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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。

No.No.No.No.１１１１１９１９１９１９
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2009 年夏の現地訪問は、初海外者～経験豊富な方まで 12 名という大所帯。

事前勉強会もバッチリで訪問に臨みました。（写真） 

12 名の旅の感想も載っています。どうぞご覧下さい。（写真提供：市田氏） 



milon 119 号 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミロンミロンミロンミロン 119119119119 号号号号    目次目次目次目次     

あいさつと目次 1 

現地訪問報告 2~4 

さるびあ会による奨学金支援／ある学生の苦難 5 

MCH 新医師紹介／カラムディ村の若者紹介 6~7 
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お知らせ 裏表紙 

 

変変変変わるものわるものわるものわるもの、、、、変変変変わらないものわらないものわらないものわらないもの～～～～バングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュでででで考考考考えたことえたことえたことえたこと    

代表 二ノ坂 保喜

この夏も、手をつなぐ会の精鋭１２名で、バングラを訪問してきました、。 

手をつなぐ会の活動も、２０年になります。３９歳で初めてバングラの土を踏んだ私(二ノ坂)も、

この間、２０歳年をとりました。バングラも変わりました。ＩＴ立国をめざそうというバングラ

デシュ。携帯電話は当たり前。村では若者が携帯電話のカメラを私たちに向けてきます。インタ

ーネットも、カラムディ村で普通に使えるようになっていました。ダッカ市内ですら電話が通じ

るかどうか、不安を感じた２０年前からは、考えられない進歩です。 

ファーストフードの店も、大都市では当たり前になりました。ラマダンの日に、私たちはケンタ

ッキーフライドチキンで、食事をしました。ダッカの町は、高層ビルが建ち並び、大きなショッ

ピングセンターが次々に誕生していました。 

国全体が徐々に豊かになっていることを感じます。 

 

一方で、村人の生活はあまり変化していないと感じました。村一杯に広がる稲やジュートやサト

ウキビの緑は、何度来ても心の安らぐ風景です。私たち日本人の訪問を、心から喜んでくれる村

人の姿も、変わりません。子どもたちの輝く瞳も、毎年の訪問団を魅了します。 

村にも電気が普及し、テレビなどの電化製品が次第に浸透してくるのでしょう。それを私たちが、

“便利なだけがいいことではない”“オルタナティブな道もあるよ”と言ったとしても、バングラ

デシュに人々がどの道を選ぶのかは、彼らの問題です。先進国が、世界中の資源や資産を集めて

現在の繁栄を築いておきながら、途上国には、別の道を、とはとても言えません。 

 

でも、変わってほしいもの、変わってほしくないものもあります。貧しさや、経済格差、教育の

不足、医療の貧困、政治の腐敗、などは変わってほしいものです。でも、バングラデシュを支え、

日本を含む世界を支える農業や、自然の美しさ、誇り高き人々の文化と伝統、などは変わってほ

しくないものです。これからも、変わるバングラデシュを見つめながら、変わらないものも大切

にしながら、“手をつないで”行きたいものです。 
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今年の夏も暑かった！現地訪問団は近年では最多の 12 名。バングラデシュの達人から初めての海外旅行

という若者まで、バラエティに富んだメンバーの報告です。どうぞご覧ください♪ 

 

ダッカ空港到着 ! 東南アジアならではの、この空気。そうそう、十数年前のバンコクやマニラもこれに

似た雰囲気だったなあ。なにを目的に来ているのか、大勢の人達が僕らを見ている。何かを狙っていそう

な、その目に多少の恐怖を感じてしまう。 

日本も昔はこうだったのかなと思いつつ、ダッカ市内のホテルに向かいました。すると、またまたアジ

アの風。無謀な車線変更、追い越し、割り込み、クラクション。これこれ。元気な国の証拠だ。事故の心

配より楽しさとウキウキ感を感じている私でした。 

そしていよいよカラムディ村到着の日。360度広がる田園風景。タイムスリップしたかのような村の様

子。スタディ-ツアーならではの体験でしょう。そして温かい村人の歓迎。人なつっこい子供たち、大人

たち。さあいよいよ現地訪問のはじまりです。 

 

