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■ 8 月 16 日（日）
09：00 ▶福岡空港国際線　集合（日本時間）

　　さあ、いよいよ現地訪問の始まりです。
11：45 ▶飛行機　発（日本時間）
14：30 ▶タイ　バンコク着（以下現地時間）
15：45 ▶ＴＡＸ I で市内観光へ
16：30 ▶ワット・ポー見学

17：45 ▶アナンタ・サマーコム宮殿（旧国会
                 議事堂）と、ラーマ 5 世騎馬像見学

19：00 ▶夕食

　最後のビール？？明日からは飲めません。
20：50 ▶ＨＯＴ EL 着

■ 8 月 17 日（月）
07：00 ▶朝食
08：10 ▶ＨＯＴ EL 発
08：40 ▶バンコク　空港着
14：35 ▶飛行機発

10：35 のはずの飛行機が遅れ、更にバンコ
クの空港で強烈な雷雨。遅れに遅れて出発

17：05 ▶ダッカ　ジア国際空港着
　　　　   車で HOTEL へ
19：15 ▶ＨＯＴＥＬ着
　　　　　　皆さん、お疲れ様。

2009 年夏　現地訪問日程とエピソード
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■ワットポーとアナンタ・サマーコム宮殿（旧国会議事堂）、ラーマ 5 世騎馬像

　ワットポーは、大きな黄金の釈迦涅槃像で有名なお寺。1788 年にラーマ 1 世によって建立されました。この
お寺は、タイ最初の大学（医学：タイ式マッサージの総本山）としても有名です。
　アナンタ・サマーコム宮殿（旧国会議事堂）は、1907 年、ラーマ 5 世の命によって着工され、1915 年、ラー
マ 6 世の時に迎賓と国家的行事の宮殿として完成しました。イタリア産大理石を外壁に使った、ルネサンス様
式の大宮殿です。1932 年に起きた立憲革命以後は国会議事堂として使われていましたが、隣に新しい国会議事
堂が建設されたため、今は使われていません。その国会議事堂の前に、ラーマ 5 世の即位 40 周年を記念して王
が外遊の際にパリで造らせた騎馬像があります。お参りに来る人が絶えません。



21：05 ▶夕食

■ 8 月 18 日（火）
06：30 ▶朝食
08：25 ▶ＨＯＴ EL 発

いよいよ、カラムディ村へ。かなり年期が入
ったチャーターバスで出発。

ガンジス川にかかる巨大な橋。日本の ODA
で完成したらしい。

12：00 ▶パーキングで軽食を取る（休憩）
12：35 ▶パーキング発
15：10 ▶カラムディ村着

6時間あまりのバスの旅でした。お疲れです。
15：40 ▶昼食
18：20 ▶ションダニとの顔合わせと意見交換

19：40 ▶終了
22：10 ▶夕食

■ 8 月 19 日（水）
08：00 ▶朝食
09：00 ▶朝礼
09：45 ▶朝礼終了
09：55 ▶カラムディ村発（教育班）

11：30 ▶イスラム大学（クシュティア）着

　　　「バン」に乗って校内を移動。
学生達と楽しい交流が出来ました。

14：15 ▶イスラム大学を後にラロンの墓へ
14：55 ▶ラロンの墓着

15：20 ▶ラロンの墓見学後、村へ向けて出発
17：00 ▶カラムディ村着
20：00 ▶ションダニ女性スタッフとの意見交

換会
20：50 ▶夕食

この日医療班は、病院での検診や、医療関係
事業の報告会の他、子牛の奨学金を貰ってい
る家庭の訪問。地元の学生達との意見交換、
子牛の奨学金説明会などを行いました。

■ 8 月 20 日（木）
08：00 ▶朝食
09：20 ▶カラムディ村発
09：50 ▶ションダニスクール（ガンニ）着
11：45 ▶歓迎会

13：35 ▶歓迎会終了
13：50 ▶昼食
14：45 ▶ションダニスクール発
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15：10 ▶メヘルプール県庁着 
表彰式

手をつなぐ会がその功績を讃えられ、表彰さ
れました。

16：25 ▶メヘルプール県庁発
17：50 ▶カラムディ村着
20：20 ▶夕食
21：？  ▶会議
21：40 ▶終了

■ 8 月 21 日（金）
08：10 ▶朝食
09：45 ▶カラムディ村発
10：10 ▶サテライトクリニック着

12：50 ▶カラムディ村着
14：05 ▶昼食
15：40 ▶会議 　総合的な評価
18：10 ▶送別会

大変盛り上がりました。最後はみんなで炭坑
節を踊りました。

■ 8 月 22 日
07：20 ▶朝食
08：45 ▶カラムディ村発

沢山の人達が見送ってくれました。さよなら、
そして、有り難う。

11：30 ▶パーキングで軽食を取る（休憩）
12：00 ▶パーキング発
14：50 ▶ＨＯＴＥＬ着
17：10 ▶ＨＯＴ EL 発
17：30 ▶アーロン着
　　　　　お土産と民芸品の買い付け
19：15 ▶アーロン発
20：00 ▶夕食（日本食レストラン）

久しぶりの日本食に・・・。いや、堪能しま
した。

22：30 ▶レストラン発

■ 8 月 23 日
07：30 ▶ HOTEL 発
09：00 ▶ショナルガオン着
09：45 ▶パナムシティー ( ショナルガオン )

今から 100 年程前に、ヒンドゥー教徒の地
主や商人が建てた建物が、廃墟となって残
っているパナムシティーを訪れました。

10：40 ▶ショナルガオン博物館着

13：45 ▶ＨＯＴ EL 着
14：30 ▶ケンタッキー着

バングラデシュのケンタッキーは、ちょっ
ぴりスパイシーでした。
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15：50 ▶国会議事堂着

16：25 ▶アーロン本店着
　　　　　お土産などを購入　1 時間程度
20：00 ▶ラフマンさん弟の家着
21：40 ▶ＨＯＴ EL 着
22：40 ▶反省会終了

■ 8 月 24 日
12：05 ▶ＨＯＴＥＬ発
12：25 ▶ジア国際空港着

いよいよ帰国です。バングラデシュは素敵
な国でした。

■ショナルガオン

　ダッカの北西 30km に位置するショナルガオン（sonargaon) はかつて「黄金の街」と呼ばれ、1296 年からイ
スラム東ベンガル地区の首都であった所です。国内の最高級ホテル「ショナルガオンホテル」の名前は、この地に
由来しています。
　当時、この地区では綿花が主要産物でした。それらの綿花はインドの綿製品に使用されたため、メグナ川より奥
まった内陸地区の輸出港として大変栄えました。 
　ヒンドゥー教徒やイスラム教徒の商人によって、巨額の富が形成されましたが、1608 年にムガール帝国の首都
がダッカに移るとともに街はさびれていきました。また、この地区には、およそ 100 年前にヒンドゥー教徒の地
主や商人が建てた建物が廃墟となって残っているパナムシティーや、博物館があります。パナムシティーの廃墟に
は、今も生活する人がいますが、歴史的価値があっても、家そのものは個人の所有なので、規制することはできな
いそうです。

14：35 ▶飛行機発
16：55 ▶タイ　バンコク着

思い思いに過ごした待ち時間。もうすぐ日
本です。

00：55 ▶飛行機発
07：55 ▶福岡着（日本時間）

お疲れ様でした。無事帰国。ラフマンさん
と待鳥さんは 30 日の帰国です。

■ラロンの墓

　ラロン・フォキルは、バングラデシュで最も著名な 19 世紀の人物です。バウルと呼ばれるベンガル民謡の作曲
者であると同時に、哲学者・宗教家でもあります。
　彼は生涯で 1000 曲余の歌を作ったといわれていますが、バウルは口承伝承のため、すでに失われてしまって
いるものも多数あります。現在、800 曲の歌詞が残っていますが、同じ歌詞でも、地域によって旋律が異なる場
合があり、曲の判別も難しくなっています。
　ラロンは、バウル派という宗派の代表でもあり、“ 神は人間の体の中に宿 る ” という教えを説きました。人間の
体こそ宇宙の中心であり、最高の価値をもつもので、人間崇拝はそのまま神への崇拝につながる、という教えです。
ラロンは “ 神は現世に存在しており、大切なのは今この瞬間である ” と説きま した。ラロンの歌や思想はベンガ
ル人に大きな影響を与えています。
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＜教育の普及と質の向上＞
今年は、ジャパニ小学校、カラムディ中学校、

第一小学校、第３小学校などの見学がなかった。
現地でのスケジュールは、もちろん私たちの希望
もあるが、原則的にションダニが考えて立案する。
今年は、昨年に引き続いた、イスラム大学の見学・
交流や、ショダンニスクールでの交流が主となり、
カラムディ村での教育の現場を見る機会がなかっ
た。

＜教育＞の支援には、大きく二つの方向性があ
るだろう。学校に行けない子どもたちが学校に行
けるよう支援する、教育の普及のための支援。も
う一つは、国のリーダーとなる若者を育成するた
めの教育の質を向上させるための支援活動だ。ジ
ャパニ小学校の建設、奨学金 ( 子牛の奨学金を含
む ) や、教科書や教材・図書などの購入支援など
は前者であろう。一方の、リーダー育成のための
教育の質の向上も、国全体の発展のためには欠か
せないが、ションダニ学校はまさにそのための支
援活動だと言える。

ＮＧＯ活動を支援する人々は、どちらかという
と「学校に行けない子どもたちが、学校に行ける
ように」と、教育の普及を支援することが多い。
当会の前身である「バングラデシュに小学校をつ
くる会」もその目的で始まった。また、現在の「シ
ョンダニ学校」の前身である「夢みる子ども基金
学校」を作るとき、日本側では意見が対立し、結
局夢みる子ども基金学校へは会として支援はしな
い、と決定した。お金持ちのエリートを育成する
学校への支援は、会の趣旨に反する、ということ
だ。

今「夢みる子ども基金学校」は、「ショダンニ
学校」として、地域でも有数の学校として成長し
ている。小学校から始まり、中学校、高校まで広
がり、その質は全国的にも評価されている。カラ
ムディ村からションダニ学校へ進学する子どもた
ちも多くなってきた。そこから巣立っていく若者

の中から、将来のバングラデシュやカラムディ村
を背負っていく人材が育っていくことだろう。

＜よき統治　GOOD GOVERNANCE ＞
ションダニに見慣れない、若い男性がいた。海

外のＮＧＯからの委託で、地方自治を強化するた
めの住民教育（ワークショップ）を担当している、
という。バングラデシュの最小行政単位は、いく
つかの村が集まって「ユニオン」と呼ばれる。各
ユニオンに、２５名のＮＧＯメンバーによる委員
会を置く。そのメンバーが、ユニオンの議会の
１３の委員会に２人ずつ入り、メンバーとして意
見を述べたり活動するという。例えば、これまで
ユニオンの予算は議会のみに公開し、住民には公
開されなかったが、ＮＧＯ委員の働きで公開され
るようになった、という。各委員会では、地域の
問題を話し合い、そこにＮＧＯメンバーが参加し
ている。

細かいことまでは聞き出す時間がなかったが、
住民自治、政策提言、の活動の一環として大いに
評価される活動だろう。

＜危機管理＞
昨年は暫定政権のもとでも、厳しい規制がいろ

いろな面で見られた。それまでの腐敗を考えると、
いい面もあったが、行き過ぎもあったようだ。我々
にとっては、軍事政権（とまでは言えないかもし
れないが、軍を背景とした政権には変わりはない）
の元でのツアーや活動に、危険を伴うことはない
のか、ということが気がかりではあった。幸い大
きなトラブルなく過ごすことができたが、万が一、
騒動などに巻き込まれたときは、どうなったこと
だろう。そのために、駐バングラデシュ日本大使
館に、我々の会の概要、現地訪問の趣旨とスケジ
ュールなどを報告しておいたが、そのような対策
を常に考えておく必要があるだろう。

今年は、別の意味での危機管理を考えさせられ

現地訪問２００９　雑感
二ノ坂 　保喜
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た。村の滞在２日目から、体調をくずすメンバー
が相次いだ。訪問先での大歓迎で、無理矢理食べ
物を食べさせられたり、水を飲んだりしたことが
原因のようだ。もちろん歓迎してくれる現地の
人々に悪気があるわけではなく、日本人に対する
心からのもてなしの表現ではある。その日、２人
の若者が発熱、下痢、嘔吐でダウンした。日本か
ら持参した抗生剤、解熱剤整腸剤で対処、現地医
師にも依頼し、点滴も行った。翌日からも、２人
に加えて、その他のメンバーも１人、２人と軽重
はあっても同じような症状が続いた。私 ( 二ノ坂
) も、村の最後の日、送別会で炭坑節をみんなで
踊った後に、ダウンした。

初めて訪れた外国がバングラデシュ、という若
者もいた。不安で、心細かったことだろう。一般
的な健康管理、というだけでなく、現場での状況
に応じた健康管理、さらにはきちんとした指揮系
統をつくり、もてなしに対しても必要な場合には
きちんと断ったり、自分の体調 ( 不良 ) を伝える
ことも必要だと考えさせられた。

＜帝王切開＞
数年前から村人たちから、「ションダニ病院で

帝王切開ができるようにしてほしい」という要望
が聞かれるようになった。ションダニで妊婦検診

を受けていても、出産の時点になってもし帝王切
開が必要になったら別の病院に行かなくてはいけ
ない、それなら初めから別の病院に行った方がま
しだ、という。一理あるが、そのためには医師の
確保、設備の補充など資金面や、看護師の訓練な
ども必要となる。ションダニの中でも意見が分か
れている。現場のスタッフは、推進派が多いよう
だった。

話し合いの中で、「収入を得る目的だったら、
今まででもできた。しかし、理念に則ってやらな
かった。これまでも同様に、ションダニの理念に
立ち返って考えていく」という話が出た。高度な
手術や帝王切開のできる病院、という夢。これに
は高額な医療費がつきまとう。一方で、貧しい人
たちのための保健医療、という理念。両者のギャ
ップはいかんともしがたい。しかし、この地域の
中でこれだけの設備を整えた病院は他にない。ま
た最近は道路事情が良くなり、広い範囲から患者
が集まるようになった。ションダニ病院である程
度の高度な医療が求められるのも、地域医療の観
点からも当然だろう。

常に難しい問題に直面し、試行錯誤をくり返し
ながら前進してきたションダニ・ションスタ。今
回も運営委員会を中心に話し合いを重ね、多くの
人が納得できる方法を見つけ出すことだろう。

く、定着しにくい、という問題はどこの国も共通
だ。医師たちにとっては、技術向上のための研修
や文化的な生活、子どもの教育など、都会での仕
事を希望するのは当然だろう。健康保険がなく、
国民全体特に農民が貧しいバングラでは、田舎で
の仕事は収入も少なくなる。このため、医師や看
護師は、収入が安定し将来が保証されている都会
の病院に流れていく。ＮＧＯの病院のように、収
入が低く、将来の保証もないところでは、定着し
にくくなる。

ションダニ病院も、これまで何人もの医師が入

＜「ションダニ病院」として～新しい医師の着任＞
カラムディ村の母子保健センターは現在では、

「ションダニ病院」と呼ばれている。妊婦検診、
出産などの母子保健だけでなく、この地域唯一の
多機能の病院として、なくてはならない存在にな
っている。カラムディ村の村人たちばかりでなく、
周辺の村からも患者はやってくるし、また病院か
ら出かけての「サテライトクリニック」も定着し
てきた。

しかし、同時に多くの問題も抱えている。僻地
の病院であるために、医師や看護師が集まりにく

現地訪問報告～保健医療～
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れ替わった。最初に着任したノルジャマン医師、
昨年までいてくれたサイド医師の２人をのぞく
と、他は数ヶ月から半年程度でみんな辞めていっ
た。看護師も同様だ。その中で、変わらないスタ
ッフは、村出身のヘルスコーディネータのエクラ
ムルと、やはり村出身のソーシャルワーカーたち
だ。

＜女性たちの活躍～特にソーシャルワーカーたち＞
ションダニ病院の機能は、大きく分けて二つあ

る。
一つは、受診した患者を診る外来と入院、一般

的な日本の病院と同じような機能だ。
もう一つは、村に出かけて保健教育を行ったり、

家庭訪問を行うフィールド部門。
外来・入院部門は、病院に常駐する医師や看護

師が担当する。今年着任した医師は、ハッサン医
師と、アシュラフ医師の二人。卒業後８年程度の
中堅で、看護師たちの評判も上々だ。着任早々、
心筋梗塞を起こした村人に対して、適切な処置を
行い救命したことで評判を高め、村人の信頼を集
めるようになった、という。外来患者の数も着実
に伸びている。

ションダニ病院では、二人の医師の他に、検査
技師、看護師、ソーシャルワーカー、用務員など
２０人近くが働いている。看護師、ソーシャルワ
ーカーは女性が多く、彼女らの活躍は大きな役割
を果たしている。２日目の夕方、病院の女性スタ
ッフとの話し合いを持った。看護師３人、ソーシ
ャルワーカー７人、受付１人が集まった。毎年の
ことだが、仕事が終わっての夜の時間、彼女らは
いやな顔一つせずに集まってくれた。若い女性が
多く、家庭や小さな子どもを持つ人も多い。

以前は村に行くと、年取ったおばあさんたちか
ら文句を言われた。今では、仕事の時はもちろん、
非番の日でも村を歩いていると、声をかけて歓迎
してくれる、と、村に出て行って健康教室やサテ
ライトクリニックを開いているソーシャルワーカ
ーたちは、うれしそうに話してくれた。

２，３年前から村人、特に女性たちから「帝王
切開のできる病院にしてほしい」という意見が多

く聞かれる。確かに、安全なお産のためには、い
ざという場合に帝王切開ができることが必要だ。
しかしそのためには、帝王切開のできる医師、麻
酔のできる医師、介助をする看護師、それに現在
以上の設備や備品、薬品が必要だ。術後のフォロ
ーも看護師たちの負担になるだろう。そのことを
尋ねてみると、「仕事量は増えるかもしれないが、
妊娠初期から継続的に見てきた妊婦さんを、最後
に別の病院に行ってもらうのは辛い。」という。

