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 特定非営利活動法人 バングラデシュと手をつなぐ会 

福岡市早良区西新５－４－２０ 

TEL＆FAX：０９２－８４４－１３６９ 

ホームページ：http://bangla.npgo.jp 

 

※「ミロン」は一つになる、手をつなぐという意味のベンガル語です。 
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８月の現地訪問は、日本人がカラムディ村を訪問します。今年は１０月に、現地か

ら２人のスタッフを日本へ招待しました。母子保健センターのエクラムルさん（ヘル

スコーディネータ）と、ションダニ学校の校長ハビブさんです。 

 

３日目に彼らは、私のクリニックにも来てくれました。昼食後、一緒に在宅患者の

訪問に回りました。時間の都合で１軒しか同行できませんでしたが、患者さん、ご家

族も快く引き受けてくれ、診察風景を見せてくれました。 

日本とバングラデシュでは、医療資源(病院、医師、看護師の数や配置)だけでなく、

保険などにも大きな違いがあります。しかし、健康を願い、いのちを大切にする思い

は、共通だと思います。私が、在宅で最期を過ごす患者と、共に生と死を見つめる家

族の方たち支えることを人生の事業と考えているように、彼らもいのちを大切に育ん

でいる村人たち、そして将来を背負う子どもたちの成長を懸命に支えていこうとして

います。トータルケア＝総合的なケア、全人的なケアは、医療だけでなく、ＮＧＯ活

動でも共通の理念です。 

 

２人の滞在が、会員や協力者の皆さんの心の中に、ともにいのちを見つめる思いの

芽を育んでくれたことを願っています。滞在中ご協力いただいた皆さんに、心から感

謝いたします。（各地での研修の様子は紙面をご参照ください。） 

 

（二ノ坂 保喜） 
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2009 年 9 月 28 日から 10 月 8 日までの 11 日間、ションダニスタッフ 2 名が来福。 

私たちが現地訪問やスタディツアーでバングラデシュのことを知るように、 

バングラデシュのスタッフに日本や手をつなぐ会のことを知ってもらえる機会となりました。 

2 名のスタッフも、手をつなぐ会のメンバーも、盛りだくさんの多忙な日々となりましたが 

たくさんのことを学ぶことができました。 

 

 

参 加 者 エクラムール ホク氏(母子保健センター ヘルスコーディネーター) 

ハビブ ラフマン氏（ションダニ・スクール 校長先生) 

 

目  的 １）現地ＮＧＯスタッフに日本の状況を知ってもらい、日本の文化に触れてもらう 

２）手をつなぐ会の活動状況を知り、それを現地の他のスタッフに伝達する 

３）直接会うことにより、ションダニと手をつなぐ会の会員達の友情や理解が深まる 

４）日本滞在中に様々な場所を訪問し、いろんな活動を見学し、帰国後それらの体験

に基づいて自分たちの活動について考え直す 

実施日程 

日付 午前 午後 

9/28（月） （8:45）福岡空港着  

9/29(火) 

福岡市内観光  

地下鉄で大濠公園、天神やキャナルシテ

ィ周辺、博多駅周辺散策 

（19：30～）手をつなぐ会の会員と 

初対面／西新事務所にて 

9/30(水) 阿蘇山へ（霧が深く、ガスが発生したため火口付近に近付けなかった） 

10/1（木） 福岡市立東箱崎小学校訪問 

（～16：00）二ノ坂医師と同行し患者さ

ん宅を訪問 

（19:00～）クラブＦＵＮＮへ参加 

10/2（金） （9:00～12:30）さるびあ会作業所訪問 
（14：30～）さわやかテラスを訪問 

（夜）宇治氏主催夕食 

10/3（土） 長崎訪問（報告会） 長崎泊 

10/4（日） 報告会（にのさかクリニック） 懇親会 

10/5（月） 
（8:00～11:00） 

福岡市立箱崎中学校訪問 

（11:30～） 

夢見る子ども基金事務所訪問 

（夜）さわやかテラスで夕食。宿泊 

10/6（火） 朝倉・秋月観光 （16:00）福岡経済大学へ 

10/7（水） 志賀島、福岡総合図書館、事務所  最後の反省会（ラフマン宅） 

10/8（木） （10:55）帰国   

 