 

五月の下旬にスタディツアーの行き先をバングラデシュに決めるまでは、バングラデシュの位置さえ知

りませんでした。過去のミロンを読み、バングラに関する本を数冊読み、ネットで調べ、何となくバング

ラのイメージは出来上がっていましたが、実際にダッカ市内の交通渋滞や屋根にまで人や物が乗っている

超満員バスを見ると驚きを隠せませんでした。中でも印象に残っているのは、車に乗っているときに見た、

物乞いをする母親の腕に抱かれた子どもの笑顔。歯並びからみて一歳半か二歳位でしたが体つきは八ヶ月

位しかありませんでした。夜だったので窓に写る自分の顔を見てパンパンと窓をたたく笑顔は、日本の子

どもや村で出会った子どもたちと同じ笑顔でした。 

 今後、どういう形でかはわかりませんが、この笑顔たち（子どもたち）と関わりをもっていきたいと考

えています。 

 

 

今回初めてスタディツアーに参加させていただきました。旅の最初から、ダッカ行き飛行機が約4時間

遅れるというハプニングで始まった、私の初めてのスタディツアー。  

この先ちゃんと村まで行けるだろうか？と言う不安が過ぎりましたが大丈夫、大丈夫。 

 無事に村に着き、いろいろな行事にも参加して、今また無事に日本に帰り着いてこの原稿を書いていま

す。 

行ってみて日本との違いを感じたことはたくさんありました。私は

医療関係者ではありませんが、母子保健センターに行き、朝礼や回診

に同行させていただき、センター内を見学させて頂いたときは日本と

の違いを痛感しました。設備面などさらに充実させていく必要がある

と感じました。娘も体調を崩し看病をしていた私も体調を崩してしま

ったため、村での活動の一部を欠席せざるを得なくなり残念でした。

しかし、娘の熱が高かったとき現地の医療チームの方々と日本の医療

チームの方々がすぐに駆けつけてくださり、さすがだと思いました。

どんなに心強い気持ちになれたことでしょう。きっと村の人々にとってもこのセンターの医療チームの存

在はかけがえの無いものであるだろうと思えました。 

今振り返るとバングラデシュの風土・衣食住・人々との交流、どれもこれもが得がたい貴重な体験だっ

■■■■旅旅旅旅のののの始始始始まりまりまりまり・・・・・・・・・・・・                                                      田辺田辺田辺田辺    郁夫郁夫郁夫郁夫        

■■■■旅旅旅旅をををを終終終終えてえてえてえて。。。。                                                                                                        船越船越船越船越    千穂千穂千穂千穂        

■■■■現地訪問現地訪問現地訪問現地訪問をををを終終終終えてえてえてえて                                                                                                    角角角角            泉子泉子泉子泉子        
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たと思います。私にとって村の人々の親切な対応と心からの笑顔がとても心に残り、本当にお世話になっ

た旅でした。皆さんありがとうございました。 

 

 

今回、初めて親子で海外に、それがバングラデシュでした。親子で行くにあたり、最初は頼りすぎてし

まわないか不安でしたし、実際頼ってしまった部分も多々ありますが、私が体調を崩したとき母がいるこ

との大切さや、親子の絆というものを改めて考えさせられました。 

この訪問は、日本との文化の違いをはじめ、多くのことを経験した 10 日間でした。ダッカ空港に着い

たときの人の多さと蒸し暑さ、車のクラクションの凄まじさや人とリキシャの行き交い方、さらに車線お

かまいなしの追い越し方には大変驚き、帰ってきて日本は静かだなーと思いました。 

訪問中、村での活動が一部こなせなかったことや出して頂いた食事を思うように食べられなかったこと

など、後悔もたくさんあります。一緒に行った訪問団員の方々をはじめ、現地の医療チームの方々にも大

変お世話になり、あらためて人の温かさを感じました。

本当にありがとうございました。 

全体を通して感想は一言ではなかなかまとまりま

せんが、ひとつだけ言えることは、笑顔は世界共通だ

ということです。現地の方もとても親切で、子どもた

ちの笑顔もキラキラしていたのがとても印象に残っ

ています。違う国にいても言葉が通じなくてもお互い

がずっと笑顔でいられるように、私自身今回の現地訪

問を活かして精神的にももっと成長しなければと思

いました。 

Thank you for your kindness(≧∀≦)ノ 

 