日本側から、「子育て、家事をしながら仕事を
続けるのは、日本でも大変だ。皆さんもこんな時
間（午後９時半）まで話し合いに参加しているが、
どういうサポートがあるのか？」と質問が出た。
彼女らは、にこにこしながら、うれしそうに、「お
ばあさんたち（夫の母親や実家の母親）が面倒を
見て、協力してくれる」という返事だった。前述
したように看護師が定着しにくい現状では、それ
を補うために、地元出身の女性をソーシャルワー
カーとして育成し、雇用していく、という方針は
正解だったようだ。

＜信頼と定着～２０年の歩み＞
ふり返ってみると、手をつなぐ会として現地Ｎ

ＧＯ ｢ションダニ・ションスタ｣ との協力活動を
続けて２０年、母子保健センターが完成してから
１４年になる。いろんなことがあったが、ようや
く村人の信頼を得て、定着しているように感じら
れた。

昨年は暫定政権の元で、病院に対する厳しい規
制が行われ、ションダニ病院では毎月の実績報告
に追われていた。しかしその間も着実に、患者サ
ービスの向上や質の向上、地域での信頼獲得に務
めてきた。今年はションダニのメンバー、病院の
スタッフからは、「自信」が感じられた。

帝王切開のできる病院、手術のできる病院、と
いう希望が村人から出てきている。病院スタッフ、
ションダニの運営委員会の中でも、それに対する
考えはまとまっていない。しかし、話し合いの中
でエクラムルが言ったように、「私たちは問題が
起きたとき、ションダニの理念に立ち返って、ど
うあるべきかを考えてきた。これからも常に原点
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に立ち返って考えていきたい。」
これからも、医師や看護師は変わっていくかも

しれない。また政権交代の度に、いろいろな政策
の変化に、右往左往することがあるのかもしれな

い。しかしションダニが、「村人のために」「村人
の中へ」という理念を持ち続け、常にそこに立ち
返る限り、村人の信頼は揺るがないだろうと感じ
ることができた。

＜８月１９日 ( 水 )　朝礼＞
ションダニでは、毎朝８時半から朝礼を行って

いる。最初の頃は時間にルーズだったが、時間厳
守をすすめており、今ではきちんと時間を守るよ
うになった。最近はむしろ、日本人の方が遅れが
ち。

この日の朝礼では、まず昨日の報告から始まっ
た。

昨日は、外来　３３名、入院　６名、うち出産
予定が１人、一般患者が５人だった。

またサテライトクリニックでは、１１名の妊婦
が受診した。

外来に小さな男の子が受診した。パンツのチャ
ックが、ペニスに引っかかり取れなくなった。痛
がって取れないため、麻酔をかけて外した、とい
う報告もあった。（笑いあり）

その後今日の予定を確認。大学生を中心にした
グループは、イスラム大学に見学・交流に行くこ
とになった。医療関係者を中心としたグループは、
回診と病院内見学、ションダニの中心メンバーと
の話し合いをすることとした。

＜回　診＞
２人の現地医師が昨夜から見てほしい、といっ

ていた３人の患者を診察した。
最初の患者は１６歳の男の子。４ヶ月前に転落

事故で、頚髄損傷となり、手足は麻痺している。
病院では、治らないと言われているが、家族が「日
本からの医師に診せたい」と昨夜から入院してい
る、という。意識はしっかりしており、こちらを
見つめている。手足は全く動かず、上肢は屈曲し、
下肢は進展した状態で拘縮している。近寄ると悪

ションダニ病院の患者たち
臭がする。仙骨部と大転子部に褥瘡がある。潰瘍
を形成し、感染を伴っているからだ。普段は家族
が面倒を見ている。脊損の初期に栄養状態が低下
し、褥瘡を形成することはよくあることだ。しか
し日本の場合は、褥瘡には予防が第一で、褥瘡を
作ること自体が、医療関係者特に看護師にとって
は恥ずかしいことだという認識がある。年齢から
考えても、何とか治っていくことが多いだろう。
ただしそれは、病院や施設、あるいは自宅であっ
ても、きちんとした知識を持った医療関係者の指
導があってのものだろう。栄養、局所のこまめな
処置、体位交換などの努力があって、褥瘡は改善
する。残念ながら彼には、そのような丁寧なケア
は行われていなかった。

もう１点は、拘縮予防の機能訓練だ。脊髄がや
られると、屈筋と伸筋を支配する神経が麻痺して、
両者のバランスがくずれ、屈曲や伸展した状態で、
拘縮を起こす。自分で動かないとしても、介護す
る場合に支障を来すことが多い。これも早期から
のこまめな機能訓練、手足を動かしたり、マッサ
ージしたりすることで軽減することができる。患
者には、このようなケアはなされていないと思わ
れた。

このような患者を診ると、いつも辛い思いをす
る。家族、本人とも、日本からの医者に診せれば
何とかなるのではないか、という必死の思いで連
れてくる。これまでにも、白血病の少年や、神経
難病と思われる若者などと出会った。日本だった
ら治せるのではないか、何かいいアドバイスはな
いか、という淡い期待を持って、彼らは私のとこ
ろにやってくる。

しかし、不治の病であること、あるいは障害が
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回復不可能であることは、日本でもバングラでも
変わりはない。
「機能訓練が必要だろう。褥瘡に関しては、よ

く洗うこと、感染があるときには抗生剤を使用す
ること」といった、バングラでも言われただろう
アドバイスをするしかない私だった。

２人目の患者は、３０歳の関節リウマチの患者。
２年前から発症したという。リウマチ因子が陽性
で、特に今回は、右膝関節が痛んで入院した。３
日前にここで関節注射を受けたが、今回は改善せ
ず、痛みがひどくなったという。３日前に何の注
射を？とたずねると「メチル・プレドニゾロン」
という返事。リウマチなどの関節炎がひどいとき
に、関節内に注入することがある。

リウマチの治療は最近どんどん進歩している。
急性炎症の時期に、関節内の注射は必要かもしれ
ないが、数週間おきに関節内にステロイド剤を注
入することは、軟骨や骨を破壊するのではないか、
急性期の治療と同時に、安定期、慢性期の継続的
治療が必要ではないか、との思いを現地の医者に
伝えた。

３人目は７０歳の女性患者は、一目で分かる帯
状疱疹だった。発症は１５日前ということで、す
でに皮膚病変はほとんど痂皮となり、黒ずんでい
た。帯状疱疹後の神経痛を訴えていた。痛み止め
やビタミン剤で、フォローするようにアドバイス
した。

毎年、日本人医師を目当てに村から、あるいは
遠くから患者が相談にやってくる。多くはすでに
バングラデシュの病院で診断がくだされ、治療も
行われ、回復が不十分だったり、治癒が不可能だ
ったりした患者だ。今年の頚髄損傷の患者のよう
に、むなしい思いを感じることも多い。２人の現
地の医師たちは、かなりがんばって診療に励んで
いるようだ。村人たちの信頼も厚い。願わくば、
彼らができるだけ長く村に定着して、村人の信頼
を得て、村人もまた、自分たちの健康は自分たち
で守る、という意識を深めていってほしいものだ。
このことは、私がバングラ通いを通して学んだよ
うに、保健医療の世界共通の基本認識でもあるだ
ろう。

メヘルプール県からの表彰
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昨年、現地訪問先カラムディ村からダッカへ
戻るときに不安と恐怖感でいっぱいだった。実は
その前日にダッカ大学で学生と警察との間に衝突
事件があり、大都市に外出禁止令が発令された。
それから 1 年経った。今年 1 月に総選挙があり、
民主主義政権が誕生した。国民の中にも新しい風
が吹いている気がした。ダッカの町を見ると、高
級住宅地域が拡大され、西洋型のショッピングモ
ールも次々と建設されている。定価で品物が売ら
れている。値段交渉にもう時間がとられない。い
くつかのショッピングモールを訪ねたことがあっ
た。カードで買い物する人は珍しくない。中流階
級の層が少しずつ厚くなってきた。バングラデシ
ュに滞在中に何人かの若者と会った。銀行マンだ
ったが、変化のない仕事に疲れた。自分でビジネ
スを始めた。ツーリールを感じたい。成功も失敗
もある。それが人生だ。ダッカ郊外に行ってみた。
次々と工場が建設されている。これらの工場に働
いている労働者の大半は女性である。一人の収入
で生活水準が上がらない。子供の教育もできない。
先進国並みの共働き。よいか悪いか、今は評価す
る時期ではない。仕事に対する価値観の変化、若
者のパワー、サラリーマン志向から経営者志向は
この国を支えてくれると信じたい。
　一方、ションダニもやっと暗いイメージから脱
出しているような気がした。昨年、現地訪問中、
看護師やソーシャル・ワーカーと話をした時に気
持ちよくできたが、医者と話をした時にがっかり
した。「夜に患者さんが来ると自分がイライラす
る」という発言から「患者さんが来ないとイライ
ラする」へ変わった。実は今年 3 月に新しい医
者が赴任した。ミロン 119 号にも紹介した。今
毎日平均 40 ～ 50 人の患者さんが母子保健セン
ター（MCH）を利用している。病室にも廊下に
もいつもだれかがいる。医療班と話し合いの時に、
新医者から提案があり、ションダニの母子保健セ
ンター（MCH）と都会の病院と提携を考えてい

るとのこと。運営委員会で十分に話し合って決め
るよと言ってきた。スタッフはいつも忙しく、仕
事があるので退屈ではなくイキイキしている。昨
年病気で休んでいたミシンの先生も仕事に復帰
し、ミシンの音が聞こえるようになった。それだ
けではなく、MCH の前の店も生き返っている。
夕方になると、店の前に人が座っている。みんな
は買い物しているとは限らないが、村のたまり場
になっている。もちろん売り上げも上がっている
と聞いた。もうひとつ嬉しいことは、ひとつのビ
スケット工場ができている。村人はこれから新鮮
なビスケットを食べられるだろう。このように経
済活動もゆっくりだが前進している。

（1）節目の年 2009 年、現地訪問の意義と企画
今年の現地訪問はもちろん手をつなぐ会にとっ

ても重要な意味を持っている。現地 NGO ション
ダニ・ションスタにとっても同様である。両団体
は今年 20 歳になるということ。言い換えれば、
成人式を迎えること。そのために手をつなぐ会も
この節目の年を迎えるにあたって張り切って企画
を立て、参加者を募集し、研修計画を立てた。例
年と違って今年は割と早い段階で現地訪問者が決
まり、それも久しぶりに 10 名超えた ( 実際に 12
名 ) 人数になった。数が増えるということは良い
ことだが、現地訪問担当者として不安もあった。
村にはホテルもないし、誰かの家を借りるのも難
しい。12 名の滞在場所はどうするか。母子保健
センターの病室あるいは学校の教室・・・？（以
前小学校の教室で泊まったことがあった）。しか
しこちらで考えても決着がつかない、ションダニ
に任せようと思った。現地に行ってみると、宿舎
の 2 件のアパート、ベッドつきの 6 つの部屋を
訪問団員用に準備してくれた。各部屋に 2 人ず
つ入れば問題はないが、男性 7 人と女性 5 人だ
ったので、男性一人は別のところに移動しなけれ
ばならないことになった。結局、私が追い出され、

動き出したバングラデシュ、目覚めたションダニ
ラフマン・モクレスール
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やはり病室しかなかった。もちろんベッドなし。
おかげで個室だったので自由に夜遅くまで人と話
したり、資料を見たり、文書を書いたりすること
ができた。

日本でも参加者が早々と決まり、研修に入った。
みんなはとても熱心で、それぞれの目的がはっき
りしていたので、研修もやりやすかった。今まで
参加者がなかなか決まらないまま研修に入り、途
中で予約をキャンセルしたり、研修に欠席が多か
ったりした。また年齢のギャップも大きかったの
で訪問団員間でトラブルが起きたこともあった。
今年の参加者のなかに 20 代前半から 60 代前半
まであり、海外生活に十分なれた人から初めての
海外という人もいた。年齢や経験の面でとてもバ
ランスのとれたメンバーの集合であった。合計 4
回の研修でメンバーの間に友情・信頼関係が出来
上がり、現地でやりたいこともある程度までまと
まっていた。そのわけで、全体的に私が助かった
と言える。

（2）ションダニの取り組み
　医療関係の報告は二ﾉ坂さんが詳しく書くと思
う。私は特に教育を中心にションダニの取り組み
やその成果について述べようと思っている。ここ
でお詫びしなければならないのは、現地滞在時間
が短かったためにジャパニ小学校を訪問すること
ができなかったこと。会員の多くの方はジャパニ
小学校の現状を知りたく、関心を持っておられる
と思うのだが、本報告書に今回載せられないのが
残念だ。ミロンを通じて後に書こうと思っている。

ションダニ・スクール（夢みる子ども基金学校）
10 年前に福岡に本部を持つ「夢みる子ども基

金」の資金協力や手をつなぐ会のアドバイス、交
流や協力によりションダニ・スクールが建設され、
この間、学業成績や課外活動などでその名がメヘ
ルプールや周辺の県に広がっている。討論会で全
国優勝になったこともある。

例年通り今年も８月 20 日、ションダニ・スク
ールを訪問した。ションダニは 20 周年を祝うた
めにションダニ・スクールで大きな集会・行事を

企画し、この日を迎えた。その背景には子供たち
にとっては勿論のこと、先生たちにとってもまた
地域住民にとっても大いに刺激になるような二つ
の要因があった。そのひとつは、日本から 3 人
の学生を含む 12 名の訪問参加者がいること。も
う一つは、国立ラジュシャヒ大学の学長をはじめ
10 名の教授や職員、またクルナ国立大学の元学
長が私たちの訪問に合わせてションダニ・スクー
ルを訪問することになったこと。残念ながら、ラ
ジュシャヒ大学の関係者たちは大学の内部事情で
結局参加を取りやめた。クルナ大学の元学長は予
定通り参加した。今回は先生にとってションダニ・
スクール訪問は２度目だった。久し振りに学長先
生とお会いできてとても嬉しかった。ションダニ
からの要請ではなく、大学が自ら学校を訪問した
かったようだ。これまで大学は一般市民や小中学
生にとってはるかに夢のような存在だった。これ
から大学とその下の教育機関との関係を作り上げ
ることが目的で、一番はじめにションダニ・スク
ールが選ばれたそうだ。そのほか、メヘルプール
県の行政官やガンニ郡議会の議長なども参加し
た。このことは、ションダニ・スクールが 10 年
間足らずで地域にもちろん、全国的にも注目され
ていると言えるのだ。
　私たちは朝 9 時に学校に到着、朝礼後、2 班に
分かれ教室に入り、子供たちと交流した。子供た
ちからさまざまな質問があった。たとえば自分た
ちと同年齢の子どもたちは放課後どのように過ご
しているか、どのように進学が決まるか、どうい
う分野に進む傾向が強いかなど。本当に自分たち
との関係のある質問だった。
　また 11 時から高校の校庭に大きな野外ステー
ジが作られ、全校生徒、保護者、地域住民、地
域の他の学校関係者など約 2,000 人は参加した。
前日まで大雨や曇りだったのでとても心配してい
た。当日になると、すっきりと晴れてきた。開会
の言葉から閉会の言葉まですべての司会・進行は
子供中心だった。子供たちによる歌や踊り、小さ
な劇などで観客は何もかも忘れてしまったような
ひと時だった。本当に素晴らしい時間を提供して
くれたこと、思い出に残っている。
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　なぜションダニ・スクールの名前が全国的に広
がりつつあるかと言うと、課外活動だけではなく、
もちろん学業成績が一番にあげられる。開校以来、
毎年成績が伸びてきて、昨年度の試験でションダ
ニ・スクールは県内に第一の座を占め、県内外か
ら注目を浴びている。
　子ども達の学力競争を促進するために教育委員
会主催で毎年 12 月に 5 年生と 8 年生を対象に試
験がある。基本的に各学校から成績の優秀な生
徒が試験を受けるが、参加人数は各学校が決め
ても良い。成績は最優等生（talent pool) と優等
生一般（general) に分けられている。前者には月
300 タカ（500 円相当）と後者には月 200 タカ

（330 円相当）の奨学金が支給される。そのほか
毎年一回だけ 375 タカ ( 後者には 225 タカ）を
雑費として支給されるそうだ。この試験のことは
現地では「奨学金試験」と呼ばれている。このこ
とは学生にも励みになり、学校にとっても名誉な
ことである。

2008 年度、ガンニ郡の 8 年生奨学金受給者定
員 は talent pool で　22 名、　general で 47 名、
合計 69 名に対してションダニ・スクールの成
績は　talent pool　11 名（全体の 2 分の 1)、　
general　9 名 (4.5 分の 1)　合計 20 名だった。
また 5 年生の成績は talent pool １３名（４８名
の内）、general は５名（７１名の内）、合計１８
名は優等生として成績を収め、優等生第一校とな
った。メヘルプール県内に一つの学校からこれほ
どの多くの優等生（奨学金生）が出たことはとて
も珍しい。中学校や高校の卒業試験で 95％以上
は合格し、その中で A+ の成績を収める生徒も多
くいる。

またションダニ・スクールの卒業生は今ダッ
カの大学をはじめ、全国の一流高校や大学に進学
している。今年一人の女の子はダッカ大学に入学
し、みんなを喜ばせてくれた。訪問の際、教室で
話していた時に「医者になりたい、エンジニアー
になりたい、公務員になりたいあるいは政治家に
なりたい」生徒は多くいた。彼らのその夢を事実
現させるためにこれからも協力パートナーとして
活動をし続けたい。

