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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村人村人村人村人とととと手手手手をつないでをつないでをつないでをつないで～～～～２０２０２０２０年年年年のののの意味意味意味意味    

今年の現地訪問は、８月１５日(日)から２６日(木)まで１２日間。総勢１３名の多彩な顔ぶれでした。

現地に１週間滞在し、各学校や病院の見学、交流、現地ＮＧＯ｢ションダニ・ションスタ｣との話し合い、

史跡巡りなどを行いました。ダッカに戻ってからも、博物館見学、テレビ局見学・出演、舞踏団見学な

どを行い、同時にバングラの都市の発展と裏腹の交通渋滞や貧富の格差など多くの問題を目にしました。

今月のミロンや、｢現地訪問報告書｣や１０月３日１０月３日１０月３日１０月３日((((日日日日))))の現地訪問報告会の現地訪問報告会の現地訪問報告会の現地訪問報告会などで詳しい報告がなさ

れる予定です。 

今年も書ききれないくらいたくさんの成果と思い出を抱えての帰国となりました。村人や子どもたちの

笑顔は、初めて訪れた若者たちの心をとらえました。村人たちは、心からの歓迎をしてくれました。あ

る学校では、かつて日本人が歌ってくれた歌「僕らはみんな生きている」を披露してくれました。ショ

ンダニ学校では、高校生から「日本の名前の由来は？」と聞かれて、一同戸惑いながら答えたこともあ

りました。先生方からは、「日本はアメリカと戦争をして負けたのに、なぜ今、アメリカの言いなりなの

か？」など鋭い質問も受けました。 

ボロブプール病院を訪問し、シスターローズの献身に心打たれ、ションダニ病院の今後の方向性を探る

糧を得ることができました。送別会の時、日本側もバングラ側も歌や踊りを披露し、心から一緒に楽し

みました。 

私(二ノ坂)も、ションダニといろんな課題について話し合い、交流と共に彼らへの理解を深めることが

できました。看護学校のこと、ミシン教室のこと、医師や看護師の定着の問題、まだまだ多くの課題を

抱えているカラムディ村であり、ションダニです。しかし、２０年の付き合いと切磋琢磨、そして毎年

現地訪問で顔を合わせて語り合うことを通して、彼らがこれからも私たちの期待を裏切ることなく前進

するだろうという確信を持つことができました。 

初めて訪れた人たちが、心から楽しみ、「ここに来ただけで終わりではない。ここに来た後、できるこ

とを何かしたい。」「物質的には援助することが多いけど、精神的にはもらう方が多いのでは。そこに手

をつなぐ会の意味がある」と語ってくれたことに、２０年間の会の活動が集約されているように感じま

した。 

報告会をどうぞお楽しみに。 

特定非営利活動法人 バングラデシュと手をつなぐ会代表 二ノ坂 保喜 
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現地訪問が無事に終わりました。現地と日本を直接につなぐ、会にとって最大の事業です。 