 

バングラデシュへの現地訪問を終えて率直な感想は、「行って本当によかった」ということです。 

壮行会の際に「現地訪問で何かを変えたい」といって訪問に臨みました。そして訪問を終えた今、言葉で

言い表すのは難しいですが、自分の中で「何か変わった」と思っています。 

カラムディ村やダッカでは、日本との違いに戸惑うこともありました。しかし、交流などを通じてバン

グラデシュの人達の親しみや親切心に触れ、初めは不安もあった8日間のバングラデシュでの滞在も、終

わってみればあっという間でした。そして、帰国する際には「もう帰らないといけないのか」と寂しく思

うほどでした。 

訪問の途中で体調を崩してしまい、他の方々に迷惑をかけ、また参加できなかった活動もありました。

そのことは残念であり、また他にも反省はありますが、それでも今回の訪問に参加したことは自分にとっ

てすばらしい経験でした。 

最後に、今回の活動で関わったバングラデシュの方々や、お世話になった方々に感謝したいと思います。 

 

 

 親に反対され続け、ようやく海外行きの許可をもらい、バングラデシ

ュに行くことができました。途上国については、実際に現地に行ったこ

とのある方々に話を聞いたりしていたので、自分が思ったよりもカルチ

ャーショックを受けることはなかったです。 

とにかくバングラデシュの人たちは笑顔が素敵です。日本人は珍しい

からか、どこにいても注目されます。こちらから手をふると、必ず笑顔

■■■■現地訪問現地訪問現地訪問現地訪問のののの感想感想感想感想                                                                                                    押野押野押野押野    真基朗真基朗真基朗真基朗        

■■■■ドンノバードドンノバードドンノバードドンノバード Karamdi      Karamdi      Karamdi      Karamdi                                                                                                         角角角角        純子純子純子純子        

■■■■全部全部全部全部がががが感動感動感動感動!!!!!!!!                                                                                                            小林小林小林小林    汐美汐美汐美汐美        
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で手を振って返してくれます。 

初めての海外行きだったのでホームシックにもなるかなと思っていましたが、全く寂しいと思うことは

なかったです。 

バングラデシュでは、一歩外に出れば誰かがいる。散歩すると必ず子ども達が一緒に歩いてくれます。

帰国した今、日本にいる方が寂しい気がします。初めての海外は最初から最後まで感動ばかりの旅でした。 

 

 

空港を立ち、バンコクにて一泊し、4時間遅れでダッカに到着しました。久しぶりのバングラデシュ入

りでした。ダッカの喧騒はさらに激しくなっていました。 

翌日ダッカからカラムディ村へバスでの移動。日本では見ることが出来ないくらい使い古されたバスで

す。市街地の交通渋滞、その中を走るバスの運転の巧みなこと。田舎に入ると、スピードを上げてそこの

けそこのけと蹴散らしながらの暴走運転。田舎の景色に気分は爽快、何事も見逃すまいと窓の外に集中、

飽きることはありませんでした。変わったものも見え、以前のままの生活も見えました。 

そのうち気がつくと、ションダニションスタの病院前でした。歓迎の出迎えに驚きました。多くの人が

親しげに集まってきました。大人も子供も。子供の数が多すぎます。（この国の人口の増加は末恐ろしい。

支える基盤は？と心配になります） 

病院、学校、奨学仔牛の家、サテライトクリニックなどの活動を見学し、交流し、子供たちと戯れる中

で、ションダニの地道な活動が少しずつ浸透しつつあることが実感できました。ションダニの活動を身近

なものとして感じている、その表れがこの人達（子供も大人）の親密な、親しげな対応となっていること

が理解できました。今回の現地訪問は “バングラデシュと手をつなぐ会”の活動を理解する上で貴重な

体験となりました。 

 

 