（3）新たな要望
　(a)　地域の女性を取り巻く現状：ションダニ
の取り組みや政府の教育対策・支援によって学校
教育を受けるチャンスが増加し、特に女子生徒の
増加が目立っている。性別関係なく、みんなは小
学校に行く傾向が高くなっている。また中学校や
高校への進学する女子生徒も増えている。たとえ
ばカラムディ中学校の女子生徒の割合は男子生徒
より少し多い。数年前に村に高校が建設され、女
子の教育チャンスが広がった。しかし新たな問題
が浮かび上がっている。
　教育を受けることによって女子生徒は自己主張
するようになり、また自分の将来を自分で切り開
けていきたい人も増えている。親との意見対立（特
に結婚に関して）、地域住民とのトラブル、結婚
後も姑との関係や夫婦関係でしばしばトラブルが
起きる。また若い奥さんを実家に残して中東へ出
稼ぎ労働者として行っている人も多くいる。これ
らの奥さんたちは度々姑との関係がうまくいかな
く、ノイローゼになり、ションダニの診療所に入
院することもある。残念なことに、2 年前に一人
の若い奥さんが自分の命を落としたことがある。
 
  (b) ミシン教室の現状：ションダニ・ションス
タの最初のプロジェクトはミシン教育であり、開
始から 18 年もたっている。これまで多くの卒業
生を送り出し、経済的に自立した人も少なくない。
手に技術を持つことや現金収入を得ることによっ
て女性の社会的地位も上がり、家族内でトラブル
も少なくなっている。半年のコースで 16 人から
20 人の受講生がいる。場所やミシンの数が足り
ないので一日 2 部制研修になっている。しかし
これまでミシンの指導は専用の教室ではなく、中
学校の廊下や病棟や警備員室などで移動しながら
行われてきた。女性にとってミシンを運ぶのも大
変な重労働であり、また移動するときにミシンが
壊れたりすることもある。ミシン教育に必要とさ
れる教材、道具や布を入れる棚もなく場所もない。
作品を展示したり、販売したりすることもできな
い。ミシンの生徒や先生はこの問題を早期に解決
してほしいと強く訴えてくれた。
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カラムディ中学校の女教師の提案：
　8 月 21 日午後、カラムディ中学校の女教師、
シャミマ先生は約 30 名の女子生徒を連れてショ
ンダニに来た。生徒たちと懇談する中で次の問題
点が出された。
○	男子生徒はサッカーやバレーボールやクリ

ーケーとなど野外スポーツをすることでス
トレスを解消する。しかし女子生徒にはそ
のような機会がなく、授業が終了次第に帰
宅するしかない。したがってストレスがた
まったまま翌日また登校する。結果として
学校の授業に集中できない、友達や先生た
ちとの関係でイライラする。

○	帰宅後、友達の家に遊びに行くと、近所の
人から文句を言われる。年ごろの女の子は
そんなに遊びまわってはいけないとのこ
と。イスラム社会では基本的に女の子は外
で遊んではいけないという。

○	教育を受けて将来働きたい。しかし手に何
も技術を持っていない、就職情報もない。
就職するために今はコンピュータの教育が
欠かせないものになっている。学校にも近
くにどこにもその様な機会がない。

○	学校には図書館がなく、あっても本や雑誌
は非常に少ない。あったとしてもそれらは
とても古く、現在のニーズを満たさない。

対策
　先生や生徒たちから次のような対策案が出さ
れた。ションダニ主導で女子専用のコミュニテ
ィセンターを建設し、地域の女子生徒や若い主
婦たちが自由に使用できるようにする。コミュ
ニティセンター内には職業訓練（ミシンやコン
ピュータなど）、図書館、インターネット接続
によって就職情報へのアクセス、テレビなどを
置く。また女性たちは自由に話ができ、相談で
きるような環境を整える。子牛奨学金の事務所
として、またさまざま研修や集会を行う場とし
ても利用できる。シャミマ先生は担当してくれ
ることになっている。
　手をつなぐ会の理事会でこの提案について議

論し、的確な対策を考えなければないという意
見が出た。女子専用のコミュニティセンター建
設に向けて資金調達が課題である。会員の皆さ
んのご協力が必要。

（４）現金奨学金・子牛奨学金生徒との懇談会
　現在、カラムディ中学校の 35 人、パラシパ
ラ中学の 17 人、メディカル・アシスタント 1
人と大学生 1 人、合計 54 人の生徒は現金奨学
金を受給している。そのほか個人や団体から
10 人の大学生、1 人の高校生と 1 人の中学生
は現金奨学金を受けている。これらの学生のう
ち 3 人についてミロン 119 号に紹介した。
　子牛奨学生は 8 月現在 115 人（59 人男子
と 56 人女子）。「子牛奨学金貯金箱」により
2002 年に始まったプロジェクトは今地域に大
変人気があり、それなりの成果も出ている。ド
ロップアウトや早期結婚防止、経済自立などを
目的で始まったが、第 1 期生は今年中学校卒業
試験を受け、5 人の内 3 人は合格、3 人の小学
5 年生は優等生として認められた。
　例年通り今年もこれらの生徒と懇談会をし
た。ここで一人の生徒を中心に紹介したいと思
っている。私が予定時間より少し遅れて会場に
入った。行ってみると、一人の小学校 5 年生
は訪問団員の田辺さんと一所懸命に話をしてい
る。生徒は自信満々、ブロークン・イングリッ
シュで話しかけ、田辺さんも一所懸命に答えよ
としているが、ついていけない、汗だらけ、大
変困らされている姿。この場面を見て私自身の
過去を思い出した。私は大学生の時でさえ、外
国人を見たら避ける傾向があったのに、今はカ
ラムディ村の小学生は平気で外国人と話してい
る。何も不安がなく、言葉が通じないというこ
とでもない。非常にうれしく思った。心の会話
ができた。それが私達「手をつなぐ会」の 20
数年の収穫だ。多くの方々のご協力があったか
らこそこの収穫を得ることができた、心から感
謝している。
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ダッカ大学に通う村出身の女性 ションダニの女性スタッフ達と

女子中学生達との懇談会

子牛の奨学金の話を真剣に聞く子供達
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ションダニとの落ち合わせ・意見交換会

ションダニスクール

生徒達との交流

生徒達との交流 バングラデシュの国旗をイメージしている



　久し振りの Bangladesh に浮き浮きした気分で
福岡空港へ。
　Bangkok 空港で 4 時間遅れ、これが Banglade-
sh と思いつつ Dhaka へ向かいました。
　使い古された暴走バスで、懐かしい田舎の風景
も見ながら、Karamdi 村への旅。
　着いた途端、思いもかけない歓迎の中、感激し
ながら宿舎に着きました。
　Shandhani Shangstha の人達との顔合わせ、活
動の説明、病室の見学、学校訪問、生徒との交流、
サテライトクリニックの見学と多くをこなしまし
た。また、周りの人達、子供達との楽しい交わり、
遊びも経験することができました。
　短い時間ではありましたが、Karamdi 村近郊に
おいて、Shandhani Shangstha　の活動が地域と
結びつき、理解されていること、この村に対する
支援活動が教育、医療向上に対し大きく貢献し、
着実に成果を上げていることを実感いたしまし
た。
　私は、そのなかで奨学仔牛の活動に興味を持ち
注目しました。

　仔牛を貧しい子供に与え、乳を搾った収入及び、
仔牛が生まれた場合二頭目からは仔牛を与えるこ
とで就学他支援するシステム。収入の中 100 タ
カ単位で預かるということも行っているとのこと
でした。発情期には人工授精を行っているようで
した。現状では仔牛奨学金のシステムは確立され

つつあり、うまく機能していました。
　Mr.Azizul の案内で、奨学仔牛のいる家へ向か
いました。彼は、この Project が成功していること、
奨学仔牛は 110 頭以上となっていること自信を
持って説明してくれました。
　雨上がりで足元がすべるため用心するようにと
のこと。メインの道から外れると、われわれの感
覚では道と言えない道です。奨学牛の家へ行くと、
どこでも歓迎をしてくれました。一個しかないと
思われる椅子を外へ出して、勧める家、家の部屋
の前の高台土間（庭より 50cm ぐらい高い）に
敷物を出し座ることを勧める家、楽しい訪問でし
た。中には、すでに子牛が誕生している所もあり、
おなかの大きな牛もいました。２頭目がおなかに
いると言う家もありました。牛を飼うことに喜び
を感じていることがわかりました。
　乳を搾る実演もしてくれました。搾る前に手消
毒したのにはおどろきました。昔我々は、お湯で
乳を拭いて搾ったものですが。この牛は、現地の
環境に強い牛のようです。乳が小さく搾乳量が少
ないようでした。家族は奨学仔牛の生徒を自慢げ
に紹介してくれました。生徒も自分の奨学仔牛が
自慢のようでした。奨学仔牛の支援制度が受けい
れられていること、制度がうまく流れていること
が解りました。
　牛を見ます。小型の牛です。庭に短い綱で繋が
れています。足首の上まで泥で汚れています。雨、
尿、糞、飼葉のくずを踏みこんだ泥濘の中に立っ
ている牛、（多くの牛がこのような状態、庭は狭い、
牛小屋のスペースはないようです）少しかわいそ
うな飼われかたが気になりました。しかし不平も
言わず優しい目で静かに飼われていました。
　奨学仔牛の生徒たちが集まった顔あわせがあ
りました。皆、牛を育てている、学校へ行って
いるという自信に満ちた顔、明るい顔でした。
Shandhani　側は仔牛奨学金 Project は順調と胸
を張り、奨学仔牛を育てる生徒側は喜びと自信に

2009 年の現地訪問報告
待鳥　信昭
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満ちた様子。この人達と接しているとうれしくな
り、感激いたしました。
奨学仔牛で学校を出た後、次の子供達のために
“ 何かしてやろうという次の思考 ” が出てきて、
Shandhani を支援、育てる人達が生まれてくるこ
とを期待したいところです。
　今後の課題は、まだ仔牛奨学金を必要とする周
りの村にいかに広く展開していくか、もっと牛に
やさしい飼い方の方法はないか、もっと搾乳を増
やす牛はいないか等今後の課題として考えるべき
であると思いました。皆で知恵を出したいもので
す。
　Dhaka で現地の人達に奨学仔牛の説明をしま
した。彼ら曰く、「それは非常にいいやり方だ、
ユノスよりいい」と感激しほめてくれました。
グラミン銀行も Social Business のヨーグルトも、
広く大きく展開していく中、当初の理念、ポリシ
イから外れた実活動、問題が現れてきたのでしょ
う。

　今回の現地訪問において、医療活動、サテラ
イトクリニック、学校教育支援、奨学仔牛、牛
育成等の活動を見て、Shandhani　Shangstha は
Karamdi 村近郊に対し地道な活動が住民に受け
入れられていると言う実感を持ちました。また
Shandhani　Shangstha の組織としても確立され
ていると感じました。次は将来的な自立への目標
だと思いました。
　特に興味を持ったのは、サテライトクリニック
の活動でした。途上国の人にたいしては、教え、
指導し、問題を認識してもらうのが最も重要であ
ると思います。村の一般大衆の中に積極的に入り

こんで指導される活動 “ 医療関係、衛生関係、教
育関係他の意識向上 ” は広く展開してほしいと思
い感心いたしました。
　今後このような Shandhani　Shangstha の活動
は Karamdi 村近郊の人々の教育、医療関係をは
じめ生活の面の向上に大きな役割りを果たして行
くことは疑いないことだと思いました。
　 し か し、 部 外 者 の 素 人 の 疑 問 と し て、
Bangladesh には以前の Karamdi 村のような支援
を要するところが、村が他にもあるのではない
か。　それらの村は、外からの支援なく彼らの努
力だけで Karamdi 村に追隋し向上を図れるのか。
Bangladesh の広い底辺の部分の底上げは？ 
　「Bangladesh と 手 を つ な ぐ 会 」 の 活 動 が
Karamdi 村から発信され、周りの支援を必要とす
る人達、村に広がる “ 活動の輪 ” が出来る夢を見
てしまいました。
　今回の現地訪問での反省事項としては、まず今
回の訪問団は、専門職業の人とこの方面活動に興
味を持ち始めた人の集まりであり、現地訪問の視
点、ポイントは違うものであったはずであり、事
前に自覚し各自のテーマを把握しておくべきだっ
たかと思います。今後、事前研修時この点のアド
バイスが必要かと考えました。
　次に、短期間ということもあり時間の有効な使
い方の工夫も必要であったかと思いました。
　Shandhani　Shangstha との会議においても事
前準備が必要であると思いました。？
　口頭による突然の発言が多かったように感じま
したが。
　事前に問題点、要求事項、討議事項のポイント
のメモを交換しておくと、両者は心の準備も出来、
理解も早く、時間の節約も出来たのではないかと
思いました。Bangladesh, あたりの暑い地区は国
民性もあり、時間の明確な観念が薄いように思わ
れます。お互いに “ 日本から持ってきた貴重な時
間であるととの意識 ” が必要だと思いました。
　今回は時間が短か過ぎる感もありましたが、

「Bangladesh と手をつなぐ会」の活動を知る上で
非常に有益な現地訪問でした。
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　現地訪問で頭に浮かんだことを、気がむくまま
書いてみました。

■現地訪問で見たこと、考えたこと－１
　Dhaka の市街地は驚くほどの広がりと変化を
見せていました。人の増加集中、ビル建設、交通
渋滞、ショッピングセンターの増加、確実に変化
をしています。GNP6% 強／年の成長を実感でき
ました。
　現在の、情報化時代、Bnagladesh は冒険的な
荒っぽい文化導入をしています。得た情報を即
実行に移しているような感じでした。（情報の時
代になり恐ろしい情報伝達のスピード）ビルデ
ィングは、構造、仕上げ、電気、設備、安全性、
Bangladesh 的であります。しかし彼らの要求の
最低限の機能は満たしているようです。
　日本人の目には中学生、高校生が見た知識、読

んだ知識で造った建築物といったように見えま
す。今後時間とともに、この国の人達の意識、価
値観も変わっていくことでしょう。（日本の明治
維新後の先進国からの文化、技術導入に対する対
応は、技術者を招聘し、先進国へ派遣し地に着い
た技術、知識の習得を行ったようですが）。

■現地訪問で見たこと、考えたこと－２
　Dhaka の市外地に工場が多くなっています。
工場からの真っ黒の排水、赤黒い排水等汚れた排
水を垂れ流していました。排水が流れる周りには、
店があり、人が住んでいます。公害問題の発生が
危惧されます。日本を始め先進国がたどった同じ
道をたどっています。先進国は、公害問題は卒業
し、環境を問題としています。特に地球温暖化問
題においては CO2 削減が世界的に検討されてい
ます。が、途上国は現時点、環境問題が表にでる
以前の状況であります。先進国は CO2 削減の目
標達成のための技術支援も重要でありますが、過
去に苦い経験をした公害に途上国の人達が同じ苦
しみを味あわないように公害対策の技術支援も重
要ではないかと思います。経済成長と人間環境の
バランスの難しさは、先進国も経験していますが。
■現地訪問で見たこと、考えたこと－ 3

現地訪問で見たこと、考えたこと
待鳥　信昭
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　Karamdi 村の子供達の明るい顔、屈託のない笑
顔。しかし、ふとなんと子供が多い村かと思いま
した。この国の人口はどうなるのかと考えまし
た。Bangladesh の人口は 1 億 6 千万人（2008 年、
国連人口基金資料）、人口増加率 1.42%( 世界人
口推計報告 ) です。26 年後 2 億 4 千万、48 年後
3 億 2 千万となります。
　国の面積は日本の 4 割（14 万 4 千平方キロメ
ートル）です。人口問題は現在世界の問題（世界
の人口増加率は 1.18％）ですが、Bangladesh の
1,42％は恐ろしいことを予感させます。食料は
じめ、生活基盤はこの人口増に対応できるのでし
ょうか。人口の増加は労働力の増、消費の増大を
もたらしますが経済の成長とのバランスがありま
す。海外が吸収することも困難でしょう。自然淘
汰か？生活向上に従う人口増加率の低下を期待す
るか？
■現地訪問で見たこと、考えたこと－ 4

　Bangladesh の人達の肌の色が以前より明るく
てなった感じがしましたが。
　若い人達をはじめ、服装の変化だけではないの
ではないかとおもいました。内からにじみでるも

の、明るさが感じられたようです。人も変わって
いると実感したのは私だけか？
　
■現地訪問で見たこと、考えたこと－５
　1980 年代、世界銀行、ユニセフの援助他で、

約 800 万本の管井戸が掘られ、乳幼児の死亡率
が急激に下がったとの本を読み、800 万本が信
じられませんでした。しかし、村、道路わきに多
く管井戸を見つけ納得しました。手押しポンプが
壊れているのもありましたが、かなり使い古され
ていました。しかしこの水には砒素が溶け込んで
いるそうです（Bangladesh はほとんど全土）。こ
の国の人は、砒素の怖さは理解していません。管
井戸の便利さに比べれば砒素中毒なんか問題では
ないようです。砒素を含まない浄化水を得るシス
テムは日本でいくつも考えられています。しか
し、Bangladesh の田舎を実際見たときに、シス
テムを持ち込み広める難しさを感じました。まず
は Bangladesh の人が、砒素の恐ろしさを理解し、
今便利な管井戸から、新しい浄化システムを受け
入れる方向へいくことが第一と思いました。地道
な教育、指導が重要だと感じた次第です。

■現地訪問で見たこと、考えたこと－６
　現地のマーケットが Dhaka に出来ています。
まわりは、車、リキシャ、三輪タクシー、人と日
本人には想像できない状況です。買い物後店を
出ると、子供達の、女性の、男性の、障害者の、
“Beggar”　見えない振りをする、聞こえない振り
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をする、車に駆け込む…誰かに恵んだら、それか
らまた大変…これもいまの Dhaka の一面のよう
です。