皆さんのご協力により、充実した滞在となったのではないでしょうか？もちろん、課題もたくさ

んありますが、安全に実施されたこと・会員との触れあいができたことは間違いありません。 
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招聘事業 活動報告①            さるびあ会訪問                           

（社会福祉法人さるびあ会 常務理事 山城 重守） 

本会が担当した招聘事業は、日常業務の多忙さにかまけて、準備や進行、通訳についてはラフ

マンさんに一任しておりました。が･･･前日の午後「私は一緒にいれなくなりましたよ。体当たり

で頑張れば心は通じますよ。」とラフマンさん･･･ 

 

「体当たりって…」と一瞬めまいがしましたが、何の悪びれもないラフマンさんの陽気な話し

声に「まあしょうがないか」と半ば諦め、言葉が通じない中での修行のような３時間を覚悟した

のですが･････ 

お見えになったエクラムルさんとハビブさんは大変素晴しい方々でした。ハビブさんは私のつ

たない英語に合わせ、誠心誠意対応していただく姿勢に感銘を受けましたし、エクラムルさんは

財布をなくすアクシデントの中、言葉が通じない中にも友情が芽生えたような感がありました。 

本会の事業内容の説明については、時間と私の英語の力量により満足なものとはなりませんで

したが、さるびあ会の仲間とともに有意義な時間を過ごすことができました。エクラムルさん、

ハビブさん大変ありがとうございました。 

 

招聘事業 活動報告②            同行珍道中記                           

（杉園 ） 

１０月１日、バングラからの招聘事業のお客さま二人を東区箱崎より早良区野芥まで、バス・

地下鉄を乗り継いで、案内することになった。案内役は市田さんと私。東箱崎小学校では通訳の

方がついていたが、天神からは私たち二人だけ。はてさて どうなることやら・・・ 

 

 東箱崎小学校の見学が終わったエクラムルさんとハビブさん、先ずは西鉄バスで天神へ移動。

天神からは地下街を歩き、地下鉄七隈線を利用することにした。 

私たちにはあたりまえの風景も、お二人にはとても珍しく、不思議そうな様子。 

バスも地下鉄電車もワンマンで、運転

手が一人だけ。バングラでは、バスには

運転手と助手が二人も乗っているのだ

とのこと。 

キップ売り場では、何事も体験をと、

販売機でキップを買っていただいた。ジ

ェスチャーだらけの説明で･･･ 

改札口を出る時に、キップが回収され

てしまうのに驚いて“どうなるの？”と

不思議そうな顔。その説明がまた大変！

なにしろ私は、ベンガル語も英語も全然

駄目。しかし、何とかなるものである。  

 

市田さんが、はぐれた時のためにと用意したニノ坂クリニックの住所･電話番号を書いた“迷子

札”エクラムルさんに渡して説明した時には皆で大笑い。そんな“迷子札”の出番もなく、無事

に野芥に到着。 

その日の昼食を、ニノ坂クリニック近くのスーパーマーケットに買い物に行き、これがまた、

楽しいひとときとなり。このことについては又のお楽しみに･････ 
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招聘事業 活動報告③            エクラムル氏・ハビブ氏からの報告                       
■体験したこと・感じたこと 