今年はちょうどラマダン月にあたり、イスラム教徒の現地スタッフたちは、日の出から日没まで、食事

を一切口にしない断食を行う月でした。この暑さの中、水も食事も一切口にしないのは、どれほど大変な

ことでしょう。その中で、ションダニスタッフ、村人たちは、私たちを大歓迎してくれました。 

３名の理事（ラフマン、杉園、二ノ坂）と、１０名の初参加者。学生、看護師、新聞記者、教師など多

彩な顔ぶれで、楽しく有意義な訪問でした。最も強く感じたことは、「良くも悪くも、２０年」ということ

でした。 

手をつなぐ会としては、毎年いろいろな課題を現地と話し合います。現地スタッフが１年間の活動を通

して学び取ったもの、課題として考えているもの、そして私たち日本側が現地からの報告を受けて、課題

と考えているものや現地に期待するもの、それらを同じ場所で話し合います。そこで、問題意識、理念を

共有し、解決策を探るのが、現地訪問の大きな意味です。今年現地と話し合う課題は、以下のようなもの

でした。 

１） 看護学校建設について。その必要性、課題、現地での調査の状況。 

２） ションダニ病院の医師や看護師の定着問題について。 

３） ミシン教室の今後について。日本とのフェアトレードの可能性。 

４） 若者の雇用問題。ションダニとしてどう関わることができるか。 

５） その他、子牛奨学金、肉牛プロジェクト、招聘事業など。 

ここではすべてに触れる紙面がないので、ションダニ病院のスタッフ問題と看護学校建設、および今年

参加した若者たちに焦点を当てて報告します。 

 

●看護学校建設とションダニ病院の将来 

ションダニ病院では、現在医師 2 人と看護師 4 人、ソーシャルワーカー７人などが働いています。医師

の 1 人は 3 ヶ月後にはカナダへ勉強に行く予定です。もう 1 人の医師は 1 年前からいますが、都会の病院

から勧誘を受けているということで、給料の値上げを要求しています。他のスタッフの給料を上げるだけ

の財源のないションダニは、苦しい立場です。 

諸般の事情から、医師や看護師の確保、定着は僻地の病院ではますます難しくなってきています。母子

保健センターとして出発した｢ションダニ病院｣を、地域に根ざした健康づくりの拠点として行くには、ど

のような方向がいいのか、というのが基本になる課題です。 

カラムディ村から２時間ほど、ボロブプールという所に、地域に根ざした病院とそれを中心としたネッ

トワークがあります。イギリスの教会の支援を受け、１００年以上の歴史をもつこの病院では、自前の看

護学校を持ち近隣の村に４つのサブセンターを持っています。それぞれのサブセンターに常駐の看護師を

おき、通常の出産に対応できる体制を持っています。さらにその下に、サテライトクリニックがあり、よ

◆◆◆◆    評価評価評価評価とととと課題課題課題課題                                        特活特活特活特活））））バングラデシュとバングラデシュとバングラデシュとバングラデシュ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    代表代表代表代表    二二二二ノノノノ坂坂坂坂    
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り細かに地域の住民の健康を支えています。ここのやり方が一つのモデルになりそうです。 

現地での調査報告を聞かせてもらいました。看護師の育成は、いろいろな問題を抱えていて、この国で

はかなり遅れていること、カラムディ村周辺ではとくに看護学校が少ないこと、一般大学を出ても雇用が

少なく、看護師などの専門学校をめざす若者が増えていることなどが分かりました。 

カラムディ村は僻地の村ですが、３０分ほど行くと、ションダニ学校があるガンニ市という地方都市が

あります。ここにションダニ学校に併設して看護学校を作ることはできないか、というのがションダニの

結論でした。そうすることによって、一般教養は教員を共有でき、経費節約につながる。ションダニ病院

の医師にとっても、看護学校で教えながら村の病院に勤務でき、文化的生活や子どもの教育の面で有利で

はないか、という主張でした。 

医師とその他のスタッフとの給与の格差に悩みながら、時には悔し涙を流しながら訴える彼らの話に私

は心打たれました。ションダニのスタッフたちは、生活と人生と将来をかけてこの活動に打ち込んでいる

のです。「ションダニ病院がうまくいかなければ、私たちはここにいることはできない。それはあなた方(ラ

フマン、二ノ坂のこと)も同様だ。」との指摘は心にこたえました。 

 