■現地訪問で見たこと、考えたこと－７
　Dhaka の空港の荷物検査のとき、私の前で一
人の現地人が、紙幣を係官の手に握らせたのをは
っきり見ました。良くあることだな。すると、他
の係官が突然に、握っている手から紙幣をもぎ取
りました。次に渡した現地人に一言、二言、言っ
て戻しました。Bangladesh にもこういう人間も

いるのかと思いました。その後二人は何事もなか
ったように仕事を続け、現地人は去って行きまし
た。

■現地訪問で見たこと、考えたこと－８
　驚いたことはモスレムの国で、犬がいたこと。
Karamdi 村には野良犬がいました。
　モスレムの国で、途中の村で黒の猪豚らしきも

のがいたこと。飼われているようだったが。
　モスレムの国で、ラマダンの時、KFC などファ
ーストフードの店がオープンしていたこと、客が
予想以上に多かったこと。（Dhaka にファースト
フードの店が出来ていました）
　Rahman さんが Fasting をしなかったこと。ラ
ーメンは豚油が使われている可能性があるとして
食べないそうですが。

■現地訪問で見たこと、考えたこと－ 9
　日本での牛馬の飼い方について年寄りに聞いて
みました。（88 歳、85 歳の老人に）子供のころ
田舎には、牛、馬が飼われて農作業をしていた。
牛小屋、馬小屋には、藁を毎日変えてやり、小屋
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の中に尿がたまるように、溜まりがあったそうで
す。このように大事に飼っていたそうです。しか
し、その牛がへそを曲げると田んぼの中に座りこ
み半日も動かないこともあったそうです。（牛に
慣れた牛使いがいたようですが）
　麻は、昔日本でも福岡の田舎で栽培されていた
そうです。麻の縄用に。棕櫚の縄もありますが、
漁の時などに使うロープ、直接手に接する縄は麻
が柔らかく、手に優しく強いということで麻の縄
だったそうです。　麻は繊維が長く取れるので丈
夫な縄が出来ます。
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Ⅰ：母子保健センター女性スタッフとの話し合い

現在のスタッフ：医師２名・看護師４名・ソー
シャルワーカー６名・受付１名・検査係り１名。
　24 時間体制で一般診療及び分娩に対応してい
る。

話し合いは、帝王切開が大部分を占めた。現在、
毎月４～５人の妊婦さんを帝王切開目的で町の病
院に紹介している。村の人やサテライトクリニッ
クの患者さんから「もし出産のときにトラブルが
あって帝王切開が必要となるなら始めから帝王切
開のできる病院に行ったほうが良い」と言われる
そうだ。

帝王切開についてはションダニとの会議でも多
くの時間がとられた。幹部の間では、メヘルプー
ルに帝王切開のできる女医さんがいる、その人に
来てもらって手術してもらうという方向で話が進
んでいた。このことについて女性スタッフは「自
分たちの仕事は大変になるが、それによって患者
さんが助かるなら…」と言っていた。

バングラデシュ全体では、帝王切開の件数が増
えているそうだ。その理由のひとつに費用の問題
がある、帝王切開だと出産費用が安くなる、給付
金の額が高くなるなど。妊婦さんが痛い痛いと叫
び出産までに時間がかかると家族が心配して、早

く何とかしてくれ！何か異常があるのではない
か？！早く帝王切開してくれ！と異常がなくても
帝王切開することがあるらしい。

女性スタッフから「日本ではどのような時に帝
王切開するの？」と質問があった、母体や胎児に
危険性がある場合に適応される、と答えた。

世界的にみると帝王切開は増加傾向にあり、総
出産数に対し帝王切開の割合は、日本１７％、ア
メリカ２９％、中国の一部の都市では７０～８０
％と高く社会問題になっている。ＷＨＯによると、
一国の適切な帝王切開率は１０～１５％であるこ
とが国際的な研究によって明らかにされており、
この比率が１０％以下でも１５％以上でも母体の
死亡率が上昇するという。ションダニから、帝王
切開目的で町の病院に紹介した妊婦さんのその後
の状態はわからないらしいが、妊娠経過、検診回
数、分娩経過など集計し分析する必要があるので
はないかと感じた。

Ⅱ：サテライトクリニック

サテライトクリニックとは、カラムディ村の近
隣の村に看護師やソーシャルワーカーが出向い
て、妊婦検診、乳児検診、母親教育、栄養指導、
一般患者の診療相談 ( 必要に応じ母子保健センタ
ーへの受診を勧める ) を行っている。現在、十数
か所で毎月一か所につき１回のペースで訪問して
いる。

今回は、カラムディ村から車で約２０分のとこ
ろにある村で、母親を対象にした栄養教室に同行
した。今回は車で移動したが普段は〝バン″と呼
ばれる、荷台を自転車で引っぱるような乗り物で
４５分かけて移動するそうだ。

到着するとスタッフはそれぞれに準備を始め、
あっという間に人々が集まった。母親や祖母らし
き女性ばかり約５０名以上？椅子に座りきれない
ほどで熱気ムンムン。

現地訪問の報告
船越　千穂
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テーブルに６種類の食品を並べスタッフが必要
性や調理法などを説明したあと１人の母親に前に
出てきてもらいポイントをみんなでおさらいす
る。約４０分程度、みなさん真剣に聞き入り、時
折笑いもあり楽しげな栄養教室だった。その後、
私たちの自己紹介に続いてお母さん達からの質
問タイム「日本では妊婦検診はあるの？」「母子
手帳はあるの？」「日本ではどんな所で出産する
の？」「日本ではどんなときに帝王切開するの？」
ここでも帝王切開の話題が出てきた。

女性スタッフに対してサテライトクリニックで
大変なことは？と聞くと「最初は歓迎してくれる
が回数を重ねるとだんだん歓迎してくれなくな
る」その理由は、部屋が汚くなる、トイレを使う、
ごみが出る、使用料を請求される、など。交通費
の問題も挙げられた、物価が上昇し以前は一日
１００タカでバンを頼んでいたが、１００タカで
は車屋さんが来てくれないということ。他には「以
前は、おばあさん達が悪口を言っていたが今では
歓迎してくれるようになった。」と自信を持って
話してくれた。

Ⅲ：旅を通しての感想

　今回の旅は、反省の多い旅となった。
1. 忘れ物が多かったこと。出発当日の朝、荷物

が２０㎏をオーバーしているのに気付きバタ
バタと小さいトランクに荷物を入れ替えたが
懐中電灯や体温計など入れ忘れてしまい、村
でかなり困った。

2. 英語力。出発前から懸念していたが、何とか

なるものでもなかった。その自信のなさから
行動や交流が消極的になってしまった。例え
ば、二ノ坂先生の回診を見学したとき、褥瘡
の患者さんに対しションダニのドクターに創
の洗浄と体位変換による除圧を説明されてい
た、普段の私ならその辺に置いてあるバスタ
オルなどを使い体位変換を実際にするのだろ
うが…手が出なかった。

3. スタディツアーのはずが観光旅行になってし
まったこと。すっかり目的を見失い流れるま
まに旅は終わってしまった。村での３日間は
早かった。

　反省点を挙げればきりがないが、その何倍も楽
しかったこともあった。また支援とは何か？を考
えさせられたが、いまだその答えは出ていない。
　女子中学生との交流の時、３０人中５～６人が
将来看護師になりたいと手を挙げた、バングラで
看護師になるには大変だとラフマンさんが言って
いた、どんなふうに大変なのかわからないが、私
にできることはないか探ってみたい。
　子牛の奨学生との交流のあと、一人の女の子が
私の所に来て、何か言って手を握ってきた。名前
を言っていたようだが…ビューティと聞こえた。
お互い通じない英語で全然疎通がとれない。でも
ガサガサで皮膚が硬くなっていた小さな働き者の
手は、ぜったい忘れません。
　今回、１２名の参加でラフマンさんやニノ坂先
生は大変そうでしたが、私はこの１２名で参加で
きたことに感謝しています。皆さんから、エネル
ギーと感性をもら
い、それぞれの意
見や行動を見聞き
しているだけで学
ぶことが沢山あり
ました。
１２名の皆さん、
手をつなぐ会の皆
さん、ションダニ
の皆さん、本当に
ありがとうござい
ました。
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豊かな緑と赤いレンガ、黄土色の河、褐色の肌、
朱色に塗られた爪、色とりどりの民族衣装、象牙
色の黄麻、黒い山羊…カメラを通してみたバング
ラデシュはヴィヴィットで、何を切り取っても美
しい被写体だった。そして鳴り止まないさまざま
な音、声…世界の最貧国のひとつとして知られて
いる国だが、ここには鮮やかで強い力がある。

我々訪問団の滞在は本当にわずかな期間だっ
た。しかしションダニのスタッフをはじめ、多く
の人が周到に準備をし、迎え入れてくれた。旅は
とてもポジティブで楽しいものだった。

しかし異人としてこの国を訪れ、受けた印象・
感じたことは大きい。報告書としては、ややまと
まりに欠けるかもしれないが、私が受けたインパ
クト、旅を終えて考えたことについて、ここに取
り留めなく記してみたい。

【はじまり】
▼	 飛行機の窓からバングラデシュの大地の写真

を撮ってもらう。ビショビショの大地。雨季
でそこらじゅうが水溜りになっている。起伏
のない灰色の土地。ここに何があって、どん
な人が暮らしているのだろう。

▼	 飛行機をおりると、南国特有のジットリとし
た空気。この空気を肺いっぱいに吸いこむと、
体が旅モードに切り替わる感じ。

▼	 道路はリキシャと車とバスとトラックがクラ
クションで会話し、混じりながら循環してい
る。よく見ていると、シンプルな一定のルー
ルがある。それは大きくて、大きな音のもの
が一番強いということ。

▼	 首都ダッカとガラムディ村、バスでの移動 6
時間半。予想していたような苦痛は全くなく、
いつまでも車窓の風景を眺めていたいと思っ
た。

【母子保健センター（MCH）とションダニ・ションスタのこと】
▼	 病院じゃない !?：この旅で一番驚いたこと、

それは水シャワーでも子供のヒモパンでもな
く（びっくりしたけど…）、MCH が制度上は

『病院ではない』ということ。制度をどう使
うかを考えることが仕事の日本のソーシャル
ワーカーである私にとって、例えば『医療保
険制度』があって始めて『医療』がうけられ
るのは大前提。当然のことながら MCH に『医
療』がある以上、それは制度上の『病院』で、
少なくとも何らかの保険のしくみがあると考
えていた。制度上問題はないか？診療報酬は
どうなるのか？と間抜けな疑問を持ってしま
う。ここはバングラデシュなのだ。頭を切り
替えねば…

▼	 元気な女性たち：ションダニでもっとも印象
に残ったこと、それは女性スタッフとの話し
合いの時間。午後 8 時からという時間設定
にもかかわらず、11 名のスタッフが出席し
てくれた。以前は年配者に活動を理解されず
苦労したこと、サテライトクリニックの設置
場所の問題、そして MCH に帝王切開の出来
る環境がほしいこと…一つ一つを自分の言葉
で、まっすぐに投げかけてくる。彼女たちは
明るく生き生きとしていて、誇りを持って
楽しく仕事をしていることが伝わってくる。

『（イスラムの社会で）母として妻として、家

小畑　麻乙

旅の風景～エスノグラフィと心のスケッチ～
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庭の中での役割を持ちながら仕事を続けるこ
との苦労はないのだろうか』とたずねると、

『母や姉妹、家族が支えてくれている』との
答え。翌日の朝、村の入り口で、出勤途中の
ソーシャルワーカー、シウリと出会った。髪
を下ろし、一人で歩いていたシウリ。こちら
に気づくと笑顔で手を振ってくれた。村では
他に一人で歩く女性の姿を見ない。村の女性
にはない強さと、ションダニが住民から認め
られていることの証のような姿だった。

▼	 ドクターの夢：ションダニとの話し合いで、
ハッサン先生が夢を語る。『私の夢はこの土
地のひとが、ここで、安い金額で高度な治療
を受けられること。今出来る事を考えると、
救急患者のうち、胆石などの比較的緊急性の
低い手術が MCH で出来れば、わざわざダッ
カまで行き、高いお金を使う必要がない。こ
こへ来たら治ると思って来た患者を失望させ
たくない。』都会の病院での人間関係に障壁
を感じ、ションダニにやってきたハッサン先
生。しかし地方の病院では人・物・金の問題
からすべての患者を診ることが出来ないジレ
ンマを抱えている。日本の地域医療が、足を
ばたつかせながら取り組んでいる問題
と、基本的には全く同じ。

▼	 農民とともに：ションダニ・ションス
タの活動とその歴史を見ていて思い出
すのは、若月俊一総長のこと。
若月総長の活動によって住民は、知識
不足・健康への無関心から、まず病気
の治療・与えられる健康へ関心を持ち、
そして病気を予防し自ら健康を作り出
すことを考え動き始めた。私が入職し
た時期には、既に総長は現役を引退さ

れ、時々院内で挨拶をすることしか出来なか
った。そして 3 年前、96 歳で故人となられた。
しかし病院全体には、『農民とともに』とい
う草の根理念が今もしっかり浸透している。
そしてその結果、病院を中心とした地域づく
りが実践され、地域医療を行いながら高度先
進医療の提供・病院事業の発展という、一見
相反する活動の両立がなされている。若月総
長の残した理念やこの病院の歴史は、これか
らションダニが目指す医療の参考になるので
は。いや、むしろこの歴史をステップに、バ
ングラデシュ全体のモデルとなるような、新
しい地域医療の形を作っていってほしいと強
く感じた。

【バングラデシュの人々】
▼	 子供と大人、男性と女性：移動中の車窓から、

そしてガラムディ村の中で、たくさんの子ど
もの姿を見かけた。物売り・農業・レンガや
砂など様々な荷物を運ぶ、働く子ども。髪を
短く切り、男児にまじって駆け回る女児。日
本に比べ、男児と男性の区別があまりない印
象。子供と遊んでいると、いつの間にか男性

若月俊一：医師。1945 年終戦直後の長野県南佐久郡に入り、貧しさや知識不足から医療にかかること
のない農民へ巡回診療や全村検診活動を行った。また病院に演劇班を組織し、芝居や人形劇を通じて農
村に病気の予防知識を普及させるといったユニークな取り組みを実践し、農村医学という新しい医学の
領域を確立した。1976 年アジアのノーベル賞といわれるマグサイサイ賞を受賞。現在、彼の意思を継
いだ佐久総合病院は予防医学・地域医療のパイオニアとして知られ、その理念を継いだ人材育成を行い、
また保健・医療・福祉を中心とした街づくり（メディコポリス構想）を地域住民とともに実践している。
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が集まり、一緒になって遊びだし、気がつく
と老若の集団に取り囲まれていることがあっ
た。女性は女性同士で集まり、垣根の隙間で
おしゃべりをしている風体だ。

▼	 距離感：ガラムディ村やサテライトクリニッ
クの周辺で出会った人々は明るく、小さなこ
とにも歯を見せて大きな声で笑う。人と人と
の距離が近く、親しくなると同性同士で手を
握ったり腕を組んだりする。花をくれたり扇
いだり、何かをしてあげることが嬉しくてた
まらないと全身で表現してくる。しかし不思
議と押し付けがましさはなく、興味をもって
くれるかじっとこちらの様子も伺っている。
人々が密着して生活していることからの自然
な知恵だろうか、距離の取り方がとても上手
だなと感じた。

▼	 山羊の不思議：村の道々で、家の軒先で、学
校の校庭で、たくさんの山羊が自由に歩い
ていた。繁殖力が強く、乳も肉も皮も有用で
経済的な家畜ということらしい。多くが黒い
短毛種で、日本で見かけるそれに比べ、小型

（6kg くらいかな？）。不思議なことに皆、『飼
い山羊』らしい。皆同じに見えるが、どこで
見分け、どう飼育しているのだろう？

▼	 大好きなリーナ：宿舎の部屋のお向かいさん、
ハッサン先生の美しい妻リーナはこの旅で出
会った大切な友人。宿舎に着いた直後に出た、
大きな『例の昆虫』。大騒ぎする私を笑いな
がら、片付けてくれたのがきっかけ。それ以
来、本当に親しくしてくれた。送別会の後、
お祭り騒ぎに興奮したままで、みんなで村の
マーケットへ出かけた。蛍の舞う闇夜に、道

に並んだ雑貨店で、キャーキャー騒ぎながら、
アクセサリーを選んだり、ビンディーをつけ
たり…思い出すだけで心の熱くなる、幸せな
夜だった。

【覗き見た現実】
▼	 老人：ションダニの宿舎にやってきた小柄な

おばあさん、白のサリーにしわくちゃの顔、
悲しそうに泣きながら何かを訴えてくる。ラ
フマンさんがゆっくりと話を聞いていた。
ラフマンさんは私たちの活動が終わったあ
と、夜、村のお年寄りを訪問していた。後で
そのときの事を教えてくれた。薄暗い家の奥
深く、動けなくなったお年寄りが、見えない
目と清潔ではない手で、ラフマンさんを呼び
かけ、抱きしめる。何も出来ない現実がただ
辛かったという。この国でお年寄りはどのよ
うに生きているのだろう。聞きたくて聞けな
い、見たくて見たくない現実。

▼	 少女：ダッカ滞在中、ショナルガオン近くの
ヒンズー教徒が暮らしていた旧市街へ行く。
ここでは建物が文化財であり住むことが許さ
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れていないが、違法に暮らしている人々がい
た。一人の少女がそっと、ずっとついてきた。
彼らは痩せて、皮膚のいたるところにできも
のが出来ていた。目が合うと嬉しそうに笑い
かける。私が挨拶の言葉しか話せないとわか
ると、何度でも挨拶の言葉をかけてくる。し
かしカメラを向けると真剣な悲しい表情。ラ
イブヴューに写る自分をどう見ただろうか。
少女は別れ際に、小さな声で『バクシーシ』
と言った。

【この旅で考えたこと】
▼	 もっと知りたい !!：富と貧しさの共存する社

会について、ファストファッションとフェ
アトレード、女性の社会進出、宗教につい
て、職業観について、農村はどこへ向かうの
か、伝統文化、行政は何を目指しているのか、
NGO と企業はどう経済を動かすのか、そし
てこの国の医療・福祉の方向性…バングラデ
シュにはもっと知りたいことがたくさん !!