（1） 手をつなぐ会の事務所やにのさかクリニックにはバングラデシュの写真や物がたくさん

あり、ションダニの事務所にいるように感じた。 

（2） 教育は子供だけのものではなく、地域のものだと感じた。地域住民や保護者が、警備員の

ように道路横に立って子供たちの安全を守っており、子供たちが一列になって登下校する

よう指導していることは勉強になった。先生が、子供たちが登校する前に登校し、正門で

挨拶を交わしたり道路沿いで指導したりすることは、教育への彼らの熱心さの表れである。 

（3） 子供たちのリーダーシップを形成するために生徒会の存在が大きいことが分かった。箱崎

中学校で生徒会へ立候補する生徒は正門でそれぞれの特徴をアピールしていた。 

（社会に出るときに政治家やリーダーになる可能性も多い。民主主義を教えるために生徒

会活動があると説明した。） 

（4） 清掃は生徒と教員、両方のものだと実感した。 

（5） 二ﾉ坂医師と同行し、薬だけで病気が治らないことが分かった。 

（6） 体の不自由な人へのケアや自立のための職業研修、老人へのケアなどは考えさせられるも

のだった。個人や家族だけではなく、みんなでケアするものだと実感した。 

※さるびあ会（障害者作業所）：障害者に『ケアを与える』のではなく、『いかにして社会

に送り出すか』を考えていた。 

※さわやかテラス（高齢者施設）：お金を得るためではなく、社会的責任として皆で高齢

者を支えていこうという理念が感じられた。 

（7） 手をつなぐ会の活動は多くの人に理解され、ネットワークも広がっていること（長崎の会

やＦＵＮＮ）、また福岡のＮＧＯ関係者の中にも手をつなぐ会が着実な地位を占めている

ことが実感された。 

（8） 広島や長崎への原爆投下について中学校の教科書で読んだことがある。今回の訪問中、記

念館で戦争の悲惨な状況をみて、また原爆投下場所に立って 1945 年のその日のことを想

像し、一瞬言葉がでなくなった。このようなことは人類に 2度と起こらないことを心から

願っている。 

 

■できなかったこと 

（1） 言葉の壁があり、考えたこと、やりたかったことは十分にできなかった。 

※言葉の壁は双方が感じていた。 

（2） 食文化の違いがあり、初めは困っていたが、少しずつ慣れてきた 

（3） 研修計画やカリキュラムがあったらよかった。表面的なものではなく、もっと具体的なも

のがあったらよかった。特に学校にもっと長い時間をかけて教員たちの活動や生徒の学校

生活、カリキュラムなどを見たかった。 

（4） 二ﾉ坂さんはとても忙しい方。その中でも私たちのために多くの時間をあけてくださった。

二ﾉ坂さんの診療活動や在宅訪問をもっと見れたらよかった。医療ネットワークの実態も

よくわからなかった。 

（5） 一日一日の活動・研修終了後、手をつなぐ会のメンバーと反省会や相談会の機会があった

ら私たちの研修はもっと効果的ではなかったかと思う 

 

■学んだこと・これから実現したいこと 

エクラムル氏『ションダニは自立の道を探らなければならない。限られた予算、人材をいかに効

果的に利用するかを考える必要がある。そのために、“誰かを変えるではなく、いかに自分自身を

変えるか”がカギである。これから自分との闘いが始まる。手をつなぐ会の会員みんなはボラン

ティア、ションダニのスタッフは有給職員。そのことを十分理解し、それぞれの出来ることをや

らなければならない。自分をだまさない。自分ができないことをほかの人に勧めない。』 

ハ ビ ブ 氏『教育は生徒本人にはもちろん、保護者や教員のものでもある。それゆえに、地域

のものである。このことをみんなに理解してもらうためにこれから頑張りたい。ションダニ・ス

クールを全国的にモデル校として確立させたい。国を指導できる人を育てたい。』 
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ラフマン・モクレスール 

ソーシャル・ワーカーのソーシャル・ワーカーのソーシャル・ワーカーのソーシャル・ワーカーの研修研修研修研修    

    

１９９５年に母子保健センターが建設されて以来、僻地のため長期にわたって勤務する正規の

医師や看護師がいないことに悩まされ続けている。スタッフ不足により診療活動が度々中断され

た。この問題を解決するために、２００２年に地元の高卒生をソーシャル・ワーカーとして採用

した。母子保健センターで看護師と一緒に様々なことを体験・学習し、現在は保健衛生指導に従

事しており、医療関係者や地域住民から高い評価を受けている。しかし正式な教育を受けたこと

がないため知識が浅く、技術も乏しい。 

 

毎年夏と冬の現地訪問では、これらのスタッフと

手をつなぐ会のメンバーが非公式の懇談を行ってい

るが、毎回彼女たちの生き生きとした話し方や高い

問題意識にとても感動する。彼女たちは今、巡回検

診やサテライト・クリニック、また保健センター内

の外来や分娩室で自発的に手伝いをし、地域ネット

ワークづくりに取り組んでいる。正規の看護師の出

入りは激しいが、ソーシャル・ワーカーたちは採用

されて以来ずっと働いている。故郷のためにもっと

貢献したいという意欲が十分に見られる。 

 

