 
 



最初にしたこと 

• 貧困地区、特にスクウォッ
ターキャンプの住民を対象
とした活動。 

 

• センター建設にあたって、ス
ラムで戸別訪問を行い、理
解を求めるとともに、なんら
かの支援の必要な家庭や
エイズ孤児のいる家庭を確
認。 

 



コミュニティを巻き込む 
 

• スラムの人たちにあえて
様々な協力を求めていく。 

 

• ボランティアとして多くの若
者を参加させていく 

 

• 資材の提供 

 

• 少額でも寄付を募っていく 

 

• アフリカンママたちの力をも
らう 

 

 

 

 

 

 





週5日の活動へ 

 

• もともと活動していたテンベ
リシェ小学校の子供達より
も対象が増えると予想 
 

• 週3日の活動→週5日の活
動へ 
 

• 毎日約100人の小学生をみ
られるようにする。 
 

  
 



失業中の若者も多い。各々の特技をいかして活動参加。住
民だからこそできることがある。 

 



自分にできることを。 



物理的な環境には多くの問題もあり、2012年は整備していく
ことがたくさんあった。 

 





センターに相談に訪れはじめた地域住民 
 

例えば・・・ 

 

• 子育ての問題 

• HIV感染による健康
の不安や生活の不安 

• 困窮状態の相談 

• 行政サービスとのトラ
ブル  

 

 

 



訪問活動 



センターの課題克服の例 

 
• 学校へ行こうとしないスラムの子
どもたち 
 

• バリケードをつくり大人をシャット
アウト 
 

• 放火その他の問題行動やツォ
ツィとの関係 
 

• 家庭には虐待の問題 
 

• 現場のスタッフをリーダーのＳＷ
がスーパーバイズしながらかか
わっている。 
 

• 男性スタッフが通い、女性スタッ
フがセチャバで洗濯や食事のケ
ア 

→半分の子が登校するようになった。 



コミュニティにロールモデルを作りたい 

エイズ死を経験した子どもはドロップアウトしやすいと言われている。 

放課後のフォローアップは民間のNGOに一任されている。 

アフターケアもキックアウトされてしまうような、ちょっと社会には  不適応な子ど
もを、本当はしっかりとケアしないと、あっという間にツォツィ（不良）になってしまう。 

そういう子どもたちに引きずられやすいのが、頼る親のいない、エイズ孤児。 

→セチャバでは引き続き小学校と連携。活動に若者に参加してもらい、子供達の
ロールモデルとなって欲しい。 



2012．保育園をスタート 

• これまでの小学生を対象とし
た活動に加えて、保育園も
オープン。 

 

• 月額７５R。スラムの低所得
者が利用しやすいようにした。 

 

• 家庭の事情に応じた配慮を
している。 

 

• HIV感染孤児のフォローアッ
プ。 

 

• 2012年約30人の幼児が利用。 



2013年の物理的環境の変化 

事務所なし 

キッチンなし 

活動場所＝小学校
の敷地 

スラムの広場を使わ
せてもらう 

掘立小屋 

★キッチンとアフター
ケアの部屋 

★保育園 

 

トイレその他は周囲
の環境を借りる 

掘立小屋 

★キッチン 

★アフターケアのス
ペースを倍に 

★保育園 

★事務所兼相談室 

★警備員 

 

看板 

遊具少し 



キッチンの増設 



トイレの設置 

 断水のため 

   大人による    

 処理が必要な状況 



水道設備 

• 作ったものの、
断水が8か月継
続 

 

• 給水車に必ず立
ち寄ってもらう 

 







畑づくり 



夜間の警備・看板・遊具など 





2013年の活動内容の変化 

小学生への給食 

放課後活動 

家庭訪問 

学校との連携 

 

 

給食 

放課後活動 

補習 

家庭訪問 

学校・行政との連携 

保育園（デイケア） 

給食 

放課後活動 

宿題と補習 

学校・行政との連携 

家庭訪問 

スラムの相談窓口 

保育園（デイケア） 

大人の識字教育 

病児保育 

畑づくり 

 



ケアされるエイズ孤児・スラム住民 

年間のべ約1万700人 

スタッフ28名 

ケアワーカーが16名 

小学生1日 

約120名 

乳幼児1日 

51名 

1日200食 

識字や相談の
来訪1日5名 



病児保育 



識字教育 





就職・就学したボランティアも 



長く継続できるスタッフが増えた 



スタッフの組織力の向上 



訪問活動の記録の習慣化 



担当制にして責任を。 



研修資料の共有 



ランチミーティング 



相談来訪者 



食材の確保 



食糧の調達に「フードバンク」が支援してくれるように。 







セチャバを終えたエイズ孤児達と作成 





将来の夢を語り合いながら。 









セチャバについて 

現地で
の資金
調達など 

近隣での
募金活動 

フードバン
ク等の支援 

企業への
働きかけ 

リーダーの
自営ビジ
ネス 

NPO 

法人登録 



その他の工夫 

エイズ孤児を無償で支援 

孤児を養育する家庭の里親
を積極的にボランティアへ 

スラムのよろず相
談＝治安を守る 

行政との 

関係構築 

ボランティアは
食事つき 

エイズ孤児以外の
子の保育は所得
に応じた利用料 



2013年からのセチャバ 

人件費の 

支払い 

最低生活費はまだ
満たさないものの、
スタッフのモチベー
ションの維持に。 

ボランティア 

スタッフの 

スキルアップ 

組織力の 

強化 

 