▼	 ゼロリスク社会の功罪：『現地の人もお腹を
壊すことがある』らしい。しかしお腹を壊し
ても当たり前の前提で暮らしていて、何を思
うこともない。私たちはどうだろうか？病気
にならないよう衛生を追究し、きれいな水や
安全な食べ物、清潔な環境が当然の社会を作
った。同じようにさまざまなリスクに対して、
消費者の権利を守り、安全を保障してきた。
そして安全・安心の社会を作り上げてきた。
しかしその一方で、リスクのない生活が当然
のものと感じるようになってしまった。そし
て何かが起こったとき…子供の成績が悪けれ
ば教師を疑い、病気が治らなければ病院を疑
い、隣人を疑い、組織を疑い、不満だらけの
生活に転落してしまう。良い悪いが表裏一体
であるのが人間の生活、ある程度のことはま
あ仕方ない…そんな風に、もうすこし自然に
受け止められたらいい。外の世界から日本の
生活を見ると、意外と凝り固まっている自分
が見えた。

▼	 流れるバングラ、澱む日本：なんとなくい

ろんな事を頭に残し、消化不良のまま帰国。
勤め先の病院に出勤して最初の介入依頼は、
20 歳代のホームレスの入院だった。豊かな
国であるはずの日本において、就労年齢でい
るはずの彼が、ただアパシー（無気力）によ
ってホームレスにまで身をやつしている現
状。この国のこの社会がいかに病んでいるか
ということを感じさせられる。新聞を開いて
も暗いニュースばかり。この社会で生きてい
く事の違和感、葛藤、何かの拍子に社会的不
適合を起こすのではないかという不安を誰も
が感じているように思える。一方のバングラ
デシュでは、みんなが生活することに必死で、
そこに多大なエネルギーを賭している。この
旅でその前向きな、生きるためのエネルギー
に触れて、心が洗われるような気持ちになっ
た。

▼	 旅を終えて：この旅を通して彼らから与えら
れたものの多さに比べて、私は何を返すこ
とが出来たのだろうか。もっと見て、動いて
いたら何か見つけることが出来たかも知れな
い。ただ、今日も彼らがバングラで直向きに
生きているということが、日本に帰ってから
も私の支えになっている。このこと、この気
持ちを多くの人に伝えて、知ってもらうこと
が、今の私がお返しできるひとつなのかもし
れない。
最後に、この旅の仲間、旅で出会った人々、
そして旅を支えてくれた方々に、心から感謝
を申し上げたい。本当にありがとうございま
した。



行って良かったバングラデシュ
角　    泉子

＜はじめに＞
   今回初めてスタディーツアーに参加させて頂き
ました。私は医療関係者でも教育関係者でもない
ごく普通の家庭の主婦なので、一市民の立場で自
分が感じたことをご報告したいと思います。今振
り返ると貴重な体験でしたし、思い切って行って
良かったと思っています。

＜なぜバングラデシュなの？＞
1 二ノ坂クリニックのバザーやミロンを通じ知

っていた事。
2 海外にはヨーロッパにも行ったりしていまし

たが、最近はアジアの国に興味を持っていた
事。ベトナム等に行ったこともありましたが、
バングラデシュにはなかなか一般には行く機
会がない場所だった事。

3 どなたでも関心のある方は参加 OK ですよ、
と言われ思い切って行ってみよう !! という事
になりました。

< 現地での事、8 月 19 日の出来事を中心に… >
  この日は大学訪問班と医療班の 2 つに分かれる
ことになり、私は医療班でした。

1 朝礼参加と母子保健センター見学
   朝礼に参加し、その後回診に同行させていただ
き病院内を見学しました。
  レントゲン室・献血室・エコールーム・調剤薬
局…etc　婦人科の方にも行きました。
   女性の看護師さんたちが産後の女性の処置をし
ているようでした。生まれた赤ちゃんにはあとで
私たちも対面し、クリクリとした目で元気そうで
した。

2 医療関係報告会の会議に出席
・	 保健衛生と教育に関して予算がついたので、

その使い方についての案 ( ①母子保健 [ 小さ

い子供達 ] ②英語教育③女性や子どもの性に
関する事など ) がありました。

・	 別にトイレをつくるための予算がおりたの
で、どのようなものを作るか？又その時期に
ついての説明 ( 具体的にはドラム缶の様なも
のを土中に埋めて、その上に便器を置く。そ
れをトタン屋根で囲ってトイレを作るなど。)

3 写真撮影
   中学生約 30 人と担当教師と我々訪問団との交
流の様子を写真撮影するための会が開かれまし
た。これは政府に補助金を申請する際に共に提出
する為のものだと聞きました。
   ラフマンさん、二ノ坂先生のお話の後、我々の
自己紹介そして中学生たちと私たちの質疑応答の
交流会でした。そこで出された質問をいくつか報
告しますと…
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・	 どうして看護師さんになろうと思ったのです
か？

・	 日本の女性の結婚年齢が高くなったのはな
ぜ？

・	 人口の増加率はどうですか？
・	 13 ～ 14 歳位の日本の子どもの行動範囲はど

うですか？こちらでは非常に狭いのですが。
・	 バングラデシュの印象は？　　などでした。
   又、将来看護師になりたいと思う人は？という
日本側からの質問には、数名の手が挙がりました。
この中から将来このセンターで働いてくれる人が
育つといいなと願いました。

4 サッカーの試合見学とバザーの見学 ( 夕方 )
   村のそばの広場でサッカーの試合とバザーがあ
っているというので見学に行きました。
保健センターの職員さんと通訳の方が同行してく
ださり歩いて行きました。
   バザーでは食品や布地などが並べて売られてい
て、興味深く見て回ったのですが、逆に私たちの
方が皆に珍しそうに見られていると感じました。
   サッカー場では、日本の夕涼み台のようなもの
を私たちのために用意して下さったのでそれに腰
掛けて見ていると、まわりにはどんどん人が増え
てビックリしました。皆が私たちに話しかけてく
れるのですが、もっとベンガル語が話せたらと強
く思いました。サッカー選手の中には裸足の人も
いてちょっと驚きました。みんな泥まみれになっ
ていましたが、とてもパワフルでした。私は時間
の都合で試合の途中で宿舎に帰りましたが、本当
に村の人々の生活の一部に触れられて楽しい体験
でした。

＜ 8 月 21 日の送別会のこと＞
   私は途中体調を崩してしまい、一部の行事に出
席することが出来ず残念でしたが、最終日の午後
からの会議と送別会には参加できて本当に良かっ
たです。
   日本側女性は全員村のミシンスクールで仕立て
てあつらえたパンジャビスーツを着て出席しまし
た。村の人々の美しいサリー姿もたくさん見られ

ました。現地の人々の喜劇や詩の朗読、歌や踊り
などの出し物に対して我々も二ノ坂先生のオカリ
ナの伴奏により、「故郷」に「涙そうそう」「幸せ
なら手をたたこう」を歌い、最後に皆で「炭坑節」
を踊りました。途中から現地の人も踊りの輪に入
ってくれて、とても楽しいひとときでしたが、こ
れで明日は出発かと思うと少しお名残惜しい感じ
がしました。

＜私が現地で不思議だった事＞
・	 ものすごく暑いと想像していましたが、思っ

たほど暑く感じられなかった事。
・	 虫がいっぱいいるのに窓に網戸がないのはど

うして？（網戸という発想がないのでしょう
か。いろんな虫や鳥まで部屋に入って来て自
然と共に暮らすという事なのかな）

・	 蛍がたくさん飛んでいて、イルミネーション
のようで美しかったのですが、高い木に止ま
っていたこと。( 日本では川のそばの低い所
にいるような気がします。)

・	 現地ではお湯ではなく水で頭や体を洗いまし
たが、これは案外平気だったことなどです。

＜バングラデシュの印象＞
   ダッカの印象はエネルギッシュ。カラムディ村
は緑あふれる村、優しくて親切な人々と人懐っこ
いキラキラ輝く瞳、愛らしいヤギや牛、アヒルな
どの動物たちのことが心に残っています。車がと
てもカラフルで、バスやリキシャなどはもちろん
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工事用のトラックにまで花や鳥、映画スターの顔
などが描かれていて、ズラリと駐車してあったり
するのは壮観でしたし、街を走るリキシャの絵を
見るのはとても楽しかったです。また、耳につい
たのは車のクラクションのけたたましい音、何で
あんなに何回も鳴らすのだろう？信じられない
位。けれど旅の終わりごろには車の中で居眠りで
きるまでに慣れてしまった私でした。
   村ではコーランを読む祈りの声が明け方に聞こ

えていたのに…。
＜終わりに＞
   今回、思い切って現地訪問に参加してよかった
です。異文化に接し、自然に接し、村の人々の優
しさに触れることが出来ました。体調を崩した時、
駆けつけて下さったバングラの医療チームと日本
の医療チームに対しては心強く感じました。大変
お世話になりました。今振り返ると、本当に得が
たい貴重な体験をさせていただいたのだと思いま
す。今後出来ることなら未来を担う若い人がたく
さん現地訪問して、自分の目で見て、感じて頂け
るといいなと思いました。そして出来れば少しベ
ンガル語が話せるともっと良いだろうと思いまし
た。名前と挨拶ぐらいしか話せず、もどかしく感
じた私の反省点からです。
   村の人々は皆我々に好意的でしたし、ダッカで
会う人々とは、目の輝きも違い澄んでいる様に感
じられました。この様に村で心地よく過ごせたの
は、今まで活動してこられた方々の努力の上にあ
るのだと言う事も実感しました。最後にションダ
ニの方々をはじめお部屋を提供して下さった方々
や、お食事の用意などで大変お世話になった村の
方々に深く深くお礼を申し上げます。
   又、御一緒して下さった訪問団の皆様、本当に
有り難うございました。
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現地訪問を終えて
角　    純子

    今回初めて現地訪問に参加させて頂きました。
私の行く目的は、自分自身の精神的な成長でした。
実際どこまで成長できたかはわかりませんが、た
くさんの方の優しさを貰って心がとても温かくな
りました。
   行く前の事前研修から、一緒に行くメンバーと
うまくやっていけるか等不安は多々ありました
が、現地の話を聞いていくうちにキラキラした子
どもたちに会いたいなぁという期待のほうが大き
くなっていきました。それでは、ダッカ市内の街
の様子から村での生活まで、順を追ってとなりま
すが、ご報告したいと思います。

＜ダッカ市街地の様子＞
   ダッカ空港に着いたとき一番驚いたのは金網
越しに取り囲むようにしてこちらを見る現地の
人々。外に出た瞬間の蒸し暑さ、クラクションの
音響や走るスピード、車間距離の無さ、そして物
乞いをしに車の窓にくる子どもたち。日本では考
えられないことで本当に壮絶でしたし、訪問中大
きな事故に遭遇しなかったことが不思議なくらい
でした。街中を走るタクシーもとても色鮮やかで
リキシャも装飾がキレイで、思わず見入ってしま
いました。

＜ Karamdi 村での生活 1 日目＞
   ダッカで一泊し、18 日にカラムディ村まで途
中休憩しながら 5 時間かかって行きましたが、
着いたときは疲れよりも、たくさんの村の方のお
出迎えに感動して嬉しくて泣きそうになりまし
た。
   現地の方々はとても親切で優しくて、子どもた
ちも人懐っこい性格でみんなニコニコしながら私
たち日本人をずーっと見ていてとても微笑ましか
ったです。歩くと子どもたちが後ろからついてき
て、そして立ち止まるといつの間にか十数名に囲
まれて嬉しく思いました。対面式では、ものすご

く緊張しながら自己紹介を無事に終え、ホッとし
ながらも他のメンバーの自己紹介が立派だなぁと
自分の自己紹介の反省をするなど、自己嫌悪に陥
ることもありました。

＜ Karamdi 村での生活 2 日目＞
  この日は医療班と教育班に分かれての行動で、
私は教育班の方に訪問団員 5 名とイスラム大学
へ行きました。大学の研究室の様な所で教授と挨

拶後、昼食を頂きました。ご飯やカレールー、お
魚を取り分けてくれてとても親切にして頂いたの
ですが、すぐお腹が一杯になり思うように頂けま
せんでした。ですが現地の方にとっては、たくさ
ん食べてもらうことが最高のおもてなしにあたる
のだと思います。現地の方はおそらく、たくさん
食べてほしいからご飯を入れてくれるのですが、
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日本人は出して頂いた物はきちんと食べなけれ
ば、と思い遠慮がちに断るようなところがあると
思います。
   現地の方々が親切心でご飯を食べさせてくれた
り、注ぎ足してくれたりすることは重々承知して
いますが、食べられないときはハッキリ断る勇気
も必要だと今回強く文化の違いというものを感じ
ました。精一杯食べましたが少なからず残してし
まったこと、大変申し訳なく思っています。その
後は彼女たちが授業に出るというので私たちも一
緒に、と言われましたが、あいにく雷雨になって
しまい村に帰ることになりました。別れ際、構内
に咲いていた綺麗なお花をお土産に持たせてく
れ、結んでいた私の髪に挿してくれたとき、もう
別れてしまうと言う寂しい気持ちと、短い時間の
中で大学を案内してくれたことに対する優しさが
込み上げてきて村に帰る車中、しばらく辛くて泣
いてしまいました。
   大学を案内してくれたモウ、ポピー、Thank 
you so much!! 村に着いて夕方少し体調が悪かっ
たので休んでいたのですが、何故か夕食が食べら
れないほど熱が上がり、点滴をすることになって
しまったときはビックリしました。
   私にとって人生初の点滴であったこと、しかも
バングラデシュで受けるということ。とても貴重
な体験を満喫しました。バングラデシュと日本の
医療チームの方々が部屋にズラッと入ってこられ
たときは、正直驚きよりも心強さのほうが上でし
た。
   点滴を受けるとき、一番ビックリしたことは駆
血帯 !? がなく現地の看護師さんが私の手を骨が
折れそうになるほど強く握られたことです。申し
訳ないけれどこれはとても痛かった…。
   この経験で私は医療関係者ではありませんが、
十分な設備がまだまだ行き届いていないのだなぁ
と身をもって体験しました。今後、小さいことか
ら支援していく必要もあると思いました。

＜ Karamdi 村での生活 3 日目＞
   点滴をしていただいた後も最初ほどではありま
せんでしたが、高熱が続き下痢や嘔吐も続いたた

め、3 日目のションダニスクール訪問、表彰式に
は丸一日参加できませんでした。しかし、心配し
て診に来てくださった現地の医療スタッフの方々
には、心から感謝しております。せっかく部屋ま
で来て頂いたのに私自身ほとんど寝ていた為、直
接顔を合わせる機会が少なかったことが大変申し
訳なく思います。子どもたちとも、もっとたくさ
ん遊べたらよかったのに、と自分の体調管理がし
っかりと今後の課題となりました。

＜ Karamdi 村での生活 4 日目＞
   4 日目はサテライトクリニックの訪問がありま
したがこれにも参加できず、午後からは体調がだ
んだん回復してきたので最後の会議に途中からで
すが参加し、おかげさまで送別会ではパンジャビ
スーツを着て心から楽しむことが出来ました。現
地の方々の大変おもしろかった出し物に続き、日
本のメンバーからも 4 点ほど歌、そして炭坑節
をさせて頂きました。
   送別会終了後も、翌日帰ることを思うと話が尽
きず、女性陣にはたくさんのお土産を頂き、本当
に嬉しかったです !! ドンノバード !!