●若者たち 

手をつなぐ会としての今年の大きな成果の一つは、参加した若者たちの成長です。まず、メンバーが多

彩です。看護学生、神学を学ぶ学生、外国で暮らした学生、グラミーンバンクの調査をテーマとした学生、

理学部の学生など背景もさまざま、動機もさまざまです。初めての海外旅行がバングラデシュ、という学

生もいました。全く異なる風土、文化、そして暑さ、湿気、埃・・・・それに言葉の壁。でもコミュニケ

ーションギャップに悩んだのは最初だけ。村人や村の若者たち、子どもたちのいろんな家庭やいろんな所

に招かれ、大歓迎にすぐに溶け込んでいきま

した。 

毎日次々に起こる新しい出来事に戸惑い

ながらも、それを楽しんでいる若者たちでし

た。ジャパニ小学校では、もみくちゃにされ

ながら折り鶴を折ったり、シャボン玉を吹い

たり。ションダニ学校では、高校生や教員か

ら「日本はアメリカと戦争をしたのに、どう

して今は言いなりなのか？」など鋭い質問も。

一方でションダニとの話し合いでは、これま

での流れが分からず、ついていけないことも。

それでも、一生懸命現地の人や活動を理解しようとつとめてくれました。 

“この１週間に、人生がぎゅっと詰まっている”“ここでの１週間の出会いは、神の導きがあった”“停

電や水のシャワーなど日本では経験できないこと。また、いい家族(訪問団のこと)に恵まれた”“村人のた

めに役に立ちたい。また来てみたい”･･･若者たちの感想です。 

最後の日には、“さよならだけが人生さ、という言葉は嫌いだ。真実だからだ。でも、人は出会ったら別

れていく・・・”と名残りを惜しんでいました。 

 

～１０月３日(日)の報告会では、 

若者たちの新鮮な感性でとらえたバングラデシュの話を、どうぞお楽しみに～ 
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はじめに今回の現地訪問した皆様、お疲れさまでした。私にとっては初めての海外でしたが、こんなに

も素晴らしいものになったのは二ノ坂先生・ラフマン先生をはじめ、様々な場所で活躍されるメンバーの

おかげであると思っています。本当に感謝しています。 

ダッカ空港に降り立ってホテルに泊まった時のドキドキは忘れることができません。言葉が通じない人

たちとのコミュニケーション。水道水が飲めない慣れない環境。クラクションが鳴りやまない道路。銃を

持った警察が街中に立っている状況。日本では味わえないバングラの良さ、抱える問題、様々な面が見え

たスタディーツアーでした。 

なかでも最も印象に残っていることは、村の学生たちとの交流です。同世代の学生が厳しい環境の中で、

将来に向かって必死に勉強しているという話を聞き、すごく刺激を受けました。また、留学に行きたくて

も経済的に不可能であることや、学生運動が盛んで授業が休講になってしまうことなど多くの不満を聞き、

考えさせられました。今の自分にできることは、こういう状況に置かれている人がバングラにはたくさん

いるという現状を日本の人に話し、知ってもらうことだと思っています。そして将来的には自分の力で、

意識の高いバングラの学生にプラスになることがしたいと考えています。 

最後に、今回のスタディーツアーに参加して、私自身多くのことを学ぶことができました。この経験を

忘れず、将来に活かしていきたいです。 

 

 

 私は１６歳の春、友人との京都への自由な旅がきっかけとなり、奈良での教員生活が始まるまでの２０

歳台前半は、日本中を金もなく当てもなくずっと旅をしていたような記憶があります。今はほとんど失わ

れた日本各地の方言と佇まいが恋しく思われてなりません。 

その何かを今もどこかで探し求めている自分に今回気づいたように思えました。 

じっと車の窓越しに見る人々とその生活、また歩いて出会う人々と生活、２０歳台で体験した、同じ日

本人なのに言葉が通じず勘違い、意味不明を繰り返し、大笑いをし、気持ちが通じ、こころが通い合う醍

醐味、これこそ旅をするものの喜びではと思っておりました。 

ただ、今回は大笑いをして通り過ぎることのできない課題をテーマとして思考する多少、私にとって重

苦しい旅になる覚悟をしていました。と文字で書くといよいよ書き辛くなるところですが、今回は今まで

にない感想を得ました。 

 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

まず、バングラデシュという僕にとって未知の国に踏み込めたこと、そして、その中で様々な出会いを

体験できたことを「バングラデシュと手をつなぐ会」のみなさんに感謝します。素敵な出会いありがとう

ございます。なにから話せば良いか？いろんな事があったので、まとめる自信はありませんが、頑張って

みます。 

 