やってしまった。22日の早朝、といっても2時ごろだっただろうか。胃が痛い。取りあえず胃腸薬を飲

むが、何か違和感がある。案の定、それから数分で状況は急変した。慌ててトイレに駆け込み何とかセー

フ。滝のような激しい勢いで、シャーっと止まる事を知らず溢れ出る。強烈な下痢だ。腹痛や嘔吐感はな

い。しばらくして落ち着いたかと思うと、また襲ってくる。深夜のバングラデシュのトイレの中で、ティ

ッシュいやいやトイレットペーパーと手をつなぐはめになった。ベットへ戻ってもまた、便器と仲良しに

なる。こんな状況で一夜が明けた。実は 19 日に、一緒にクシティアにあるイスラム大学を訪問したメン

バーのほとんどが、発熱や嘔吐、下痢でダウンしていた。私にはその原因に思い当たるものがあった。 

当然、私も症状が出る事を覚悟していたが、案の定みんなより遅れて出た様だ。他にも同じような症状

で倒れる方もいたので、確信はないが、恐らく大学で学生達との食事の時に出た水が原因だと考えられる。 

 アマゾンでインディオの集落にホームステイするときでも、水には十分注意する。レストランで出され

たサラダについた水滴が、下痢を引き起こす事もある。今回は配慮が足らなかったと心底反省している。   

 現地の学生達は、「きれいな水だ」「心配はない」「私たちも飲んでいる水です」と言うが、ただでさえ暑

さとサウナのような湿気で体力が消耗していて、免疫力も落ちている。安心はできない。メンバーの若者

達に辛い思いをさせてしまい、本当に反省反省である。私は発病も遅かったが回復も早かった。これは二

ノ坂先生に感謝感謝である。 

 世界中どこに行っても、日本のように安心して水が飲める国は珍しい。特に途上国の場合は、コレラや

赤痢などの深刻な病を誘発する恐れもある。バングラデシュはヒ素中毒の心配もある。そこで、 

1）基本的にミネラルウォータ以外の生水は飲まない。 

2）食事は体力のもと。無理をしても三度三度きちんと食べる方がよい。必ずカレー味に飽きるので、日

本食を持参しておくのも良い。 

3）睡眠は十分に取る。夜更かしは禁物。急激に体力が消耗し、ボディーブローのように効いてくる。 

■■■■バングラバングラバングラバングラ、、、、ティッシュティッシュティッシュティッシュとととと手手手手をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ・・・・・・・・・・・・。。。。                                          松田松田松田松田    睦志睦志睦志睦志            

■■■■2009200920092009 年度年度年度年度のののの現地訪問現地訪問現地訪問現地訪問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    信昭信昭信昭信昭        
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4）蚊に刺されないように注意する。蚊に刺されると、マラリアやデング熱に感染する危険性がある。 

 私は、現地訪問団と一緒に行くのはこれが 2 回目。しかし、世界のあちこちを歩いている人間としてア

ドバイスしたい。今後、現地訪問に参加される方達は、この4つを周知徹底して欲しいものだ。 

 

 

このスタディツアーは、私にとって初めての海外旅行だった。 

バングラデシュはアジアの最貧国といわれている。その国がどのような国なのか、本当に貧困なのか確

かめたくて今回のスタディツアーに参加した。私はこのツアーで、バングラデシュが貧困だと言い切るこ

とはできないということを感じた。カラムディ村で生きている人は、楽しく幸せに過ごしていると身に沁

みて感じることができたからだ。今回感じたことは、貧困や幸せの基準を押し付けてはいけないというこ

とだ。同じことよりも違うことのほうがとても多いにも関わらず、何を基準にして外国と自国を比べるこ

とができるのだろうか。 

私はスタディツアーに参加する前は、人のために何かをしたいという思いから、行動を起こしたいと考

えていた。しかし、今回参加して思ったことは、人のためにという思いから起こした行動が、相手からす

れば余計なお世話であったり、望まないものである可能性があるということだった。 

今回スタディツアーに参加して、視野が広がったことが、自分にとって最大の収穫である。 

 

 