セチャバからお願いされていること 

もっと応援して 

• 資金作り 

• 伝える活動 

















ハウスオブメルシー 
アルコール・薬物のリハビリテーション施設 



日本だと、マックやダルク
に相当 

ダルク（DARC）とは、ドラッ
グ（DRUG=薬物）のD、ア
ディクション(ADDICTION＝
嗜癖、病的依存)のA、リハ

ビリテーション
（Rihabilitation=回復）のR、
センター（CENTER=施設、
建物）のCを組み合わせた

造語で、覚醒剤、有機溶
剤(シンナー等)、市販薬、

その他の薬物から開放さ
れるためのプログラムを持
つ民間の薬物依存症リハ
ビリ施設。 

MACは設立者はジャ ン・ミ

ニー神父。メリノール・アル
コール・センターという。 



世界共通の12ステップ 

ＡＡの１２のステップ 
 

私たちはアルコールに対し無力であり、思い
通りに生きていけなくなっていたことを認めた。 

自分を超えた大きな力が、私たちを健康な心
に戻してくれると信じるようになった。 

私たちの意志と生きかたを、自分なりに理解
した神の配慮にゆだねる決心をした。 

恐れずに、徹底して、自分自身の棚卸しを行
い、それを表に作った。 

神に対し、自分に対し、そしてもう１人の人に
対して、自分の過ちの本質をありのままに認
めた。 

こうした性格上の欠点全部を、神に取り除い
てもらう準備がすべて整った。 

私たちの短所を取り除いてくださいと、謙虚に
神に求めた。 

私たちが傷つけたすべての人の表を作り、そ
の人たち全員に進んで埋め合わせをしようと
する気持ちになった。 

その人たちやほかの人を傷つけない限り、機
会あるたびに、その人たちに直接埋め合わせ
をした。 

自分自身の棚卸しを続け、間違ったときは直
ちにそれを認めた。 

祈りと黙想を通して、自分なりに理解した神と
の意識的な触れ合いを深め、神の意志を知る
ことと、それを実践する力だけを求めた。 

これらのステップを経た結果、私たちは霊的
に目覚め、このメッセージをアルコホーリクに
伝え、そして私たちのすべてのことにこの原
理を実行しようと努力した。 
 



今日1日 



4か月以上スタッフは無給。 
受け入れ可能人数も半減。 



次会うときは、タウンシップで！ 



HIVエイズでの自助グループは？ 

いわゆるリハビリ
テーション（回復）プ
ログラムではない 

トリートメントリテラ
シー（治療教育）と

も違う 

これまで貧しい人に
は死の宣告だった 

わかちあい 

エンパワメント 



自助グループは乱立→淘汰 

•医療機関との関係が良好 

•突出したリーダーとは違ったサポー
ターがいる 

•治療により健康を回復した人もいる 

継続する 

• リーダーの個性の突出 

• ミーティング以外の活動の運営の仕方 

継続 

しにくい 



カニシーレ（光）サポートグループ 



ミーティング後のメンバー 



SNSユーザーは多い 



野菜作り→販売しながらの自活へ 



近くにあるエイズ孤児センターの農園づくりを 
している男性が畑づくりの助言者 



カニシーレの特徴～クリニックが支援しているが、 
クリニックの患者のみの自助グループではない 



判断＝経験値で。 



セントフランシスケアセンター 



セントフランシス 
ケアセンター 

2004年時点 

• 小児病棟 

• 院内学級（コンテナ） 

• エイズホスピス 

• ARVクリニック 

• 教会 

 

2013年時点 

• 小児病棟 

• 院内学級（専用の建物） 

• エイズホスピス 

• 休息入院 

• 治療目的の入院 

• 教会 

 

財政難からの工夫 

• 有料でのがん患者のショート
ステイ 



小児病棟 





院内学級 





大人の病棟 





結核との合併症の患者が多い 



スタッフ 





ケアセンターと
のかかわり 

院内のソーシャ
ルワーカー 

末期患者の心
理ケアと介護 

院内学級支援・
保育 

遺族訪問 

作品展 

HIV陽性者支援 

遺族支援の 

継続 

エイズ孤児 

支援 

募金活動 



エイズ遺族であり、HIV陽性者 



結核の薬 



通院はいまだに不便 



ARV治療薬 



薬手帳と受診票 



タウンシップの人にとっての民間の保険 
→葬式保険（生活費・葬式の全額は補わない） 



HIV感染孤児の成長を見守る 



就業支援したエイズ孤児 



高校卒業検定が間近。 



孤児も含めて、皆が兄弟姉妹。 



ネグレクト（遺棄の問題） 



給水車が通るという噂を信じるしかない。 



待ち続ける。 



高校の敷地でのランチ商売 



１０Rが買えない子どもは多い。 



でも、なによりも必要なのは家族。 



本気で一緒に生きていくことの意味を、ずっと探し続けていきます。 

 

私たちは、南アフリカでエイズや貧困とともに生きる人たちや、震災の広域避難の人たち、震
災弱者の人たちと一緒に生きていきます。 

 

私たちにとってそれは「活動」ではなく「生きる」という行為そのものです。  

 

本気で一緒に生きるってどういうことだろう？ 

本当にわかちあうって、どういうことだろう？ 

  

私たちの活動のきっかけを与えてくださった方がいました。 

「私は、この方たちと一緒に死んでしまっても構わないのですから」と常に話されていました。 

  

何か成果を出すことよりも、本気で向き合い、一緒に泣き、痛みをともにし、ときには怒り、
そして笑い、一緒に月日を重ねる日々が、いつしか年月も重ねるようになりました。 

  

大切な顔のわかる誰かだからこそ、本気でわかちあえる。 

  

膨大なHIV陽性者の一人でなく、死者の一人でなく、孤児の一人でなく、大切な家族のような誰
かだから。南アにいても。日本にいても。ひと時も皆のことを忘れられない。家族のように想
い、一緒に悩んでいく。 

  

それがニバルレキレの活動です。 
 



 

 



DO YOU CARE?  
 
I CARE! 