好奇心好奇心好奇心好奇心    

 僕にとって、人生初となる海外旅行、その目的地はずっと行ってみたかったスペイン、ハワイ、イギリ

◆◆◆◆    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                                                                                                                大庭大庭大庭大庭    

◆◆◆◆    このこのこのこの旅旅旅旅にににに思思思思うううう                                                                                                                    佐藤佐藤佐藤佐藤        

◆◆◆◆    そこでそこでそこでそこで教教教教わったことわったことわったことわったこと                                                                                                        中尾中尾中尾中尾    
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↑ バスの上にも多くの乗客がひしめいている。 

スではなく“バングラデシュ”という未知の国でした。この国を家族に説明するのには苦労しました。 

どこのどんな国か？説明すればするほど不安にさせてしまったりもして、中には反対する者もいました。

そして、家族だけでなく友人などからも必ず返ってくる質問「どうして行くのか？」それに対しての僕の

答えはいつも「好奇心」とだけ言っていました。 

バングラデシュという国を体験することで途上国というもの、異文化というものを知りたいという知的

好奇心。しかし、本当はそれだけの理由で飛行機に乗ったわけではありません。 

僕たちが出発した８月１５日は日本の終戦記念日です。本来なら地元の教会に行って、平和のことにつ

いて考えていたことでしょう。それに出席できないことの後ろめたさもあり、戦争と平和のことを海外で

はどう考えているのか知りたいという、また別の意味での好奇心が生まれました。 

 

ショックショックショックショック    

 ８月１５日、母国たる日本は敗戦という形で終戦を迎えました。そして、その同じ日に僕は母国を発ち、

バングラデシュという国に行きました。飛行機の旅は最悪でした。昔から乗り物にすごく弱くて、本当に

途中、パラシュート担いで降ろしてほしかったです。今でも飛行機は他のどの乗り物よりも危ない乗り物

だと思います。 

バングラデシュの首都ダッカに到着。揺れない大地って素晴らしいですね、と安心したところでライフ

ル片手に空港を警備している軍人に、ひとまずカルチャーショック！「異教徒だと！」と言って撃ってこ

ないよな？と内心ビクビクしながら僕はホテル行きの車に乗り込みました。 

途上国ということは知っていました。だから、色々とキツイ場面があるのだろうと覚悟していましたが、

まだ覚悟が足りなかった気がします。あたり一面にゴミが散乱し、体が不自由な人や子供を抱えた女性が

僕らの乗る車の窓に物をねだる姿、思わず目を背け、これが途上国の現状だと実感しました。僕は途上国

やその生活について、知識として知っているだけで、本当に理解してはいなかったのです。僕らの国、日

本は平和です。僕は、戦争をしていない、戦争のない国が平和な国だと、どこかで考えていました。この

バングラデシュは戦争はしていない、しかし平和といえるだろうか？これが僕がバングラデシュに着いて

の第一印象でした。 

 

窓からの眺め窓からの眺め窓からの眺め窓からの眺め    

 カラムディ村へ行くバスの旅は快適そのもので

した。乗り物に弱いはずの僕の体調を支えてくれた

のは、バスの窓から見えるバングラデシュの町と自

然と人でした。高速で流れる窓からの景色は、どれ

も新鮮で私のカメラのシャッターが鳴りやむこと

はありませんでした。 

町なかの道は車で渋滞し、その間を自転車が、さ

らにその間を人が通るという形。そんな人々にはど

こか日本にはない必死さがあり、交通マナーから見

て、日本の譲り合いの精神ではなく、奪い合いの精神。それがこの国の活力なのかもしれないと考えたり

しました。おかげで、長いバス移動も退屈せずにすみました。 

 