現地ＮＧＯのションダニ・ションスタは、これらの貴重な人材に専門的知識・技術を学ばせ、

地域の保健医療活動に体系的に従事してもらいたいと考えていた。 

地域の保健衛生はソーシャル・ワーカーの活動能力に大きく左右されることから、今年７月に

「世界の人々のためのＪＩＣＡ基金」へ資金協力を求め、９８９，０００円の支給が決定した。

その基金で、６人のソーシャル・ワーカーが研修を受けることとなった。研修内容は、社会の仕

組み、人々への接し方、世代ごとのニーズを把握し、それに対する的確な対応方法など、いわゆ

るソフト面での教育である。ヘルス・コーディネーターは４カ月コース、ソーシャル・ワーカー

は３カ月コース。２班に分かれ、第１班は１１

月半ばから２月半ばまで。また第２班は２月半

ばから５月半ばまでダッカ郊外にあるゴノシ

ャスト・ケンドロ（Gonoshastho Kendro）で受

講。すでに第１班の研修が開始されている。 

研修風景 研修会場 
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９月１５日から２５日まで、アクロス福岡開館１５周年記念特別企画「着て！見て！アジアの

布の＜今＞展」に、参加しました。 

 手をつなぐ会のブースでは、バングラデシュの伝

統的な刺繍である「ノクシカタ」を施したクッショ

ンカバーや、バッグ、ポーチなど色鮮やかな手工芸

品を展示しました。すると、会場に来られた方達か

ら「刺繍がすごく細かくて、綺麗ね」「バングラデシ

ュの人たちは器用やねー」「色彩感覚が違うねー」と、

しきりに感心する声が聞かれ、みなさん布を手に取

り、丁寧な手仕事をじっくり眺めていらっしゃいま

した。「布」を通じて、バングラデシュの文化をわずかながらも知っていただくことができたよう

に感じました。 

今回は長期間のイベントで、また会の他のイベントとも重なったこともあり、始めはどうなる

かと心配されましたが、幸いにもたくさんの方にボランティアとしてブースに出ていただき、お

かげさまで無事最終日までこぎ着けることができました。また、民芸品募金の方もたくさんご協

力いただきました。 

見に来てくださった皆さま、ご協力くださった皆さま、どうもありがとうございました。 

 

 

 

８月の現地訪問の報告会が１０月４日、にのさかクリニック２階ホールで開催されました。折

りから招聘事業（詳細別項）で訪日中の現地ＮＧＯ「ションダニ・ションスタ」のエクラムルさ

んとハビムさんの歓迎会を兼ね、会員約３０名が参加して楽しい午後を過ごしました。 

 

バングラでは携帯電話の普及が著しく、寒村といわれたカラムディ村からでも国際間のメール

やインターネットもつながること。首都ダッカも目を見張るほど高層ビルや商業施設が続出し、

中間層の増加がうかがわれ、その変貌ぶりにびっくりしたこと。バングラが貧しいと言われなが

らも村人や子供たちが明るく、中学生や高校生・大学生などが将来に大きな夢をもっており、日

本と比べて本当の豊かさとは何かを考えさせられたことなどが、口々に熱く語られました。母子

保健センターは医師２名など医療スタッフも定着し、近郊の「ションダニ・スクール」の生徒の

成績も県内トップで優秀な人材育成の場として注目されていることなども報告されました。 

それだけにあらたな格差が生じていることも想像されますが、手をつなぐ会とションダニ・シ

ョンスタが一層緊密なパートナーとして行動することが期待されています。 

 

「「「「着着着着てててて！！！！見見見見てててて！！！！アジアのアジアのアジアのアジアの布布布布のののの＜＜＜＜今今今今＞＞＞＞展展展展」」」」にににに出展出展出展出展                                                        小川小川小川小川    

