
２０１６年１１月１４～１７日 フィリピンボランティア 

 

前回ブライダルボランティアで教えたアエタ族の 4 名はメイクの練習もしていて機能して

いる。 

 

彼女らが技術を覚えたら、セット面、椅子、シャンプー台を 1台ずつ贈呈し自宅で美容室を

開業し生活ができるようにしたい。 

 

アエタ族からミスユニバースを出したい。 

ティナは宮前さんに言われて髪を伸ばしている。 

親も学校を卒業してもどうせ工場の期間工だろう。ここで美容室を持てるならやって欲し

い。まだ本人は美容師で人生をかけるまではいっていない。 

 

ストレートパーマは町で 1500ペソ(約４０００円)かかる。アエタ族の美容室で 500~600ペ

ソで出来ないだろうか？ 

国家試験がない分プロ意識を植え付けると良くなる 

毎日メイクの練習をしている。メイクをすると態度が変わる。女らしくなる。 

 
アエタ族のティナ、ストレートパーマをかけてみる。火山灰質の土から汲み上げられた鉄分



を含んだ井戸水で髪を洗い井戸水を飲んでいるので、薬剤の危機が悪く、くせ毛がうまく伸

びきらない次回来るときは、前処理用のパーマ剤とクリームタイプのストレート薬剤を持

参することにする 

 

アエタ族の歓迎、次はコウモリと犬もつぶしていいから、と言ってきた。 

カブトムシの幼虫は栗のような味がする。それを村全員で森中を探してきて皿いっぱい集

めて用意してくれる。 

一切食べ物は用意するな、果物、イモ、野菜、それがいいから 

 

アエタ族のブライダルサロンに命名「フィリピン絆サロン」 

 意味＝ウッディチキンで支援をしていた東北の絆サロンの流れで、日本の美容師とフィ

リピンの美容師の永き友情と交流を続ける拠点サロン 

 

7月の募金 50万円で出来た工事 

室内の壁のぶち抜き工事 

壁面の窓取り付け 

クーラー２台 

セット面１０面 

簡単な椅子１０席 

シャンプー設備２台(工事まだ) 



 

これからの募金で整えたい事 

ブライダル撮影用の部屋工事 

トイレ工事 

薬品棚 

ホワイトボード 

変圧器 

シャンプー台をあと２台 

ワゴン４台 

セット椅子２台 

ミュージック 

ドライヤーなどを収納する設備 

小物入れ 

 

フィリピン人受講生のチェイセルは大学を卒業して学校の先生になるかどうかを悩んでい

る。 

 

フィリピンではタトゥーも美容師の仕事。本来は国家資格がいる業種 



 

お金の支援も必要だが寄付は必要な分だけにする。それよりはフィリピンの人達が尊敬し

ている日本の美容師の技術やノウハウを伝授して欲しい。できれば３か月に一度の割合で

来れないでしょうか。 

もしボランティアをしている時にフィリピン人からお金の無心をされたら断ってほしい。 

今やっている事業は、未来に向けて種を植えている作業だから 

大学に行けない若い子が、ここ絆サロンを目指す。 

アエタ族は移住民族だから絆サロンを卒業したアエタ族の美容師が各地に移住し 

絆サロンスービック、絆サロンオロンガポ、絆サロンカステリアホース、絆サロンサンマル

セリーノと広がっていくのがビジョン 

 

貧しい村の産院の富田江里子さんにタオルや容器などを渡しました。 

 

 

 

 

フィリピン社会の現状 

 

フィリピン人の日給は約８００円 

今のルテルテ大統領は日給制を止めようと呼びかけている 

 

政治家は信用されない 

アキノ大統領の実家は財閥農園で広大な土地を所有している 

荘園制のような感じで農民を雇う。農業は季節労働だから仕事がない期間がある。その時に

は農民はお金が無くなるから貸す。それを働いて返すの繰り返し、農民は一生それが続く、

その仕組みに気づいた農民が一揆を起こすと銃で撃たれる 

フィリピンは植民地時代からリセットしていない。 

この辺りでも麻薬が多い。刑務所の中でもマフィアに殺される。銃を持ち込むことを見逃す



看守もいるから 

フィリピンでは１日１００円で生活している人を貧困世帯と呼んでいる。１億人の人口の

内２５００万人が貧困世帯。そこまでいかないが生活が苦しいい人が７割 

 

４００万世帯の平均家族は６名、小学校しか出ていない人が７割。その時点で生活が決まっ

てしまう。ちゃんと学校に行かせるのが貧しい家庭での夢。私立の大学で ITを学ぶ、大学

を出るのにかかる費用が年間２０万円～４０万円。そういう所を出ると仕事がある。 

月収１万円の家庭では大学は出せない。小卒では企業は雇ってくれない。そういう社会の仕

組みから取り残された人たちが２５００万人いる。取り残された人達は今よりも生活が良

くなることはない。 

 