「あなた（御身）はわたしを、私の知らなかった友らに引き合わせてくれました。あなたは私の家ではな

いところに私の席を設けてくれました。あなたは遠くの人たちを近づけ、見知らぬ人を兄弟にしてくれま

した………人があなたを知るとき、一人として異邦人はなく、一つとして閉ざされた扉はありません。お

お、私の祈りをききとどけてください――多くの人たちとのふれあいの仲で、一つなるものに触れる至福

を見失うことがありませんように。」（Ｒ・タゴール『ギタンジャリ』第63歌） 

帰国後、Ｒ・タゴールの著作を再読した。著者の生まれ育った地域の人・土地・文化に触れたことで、

作品の息吹を肌で感じることが出来、感動した。ガラムディ村は遠くて、文化も生活も異なる土地だが、

その人々は我々の訪問を喜び、もてなしてくれた。心を配り、興味を持ち、進んで受け入れてくれた。私

は信仰心とは縁遠い生活を送っているが、この詩があまりにふさわしかったので、ここに紹介した。 

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!! 

 

■■■■初初初初めてのめてのめてのめての海外訪問海外訪問海外訪問海外訪問ははははバングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュ                                                                山下山下山下山下    晃央晃央晃央晃央        

■■■■帰国後帰国後帰国後帰国後ののののタゴールタゴールタゴールタゴール                                                                                                小畑小畑小畑小畑    麻乙麻乙麻乙麻乙        
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マーフッザマンさんはクルナ医科大学に通う２年生です。 

バングラデシュでは義務教育は小学校５年生までですが、経済的な理由で

高等学校に通えない子供が多くいることをある報告で知りました。マーフッ

ザマンさんもその一人でした。 

彼はクルナ医科大学に入学する際、自宅の家財を販売したり、有志の方の

ご支援で何とか入学金や授業料を払うことができ、勉強を続けてこられまし

た。しかし今年に入り、経済的な事情で大学に通うことが難しくなってきました… 

ある日、ラフマンさんより以上のようなお話がありました。母国の将来を考え、ひたむきに医

学を志しながらも、ただ経済的に恵まれないことだけで、いとも簡単にその夢が断たれる…淡々

と語られたその現実が非常に悔しく感じられました。 

その後、私はマーフッザマンさんの夢のお手伝いがしたいと考えるようになり、私だけでなく

さるびあ会の仲間でこの夢を支えることができないかと考えました。そこで、どちらかといえば

ゲスト側（支援を受ける側）としての役割を担うことの多かったさるびあ会の仲間が、ホスト側

（支援をする側）として人を支え、その人の夢や人生を支えあう喜びや尊さを一緒に分かち合う

ために、関係機関で協議し、マーフッザマンさんに対して、さるびあ会が運営するお店の売り上

げから毎月５０００円の生活費を送金することにしました。 

この支援は、さるびあ会とマーフッザマンさんのイーブンな関係から生まれたものだと考えて

います。できることで誰かを支え、苦手なところは胸を張って支援を求められるような、そんな

関係に価値を見出す謙虚なグローバル社会に期待します。 

 

社会福祉法人さるびあ会 

就労移行支援事業さくら工房 

就労継続支援 B 型事業さるびあ作業所 

管理者 山城重守 

 

 

 

 

 

現地訪問最終日の前夜、一人の若い女の子が泣きそうな顔で近付いてきました。何事かと尋ね

た瞬間に、今まで我慢していた涙が一気に落ちてきました。彼女の名は Nargis、第 1 期の子牛奨

学生で 10 年生です。母親と 2 人で小さな小屋で暮らしています。「暮らす」というより「生きて

いる」と言った方がいいかもしれません。私は何度かこの家を訪ねたことがありますが、母親は

子牛を育てながら、近くの家でメイドの仕事をしながら生活しています。 

母親がヤシのトゲに刺され、ションダニからクシュティアにある専門の病院を紹介されました。

そこでは、治療費が 5,000 タカかかると言われ、結局治療しないまま帰宅。もしお母さんが亡く

なったら、自分はどうしたらよいのか…希望より悪夢が先行し、涙がボロボロ落ちてきました。 

今回は、治療費 5,000 タカを二ノ坂さんと私で支払うことにしました。訪問団員に話したら、

みんなからも 5,000 タカが集まりました。このお金はションダニに預け、治療費の足しに、余れ

ばションダニの Poor fund に入れることにしました･････････帰国後、ションダニからメールがあ

り、お母さんの怪我具合はだんだん良くなっているとのこと。もう心配ありません。（ラフマン） 
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Dr. Nurul Hasan  Dr. Nurul Hasan  Dr. Nurul Hasan  Dr. Nurul Hasan  （（（（紹介紹介紹介紹介とととと決意決意決意決意））））    
 