「「「「現地訪問報告会現地訪問報告会現地訪問報告会現地訪問報告会」」」」開催開催開催開催！！！！                                                                                            松尾松尾松尾松尾    
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『地球市民どんたく２００９』が１０月１０日（土）、１１日（日）の２日間開催されました。 

“バングラデシュと手をつなぐ会”は１０月１１日（日）の１日だけ参加いたしました。 

今年は、アクロス福岡２階交流ギャラリーが会場となり、

１０日（土）は２３団体(２４ブース)、１１日（日）は

２６団体（２７ブース）の多くの団体が参加しました。 

来場者は約１,０００人、セミナーには７８名の参加が

あり、“市民の国際協力に対する意識の向上並びに国際

協力、交流を行う NGO等のネットワークの形成…”の

成果がありました。 

“バングラデシュと手をつなぐ会”は１２名のメンバーが、来場の方々と対応、手をつなぐ会

の活動の説明、他の団体との交流と忙しく活躍いたしました。各ブースを回りあい、各団体の活

動、活動状況をお互いに知ることが出来た有益な“どんたく”でした。 

またその合間の民芸品の販売は８，３６０円の売り上げでした。メンバーにとっても、楽しい

『地球市民どんたく２００９』となりました。 

来年も積極的に参加し、多くの市民の皆様に活動を理解してもらい、また各団体との交流をさら

に深めていきたいと思います。 

 

 

今年の夏の現地訪問に参加した船越・小林が壱岐中学校で講演会を行いました。講演など全く

未知の二人だったので、不安と緊張でいっぱいでした。 

短縮授業だったため、４５分間という短い時間で、バングラデシュの基本的な事、会の活動、

現地に行って感じた事など話しました。一番盛り上がったのは、サリーの着付けを男の子が体験

してくれたことです。話を聞くだけでは眠気を誘うので、このような体験型の参加もよかったの

かなと思います。そしてジュート製品・バングラデシュの硬貨や紙幣を生徒にまわしながら、徐々

に写真を見せたりし、 時々質問すると生徒が答えてくれたので、とても助かりました。最後の方

の時間が足りなかったことが反省すべきところですが、自分が思っていたよりも楽しくできまし

た。 

次の時間のワークショップは生徒も初めてのことらしく、バタバタしたところもあり、事前に

何度かやっておくとスムーズにできると思いました。 

振り返ってみると、やってよかったです。（もうこのような事は勘弁してほしいですが、、、）し

かし二人にとってすごく貴重な体験になりました。 

今回私達にご協力してくださったみなさま、この場をお借りしてお礼を申し上げます。 

 

 

 当会が会員団体となっている（特活）ＮＧＯ福岡ネットワーク（ＦＵＮＮ）主催のＮＧＯカレ

ッジは、１１月８日に第１回、２２日に第２回が開催されました。 

 第１回では、西日本新聞社編集委員の佐藤弘さんと福岡ＮＰＯ共同事務所「びおとーぷ」代表

の今村和彦さんのお二人を講師にお迎えし、「食」と「農」を通して、私たちの生活と世界の問題

との関わりについて学びました。今村さんからは、「農業を含む地場産業の衰退」がグローバリゼ

ーションの弊害の一つであること、佐藤さんからは、輸入港にて海外から輸入された食料の状況

を調査された体験談の中で、保存料に大量の食塩が使われていて、私たちの健康に大変良くない

というお話をお聞きしました。 

 第２回では、（特活）ＡＣＥ(Action against Child Exploitation)事務局長の白木朋子さんを講師 

『『『『地球市民地球市民地球市民地球市民どんたくどんたくどんたくどんたく    ２００９２００９２００９２００９』』』』にににに参加参加参加参加してしてしてして                                                            待鳥待鳥待鳥待鳥    

講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣「「「「壱岐中学校壱岐中学校壱岐中学校壱岐中学校」」」」                                                                                                        小林小林小林小林    

第第第第１１１１１１１１期期期期ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯカレッジカレッジカレッジカレッジ    なななな～～～～るほどるほどるほどるほど！！！！theNGOtheNGOtheNGOtheNGO「「「「気気気気づくづくづくづく」」」」ことからことからことからことから世界世界世界世界をををを変変変変えるえるえるえる～～～～        堀堀堀堀    
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にお迎えし、児童労働の撤廃・予防に取り組むＮＧＯの活動を、ワークショップと講話を通して