世界銀行からお金を借りてインフラ整備をする場合でも、例えば１５００億円の道路工事

をすれば、立ち退き料や仕事の保証などで２倍の３０００億円かかる 

 

日本人は尊敬されている唯一有色人種で白人に勝った民族 

 

従軍慰安婦の問題のように、フィリピンでも売春業者に騙されて地方から連れて来られ売

春をさせられている娘がいる。軍関係の仕事とか、ウエイトレスとか言われて来てみたら売

春お仕事だった。でも親がお金を受け取っているし国に帰るお金もないから泣く泣く売春

をする１週間したら慣れてきて一晩で４０００円になるから２週間働かなくていい。そう

なると辞めれなくなっていく。 

 

 

スモーキーマウンテン(ゴミ山)のボランティア 

１９名の美容師で約１３０名 CUT 

昨年と同じ場所(ゴミ山)に来た。この地域に車を乗り入れた瞬間に昨年に比べて雰囲気が

変わっていることに気づく。ルテルテ大統領の麻薬撲滅政策で「危ない人達」がいなくなっ

ていた。昨年は警察のガードを６人付けてもらったが今年は必要なくなっていた。１年でこ



んなにも雰囲気が変わるものかと驚く。 

来年は場所を変えてもう少し貧しい場所でボランティアをしようと思う。 

 

 

２０１７年の 4月か 5月に日本でハサミのチカラ第一期生の卒業式を行いたい。 

 

 

 

全国の美容室で集めた募金を渡しました。 

 

 



フィリピンボランティア募金名簿 

2015/7 月 美容室ショパンクリア  大下 志保 

5015/7 月 ミスエッセンス  山本 真由美 

2015/7 月 ペーニュ   

2015/8 月 原田清実   

2015/8 月 シンク 上西健太 

2015/9 月 サマカレ募金箱   

2015/9 月 ブリング 大野 勝次 

2015/11 月 ニジチャウ 向井 健介 

2015/11 月 (有)アパカバール  中野 訓延 

2015/12 月 アンドエー 山内 淳 

2016/1 月 ブリング 大野 勝次 

2016/3 月 ラポットセミナー参加者募金   

2016/3 月 RT  山本 晋爾 

2016/4 月 COLZA 上田 眞弓 

2016/4 月 ボーイプランニング   

2016/4 月 ズール 宇佐美 達也 

2016/5 月 ニジチャウ 向井 健介 

2016/6 月 ㈱テルミーソリューションズ 山本 千佳 

2016/6 月 パパス 佐藤 千景 

2016/6 月 ミューアンドキュービック 板橋 和郎 

2016/6 月 アカンサス 岡本 祐希枝 

2016/6 月 ラポットセミナー参加者募金（6/6,7)   

2016/7 月 株式会社ビーズキャップ 山口 恵美代 

2016/7 月 おり紙 山田 友則 

2016/8 月 COLZA 上田眞弓 

2016/9 月 心の経営セミナー寄付   

2016/10 月 サルー   

2016/10 月 ＭＡＰｈａｉｒ 安井 重満 

2016/10 月 １０/18 心に経営セミナー   

2016/10 月 株式会Ｖｅｌｖｅｔ 吉武 慶次郎 

2016/10 月 ヘアメイクヨーク 横関 文彦 

2016/11 月 有限会社ショパン  大下 志保 

2016/11 月 株式会社ヒュッゲ 浜ｆ子 武史 



2016/11 月 ニジチャウ 向井 健介 

2016/11 月 株式会社イズム 大勝 正樹 

2016/11 月 ミューアンドキュービック株式会社 板橋 和郎 

2016/11 月 ミツイコーポレーション 篠原 久雄 

2016/11 月 ㈱テルミーソリューションズ 山本 千佳 

2016/11 月 株式会社ビューティサロンモリワキ 森脇 嘉三 

2016/11 月 有限会社アンドエー 山内 淳 

2016/11 月 有限会社水織音 多田ひとみ 

2016/11 月 有限会社パパス 佐藤 千景 

2016/11 月 クンクンルーホー 武村 章夫 

2016/11月 サムソン＆デリラ北陸 松村 謙助 

206/11月 ラポットカンパニー 伊藤 豊 

 

 

NPO法人アクション（ハサミのチカラ）  寄付 ５０万円 

NPO法人 NEKKO（フィリピン産院・ブライダル）  寄付 ８０万円 

 