学生時代は、信頼される社会人になって社会貢献することが夢

でした。医学部に進み、医者になりました。そしてカラムディ村

のションダニ母子保健センターのことを知り、やっと自分の夢を

叶えることが出来ると赴任しました。 

私の夢は、母子保健センターを地域のモデル診療所として作り

上げることです。経済的な理由で治療が受けられなく、困ってい

る人が一人もいないことを望んでいます。私の治療を受けて病人

が元気になり、社会生活に復帰できるようになれば一番幸せです。 

 これからも頑張りますので、皆さんのご協力やご支援ほどよろしくお願いします。」 

 

＝＝＝N.B. Dr. Nurul Hasan (35 歳)＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 1998 年に Rangpur Medical College を卒業。Heart Foundation、Grameen Bank と個人経営

のクリニックに勤め、今年 3 月からションダニの母子保健センターに赴任しました。この数ヶ月

間で彼の評判が広がり、患者数も大幅に増加しています。継続することを期待しています。 

 Dr. Hasan は奥さんと一人の子供さんと一緒にションダニの宿舎に暮らしています。(ラフマン) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 ChompaChompaChompaChompa            （（（（カラムデイカラムデイカラムデイカラムデイ出身出身出身出身ののののダッカダッカダッカダッカ大学女子学生大学女子学生大学女子学生大学女子学生 1111 年生年生年生年生、、、、哲学専攻哲学専攻哲学専攻哲学専攻））））    

ミロン 118 号にも紹介しましたが、その後、彼女が何を考え、

どのように大学生活を送っているかについて述べたい。その前に

彼女の 1 通の手紙を紹介したい。 

 

「幼いころから心の中に小さな夢をたくさん抱えています。やっ

とそれらをまとめることができ、多くの障害を乗り越え、私は今

ダッカ大学の学生です。 

まったく教育を受けてない父や家族に私の夢を理解してもらうことはとても大変でした。その

日その日の生活で追われている父にとって私の学費や生活費を出すことはとても無理だと十分に

分かっているにも関わらず、あえてダッカ大学を目指しました。 

現実と夢は大きく違うことも知っていました。世の中について何も知らない田舎者の私にとっ

て全くの一人でカラムディ村を出るのですから、心配することもたくさんありました。周りから

多くの批判もありました(私に対して、家族に対して)。しかし私の目の前にはションダニがあり、
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ションダニスタッフの皆さんがいました。今までと同じように誰かが助けてくれると信じていま

した。（注：彼女はションダニから中学校や高校在学中に奨学金を受けました） 

 私は幼い頃から持っている夢を実現したい、立派な人間になりたいです。皆さんのご協力があ

ればその夢を実現する自信があります。まわりの環境に左右されることなく、目標を達成するた

めにまっすぐに歩いていきたいです。」（チョムパさんの手紙より） 

 

現地訪問の際、チョムパさんに会ってきました。本当に自信満々でした。話し方、人との接し

方、歩き方などが変わりました。カラムディ村のモデルケースとして必ず成功してほしいと思っ

ています。ちなみに、私の友人で福岡経済大学の一人の教授がチョンパさんの学費を支援するこ

とになっています。(ラフマン) 

 

 

Shefali KhatunShefali KhatunShefali KhatunShefali Khatun                （（（（女性女性女性女性、、、、Chittagong Chittagong Chittagong Chittagong 大学大学大学大学 2222 年生年生年生年生、、、、政治学専攻政治学専攻政治学専攻政治学専攻））））    

  