＜最後に…＞
   今回の現地訪問を終えて、私自身を含め訪問団
員全員が健康管理・危機管理というものを改めて
考えたように思います。今後このような事態にな
らないためにも、自己管理をしっかりと考え直し、
今後の重要課題の一つとして次回の現地訪問に役
立てていくべきだと強く感じました。
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　私は大学のサークルで途上国について勉強する
機会があり、現地に行ったことのある方々にたく
さんのお話を聞いたり本を読んだりしていまし
た。次第に私は自分の目や耳で途上国の現状など
を見聞きしたいと思いスタディツアーの参加を試
みました。正直バングラデシュに行きたいと言う
ことではなく、途上国に行きたいと思っていたの
で、スタディツアーの合同説明会でどこに行くか
悩んでいました。そんな時にラフマンさんとお話
をする機会があって、手をつなぐ会での参加を決
意しました。
　バンコクからダッカ行きの飛行機ではおよそ４
時間の遅れがあったのですが、全く嫌な気持ちな
どせず、さすが外国！だと、これも貴重な体験だ
と感じました。
　ダッカにつくと当たり前かもしれませんが、日
本とは全く異なる景色が広がっていました。ダッ
カからカラムディまでバスで６時間でしたが、一
つ一つの景色が私にとって新鮮だったため寝るの
がもったいなくて、眠気を我慢して外の景色を楽
しんでいました。あっというまにカラムディにつ
き、バスを降りるとたくさんの人が歓迎してくれ

ました。部屋についてからは、ベッドに蚊帳をは
る作業をしました。初めての蚊帳を体験しました
が、お姫様ベッドのようでなんだかワクワクしま
した（笑）
　そして初めての水風呂でしたが意外と大丈夫。
ただ蜘蛛と一緒にお風呂に入るのは勇気がいりま
したが、一度入ればもう怖くなくなりました。
　虫たちとの共存が当たり前の国。この旅で女性
陣は少しは虫に強くなったと思います。人にも人
気者だった日本人はハエからも大変人気でした

（笑）
　カラムディに着いて３日目、車でおよそ３０分
の所にあるションダニスクールに行きました。私
たちが到着するとたくさんの生徒が階段から下り
てきて、びしっと整列し、校歌を歌ってくれまし
た。２階に案内されると、生徒が準備体操を始め、
日本のとは違うけれど、バングラデシュにも準備
体操があるんだなと思いました。そして、次は赤
と緑のはちまきに分かれて何かしようとしていま
す。しばらく見ていると、みんなでバングラデシ
ュの国旗を作ってくれました。とても上手な出し
物をしてくれて、頑張って練習してくれたのかと
思うと嬉しくなりました。
　そして私たちは２つのグループに分かれ、私は
二ノ坂先生達と小学５年生の教室に行きました。
どんな質問をされるのだろうと緊張していました
が、「何歳ですか？」とか「日本の小学５年生は

「バングラデシュはすてきな国でした」
小林　汐美
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どんな授業をしていますか？」と答えやすい質問
を受けました。先生が将来の夢を聞くとまだわか
らないと言う子はいなくて、ドクターとかエンジ
ニアが多かったです。時間の関係でみんなには聞
くことができませんでしたが、きっとみんな素敵
な将来の夢があるんだなあと思いました。そして
ここでは、「みんな、ラフマンさん以上の人間に
なるように !!」と、すごくラフマンさんが学校の
自慢とされていました。
　このスタディツアーでひそかに楽しみにしてい
た事。それは星を見る事でした。しかし私が雨女
だったためか、曇りが続き、最後の夜も見れない
だろうと諦めていました。ラフマンさんに、お願
いだから星を見せて下さいと頼んでみると、その
夜屋上に登ってみると星を見ることができまし
た。目が慣れていくとだんだんその数は増え、天
の川も見えました。寝転がって見る星空は本当に
最高でした。
　そしてもう一つ感動したのは、ホタルがいたこ
とです。屋上から見える木々にホタルがたくさん
いて、二ノ坂先生が言っていたように本当にクリ
スマスツリーのようでした。
最初、バングラデシュにホタルがいることは考え
もしなかったです。最後のカラムディの夜にこん
なにもすばらしい光景が見ることができてよかっ
たです。
　バングラデシュで驚いたことは他にもたくさん
あります。例えば、外国の人はマイペースだと思
っており、時間にもルーズだと思っていました。
しかし、カラムディでの会議がある時には、みん
な時間通りに座っていて、逆に日本人の方がバタ
ついていました。
　他には、男の人の方が日傘を使っていた事、県
庁での表彰式にもかかわらず、携帯の音楽がたく
さん鳴っていた事。マナーモードはないのか？と
思いました。そして、食事のときは女性ではなく
男性が料理を運んでくれたり、さげてくれたりし
てくれました。女性が料理を作って男性が運ぶそ
うです。バングラデシュでの料理は初めて口にす
るものばかりで、なかには口に合わないものもあ
ったけれど、思っていたよりもおいしくいただく

ことができました。もちろん食べた料理はほどん
どが自国で作られたのものです。日本での料理を
考えてみると、アメリカや中国、外国からの輸入
ばかりです。少しはバングラデシュを見習わなき
ゃと思います。
　今回は豪華キャストがたくさんいたので、移動
時間や休憩時間は退屈することなく、たくさんの
お話が聞けました。私が質問すると必ず誰かが答
えてくれて、勉強になりました。心強いメンバー
でツアーに参加できたこと、自慢に思います。
　私がバングラデシュについた時に思ったことが
あります。日本とこんなにも違う風景・人々・自
然。たった一回の旅で本当に今まで知らなかった
事がたくさんあり、自分にとって大切な思い出に
なりました。日本だけにとどまってはもったいな
い !! もったいなさすぎると思いました。
　本当にバングラデシュに来てよかった。そして、
バングラデシュだけではなく、これからは色んな
国にも行きたいです。もちろんまたバングラデシ
ュにも行って、今回とは違う場所・人に出会うこ
とができたらいいなと思います。



　 現地訪問３日目、ガンニという町にある、シ
ョンダニ学校を訪れました。NGO ションダニが
直接運営している私立の学校とのことです。
　過密スケジュールのため、授業風景などを見学
する時間が３０分位しかとれなかったのが、ちょ
っと残念でした。でもこの学校の生徒さん達の質
がとても高いのにビックリしました。統率された
朝礼などを見ていると、日本の学校以上のものを
感じました。授業中の先生と生徒のやりとりでも、
みんながとても元気よく、はきはきと自分の考え
述べていました。
　地域や国の未来を引っ張っていくであろう人材
は確かに育っているという確信と、いい学校を創
ってこられた NGO ションダニに対して敬意を表
したいと思います。
　ジャパニ小学校はじめ、いろんな学校や授業風
景をもっと見学したかったのですが、ションダニ
学校を訪問し、途上国における教育の大切さを改
めて痛感したしだいです。その後歓迎式典に招か
れたのですが、それはそれは私にとっては想像を
絶するものでした。一大イベントだったのです。
高校のグランドに張り巡らしたテントに１０００
人程のギャラリー、大掛かりに増設されたステー
ジ、生徒達による数々の歌や踊りや劇。映画イン
ディージョーンズの中に紛れ込んだようでした。
この日のためにどれだけの時間と練習を費やした

のでしょうか。歓迎の
深さを感じざるをえま
せんでした。私にとっ
てこの歓迎ぶりが、こ
の旅一番のカルチャー
ショックでした。
　NGO の活動が、こん
な裾野の広い山になって多くの人達の夢や希望に
貢献してるんだ。二ノ坂先生、ラフマン先生はも
とより数多くの支援者の努力の賜物でしょう。
　私は今回のツアーで初めて「手をつなぐ会」と
ご縁をいただいたのですが、話に聞くと、１人の
女性の純粋な愛の行動がそのきっかけと聞いてい
ます。一粒の小さな種から大きな森に。そして多
くの元気な鳥たちが巣立とうとしています。人間
の愛の力ってすごいなあってつくづく感じます。
一番うれしいのは、やはり有能な若者が育ってい
ることです。できれば日本に来て、日本を視察し
てもらいたいと思います。彼らは日本をどう感じ
るのだろう。町の様子をどう感じるのだろう。そ
うそう、新幹線に乗せたらビックリするだろうな。
日本の交通マナーをどう感じるのだろう。国のあ
るべき姿を想像できたら幸いです。感じたこと、
考えたことを国に持ち帰り、国造り、地域造りに
役立てるとしたら幸いです。
　子供は国の宝、という意味がちょっとわかった
ような気がします。わたしはまだ手探りの状態で、

「手をつなぐ会」や NGO ションダニの理念や方
針なども、よく理解してはいないのですが、有能
な子供たちを見ていると、ションダニ学校を応援
したいです。もちろん公教育も大切なことですが、
一握りではあっても優秀な人材の育成が、もっと
必要だと信じるからです。
　バングラデシュという国も、さまざまな問題を
かかえていて、今は各国の援助も必要な時もある
のかと思いますが、最後は自らの手ですばらしい
国造りを成し遂げることを、望みます。

現地訪問で見たこと、考えたこと
田辺　郁夫
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   私は今回の現地訪問に向けて、正直に言ってバ
ングラデシュに関する知識はあまり持ち合わせて
いませんでした。それもあってか、逆に現地訪問
に出発する日が近づくにつれて、不安よりも期待
やワクワクした気持ちのほうが強かったように思
います。
   それがジア国際空港に着いて、たくさんバング
ラデシュの人々がわれわれ訪問団をじっと見つめ
る姿に一気に不安になったのを覚えています。文
化・習慣・考え方も違うと分かっている人々に、
しかもたくさんの人にあのように睨まれると、相
手がどのような意図を持って、私達を見つめてい
るのか分からずとても困惑しました。僕のバング
ラデシュの第一印象を正直に言えばそういう感じ
です。しかし結論からいうと、訪問をおえてから
の感想は、彼らは何ら敵意を持っていないという
ことです。それどころか訪問の始めから終わりま
で、バングラデシュの人々の温かい歓迎がうれし
かったですし、とても感謝しています。

   訪問では様々なことが初めてで色んなことを感
じとても勉強になりましたが、私は現地での経験
の中でも特に教育関係についての報告を書きたい
と思います。
   まずカラムディ村に着いて２日目に、村から車
で１時間半くらいのところにあるクシュティア・
イスラム大学を訪問しました。到着したときから
学生やその他の方々の歓迎をうけて、とても感激
しました。何人かの生徒と教官の方の紹介を受け、
その後大学構内を案内してもらいました。そこで
感じたのは、バングラデシュの学生さん達のフラ
ンクさや、親しみ度合いの高さです。
   案内してもらってる最中にも、行く場所行く場
所で数多くの学生さん達と握手をし、「どこから
来たんだ？」「名前は何ていうんだ？」「学生か？」

「何の科目を専攻しているんだ？」など数多くの
質問をされタジタジでした。外国の学生が珍しい
ということもあるでしょうが、日本だとあまりこ
ういう積極的なコミュニケーションの仕方は見ら

すべてが初体験だった現地訪問
押野　真基朗
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れないと思います。
   構内を案内してもらい、この大学の敷地の大き
さは日本の中規模の大学と同じくらいかなと感じ
ました。後で学生から聞いた話によると、この大
きさでもバングラデシュではかなり小さい方だそ
うです。また聞くところによると、バングラデシ
ュにある大学の数は、国立・私立あわせて２５校
ほどだということでした。このクシュティア・イ
スラム大学には、日本の総合大学と同じように経
済学部や国文学部、工学部などがあるということ
も学生さんから教えてもらいました。そしてこの
大学はイスラム大学という名を冠していますが、
どうやら宗教的な大学ではないようです。
   一つ気になったのは、キャンパス内に結構ゴミ
が散乱しているということです。日本では公立の、
しかも教育施設にゴミが散乱していることはなか
なか想像しにくいので少し驚きました。キャンパ
ス内を一通り案内してもらった後は、イスラム大
学の学生との交流会です。学生から質問されたこ
とは「学校の印象はどうか？」ということです。
私は率直に「学生がすごくエネルギッシュで、外
国人である僕たちにも積極的に話しかけてきてく
れてうれしかった」ということを言いました。お
互い緊張していたのか、それ以上突っ込んだ質問
はありませんでしたが、その後一緒に昼食をとっ
た際には彼らのアグレッシブさにまたもやタジタ
ジになりました。おいしいながらも、学生がどん
どん注いでくれるご飯を断りきれず吐きそうにな
ったことを考えると、「ペット　ボレ　ギエチェ

（おなかいっぱい）」という言葉を覚えておくべき

だったと強く思います。しかし心から歓迎してく
れているということを強く感じました。
   ご飯が終わった後は、緊張も解けお互いのこと
について質問しあうことができました。質問しあ
う中で感じたことは、バングラデシュの学生は私
たちのことについて心から好奇心をもって接して
くれるということです。また日本の政治について
の知識を披露してくれました。しかし私はバング
ラデシュの政治についてあまり知識を持ち合わせ
ておらず、少し恥ずかしい思いをしました。そし
て他に気づいたことですが、交流した学部生の内
全員が全員とも大学院で勉強するつもりだと言っ
ていました。たまたま勉強に対して意欲的な学生
がそこに多かっただけなのかは分かりませんが、
大学院進学が比較的少数派である日本の学生と比
べて印象的でした。日本では大学進学率が 5 割
を超えていることで、意欲はなくてもとりあえず
大学にいこうという学生が多い一方、バングラデ
シュは必然的に意欲の高い学生が集まり、そうい
う学生は院へ進学する学生の割合が高いのかなと
思ったりもしました。またその一方で、バングラ
デシュには中等教育すらまともに受けられない子
供がいるということもしってましたので、その格
差の面も強く意識されました。
   大学を訪問してみて最も強く意識したことは、
日本とバングラデシュの学生の違いでした。バン
グラデシュの学生は私達外国人を対して心から歓
迎してくれ、素直な気持ちで接してくれていると
感じました。今改めて思い出すと、彼らは私たち
にずっと英語ではなくベンガル語で話しかけてい
ました（当然英語は僕よりもずっと話せると思い
ますが）。それは自尊心を押し出してるわけでも
なく、それでもなんとなく意味は掴めたし、素直
に彼らとの会話を楽しめました。一方日本の学生
であれば、英語を完璧に話せなければ自ら喋ろう
とする人は少ないだろうと思います。しかし今回、
彼らが自分たちの言葉で私たちに話しかける姿を
客観的に見て、どちらの姿勢の方がよりコミュニ
ケーションを心から楽しめるかがよく分かりまし
た。相手に対して「あなたのことを知りたい」「自
分のことを伝えたい」ということが伝わりさえす
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ればそれが何語であろうと相手とよく理解しあえ
るものだということがまざまざと感じました。
   教育関係の訪問に関しては、3 日目にも村から
1 時間ほど離れた場所にある、ションダニ・スク
ールも訪問しました。ここでは実際に国語の授業
を見学させて頂きました。授業ではノートを一切
使わず、先生が手を挙げた何人かの生徒に喋らせ
ながら授業をすすめるという形態でした。これは
知識重視というよりも、自分の意見をはっきり述
べるという実践的な要素を含んでいるのかなと感
じました。事前にバングラデシュでは詰め込み型
の授業が一般的だと知っていたので、日本での先
生の板書をひたすら書き写す授業に慣れている私
にはとても印象的でした。聞けばよかったのです
がこれがションダニ・スクール独自の方針なのか
もしれませんし、国語以外の授業では違うのかも
しれませんし、他の科目の授業も見てみたかった
です。それ以外の面に関しても教師一人当たりの
生徒数など、比較的よく整備された学校だなと感
じました。訪問するまでに持っていたイメージと
は違いました。当然多くの子供たちがこのような
環境で勉強できるわけではないのは知っていま
す。しかしここで高度な教育を受けた学生が将来、
ションダニの活動やバングラデシュの発展をリー
ドすることで良い循環が生まれていって欲しいと
思います。
   ションダニの宿舎の私たちが宿泊した向かいの
部屋に大学生の男の子がいる家族がいました。

彼はダッカの City 大学という私立大学で学んで
いる学生だそうですが、彼は日本に来たいと言っ
ていました。一方で、ダッカに住み私立大学にも
通っているので、大学の学費などは大変だとも言

っていました。彼が大学に入るまで奨学金を受け
ていたかは分かりませんが、彼とは別に、大学に
入るまで奨学金を受けていても、大学入学と同時
に奨学金を受けられなくなり困る学生がいるそう
です。まして彼が日本で勉強するとなると、それ
を聞いたとき私は正直、「果たして大丈夫だろう
か」という思いもありました。しかしお互いに話
をしていて感じたことは、彼がとても意欲に満ち
溢れている学生だということです。彼のような意
欲ある学生が、金銭的な理由で選択肢をせばめな
ければならないのは残念なことだと思います。
   金銭的な問題の解決法としては奨学金などがあ
りますが、それも簡単に形作れるものではないで
しょう。ではどういう解決方法があるのかと問わ
れれば、今は思いつきません。ですが、ひとつの
考えなければいけない問題なのではないかと感じ
ました。
   訪問の反省点としては、何よりも訪問中体調を
崩してしまったことです。周りの人にも迷惑をか
けてしまいましたし、今回のような経験はなかな
かできないにも拘わらず、体調のせいで全ての活
動に参加できたわけではなかったのが残念でし
た。体調管理について反省しています。
   また訪問前にバングラデシュや活動についても
っと勉強して行くべきだったと思いました。
   訪問中いたるところで勉強不足を露呈し、少々
不完全燃焼でした。しかしこの反省から、訪問か
ら帰ってきた後もバングラデシュと関わっていく
ことで取り返したいという今の自分のモチベーシ
ョンになっています。
   訪問中終始思っていたことは、「自分は何もで
きてないなぁ」ということです。問題は山ほどあ
るのにも拘わらず、それに圧倒されるだけで何も
できない自分に無力感を感じていました。それで
も至るところで現地の人々は温かく迎えてくれ
て、逆にそれがとても悔しかったです。その悔し
さをバネに自分を磨いて、今度は私が彼らに恩返
したいと思っています。そういう意味でも、自分
がすごく「変わった」現地訪問であったし、とて
もすばらしい経験でした。支えてくださった方々
に大変感謝しています。ありがとうございました。
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〈村に着いて〉

カラムディ村に着いたら、村の大勢の人々が歓
迎してくれた。長い花をくれた。メンバーの荷物
を自転車に乗せて運んでくれることに、すごく人
としての温かみを感じた。押野さんと村を歩きに
行った。後ろから子供が付いてきているのが分か
った。興味を持ってくれていることが伝わってき
た。村の人々（特に子供）は、興味や関心を隠さ
ないで、その気持ちや思いをそのまま表現する。
そこに人としての素直さや純粋さ、心の綺麗さと
美しさを感じた。これこそが人のあるがままの姿
なのかなとも思った。歩いていると、村の人々が
こちらを見ていることが伝わってきた。途中で会
った自転車に乗った青年に写真を撮らせてほしい
と言われたので、撮らせてあげた。松田さんがサ
ッカーの相手をして一緒に遊んでやってくれとい
うので、子供たちがたくさんいた広場に向かった。

私は、ベンガル語の勉強不足で、挨拶の「アッ
サラームアライクム」しかそのとき知らなかっ
た。けれど、僕はその言葉を言うことによってと
ても驚かされた。子供たちに勇気を持って「アッ
サラームアライクム」と声をかけた。すると、周
りにいた多くの子供たちが「Thank you」「Thank 
you」と言って、握手を求めてきたのだ。私は、
ベンガル語で挨拶をすることで、相手の文化を尊
重していますよという気持ちを伝えることができ
たから、子供たちから感謝を持って握手を求めら