学びました。私たちが普段何気なく消費しているカカオやコットンを生産するガーナやインドで、

子どもたちが学校に行けず、農園で働かざるを得ない裏事情を知り、大変ショックでした。 

 「国際協力」といえば、途上国への支援がイメージされることでしょうが、それ以前に世界の

問題を私たちの生活の中に意識づけるなど、足元を見直すことも必要では？ということを考えさ

せられたカレッジでした。 

 

 

１０月２５日 朝１０時、チャリティバザーのスタッフが集合。もちろんボランティアスタ

ッフです。まずは会場設営、シートをひいて提供品を陳列し、直前の提供品に値札をつけ、

一方では、ステージづくり･･･花苗の提供や飲食関係のみなさんも用意に入り、オカリナ演奏

の準備などすべて同時進行で着々と準備がすすみました。 

そして１３時開会。オカリ

ナの音色を堪能。１３時１５

分、バザー開始。お客様は目

を輝かせて品々を選び、お買

い上げいただきました。近所

のみなさんやお子様連れ、年

配の方々ととてもにぎやかで

す。野菜や漬物、ぜんざい、

くだもの、お弁当、ケーキの

前は人だかりが絶えません。またたく間に１５時、バザー終了。 

参加者約１４０人超の大盛況！お買い上げ金額約１５万円！バザーを通じて「手をつなぐ

会」への支持や支援をいただく確かな手ごたえを感じました。成功の影には、３０人ほどの

当日スタッフのご苦労もありました。みんなで活動するのは楽しいものです。来年３月は「春」

のバザーです。ぜひスタッフでご参加いただけませんか。また、たくさんの方々から提供品

をいただき、心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

１１月１５日、交流会に参加させていただきました。私は宗像からの参加でしたが、カレー作

りの準備をしながら照葉地域のお母さんたちから子育てのお話をうかがいました。ラフマン夫人

がバングラカレーの作り方を説明してくださったので、手順とシナモン、クローブ、ターメリッ

クなどのスパイスの名前を忘れないよう一生懸命メモしました。食事の時は「いただきます」と

「ごちそうさま」の言い方をベンガル語で教わり、外国の方たちとおしゃべりしながら食べたの

で、とても刺激になりました。食べ物はどれもおいしかったですが、ラフマン夫人とみなさんが

作られたオレンジ色の豆の揚げ物はしっかり味がついていて特に美味でした。 

食後は会の活動の様子をスライドで見せていただきました。支援で建てられた学校の校庭で遊

ぶ子供達のいきいきとした姿が印象的でした。  

そのあとのオカリナコンサートも、民族衣装

をまとった奏者の方たちが「さとうきび畑」や

「ふるさと」などなじみの深い曲をいろいろ演

奏して下さり、和んだ雰囲気の中の閉会となり

ました。なかなかできない体験をさせていただ

いてどうもありがとうございました。 

 

「「「「秋秋秋秋のチャリティーバザーのチャリティーバザーのチャリティーバザーのチャリティーバザー」」」」    大盛況大盛況大盛況大盛況！！！！                                                                    市田市田市田市田    

照葉交流会照葉交流会照葉交流会照葉交流会                                                                                                                        中島中島中島中島    
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＜会計報告＞ 

＊新会員紹介＊（敬称略） 

 ・奥井敏雄・田辺郁夫・小林汐美・井本剛弘・平山信彦･ＳＵ（匿名希望） 

  

＊募金者＊（敬称略） 

・チャリテイコンサート･うつくみコンサート･友納達雄・金光英雄・山崎博敏・越智吉郎・ 

・北島弥太郎・奥井敏雄・小山田浩定・庄崎恵子・アブドウーラアル マヒン・平山正明・ 

・ニノ坂保善・国際ソロプチミスト福岡北・地球市民どんたく募金箱(10／11・11／19)・ 

・2009年夏現地訪問団一同・笠本武志・チャリテイコンサート募金箱・ 

ニノ坂クリニック募金箱(11／28） 

 