緑に囲まれ、丘の上に立っているチッタゴン大学。この大学に入学できたことはションダニの

おかげです。本当に心から感謝しています。大学生活を一日一日有効かつ楽しく過ごしています。

そしてたくさんの経験を済んでいます。チッタゴン大学には私と同じような 18,000 人の学生が在

学しています。私はこの大学に入学したことを誇りに思っています。 

 

 私は授業以外にも、いろいろな団体や文化サークルに所属していま

す。BNCC のようないろんな社会活動、ゼミ、文化活動に参加し、国

内外から来られる有名な人々と接触する機会を持っています。そのほ

かゼミの先生、政治学科の先生たちや友達と親しく接する機会もあり

ます。みんなに愛され、素直に受け入れてもらっています。これらの

ことは私の将来にきっと影響するでしょう。また、授業中にも積極的

に発表したり、グループ・ディスカッションに参加したりと意欲的に

取り組んでいます。 

 

 ふるさとから 625 キロ離れたバングラデシュの第 2 の大都会で暮らし、大学に通っています。

しかし心の距離はさほどではありません。8 月 18 日に「ゴライ」という雑誌の第 1 号を発行しま

した。これはクシュティア、チュアダンガとメヘルプール３県の学生組織により発行されたもの

です。（注：カラムディ村はメヘルプール県にあります）私はその編集委員会の一人です。今はそ

の３県の学生組織の運営メンバーとして様々な企画を立て、実現し、いろいろなことを体験して

います。このような活動を通してたくさんの友達もできました。大学生活がとても楽しいです。 

 

 将来は国家公務員になりたいです。そのために大学の授業を受けながら独学で勉強を続けてい

ます。将来のための大きなチャレンジです。やりたいことはいっぱいあります。その中の一つは

読書です。夢と理想は違い、本を買えるほどの余裕はありませんが、ここまで来れたことも蔭か

ら支えてくださった皆さん、そして平山様のおかげです。このように着実に一歩一歩進んでいま

す。もう少し応援してくだされば、私はきっと夢を実現できます。その夢は自分のため、国家発

展のために役立つことです。ご協力ありがとうございます。 

（「バングラデシュと手をつなぐ会」副代表の平山さんが、個人的にシェファリさんを応援してい

ます。） 
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●新会員紹介（敬称略）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・船越千穂 ・佐藤純 ・牟田壽 ・山下晃央 ・小畑麻巳 ・キム・ノーモイル ・池田凡美 

●募金者（敬称略）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・管美枝子 ・児玉哲夫 ・内田美知子 ・井上伊磨子 ・平山正明、春美  ・村里ヤヨイ  

・藤岡美保 ・中村禎子 ・吉川八重子 ・板垣とよみ ・越智吉郎(7/2、7/7) ・井手市世  

・鬼塚和喜子 ・三池要、信子 ・一歩会 ・長倉正史 ・二の坂クリニッツク募金箱 

・鶴原和子（7/2、8/15） ・下田廣子 ・牟田壽 ・平山智子 ・永里典子 ・西島ミツノ  

・今給黎靖子 ・宮辰建設（ｋ）あゆみの会 ・篠崎モミエ ・徳納公子 ・垣田節子  

・山崎博敏 ・笠本武志 ・西島義孝(ご家族) ・武原芳子 ・和田タマ ・堀哲也  

・望月銀子（7/21・8/8） ・永石真砂子 ・加藤秀子 

●旅費のカンパ（敬称略）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・ニノ坂保喜 ・待鳥信昭 ・松田睦志 ・田辺郁夫 ・船越千穂 ・小畑麻乙 ・角純子 

・角泉子  ・押野真其朗 ・山下晃央 ・小林汐美 

●未使用ハガキ(敬省略) －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・中島とも子 ・堀哲也                           (8 月 31 日現在) 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

訂正 ミロン 118 号の募金欄に「愛宕小学校」と記載しておりましたが、「宕浜小学校 6 年生」の誤

りでした。訂正すると共にお詫び申し上げます。 

             <会計:杉園順代> 

 

 