れたのかなと思った。そのことが自分にとって、
とっても嬉しかった。一気に子供たちと打ち解け
ることができたように感じた。子供たちは、名前
を聞いてきた。「Akio」というと、子供たちは揃
って連呼した。そして子供たちも自分の名前をそ
れぞれ教えてくれた。モンナという子がよくして
くれたのを覚えている。サッカーと自分が持って
行っていたテニスボールでほんの少しだったけれ
ど遊んだ。

子供たちはマドラサを案内してくれると言って
くれた。マドラサでは、松田さんがみんなの写真
を撮っていた。彼らはカメラ（写真）が大好きだ。
カメラを向けられるととっても興味を持った視線
を向ける。そして、撮った写真を見て、すごく喜
ぶのだ。

子供たちとかけっこをした。子供たちが「Go.
　Go.」というので、「Run?」と聞くと、いつの
間にか僕たちは走り出していた。僕は大人気なく
本気で走って子供たちを走り負かしてしまった。
けれど、子供たちと一緒に走りながら風を切って
いくのはとても清々しく心地よかった。現地の子
供たちと一緒に笑い合えたことがとても楽しく嬉
しかった。もう一度、「Run?」と大人気なくかつ
得意気に聞くと、子供たちは、もういいよという
顔をした。その中の一人の子が葉っぱや花を僕に
プレゼントしてくれた。こんな些細なことが、す
ごく私の胸を熱くさせるように感じられた。

〈イスラム大学〉
現地について二日目。この日は、アミールさん、

押野さん、小林さん、純子さん、松田さんと一緒
にイスラム大学へと向かった。イスラム大学は、
広い敷地を自然で囲まれた開放的な場所だった。
イスラム大学といっても、学ぶのは、コンピュー
タ、化学、物理学、哲学、英語、経済学など、日
本の大学となんら変わりはない。違うことは、教
科書が英語で書かれていることだ。母国語ではな

バングラデシュの人々の温かさ
山下　晃央



く、英語で学問をしている彼、彼女らは、自然に
英語が身に付いていくのだろうと思った。大学に
着くと、二人の女性が案内してくれた。一人はモ
ウという名の女性。もう一人は名前を聞くのを忘
れてしまった。大学の先生の部屋に招かれ、大学
で何を学んでいるのか問われた。私は商学部なの
で、「Commerce.」と答えた。学部を聞かれるこ
とで、私は大学で商学を学んでいるのだなと、改
めて認識することができた。また、イスラム大学
の感想を聞かれ、「Good.」と伝えた。途中でお茶
を飲みに連れて行ってくれた。

それから別の場所に移った。モウから、ソフェ
ルとウィーズリーを紹介された。二人は男性であ
る。しばらくしてから、カレーを持ってきてくれ
た。学生も増えてきた。そして、五人でカレーを
食べるように言われた。素手で。カレーを素手で
食べたのは、初めての経験だった。上手く掴んで
食べることの出来ていない私を見て、モウは、カ
レーを手でまとめてくれて、僕の手に移してくれ
た。そして、小さな魚も一緒に出されたのだが、
その魚の身を骨と分けてくれた。お腹が一杯にな
ってもういらないと思ったのだが、残すのも失礼
かと思ったので、お皿についでもらった分はしっ
かりと食べきった。カレーが割と辛かったので、
そのとき出してくれていた水を結構飲んだ。

次に彼らがカレーを食べた。そのとき、僕が誰
と話そうか迷っていると、パピアという女性がこ
っちにおいでという合図をくれた。なので、その
輪の中に加わった。内心ほっとした。消極的な私

は、パピアが誘ってくれなかったら、居場所がな
かったかもしれない。

パピアの横に座ると、「Cool.」と言われた。そ
れは格好いいという意味なのか、落ち着いている
という意味なのか分からなかった。なぜなら、緊
張して話したいことが見つからず、自分から話
しかけることが出来ていなかったからだ。けれ
ど、誉めてくれたのだろうと思って、パピアに

「Beautiful.」と言い返したら、なぜかみんなに
笑われた。そして、パピアに「Do you like me?」
と聞かれ、「Yes.」と答えた。そうすると、次に「Do 
you love me?」と聞かれた。「はい」とも「いいえ」
とも言えず、返答に困ったので、「No comment.」
と正直に答えた。すると、みんなが笑ってくれた。
とっても温かさを感じた。一緒にいて、すごく心
地のいい人たちだった。パピアには、「部屋に来
る？」とも言われた。なんとなく行くとは言えな
かったので行かなかった。
「恋人はいるのか？」と聞かれ、「いない」と答

えると、まじまじと顔を見られた。「いや、仕様
がないでしょ」と思ったけれど、心の中だけに留
めた。

モウは、寮の自分の部屋にも男の僕を案内して
くれた。「Boy O.K.?」と小林さんが聞くとモウは

「O.K.」と言ってくれた。動中に汗を拭くための
ティッシュをくれたり、みんなの頭を触って楽し
くさせてくれたり、耳たぶを触ってきたり、とっ
てもとってもフレンドリーだった。そして、終始
笑顔を振り向けてくれた。そして、お別れにバン
グラデシュチョコレートをくれた。

〈奨学金をもらっている学生たち〉
その日、村に帰って、子牛の奨学金をもらって

いる学生たちの集まりに参加した。小さな子が、
「日本のことについて教えて。」と田辺さんに頼ん
でいた。何にでも関心を持って、貪欲に色々なこ
とを知ろうという姿勢を僕も見習いたくなった。
自己紹介をするときにも、「アッサラームアライ
クム」と言うと、みんな元気な声で挨拶を返して
くれた。

奨学生の、「子牛がなかったら、勉強できなか
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った。」「もっと上の学校に行きたい。」「この先ど
うなるか分からない。」「曖昧な夢を持っていたら
叶わない。」そんな言葉の数々に、僕は情けなく
なった。この志のある子供たちの望みや願いがも
っともっと叶えばいいのに、と思った。そんな世
界を創っていかなければ、自分にもできる貢献を
していかなければ、と思った。

奨学生との集会を終えたあと、体調がすこぶる
悪かったので、部屋に戻ってベッドに横になった。
そして、脱水症状と、バングラの水にやられたよ
うで、体調を崩し、次の日とその次の日のプログ
ラムに参加することができなかった。けれど、ニ
ノ坂さん、船越さん、現地のお医者さんと看護士
さんに支えられて、帰る時には体調も良くなった。
バングラデシュで、人生初の点滴を打つことにな
るとは思いもしていなかった。けれど、こんな経
験をしたことで、これからこれ以上辛い旅行はも
うないだろうと思い、逆にこれ以上ない自信とな
った。

〈ツアーを終えて〉
このツアーに参加した理由は、バングラデシュ

に興味があったからだ。アジアの最貧国と言われ
るこの国は、果たしてどんな国なのか。本当に貧
しい国なのか。ムハマド・ユヌス氏の『貧困のな
い世界を創る』という本を読んで、そんな疑問と
興味を抱いていた。

もちろん、ツアーに参加するまで、私は人のた
めになることを、将来を通じて行いたいという思
いがあった。だから、このツアーにも参加したの
だ。けれど、日本や自分から見た視点だけで、こ

ちら側の論理や価値観を押し付けることは、すべ
きではないと感じた。少なくとも、現地に行き、
そこに住む人々と関わり、意見を生の声を聞いた
上で、慎重に行動すべきであると感じた。

もちろん、多くの子供たちがいい環境でより良
い教育を受けられるようになることは、素晴らし
いことだと私も思う。けれども、その手助けをす
る際に、どの程度まで援助すべきなのか。援助を
することが本当に適切なのか。その判断をするに
は、私にはまだまだ経験や交流が足りないと感じ
た。だから、私は、またバングラデシュに行きた
いと思うし、もっともっと、バングラデシュのこ
とを日本ではなく、現地で知りたいと強く思うの
である。

反省点としては、やはり、もっともっと積極的
になるべきだった。一人一人との会話であったり、
自分から楽しもうという姿勢であったり。あらか
じめ、聞きたいことや、話したいことを考えてお
かなければ、その場その場でやり過ごしてしまう
から。もっと目的意識を持って、一つ一つのこと
に関わっていくべきだった。

私にとって、今回のスタディーツアーが初めて
の海外経験となった。相手の話す英語が聞き取る
ことが出来なかったり、自分の思いを英語でうま
く伝えることができず、相手にも不快感を与え、
自分ももどかしさを感じた。コミュニケーション
をとるということが、言葉という壁によって遮ら
れるという経験を初めてした。もちろん言葉だけ
の問題ではないが。

けれど、言葉の壁を越えたものを感じることも
できた。笑顔で楽しんで接することが一番なのだ
と知った。自分は、あまり表情が豊かな方ではな
い。けれど、笑顔で接すれば、必ず笑顔で返して
くれる。バングラデシュの人々は、とても温かい
のだから。

そして、自分の特技を何か身に付けなければい
けないと感じた。

このツアーは、今の自分を見つめなおすための
良いきっかけとなった。このツアーで出逢ったす
べての人に、「ありがとう」と、ここで伝えたい
と思う。
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■はじめに
　私は途上国と呼ばれる国が好きだ。その魅力は
一言では言い表せないが、何故か強烈に引きつけ
られる。その中でもバングラデシュには興味が尽
きない。
　私が初めてバングラデシュという国の名を耳に
したのは 1971 年。当時東パキスタンと西パキス
タンが対立。内戦が勃発。いわゆるバングラデシ
ュ独立戦争である。イギリスからの独立の時から
パキスタンと対立していたインドが、バングラデ
シュを支援したことから、この内戦が、第三次イ
ンド・パキスタン戦争へ発展。その結果、東パキ
スタンは「バングラデシュ人民共和国」として独
立するが、多くの人たちが難民となった。その状
況は悲惨としかいいようがなく、世界中が支援を
模索した。71 年 8 月 1 日、ビートルズのメンバ
ーの一人でもあるジョージ・ハリソンが発起人と
なり、バングラデシュ難民救済基金のためのチャ
リティ−・コンサートが開催された。ジョージは
インド音楽に強く触発されていたことから、ラヴ
ィ・シャンカール（インドの有名な音楽家、シタ
ール奏者）を師と仰ぐようになっていた。父がバ
ングラデシュ出身であったラヴィ・シャンカール
からバングラデシュの惨状を聞かされ、彼から、
何とか難民やバングラデシュの民を助けることが
出来ないかと、話を持ちかけられたのがきっかけ
だったという。７月 27 日にラヴィ・シャンカー
ルと共にニューヨークで記者会見を開き、翌 28
日にはシングル「バングラ・デシュ」を緊急リリ
ース。そして、８月１日にはニューヨークのマジ
ソン・スクエア・ガーデンで「バングラデシュ難
民救済コンサート」が開催された。
　この出来事は、私の心に強烈な印象を残した。
自分にも何かができないだろうか？模索が始まっ
た。それからだろうか、南アジアへの関心が急速

に高まっていった。そのため、大学時代は、西ア
ジア、南アジア、東南アジア、そしてヒマラヤ文
化圏を対象に「比較社会構造史」という観点から、
宗教が社会構造に与える影響を、歴史的に考察し
てみた。
　富と文化の象徴、黄金のベンガルが、世界最貧
国になるとは、歴史は皮肉なものだ。
　1995 年、そのバングラデシュのカラムディム
村に「手をつなぐ会」の皆さんと共に訪れた。独
立から 20 数年、バングラデシュは変わったのだ
ろうか。世界一貧しい国はどうなっているのだろ
うか。この目で見る機会に恵まれた訳だ。そして
14 年が経った。また「手をつなぐ会」の皆さん
とバングラデシュを訪れた。それは、私にとって
も、とても有意義なものとなった。

■驚きばかりのバングラデシュ
　ダッカに着いてまず驚いたのが車。14 年前は、
これが本当に走るのかと思うような車が沢山走っ
ていた。ドアやバックミラーのない車が当たり前
のように走っていたのだが。ところが今は、日本
とあまり変わらない車が沢山走っている。時折、
メルセデスや BMW、トヨタのレクサスなども見
かける。三菱のパジェロやトヨタのランドクルー
ザーのような 4WD の新車もある。おんぼろ車は
といえば、使い古したバスがやたらと目立つくら

1995 年そして、2009 年
　　　　　14 年ぶりのカラムディ村

松田　 睦志
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いだ。ダッカには高層ビルも林立し、高級デパー
トや高級ブランド品を扱う店も目に付くようにな
った。ダッカに着いた日の夜、食事をしたレスト
ランのメニューにも驚いた。今は、世界各国の料
理がダッカで味わえる。当然日本食レストランも
ある。買い物に行けば、その品揃えの豊富さに驚
かされた。ケンタッキーなどのファストフード店
もある。見るもの全てが驚きである。これがあの
ダッカ？と目を疑いたくなる。インドのコルカタ
やデリー、ムンバイなどとさほど変わらない。そ
んな印象を受けた。
　確実にバングラデシュは豊かになっている。政
治的な不安定要員はあるものの、南アジア世界で
はここ数年で、インドと同じような発展を遂げる
可能性を秘めている。新たな産業の台頭も目覚ま
しいと聞く。安い労働力を中国資本の企業などが
狙って、その工場が進出して来ているという話も
聞く。中産層の台頭により、消費活動も活発にな
っている。
　更に驚いたのはインフラの整備。14 年前から
は、考えられないくらい道路が良くなっていた。
日本からの ODA もあって完成した、ガンジス川
にかかる巨大な橋。14 年前はあちこちに穴があ
いた土煙にまみれた赤土の道で、車が横転してい
る光景をしばしば目にしたが、今回は追突事故く
らいしか目にしない。ちなみに、運転のスタイル

は何も変わっていないのだが・・・・。
　通信環境にも驚かされた。空港や、恐らく高級
ホテルもだろうと思うが、無線 LAN（WI-FI）が
使える。日本から持参した私の iPhone で、携帯
メールや PC メールも受信できる。当然、電話も
問題なくつながる。これがダッカだけではなくカ
ラムディ村でも使えたから更に驚きだ。ある意味
ではタイやインドよりも快適に使える。ただ、パ
ケット通信料が意外と高かったのにも驚かされた
が。だが、国内の利用料金はそれほど高くないら
しい。携帯の普及は、個人消費に活力が出てきて
いる事を裏付ける結果だとも取れる。ちなみに、
今、バングラデシュでは「ディジタル・バングラ
デシュ」というキャンペーンを展開しているそう
だ。IT 革命の波が確実に押し寄せている。まあ、
インドが IT で、大きく産業構造を変え急成長し
たのだから、バングラデシュが出来ない事はない
と思う。実は私も仕事をしないかと誘われている。
私の専門はコンピュータ。もう少し若ければ考え
るのだが・・・・。
　村でも子供達にせがまれカメラを向けると、近
くにいた青年がデジカメで私を撮影している。カ
メラ付き携帯電話で撮影している若者や子供もい
る。村人の中にも携帯電話は確実に浸透していた。
　また、子供達も含め、裸足の人が少ない。14
年前は、ジュートで縄を編み、わらじの作り方を
教えては？なんて話も出ていたが。
　だが、一見豊かに見えても、確実に貧富の差が
広がっている事も事実。ダッカでは物乞いやスト
リートチルドレンの存在が目立つ。村でもその差
を感じる時があった。一つのエピソードだが、シ
ョンダニスクールでの歓迎会のおり、私の前に一
人の少年がふらふらとやって来た。裸足で、着て
いる服も随分くたびれている。明らかに学校の生
徒ではない。10 歳くらいだろうか。彼は、一心
に壇上を見つめ話に聞き入り、また、歓迎の歌や
踊りに目を向けている。決して視線をそらす事は
ない。眼光も鋭い。きれいな制服に身を包んだ子
供達の横で、本来生徒達のために用意されている
椅子が、子供の数人が席を立ったため空いた。と、
その瞬間、彼は椅子に座り込み、食い入るように
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壇上を見つめる。じっと見つめる彼の瞳の奥に、
どんな思いがあるのだろうかと、心底考えさせら
れた。今回の訪問で、一番心に残った光景である。

■村の印象
　私は前回の訪問の際、「バングラデシュと手を
つなぐ会」のメンバーとして現地訪問をするとい
うより、ラフマンさん一家の里帰りに同行するつ
もりで村を訪れた。しかし、一応教育班という事
で、小学校や中学校で生徒達と交流をし、確か私
は小学校で子供達に絵を描かせた記憶がある。ち
なみに、私は絵描きもしている。
　そんなこともあって、時間が空いている時には、
比較的自由に村中を歩き回っていた。夕食が始ま

るというのに、村の人達と茶店でお茶を飲んでい
て、迎えに来た訪問団員に怒られた事もしばしば。
それでも、毎日、多くの子供達に囲まれて、村の
中を歩き回った。村のオヤジさん達やお年寄り達
からお茶に誘われたリ、果物や食事をご馳走にな
った。私が村を歩く時は必ず、ライフルを持った
青年がいつも私の側についてくれていた。ある日、
1 時間あまり、どこをどう歩いたのか、突然一緒
にいた子供達がついてこなくなった。すると今ま
でいなかった別の子供が手を引いて私を連れて行
こうとする。素足で痩せていて、ほとんど裸に近
い子供達だ。ぬかるんだ道に気を取られ、ふと正
面を向いた時だった。そこには、今まで見てきた
カラムディ村とは少しばかり様子が違う光景があ
った。以前目にした、インドの不可触賎民（ダリ
ット）の村のような、あばら屋が建ち並ぶ一角。
ライフルを持った青年と、宿舎前からついて来て
いた仲良しになっていた少年が、これ以上行くな
と止める。ただならぬ雰囲気に、来た道を戻った。
後でわかった事だが、そこは村の中でも特に貧し
い人達が暮らす場所だったようだ。イスラム教徒
ではないというような話も聞いた。
　今年はそのような経験はできなかった。という
よりも、村の印象は全く変わっていて、またここ
でも驚きの連続である。道がとにかく良くなって
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いる。木が増えて緑豊かな村に変貌した。農作物
も豊かに実っている。また、家畜の数がとにかく
すごい。アヒル、ヤギ、牛。それらの子供も含め
ればすごい数である。本当に村は豊かになったよ
うに見える。
　母子保健センターの印象も大きく変わった。広
場にポッンと建っていたものが、今では木々に囲
まれいい雰囲気を醸し出している。病院の前にあ
る店もたいそう立派なものが増えた。14 年は長
いな。と、つくづく思い、感慨に耽った。

