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[表紙写真] 

27年間中国当局に投獄されたチベット人女性アマ・アデ。2020年、亡命先の

インドで息を引き取りました。 
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ご挨拶 

 

 2020 年度、難民支援 NGO “Dream for Children” は設立 10 周年を迎え

ました。皆様からのご支援により、二千人を超える難民の人達に、物資・

教育支援を行うことができました。また、チベットに関する書籍を 6 冊出

版することができました。ありがとうございます。 

 

 

 この 10年の間に、別れもありました。2020年、インドに亡命していた

チベット人アマ・アデがこの世を去りました。アマ・アデは、27 年間、

中国当局から不当投獄されました。生前、最後に話をした際、アマ・アデ

は次ように話していました。 

「私が投獄された刑務所では、十分に食糧が与えられませんでした。その

結果、9割以上の人々が餓死しました。それでも、みな生きようとしてい

ました。」 

「最近、チベットでは、焼身自殺、特に、若い人の焼身自殺が相次いでい

ます。若い人たちが、夢も希望も絶たれ、自ら死を選んでいるのです。チ

ベットにとって、今が一番大変なときであり、世界からの支援が必要な時

期なのです。」 

 

 

 2020 年度は、インドでも新型コロナウィルスが猛威を振るいました。

現地の学校は、インド政府の指示により、対面での教育活動を禁じられる

異例の年となりました。 

 

 

 2021 年度に入ってからも、新型コロナウィルス感染拡大は続いていま

す。インド株が猛威を振るい、解雇や倒産も増え、現地はさらに厳しい状

況になっています。皆様におかれましては、なお一層のご支援をいただけ

ますと幸いです。 

 

代表 亀田浩史 
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2020年度のチベットの状況 

 チベット本土は、依然として、中国政府によるチベット人への激しい民族弾

圧・宗教弾圧が続いています。 

 

[チベット本土の出来事] 

【6年後に海外に伝わった焼身自殺のニュース】 

2015年にチベット人男性が中国政府の弾圧政策に抗議して焼身自殺を遂げて

いたことが、2021年 1月に明らかになりました。情報が海外に出るのに 6年か

かったことになります。中国政府の情報統制の厳しさがうかがえます。この焼

身自殺により、2009年以降のチベット本土での焼身自殺者は 157人となりまし

た。 

なお、2020年度に起きた焼身自殺は確認されていませんが、海外に情報が伝

わっていないだけの可能性もあります。 

 

 

【タシ・ワンチュク釈放される】 

 チベット語を啓蒙したことにより中国当局に 5年間投獄されたタシ・ワンチ

ュクが釈放されました。しかし、タシ・ワンチュクの弁護士はタシ・ワンチュ

ク本人と連絡が取れておらず、釈放後のタシ・ワンチュクの状況は不明です。

少なくとも 5年間は、表現、集会、出版、投票の権利をはく奪されることが決

定しています。 

 

 

【相次ぐ不当逮捕・投獄・殺害】 

● 2020年 6月、インドへ仏教の経典を送ったテンジン・タルパが逮捕されまし

た。 

● 2020年 6月、中国政府のチベット弾圧政策を批判する歌を歌ったルンドゥブ・

ダクパが懲役 6年の判決を受けました。 

● 2020年 7月、ダライ・ラマを讃える歌をつくった作曲家カドに懲役 7年、歌

手ツェガオに懲役 3年の判決が下されました。 
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● 2020年 6月～8月にかけて、東チベットのカルゼで 9人が懲役刑を受けまし

た。 

● 2020年 10月に詩集を発表したゲンドゥン・ルンドゥプが逮捕されました。 

● 2020年 10月、ラモが中国当局から拷問を受け死亡しました。 

● 2020年 12月 14日、ルンドゥプ・ドルジェが、ダライ・ラマの写真をインタ

ーネットに投稿したとして懲役 1年の判決を受けました。 

● 2021年 1月、テンジン・ニマが中国当局から拷問を受け、死亡しました。 

● 2021年 2月、クンチョク・ジンパが中国当局から拷問を受け、死亡しました。 

● 2021年 3月、SNS に違法なグループをつくったとして、3人が逮捕されまし

た。 

 