村にて村にて村にて村にて    

 カラムディ村へ到着、しばらく宿舎になった病院での生活です。病院での寝泊りは盲腸以来です。しか
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↑訪問団に教えてもらい作った折鶴。見て見てっ！ 

も日本の病院でありません。日本が良いとも思えませんが、日本のような設備や衛生環境は十分に揃って

いません。 

しかし私は、この病院が好きなようです。設備や衛生というものは病院に必要なのは当然です。しかし、

なんと言えばいいのだろう？どこか温かい雰囲気がありました。それは病院スタッフや村の人々、みんな

の協力と優しさが、生活している中で伝わってきたからだと思います。病院に限らず、優しい人がいてく

れる安心感というものが、とても幸せなことなんだと思い、少しホームシックにもなりました。 

    

玩具にされる玩具にされる玩具にされる玩具にされる    

 本当に元気だな！子供って！ 

日本でも子供達と遊んだりするけど…。なるほど、子供って新しい玩具が手に入ると信じられないくら

いテンションあがるからな…。僕もそうだったから分かるんだ。だから、つねらないでほしいし、足を引

っ掛けようとしないでもらいたいし、できれば眼鏡をとらないでくれるとありがたいのだが…。その元気

を逆に僕が見習わないといけないなぁ～。 

いや、子供だけでなく大人も皆、元気だ！本当に元気！どうして、こんなに元気なんだろ？バングラデ

シュは日本よりも経済的に貧しい国だ、だけど、バングラデシュは日本より人が元気な国だ、そう思えた。

同時に人の元気は国の経済に反比例しているようにも考えられた。どちらが幸せなのか？ 

結論から言えばどっちも幸せなんだと思います。

もちろん、改善点は互いにある。優劣や善し悪しで

なく、幸せの色や形といった好き嫌いで日本とバン

グラデシュと分かれるのだと思われます。（自分で言

ってよく分かりません）。 

 僕の考えた幸せが必ずしも相手のためになるとは

限らない、そして相手自身が自分のためを思っての

幸せへの計画、それが必ずしもこちらの幸せにつな

がるとは限らない。それが僕らとカラムディ村の

人々に言えると思えます。だから、僕らは互いに話

し合い理解しあう必要があるのだと思えました。言

葉が通じないけど、笑ったり、走ったり、歌ったりして、幸せを共有できたこと、マジで楽しかった！ 

 

僕の課題僕の課題僕の課題僕の課題    

 学生、教員との交流、この機会もとても大切な思い出になりました。 

僕は義務教育の中で戦争と平和のことについて他の勉強以上に力を入れてきたつもりでした。そして、

大学からは更に戦争と平和のあり方を考えるようになりました。僕らの日本も含めた「国」というものは、

戦争に対しての被害感情ばかりを強調して国民に訴えているのではないかということです。 

日本は敗戦国、被爆国、というのが僕の日本の戦争の歴史に対する先入観でした。日本はアジアの各国

に残虐非道を行なってきた事実があるけれど、それを考える機会が教育上、極端に少なかったと思います。

僕は以上のことを踏まえてバングラデシュの学生、教員とぶつかってみようと思いました。今後平和であ

るには、人はどうすべきかを考えるために。 

 まず、彼らが日本のヒロシマ、ナガサキのことを知っていたことに驚きました。そして、平和のことに

ついて興味深い話を聞くことができました。彼らは平和に対してとても積極的に取り組んでいるらしい、

残念ながら具体的には聞けませんでしたが。 
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↑ソーシャルワーカーと共に村の巡回へ。 