■援助と支援、今後の課題
　援助とは「困っている人を助ける事」、支援と
は「力を添えて助ける事」（講談社：日本語大辞
典）とある。大木前代表がラフマンさん達と始め
た「小学校を作る会」の活動は、私は援助活動で
あったと思う。純粋にバングラデシュの田舎の村
で、教育を受けることができない子供達のために、
学校を造るという行為は「困っている人を助けた
い」と言う純粋なものだった。私は、そんな大木
さんやラフマンさんの気持ちに触れ、発足間もな
い「手をつなぐ会」に入会した。しかし、会が大
きくなるにつれて、その方向性が私にはよく見え
なくなって来た。そこで私は、会と少し距離を置
く事にした。では、あらためて考えてみよう。今
の「バングラデシュと手をつなぐ会」がおこなっ
ているのは、援助であろうか、それとも支援であ
ろうか。あるいは、NPO 法人としての事業経営（プ
ロジェクト）であろうか。
　今回、ションダニ・ションスタとの打ち合わせ
などで、いろいろな話を聞いていると、病院や学
校の運営がなかなか大変なような印象を得た。ス
タッフの数も増え、人件費も馬鹿にならないと聞
く。ふと、日本からの資金援助だけで支えていけ
るのかなと思った。いや、これだけのものを支え
ていくために、日本から資金援助を続けていくの
は大変だな。という印象を得たというのが本音か
も知れない。更に、村の中でも新しいビジョンを
打ち出すために、コンセンサスを得るのは大変で
はないのかな、とも思った。
　特にインドの農村を中心に、支援活動を続けて

いる友人が、こんなことを言っていたのを思い出
す。アジアの途上国の農村などで支援活動をして
いると、いつも違和感を感じるのは、村の有力者
やお金持ちの存在である。彼らは非常に保守的で、
大きな変革を望まない。あまり、変革を急ぎすぎ
たり、ご機嫌を損ねると、とんでもない圧力がか
かる事がある。
　実はかって私も、そのような経験をした事があ
る。メヘルプール在住の JICA 青年協力隊の辻さ
んにその旨聞いてみた所、やはり地主やお金持ち、
有力者はバングラデシュでも極めて保守的らし
い。ションダニの活動も、そのような人達からの
圧力を受けないのだろうか。いや、そもそも日本
人そのものの活動に圧力がかかる事はないのか。
実はそんな心配は無用で、そのような人達との関
係は良好で、ションダニの影響力も大きい。全て
がうまくいっているという事なのか。私には残念
ながら、現状を的確に把握する事はできなかった。
　それからもう一つ。多分、保護者達だと思うが、
村の小学校や中学校でも先生達のレベルアップも
含め、子供達の教育水準を上げたいという話を聞
いた。ションダニスクールでも、教育の質の向上
を目指していると言う。教育のレベルを上げると
いう事は、収入や生活が安定してきて、子供達の
将来を真剣に考えられる余裕が出てきたからだ、
とも取れる。しかし、先生を雇うにも資金がいる。
また、貧しい子供達への子牛の奨学金や、高校、
大学進学希望者への奨学金の支給も、資金がなけ
れば始まらない。これら全てを、日本からの援助
金で賄うのか。賄うとすればこれは大変な事だな、
と感じた。
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　ラフマンさんからこんな話を聞いた。毎年、村
に来ると調子が悪くなって発熱したそうである
が、最近はそれがなくなったそうだ。ションダニ
との打ち合わせや会議で、いつも意見が対立し、
時には嘘の報告をする。その事に、いつも頭にき
ていたそうである。そのストレスが原因で、体調
がおかしくなっていたという。しかし、時間をか
けて接して行くうちに、彼らは少しずつ変わって
きたそうだ。今では話し合いもスムーズで、彼ら
も積極的に働きかけてくるという。ラフマンさん
もストレスが減ったそうだ。
　意識が変わる事は重要だ。途上国での支援活動
でも、支援を受ける側の意識変革が進まないまま
に、物やお金だけが送られるケースがある。これ
は、状況の根本的な改善には決してつながらない
と私は思う。実際、私もうんざりするほど、そん
な現実を見て来た。では、意識が変わってきたの
なら、また、信頼関係が築かれたのなら、システ
ムそのものを変えることもできるのではないか。
ふとそう感じた。
　実は私は、話を聞いているうちに、このような
学校や奨学金、病院の「運営」を一つの事業と捉
え、どのように「経営」して行くかを、考えなけ
ればならない時期にきているのではないかと感じ
ていた。確かに事業として運営していると言われ
るかもしれない。しかし、日本からの資金援助に
頼るだけではなく、必要な経費を捻出できるよう
な確固たる経営システムを、構築して行く事が必
要ではないのか。そんな印象を得た。ただ、営利
を追求するようになると、理念が失われる恐れが
ある。その事は多分、ションダニのスタッフも十
分承知していると思う。ションダニの話を聞いて
いると、彼らなりにいろんなビジョンを持ってい
る。日本側も単なる援助や支援へということでは
なく、共同の事業プロジェクト、しいては、彼ら
が日本からの援助や支援を頼りにしなくとも、自
からの力で大きく羽ばたくためのプロジェクトと
して、新たに仕切り直す時期に来ているのではな
いのか。大きな転機が訪れているのではないのか。
そう感じたのである。
　そして、どうしても最後まで私に重くのしかか

った思い。それは、教育水準を上げる事も大事だ
が、家庭の事情や貧困が原因で学校に通えない子
供達が確かにいる。そんな子供達が一人でも少な
くなって欲しいという思いだ。また、マドラサに
通う子供達もいる。マドラサ自体は、基礎教育を
提供すると同時に、自分たちの宗教（イスラム教）
の基礎を生徒に教えることを目的としていて、無
料で通うことができる。通常モスクに併設されて
いたり、有力者の寄進によって運営されているケ
ースが多い。マドラサ自体が悪い訳ではないが、
親達の考えや宗教観が子供達の選択肢を狭めてい
るとしたら、これも難しい問題である。
　教育の裾野を広げるか、質を高めるか。こんな
問題が真剣に議論されるのは良い事だと思うが、
全ての子供達の尊厳が決して損なわれてはならな
い。教育への支援も一つの事業として、子供達へ
はきちんとした教育支援プログラムを作り、資金
面では子牛の奨学金だけに止まらず、チャイルド・
スポンサーや、フォスター・プランのような手法
を積極的に導入してみるのも良いかもしれない。
会員一人一人が、積極的に関与できると思うから
だ。実際、村出身の大学生を「手をつなぐ会」の
会員が個人的に、金銭面でのサポートしている事
例もある。
　今回私は、日本の「手をつなぐ会」がスポンサ
ーになり、ションダニが現地で事業を進めて行く
基盤のようなものは出来ていると感じた。まだ、
援助や支援の域を脱してはいないが、これが、更
なる大きな動きにつながり、バングラデシュ国内
でも注目される事業モデルに発展する事を信じた
い。
　ションダニの活動は、地元でも大きく評価され
ている。今回の訪問の際、地元メヘルプール県か
ら「バングラデシュと手をつなぐ会」とションダ
ニが、これまでの功績を讃えられて表彰された。
この事は、地元だけではなくバングラデシュ全土
で、ニュースとして取り上げられたらしい。村で
のこのような活動が、バングラデシュの他の村に
も伝わり、同じような動きが広がって行けば、こ
れは素晴らしい事だと思う。
　バングラデシュ国内の人口の 62% は農業に従
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事し、7 割以上の人が農村に住んでいるという現
実がある。土地を持たない貧しい農民達が、職と
豊かさを求め大都市に溢れ、スラムを形成し、貧
困の温床となる。これは、途上国が抱えている共
通の問題だ。
　農村が変われば、この国はもっと大きな変革を
遂げることができるかもしれない。ションダニの
活動に期待したい。

■最後に
　今回 14 年ぶりの訪問で、私は感動した事が 3
つある。1 つは、バスが村に着き、バスから降り
た時であった。ションダニのスタッフ Ekramul
さんが花を手に持って寄って来た。「あなたの事、
覚えてますよ」「あなたアーティストでしょう」「絵
描きさんでしょう」と話しかけてくれた。「そう
です」「14 年前に病院の絵を描きました」と言う
と、万遍の笑顔で迎えてくれた。側にいた他のメ
ンバーにも声をかけてくれた。次々に握手を求め
られ、懐かしく接してくれる。私も覚えている顔
もあり、久しぶりに故郷に帰ったかのような気持
ちになれた。
　2 つめは、私が描いた絵をションダニのパンフ
レットの表紙に使ってくれていた事である。「あ
なたの絵ですよ」と言ってパンフレットを持って
来てくれた時には涙が出た。
　3 つめは、中学校のグラウンドでサッカーの試
合を観戦していた時である。当然、回りには子供
達が沢山集まってくる。村の若者も多い。その中
の一人の若者が、「僕はあなたを覚えています」

「僕はあなたと一緒に村中を歩いた」「僕を覚えて
いますか」と英語で話しかけて来た。誠に申し訳
ないのだが、私は覚えていない。だが、覚えてい
るような振りをして、「あ～っ、立派になったね。
名前は何だっけ」などと話しをしたが、いやいや
申し訳ない事をした。
　14 年の空白が埋まった瞬間だった。村の方達
の温かい気持ちと心遣いに感謝、感謝である。
　村での最後の日、体調を壊し、下痢がひどかっ
たので薬を飲み、一日寝ていた。その時もいろん
な人が「だいじょうぶですか」と声をかけてくれ
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る。そんな皆さんの気持ちが私に元気をくれる。
夕方には随分体調が良くなリ、復活！薬が効いた
のも幸いしたのだが。
　毎年、訪れたい国ではある。だが、7 月・8 月
は通常中南米方面に行く事が多い。今年も、8 月・
9 月は、アメリカ、メキシコ、ニカラグア、コロ
ンビア、ペルー、ガイアナ、チリ、ボリビア、ア
ルゼンチン、ブラジルなどからオファーがあった。
   今回は何度かの説明と説得を繰り返し、調整を
した。そして、11 月下旬か 12 月にアルゼンチ
ンとブラジル（アマゾン川の河口の都市ベレン
や、同じくアマゾン川の中流の都市マナウスにも
行く）をメインに訪問することを約束した。その
結果として、今年はカラムディ村を訪問する事が
できたが、来年も同様、スケジュールの調整が出
来るかどうかは未定だ。
　というのも、12 月はアマゾンなどのブラジル
北部や、赤道の近くは雨期になる。バングラデシ
ュより過酷な状況になり、大変過ごしにくくなる
だけではなく、交通も寸断される。マラリアやデ
ング熱の危険性も高くなる。
　実は、7 月から 10 月くらいまでが季節的には
最も良い。だが、8 月バングラデシュに行き、9
月から中南米は、仕事との兼ね合いもありまず無
理だ。10 月 11 月は特に忙しい・・・・・。
　しかし、また機会を見つけて、是非、カラムデ
ィ村を・・・・、いやバングラデシュを訪問した
いものである。出来るだけ、近いうちに。
　今回のカラムディ村訪問は、「また行こう！」
そう思い立ってから 14 年も経ってしまった
が・・・。
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バングラデシュ人民共和国（People's Republic of Bangladesh）

1. 面積：14 万 4 千平方キロメートル（日本の 4 割）

2. 人口：1 億 5,857 万人（2007 年、世銀）、

　　　　年平均人口増加率：1.64％（2007 年、世銀）

3. 首都：ダッカ

4. 民族：ベンガル人が大部分を占める

5. 言語：ベンガル語（国語）、成人（15 歳以上）

　　　　　識字率：52.5％（Human Development Report 2008 年度）

6. 宗教：イスラム教徒 89.7％、ヒンズー教徒 9.2％、

　　　　  仏教徒 0.7％、キリスト教徒 0.3％（2001 年国勢調査）

7. 独立： 1947 年 8 月 14 日 パキスタン（東パキスタン）として独立。

               1971 年 12 月 16 日バングラデシュとして独立。

8. 主要産業：縫製品産業

9. 実質 GDP：684 億ドル（2007 年度、世銀）

10. 一人当たり GDP：487 ドル（2007-2008 年度、バ

ングラデシュ中央銀行）

11. 経 済 成 長 率（GDP）：6.2％（2007-2008 年度、バ

ングラデシュ財務省）

12. 消費者物価指数上昇率：7.2％（2007-2008 年度、

バングラデシュ中央銀行）

13. 労働市場（2005-2006 年度、バングラデシュ統計局）

：4,740 万人　農業（48.1％）、サービス業（37.4％）、

鉱工業（14.6％）

14.GDP 内訳（2007-2008 年度、バングラデシュ中央銀行）

　　サービス業（49％）、工業・建設業（30％）、農林

　　水産業（21％）

15. 総貿易額（2007-2008 年度、バングラデシュ財務省）

　　（1）輸出　13,945 百万ドル　FOB

　　（2）輸入　19,486 百万ドル　FOB

16. 主要貿易品目（2007-2008 年度、バングラデシュ中央銀行）

　　（1）輸出：衣料品（36.6％）、ニットウェア（39.2％）、

　　　　魚介類（3.8％）、ジュート製品（2.3％）、革製

　　　　品（2.0％）

　　（2）輸入：石油製品（10.6％）、繊維（9.7％）、機

　　　　械機器（8.5％）、穀物類（7.2％）、化学薬品

　　　　（6.2％）、食用油（5.2％）、鉄鋼製品（4.6％）、

　　　　綿花（4.6％）

17. 主要貿易相手国（2007-2008 年度、バングラデシュ財務省）

　　（1）輸出　米国、ドイツ、英国、フランス、イタリア、

　　　　オランダ、カナダ、ベルギー、日本（9 位）

　　（2）輸入　インド、中国、シンガポール、日本、香港、

　　　　台湾、韓国（日本 4 位）

18. 通貨：タカ

19. 為替レート
　　1 米ドル＝ 68.60 タカ（2007-2008 年平均、バン

　　グラデシュ中央銀行）

　　　　　　　　　　　※出典：外務省ホームページ



　毎晩仕事を終えてから、今回の「現地訪問報
告書」のレイアウトをしていました。夜半は随
分涼しくなり、秋の気配が伝わってきます。虫
の声が眠気を誘います。眠気を吹き飛ばそうと、
20 年 近 く 前 に 買 っ た「BENGALE ETERNEL」
というフランスで出された主にベンガルのバウ
ルの歌を集めたレコード（この中にはラロンの
歌もあります）や、同じ頃購入したベンガル出
身のガウル・ゴースワーミー、カロヤニ・ロイ、
ラヴィ・シャンカールなどのレコードに針をお
ろし、耳を傾けます。目の前に、あの雄大なベ
ンガルの大地が広がります。そんな中で、今回
の訪問団のメンバーが、それぞれの思いを込め
て書き綴った文章を読ませて頂きながら編集作
業をしておりますと、皆さんの熱い思いが切々
と伝わって参ります。
　今回は総勢 12 名という大所帯であり、大学
生や様々な社会経験をお持ちのメンバー達が、
それぞれ現地で思い、そして考えたことが率直
に綴られています。
　バングラデシュはよく「最貧国の一つと」か、

「最も貧しい国」などと形容されます。この貧
しさとは何を基準に決められているのでしょう
か。GNP(Gross National Product：国民総生産）、
GDP(Gross Domestic Product：国内総生産）を
尺度とした物質的な豊かさ、経済的（金銭的）
な豊かさ・・・。豊かさって何なんでしょうね。
　先日、バングラデシュのお隣にある国、ブー
タン王国の首相ジグメ・ティンレー氏の講演を
聞きに行きました。ブータンは 1972 年頃から
豊かさを表す指標として「国民総幸福量（Gross 
National Happiness：GNH）」というものを提
唱しています。金銭的・物質的豊かさを目指す
のではなく、精神的な豊かさ、つまり幸福を目

指すべきだとする考えから生まれたものです。
現 在、ブータン政府では「国民総幸福量」の
増加を政策の中心としていて、 2007 年に初め
て行われたブータン政府による国政調査では

「あなたは今、幸福ですか」という問いに対し、
9 割の国民がが「幸福」だと回答したそうです。
ジグメ・ティンレー氏は、こう言っていました。

「朝、目が覚めて、清々しい気分の中で、なん
て自分は幸せなんだろうと感じる」それが、幸
福感というものではないのですかと。
　私は途上国と呼ばれている国にしばしば足を
運びます。そしていつも豊かな心をもらって帰
ります。彼らの国は、決して金銭的・物質的に
豊かではなくても、心の豊かさは、先進国です。
心の豊かさを象徴するかのような万遍の笑顔。
経済的・物質的豊かさに翻弄されている私には、
心のオアシスのように感じ、ひと時の幸福感に
浸れます。
　今回のカラムディ村で出会った人々からも、
心を穏やかに、そして豊かにしてもらえました。
喜びを分かち合い、子供達や青年達と接してい
ると、嬉しくなり、本当に幸せなひと時でした。
　今、バングラデシュは年 6.2％もの経済成長
を遂げています。物質的・経済的に豊かになろ
うとしているようです。最貧国から着実に抜け
出そうとしています。
　しかし、わが国はどうでしょうか。これまで
物資的・経済的な豊かさを追い求めてきました
が、その結果、人の心は荒んでいるように思え
ます。
　欧米の示す経済的な指標による豊かさを追い
求めるよりも、バングラデシュは国民一人一人
が、幸せを感じ取れる国であり続けて欲しいも
のです。

松田　睦志

編集後記
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