 

 

[亡命先のインドの難民街の出来事] 

【アマ・アデ逝く】 

 27年間中国政府から投獄されたチベット人女性アマ・アデが、2020年 8月 3

日、亡命先のインドで息を引き取りました。88歳でした。 

 

生前のアマ・アデと代表亀田浩史 
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[生前のアマ・アデへの独占インタビュー] 

これから私の経験についてお話ししたいと思います。現在、私は 87歳で、も

うすぐ 88歳になります。私は人生のうち 27年を獄中で過ごしました。話すこ

とはたくさんあり、とてもすべてを網羅することはできませんので、要点をお

話ししたいと思います。私は特に教育を受けていません。しかし、ダライ・ラ

マ法王のアドバイスに従って、私の身に起きたことを正直にお話ししたいと思

います。 

 

中国人がやってくる前は、チベットは平和で、すべての人が仏教を信仰し、

幸せな生活を送っていました。特に、ダライ・ラマ法王は特別な存在でした。 

 

しかし、突然、中国人がチベットにやって来ました。当初彼らは、「チベット

を助けるため、我々は毛沢東主席から遣わされました。」と言っていました。中

国人はチベット人にお金を配りました。中国人は、「仏教は素晴らしい。ダライ・

ラマは最高の人物だ。」と言いました。中国人は、仏教僧院に行き、祈りを捧げ

ていました。中国人はとてもいい人のように見えました。しかし、チベット人

思想家の中には、あまりにも親切すぎる中国人の行動に疑念を抱く人もいまし

た。 

 

しかし、ある日、中国人の態度は急変しました。中国人は、「ダライ・ラマは

悪人だ。仏教はよくない。無宗教がいい。」と言いました。これを聞いたチベッ

ト人は、中国人に怒りを覚えました。 

 

その後、東チベットのアムドとカムのチベット人は、会合を開き、中国人が

ラサに入るのを防ごうと決めました。ダライ・ラマ法王の命が危ないと考えた

からです。 

 

3年後、中国軍はチベットへの攻撃を開始しました。チベット人の武器は原始

的で、兵士の数も十分でなく、近代兵器を持つ中国軍にやられていきました。

男の兵士は殺され、私を含む村の女性 300人は拘束されました。 

 

拘束された女性は、ある建物へ連れて行かれました。最初のうちは、食べ物

も与えられませんでした。与えられたのはスープだけでした。徐々に女性は餓

死し始めました。しかし、私は何とか餓死を免れました。食べものがなく、革

靴を食べました。生き残ったのは 4人だけでした。300 人近くが餓死しました。
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生き残ったのが 4人になった段階で、中国軍は私たちに食べ物を与え始めまし

た。 

 

その後、4人は外へ出ることを許されました。外にはたくさんの死体が転がっ

ていました。中国兵は、「チベット人 12,000人を殺した。」と言いました。多く

のチベット人が涙を流していました。私は、この状況をダライ・ラマ法王に伝

えると胸に誓いました。 

 

当時、ニュースレポーターはいませんでした。情報は閉ざされていました。

世界中の誰もが知らない中で、殺戮が行われていました。 

 

その後、中国軍は生き残ったチベット人を投獄し始めました。投獄された刑

務所では、パンと野菜が出されたため、餓死者は出ませんでした。 

 

中国軍は当時、仏教僧院を破壊していました。中国軍は経典をチベット僧の

前に持ってきて、破って踏みつけるよう命じました。 

 

毛沢東の死後、私は釈放されました。獄中生活は 27年間になりました。刑務

所では拷問もあり、多くの人が獄中死しました。私が生き延びたのはダライ・

ラマ法王のご加護のおかげだと思います。私は右耳を蹴られて右耳が聞こえな

くなりましたが、命は落とさずにすみました。 

 