事実、彼らは平和のために独立を果たしました。この事実はとても説得力があると思えました。平和の

ために戦った、一見、矛盾のようで理に適っています。考えてみればどの国も平和のために祖国のためを

思って戦ってきたのかもしれません。手段はどうあれ、平和を思う気持ちを日本人以外から聞くことがで

きたのは嬉しいことです。 

 また、教員との交流時、日本が政治・軍事の面において世界的に活躍が見られないという質問に対して、

僕はあらかじめ答えを用意していたつもりでしたが、直前になって上手く説明する自信がなくなりました。  

僕らの国が軍を持たないと主張する一方で、自衛隊を保有している矛盾、自衛隊の説明、これらはヒロ

シマ、ナガサキと比べると世界的知名度が低いです。これらの説明をすることがいかに重要なことか自分

でも分かってたつもりだったのに…。これは明らかに僕の準備不足でした。現地のベンガル語はおろか英

語の勉強ももう少ししておくべきで、このような後悔を繰り返さないためにも、また勉強しなければなり

ません。 

    

終わりに終わりに終わりに終わりに    

 僕らの世界は今でこそテレビやインターネットで情報を素早く確実に共有することができます。しかし、

それらから出てくる情報はとてつもない量であったり、偽の情報であるとか、どれが的確な情報か分から

なくなります。 

現地訪問は確かに時間やお金の手間がかかります。しかし、直接、人との触れ合いによる情報交換は、

パソコン画面では伝わらない気持ちがあります。改めて人とのコミュニケーションが大切だと痛感させら

れました。この旅で少しは僕も成長できたのだろうか？身体的には相変わらず飛行機に酔ってしまった僕

は…。まぁ少なくとも僕自身この旅ができて本当に楽しかったです。この体験を大切にして、これからの

人生に生かせればと思っています。 

 

 

 

 今回の現地訪問において、医療活動、学校教育支援、奨学仔牛を見て、ションダニ・ションスタはカラ

ムディ村近郊に対し、地道な活動が住民に受け入れられているという実感を持ちました。 

 特に興味を持ったのは、保健医療（巡回訪問）でした。途上国の人に対しては指導し、問題を認識して

もらうのが最も重要であると感じました。村の中に積極的に入り込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」は広く展開して欲しいと思い、感心しました。 

 また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経営システムを構築して

いくことが必要ではないか、そんな印象を得ました。 

 日本側も単なる援助･支援ということではなく、共

同の事業プロジェクト、彼らが日本からの援助・支

援を頼りにしなくても、自らの力で大きく羽ばたく

ためのプロジェクトとして、大きな転機が訪れてい

ると感じました。 

今後このようなションダニ・ションスタの活動は、

カラムディ村近郊の人々の教育･医療関係をはじめ

生活面の向上に大きな役割を果たしていくことは間

違いないことだと思います。 

◆◆◆◆    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                                                                                                                岩川岩川岩川岩川        
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↑母子保健センター。右手に更に続きます。 

最後に、村の友人、子供たちと接する中で言葉の壁を越えたものを感じ、笑顔で楽しんで接することが

一番なのだと知りました。私はあまり表情豊かなほうではありません。ですが、笑顔で接すれば必ず笑顔

で返してくれます。バングラデシュの人はとてもあたたかい。また、思い切って＂バングラデシュと手を

つなぐ会＂に参加したことを嬉しく思います。異文化に接し、自然や村の人々の優しさに触れることがで

きました。そして、日本とバングラデシュの医療の差、教育等の現状をしみじみと感じ、人々のあたたか

い気持と心遣いに感謝しています。 

この会は、今の自分を見つめ直すための良いきっかけとなりました。 

 

 