＊旅費のカンパ＊（敬称略） 

  ・西田和子 

 

＊未使用ハガキ＊(敬省略) 

・田中兆子 

(11月30日現在) 

 

 

いつも皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

尚、秋のチャリテイバザーの為に、多くの物品提供のご協力をいただきまして 

ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。 

お陰さまで大盛況のバザーとなりました。次回、春は3月末の開催予定です。 

何分にもよろしくお願いいたします。 

                              <会計:杉園> 

 

 

 

＜今後の活動予定＞ 

日にち 時間 内容 場所 

1／14（木） 19：00 理事会 西新事務所 

1／17（日） 10：00 料理教室 あいれふ婦人会館 

1／28（木） 19：00 理事会 西新事務所 

2／10（水） 19：00 理事会 西新事務所 

2／25（木） 19：00 理事会 西新事務所 

3／11（木） 19：00 理事会 西新事務所 

3／25（木） 19：00 理事会 西新事務所 

4／11（日） 午後 春のチャリティバザー にのさかクリニック 

 

☆２００９年もお世話になりました。２０１０年もどうぞよろしくお願いいたします☆ 
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冷冷冷冷たいたいたいたい風吹風吹風吹風吹くくくく冬冬冬冬のののの福岡福岡福岡福岡にににに、、、、ホットでスパイシーのホットでスパイシーのホットでスパイシーのホットでスパイシーの香香香香りがいっぱいりがいっぱいりがいっぱいりがいっぱい！！！！    

バングラデシュのバングラデシュのバングラデシュのバングラデシュの料理料理料理料理づくりですづくりですづくりですづくりです。。。。    

作作作作ってってってって、、、、食食食食べてべてべてべて、、、、そしてそしてそしてそして覚覚覚覚えてえてえてえて♪♪♪♪    

おおおお家家家家でもできるでもできるでもできるでもできる料理料理料理料理ですですですです。。。。あなたのレパートリーをあなたのレパートリーをあなたのレパートリーをあなたのレパートリーを増増増増やしてみてはやしてみてはやしてみてはやしてみては？？？？    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ちょっぴりちょっぴりちょっぴりちょっぴり気気気気がががが早早早早いけどいけどいけどいけど、、、、2010201020102010 年年年年４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））恒例恒例恒例恒例のののの春春春春のチャリティバザーがのチャリティバザーがのチャリティバザーがのチャリティバザーが開催開催開催開催ささささ

れまれまれまれますすすす。。。。会報会報会報会報をごをごをごをご覧覧覧覧のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに、、、、バザーのバザーのバザーのバザーの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方をををを教教教教えちゃいますえちゃいますえちゃいますえちゃいます（（（（秘秘秘秘））））    

    

    楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方・その・その・その・その１１１１            おおおお客様客様客様客様になってみるになってみるになってみるになってみる！！！！    

バザーのバザーのバザーのバザーの前前前前のののの名物名物名物名物「「「「オカリナコンサートオカリナコンサートオカリナコンサートオカリナコンサート」」」」    先先先先ずはオカリナのずはオカリナのずはオカリナのずはオカリナの優優優優しいしいしいしい音色音色音色音色でほっとでほっとでほっとでほっと一息一息一息一息。。。。    

バザーがバザーがバザーがバザーが始始始始まればまればまればまれば、、、、最初最初最初最初にににに目指目指目指目指すのはすのはすのはすのは洋服洋服洋服洋服コーナーコーナーコーナーコーナー。。。。あなたにぴったりのサイズがあればあなたにぴったりのサイズがあればあなたにぴったりのサイズがあればあなたにぴったりのサイズがあれば、、、、

すかさずすかさずすかさずすかさず手手手手にににに取取取取りりりり、、、、吟味吟味吟味吟味しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。食器食器食器食器などのなどのなどのなどの雑貨雑貨雑貨雑貨もももも見逃見逃見逃見逃せませんせませんせませんせません！！！！    

買買買買いいいい物物物物にににに疲疲疲疲れたられたられたられたら、、、、ぜんざいぜんざいぜんざいぜんざい等等等等のののの甘甘甘甘～～～～いものがオススメですいものがオススメですいものがオススメですいものがオススメです。。。。    