釈放後、子供と会いましたが、27年の年月は長く、お互いが誰かわからない

ほどでした。娘は今チベット本土にいますが、連絡を取ることはできません。

中国当局が私を敵視しており、娘とコンタクトを取れば娘の身に危険が及ぶか

らです。もう娘とは会えないかもしれません。しかし、家族と会うこと以上に、

外国人に私の話を聞いてもらうことが大事なのです。チベットの問題に比べれ

ば、家族の問題など小さなことです。 

 

亡命成功後、多くの人に会うことができました。ダライ・ラマ法王と会った

とき、私の目に涙があふれ、ダライ・ラマ法王の顔を見ることができませんで

した。 

 

30か国の代表が集まる国際会議で話をする機会もありました。話をするとき、

私の頬を涙が伝いました。その会議には中国の代表者も出席していました。私
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の話を聞いた人たちが中国の代表者に、「彼女の話は真実か？」と聞きましたが、

中国の代表者は「知らない。」とだけ答えました。 

 

チベットの状況は悪化しています。今、中国当局はチベット仏教施設ラルン・

ガルを破壊しています。多くの僧侶や尼僧を追放しています。さらに、140人以

上のチベット人が焼身自殺をしています。彼らは、ダライ・ラマ法王の帰還、

チベットの自由を求めていました。もし彼らが幸せなら、どうして焼身自殺す

る必要があるのでしょう？ 

 

国連も中国の圧力を受け、何もしてくれません。それでも、私は、世界中の

人たちが、真実と幸福を愛していると信じています。チベット人は真実を語り、

中国政府は噓をついています。中国政府は金の話をします。チベット人は平和

の話をします。一般の中国人にも幸せになってほしいと願っています。 

 

私は教育を受けていません。高等教育を受けた海外のみなさんがチベットの

ことをサポートしてくれることを願っています。私の話を多くの人に伝えてく

ださい。 

 

 

【新型コロナウィルス感染拡大】 

 新型コロナウィルス感染拡大により、インド政府は 2020年 3月から全土ロッ

クダウンを行いました。全土ロックダウンは 5月に解除されましたが、その後

も、地域を絞って頻繁にロックダウンが行われています。 

2021年 4月 16日時点でのインド在住のチベット難民の新型コロナウィルス感

染者の累計は 1,837人、死者は 48人となっています。 

 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、チベット亡命政権ロブサン・センゲ首

相の来日も中止になりました。 
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2020年度のビルマの状況 

 

 2021年 2月 1日、国軍がクーデターを起こし、アウンンサンスーチー国家顧

問らを拘束し、全権を掌握しました。 

 

 軍は、メディアを襲撃し、SNS インターネットを遮断するなどし、情報が海

外に出ないようにしています。 

 

 軍は、抗議活動を行う市民への攻撃も行い、3月 31日時点での市民の死者は

450人超となっています。 
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2020年度の活動 

 国内の活動 現地の活動 

4月 

ロビー活動 

国際人養成事業 

・英語教育（オンライン） 

・コンピュータ教育（オンライン） 

・新型コロナウィルス感染拡大で食糧

にありつけない人への食糧配給 

・環境保護活動 

5月 

6月 

7月 新刊「チベットの主張」出版 

8月 

ロビー活動 

国際人養成事業 

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 

国際協力セミナー（大阪） 

『チベット難民の今 ～今同じ地球の上

で起きていること～』 

・英語教育（対面） 

・コンピュータ教育（対面） 
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国内の活動 

 国内では難民問題の啓発活動に重点を置いて活動を継続しています。 

 

【新刊『チベットの主張』出版】 

 チベット亡命政権編の「チベットの主張」を代表亀田浩史が翻訳し、出版し

ました。ロブサン・センゲ政権 2期 10年の集大成の出版物で、主に 21世紀の

チベットの問題をまとめており、複数か国語での翻訳がなされています。代表

亀田浩史は、日本語の訳者として、ロブサン・センゲ首相から直接指名されま

した。 
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【ロビー活動】 

 代表亀田浩史訳の「チベットの主張」が、教材として、超党派のチベット議

連の議員に配布されました。 

 

 

【講演会】 

 2020年度もチベット難民関連のセミナーを行いました。 

 

 