 刺激的な１日の研修スケジュールを終え、その感激をフランクなレベルでメンバーとシェアし、またク

ールダウンをする為に宿舎の「屋上」は我々の精神修行の場として最適かつ不可欠であったと思い出して

おります。そこは、メンバーそれぞれが素直な自分自身でいることができる場所であったように感じまし

た。人は、自分という存在を認めてくれる信頼できる人にかこまれた安心できる場所にいると感じた場合

に解放され、純粋な自分を表現できるともいわれます。私たちメンバーが村に滞在している間、生き生き

と人々と触れ合い、日々の活動を好奇心をもって精一杯過ごすことができたとすると、それはまさしく村

の人々の私たちに対するやさしい気持がそうさせてくれたのだと確信しています。 

カラムディ村とバンングラディッシュと手をつなぐ会

の間の長い年月の中で培われた「信頼」というその大き

な器の中で、私たちメンバーは様々な経験をさせていた

だき、それらによってほぐされた私たちの心は、団員同

士の心地よい関係性にも影響を与えていたのだろうと感

じています。このような上質な「人との繋がり」を味わ

った経験は、現代の日本社会に生活する私たち団員にと

ってギフトであったと感じております。今回のツアーに

私を参加させてくださった「バングラデシュと手をつな

ぐ会」の皆様、私たちメンバーが快適に過ごせる様に村での生活をサポートしてくださった現地のスタッ

フの皆様、また、ツアー中に大変にお世話になりました団員の皆様、本当にありがとうございました。全

てに感謝をいたしております。 

 

 

 夏の訪問団として、カラムデイ村へ行って来ました。前回は冬のスタデイ・ツアーでしたからぜひ、夏

も一度は行きたいと思っていて、４年ぶりの訪問でした。 

 ダッカは相変らず“大クラクション”で大歓迎をしてくれました。カラムデイ村では変わらない、なつ

かしい田園風景とションダニ・スタッフや村人、元気な子供達に暖かく迎え入れられての７日間でした。 

 夏の訪問は、冬のスタデイ・ツアーと違いションダニとの会議や交流会が多く予定されて、朝早くから、

みんな意欲的に充実した行動をいたしました。 

  

 変わったことといえば、携帯電話を持つ人が多くて今までは、写真は写す側であったのが今回はいろい

ろな場面で撮られました。特に若い年代層の人が多いようでした。 

 女性の自立もかなり目立つようになったことです。たとえば市場に店を出したり、会議ではシﾖンダニの

女性スタッフがきちんとした考えを意見として、堂々と述べていた姿がとても、印象的でした。 

◆◆◆◆    守守守守られたサンクチュアリられたサンクチュアリられたサンクチュアリられたサンクチュアリ                                                                                                    米倉米倉米倉米倉        

◆◆◆◆ 4 4 4 4 年年年年ぶりのカラムディぶりのカラムディぶりのカラムディぶりのカラムディ村村村村へへへへ                                                                                            杉園杉園杉園杉園        
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↑現地スタッフとの意見交換にも多くの時間を割き

ます。写真は２００９年に来日したメンバーです。 

↓即興で授業を･･･ 

 経験をつみ、研修会に参加した結果、まわりに伝えて、仕事に対する自信がもてるようになり、村人と

の信頼も高まっている証拠ではないかと思われます。 

 今後、研修や他の医療施設などでの体験を重ねて、より的確な判断や処置、熟練した技術を学ぶことが

できるように、私は見守っていくことが望ましいと思いました。 

 

 ダｯカの混雑振りは、ますますひどくなっているよ

うです。しかし、高いビルも増えて車は以前より新

しいものが多く、特に乗用車は大型車で、まっ黒の

排気ガスを出すものが減ったようで助かりました。 

 国の経済は着実に伸びてきているようです。しか

し、渋滞の合間をぬって車に寄ってきて物乞いをす

る人も多く、経済は発展しつつありますが、社会福

祉や環境問題を改善するのには、かなりの時間がか

かるようです。 

  

 今回の訪問は実に多くの施設見学や、人々との意見交換があり、人との出会いもたくさんありました。

多くのことを学び、そして考える場面を与えてられた旅であったと思います。何よりも訪問団が力を出し

合って意欲的に行動して、帰国できたことが一番です。これを支えてくださったションダニ・スタッフの

方をはじめ、関わってくださった方々、そして、日本で見守ってくださったみなさんに感謝いたします。

ありがとうございました。 

   

バ・バンバ・バンバン・バングラデシュ!!! バ・バンバ・バンバン・バングラデシュ!!! 