    

    楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方・その・その・その・その２２２２            商品商品商品商品をををを提供提供提供提供してみるしてみるしてみるしてみる！！！！    

あなたあなたあなたあなた自身自身自身自身がががが商品商品商品商品をををを提供提供提供提供してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか？？？？    

家家家家でででで眠眠眠眠っていっていっていっているるるる衣類衣類衣類衣類やややや食器食器食器食器、、、、おおおお歳暮歳暮歳暮歳暮にいただいたソーメンやおにいただいたソーメンやおにいただいたソーメンやおにいただいたソーメンやお酒酒酒酒・・・・・・・・・・・・眠眠眠眠らせておくよりらせておくよりらせておくよりらせておくより、、、、

必要必要必要必要なななな誰誰誰誰かにおかにおかにおかにお譲譲譲譲りしてりしてりしてりして、、、、第二第二第二第二のののの活躍活躍活躍活躍のののの場場場場をををを！！！！ごごごご協力協力協力協力よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m    

    

    楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方・その・その・その・その３３３３            スタッフになってみるスタッフになってみるスタッフになってみるスタッフになってみる！！！！    

バザーをバザーをバザーをバザーを本当本当本当本当にににに堪能堪能堪能堪能したいあなたしたいあなたしたいあなたしたいあなた！！！！思思思思いいいい切切切切ってスタッフになってみてはいかがでしょうってスタッフになってみてはいかがでしょうってスタッフになってみてはいかがでしょうってスタッフになってみてはいかがでしょう？？？？商商商商

品品品品をををを陳列陳列陳列陳列したりしたりしたりしたり、、、、おおおお客様客様客様客様とととと会話会話会話会話をををを楽楽楽楽しんだりしんだりしんだりしんだり。。。。当日当日当日当日はははは大忙大忙大忙大忙しですがしですがしですがしですが、、、、大大大大きなきなきなきな充実感充実感充実感充実感をををを得得得得るこるこるこるこ

とができるはずとができるはずとができるはずとができるはず！！！！このバザーのこのバザーのこのバザーのこのバザーの収益金収益金収益金収益金がががが““““バングラデシュのバングラデシュのバングラデシュのバングラデシュの医療医療医療医療とととと教育教育教育教育のためのためのためのため””””にににに使使使使われるわれるわれるわれる

ことをことをことをことを想像想像想像想像するとするとするとすると、、、、さらにモチベーションアップですよさらにモチベーションアップですよさらにモチベーションアップですよさらにモチベーションアップですよ！！！！    

☆☆☆☆おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは⇒⇒⇒⇒西新事務所西新事務所西新事務所西新事務所（（（（TEL :TEL :TEL :TEL :092092092092----844844844844----1369/1369/1369/1369/留守電留守電留守電留守電 orFAXorFAXorFAXorFAX））））へごへごへごへご連絡連絡連絡連絡をををを    

■■■■料料料料 理理理理：：：：チキンカレーとピアジュチキンカレーとピアジュチキンカレーとピアジュチキンカレーとピアジュ    

■■■■日日日日 時時時時：：：：２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年 1111 月月月月 17171717 日日日日（（（（日日日日））））    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００    

■■■■会会会会 場場場場：：：：福岡市立婦人会館福岡市立婦人会館福岡市立婦人会館福岡市立婦人会館（（（（あいれふあいれふあいれふあいれふ））））調理室調理室調理室調理室    ８８８８階階階階    

（（（（福岡市中央区舞鶴福岡市中央区舞鶴福岡市中央区舞鶴福岡市中央区舞鶴２２２２－－－－５５５５－－－－１１１１））））        

■■■■会会会会 費費費費：：：：１０００１０００１０００１０００円円円円        定員定員定員定員    ＝＝＝＝    ４０４０４０４０名名名名    

■■■■持持持持 参 頂参 頂参 頂参 頂 く もく もく もく も のののの：：：：エプロンエプロンエプロンエプロン    

■■■■おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法：：：：電話電話電話電話にてごにてごにてごにてご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    
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