【ブログでの啓発活動】 

 現地で起きている出来事の中で、日本のメディアが中国政府に配慮して取り

上げない情報を中心に、ブログで情報拡散を続けています。中国当局によるチ

ベット本土の通信規制強まり現地の情報がとりにくい中、貴重な情報源になっ

ていると自負しております。 
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現地の活動 

 

 2020年度は、インドで新型コロナウィルスが蔓延し、例年とは異なる活動と

なりました。チベット難民の学校では、2020 年 3月から 2021年 3月まで、新型

コロナウィルス感染拡大防止のため、インド政府からの指示で、対面での教育

活動が禁じられました。対面での教育活動は、2021年 3月から再開されました

（なお、2021年 4月から、再びインド政府の指示により、禁止されています）。 

 

【チベット難民の学校での英語・コンピュータ教育】 

亡命直後で言葉が通じず困窮している難民向けの英語・コンピュータ教育を

継続しています。対面での教育活動がインド政府の指示で禁じられている間は、

スマートフォンを持っている生徒限定で、オンラインでの教育活動を行いまし

た。 
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【食糧にありつけない人への食糧配給】 

 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、チベット難民街でも倒産・解雇が増え

ています。金銭的に食糧を買うのが難しくなっている人も増えています。また、

持病があり、外出による感染を恐れている人も増えています。そのような人に

食糧を届ける活動を新たに開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食糧を受け取ったチベット難民の人々 
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【環境保護】 

 チベット難民街も、近年は、環境汚染が問題になっています。特に、プラス

チックゴミによる汚染が深刻です。 

伝統的に、チベット人もインド人もゴミをゴミ捨て場に捨てる習慣はあまり

ありません。以前は、ほとんどのゴミが生分解性であったため、問題はありま

せんでした。 

しかし、近年、プラスチックが大量に入ってくるようになって、状況が変わ

ってきました。プラスチックゴミが街の至るところに溢れています。排水溝な

どもプラスチックゴミが原因で、頻繁に詰まっています。このような状況を鑑

み、街の環境を保護するための活動を始めました。 

 
排水溝の清掃中 

 

【高等教育を志向する難民への返済不要給付型の奨学金支給】 

 高等教育を志向する難民への返済不要の給付型奨学金支給を継続しています。

2020年度の受賞者は、医学を学んでいる学生です。 
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2020年度会計 

  単位 [円] 

前年度繰越 ▲ 393,532 

    

収入   

事業収入 251,728 

会費収入 75,000 

助成金 0 

寄付（一般寄付） 7,500 

寄付（現地支援寄付） 8,350 

計 342,578 

    

支出   

啓発事業費 232,812 

海外事業費 120,049 

国際人養成事業費 13,057 

現地への寄付 233,332 

旅費・交通費 64,930 

管理費 544,474 

広告費 0 

印刷費 8,712 

送料 36,267 

計 1,253,633 

    

今年度収支 ▲ 911,055 

    

次年度繰越 ▲ 1,304,587 
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【付録：チベット難民の生徒たちは今】 

1. スモーク（仮名） 

 

子供の頃にチベットから 1人で亡命してきた彼。 

 

音楽に興味があり、チベットのすべての伝統楽器を演奏できます。彼の演

奏の腕前は誰もが認めるところで、イベントには引っ張りだこでした。最近

は、チベットの伝統音楽とヘビーメタルを融合した新たなジャンルを開拓し

ています。自身の音楽を海外に広めるべく、そして、英語で作詞をすべく、

英語を勉強していました。 

 

現在は、親族の暮らすカナダに亡命しています。 

 

 

2. テームズ（仮名） 

子供の頃に 1人でチベットから亡命してきた彼。若い頃に出家し、チベッ

ト仏教を学んでいました。その後、僧侶をやめてビジネスを始めるべく、英

語の勉強をしていました。 

 

現在は、外国人が多く訪れるカフェで働いています。 

 

※彼の親族はチベット本土にいます。彼が亡命していることが中国当局にば

れると、親族が中国当局から迫害を受ける可能性があるため、写真は掲載

できません。 