日時 内容 場所 

9／19（土）～25（金） 

10:00～18:00  

※最終日は 16:00 まで 

アジアの布の＜今＞魅力体感展出展 アクロス福岡 交流ギャラリー 

9／●（●） 定例理事会 西新事務所（？） 

9／30（水）～10／7（水） 招聘事業（詳細は裏表紙参照） 福岡・長崎 

10／4（日）14:00～ 現地訪問報告会 にのさかクリニック 2F ホール 

10／●（●） 定例理事会 西新事務所（？） 

10／25（日） 秋のチャリティバザー にのさかクリニック駐車場 

 

 

            

☆事務所から送られてくる封筒を見て、「あれ？」と思った方、いらっしゃいませんか？ 
そうです、ロゴマークができたのです!! 原案者の市田さん、どうもありがとうございます。 

☆杉園理事、小川さん、待鳥さん、堀さん、市田さんのご協力で 西新の事務所を大整理いたしまし

た。だいぶ片付きましたよ。毎週水曜日の午前 11時から午後 6時までは事務所開きをしております。

お近くにお越しの際は、ぜひお寄りください。 
☆インターネットでも会の広報を行っています。この度、ふくおか協働ウェブ、mixi のコミュニティ

に登録しました。最新の情報をアップしています。ネットを利用なさる方はぜひご覧下さい。 
＊ふくおか協働ウェブ http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/portal/u/544 

 ＊mixi http://mixi.jp/ ⇒会員制の SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。 

会計報告 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。

事務所便り♪ 

行事予定 

［千蔵 美穂］
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主催主催主催主催＆＆＆＆問合問合問合問合せせせせ先先先先：：：：特活特活特活特活））））バングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュとととと手手手手をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ会会会会    

                                        （（（（TETETETELLLL：：：：092092092092----872872872872----1136113611361136    にのさかにのさかにのさかにのさかクリニッククリニッククリニッククリニック））））    

現地訪問報告会 
この夏の訪問団は総勢 12 名！ 

久々の大所帯。 

バングラデシュでの熱い日々！ 

どんな旅だったのでしょう･･･ 

 

旅の思い出、新たな発見、五感をフルに働かせ 

バングラデシュの今を伝えてくれるはず！ 

■ 日時：10 月 4 日（日） 

     13:30～  受付 

     14:00～  報告会 

■ 場所：にのさかクリニック 

          ２Ｆホール 

■ 会費：無料 

招聘事業 
ションダニ・ションスタのヘルス・こーディネターのエクラムールさんとションダニ学校長のハビ

ブール・ラフマンさんのお二人が、下記の日程で日本で研修することになりました。 

福岡滞在中に学校や病院を訪問し、活動を見学する予定です。 

 

9 月 30 日（水）  午前 8：00 福岡着、午後にのさかクリニックで健康教室に参加 

10 月 1 日（木）  市内の小学校訪問、午後から二ﾉ坂さんと同行し患者さん宅を訪問 

10 月 2 日（金）  午前中さるびあ会訪問、午後から福祉施設を訪問 

10 月 3 日（土）  長崎訪問（宿泊予定）参加者募集中 

10 月 4 日（日）  報告会（にのさかクリニック）懇親会 

10 月 5 日（月）  午前中市内の中学校訪問、午後から夢見る子ども基金事務所を訪問 

10 月 6 日（火）  高校を訪問、FUNN を表敬訪問 ,訪問看護などを見学や意見交換 

10 月 7 日（水）  帰国 

お時間のある方はぜひご協力ください。彼らにとって有意義な研修になるようにみんなで協力し、

多くのことを学びあいましょう。 

秋のチャリティバザー 
ちょっと過ごし易くなったと思ったら、もう恒例のチャリティバザーの季節です。 

多くの方のご来場をお待ちしております。 

また、併せましてバザー商品のご提供、及び前日の値付け・当日の売り子ボランティアも募集して

います！ご興味がある方、ご協力いただける方は、ぜひご連絡くださいませ。 

■ 日時：10 月 25 日（日） 

     12:30～  オカリナコンサート 

     13:15～15:00 

  チャリティバザー 

■ 場所：にのさかクリニック駐車場 

※このバザーでの収益金は、 

バングラデシュの 

医療と教育のために 

使わせていただいております。 