訪問団の家族のみなさんも、ありがとう!!! 

 

 

 現地ＮＧＯのションダニ・ションスタのスタッフは、精力的に地域のモデルになる学校や病院にすべく

いろいろな試みをされています。今回は現地ＮＧＯの活動報告会、３つの学校訪問と子牛奨学生の親子の

報告や意見交換会と家庭訪問、母子保健センターの活動のひとつとしてソーシャルワーカーの訪問同行、

ボロブプール病院訪問、その他ＴＶ局の見学など予定外のイベントもあり、盛りだくさんの体験や視察で

した。現地滞在中ひどい体調不良者は出ませんでしたが、帰国途中から帰国後体調不良者が続出でした。

旅の疲れか水か食あたりかわかりませんが。 

 私は現地滞在中３日目に風邪をひいたので（やっぱり水シャワーは冷たい…）わりとおとなしくしてい

ましたが、帰国後は下痢リセットしました。 

 

 現地は予想以上の高温多湿で私にとっては少々過酷でしたが、メンバ

ーそれぞれの思いやりに励まされました。学生さん達はみんなそれぞれ

素敵なオーラがありましたし、愉快な新聞記者の進藤さんや宿泊所で同

室しいろいろアドバイスを頂いた杉園さん、学校訪問でにわか情操授業

を一緒にしてくださったり送別会の出し物担当をしてくださった米倉

さん、いろいろありがとうございました。現地のナースのみなさんにも

◆◆◆◆    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のしてのしてのしての感想感想感想感想                                                                                            田中田中田中田中    
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楽しいおしゃべりや時間、おいしいお茶などハッピーな気分をたくさん頂きました。その他三役のみなさ

んや現地のスタッフの方々のおかげで無事に帰国することができました。ありがとうございます。 

 

 

 ＮＧＯやＮＰＯについて、以前から耳にはしていましが、実際に何をどのように行っているのかは全く

理解していませんでした。今回のこの訪問では、その実態を少しでも理解することが私の大きな目的でし

た。そして、カラムディ村を訪問し、「ミロン」という言葉の意味を学ぶことによって、その実態を少しだ

け理解できた気がします。確かに、物質的に彼らは日本よりも貧しいのが現実であり、我々の力を必要と

しています。しかし、人々が分け与えられるもの、分かち合えるものは物質的なものに限らず、むしろも

っと大切なものがあることを村の人々は教えてくれました。そしてそれは、物質的に豊かになる程簡単に

忘れてしまいます。例えば、モノを大切にすること、人を愛し大切にすること、命を大切にすることなど、

人間として当たり前のことを彼らは私に再度気付かせてくれ

ました。これぞまさに、何かを共有し、手をつなぐということ

だと思います。この１２日間は、私の人生で最も頭と心を使い、

多くのことを考え感じた１２日間であったと思います。バング

ラデシュには、貧富の差や教育や衛生上の問題等、解決すべき

数多くの問題があります。今の自分には、彼らに対して何一つ

大きなことはできませんが、今の自分にできる限りのことを少

しずつ積み重ねていこうと思います。最後に、このような貴重

な機会を与えてくださった会員の皆様、理事の皆様、そしてこ

の訪問を通して出会った全ての人々に心から感謝しておりま

す。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆    「「「「ミロンミロンミロンミロン」」」」のののの意味意味意味意味についてについてについてについて                                                                                            石田石田石田石田    

･････現地訪問報告会のお知らせ・・・・・ 

今回の訪問団総勢 13 名！ 

現在のバングラデシュやカラムディ村の様子について、 

そして、訪問したメンバーの感想を、生の声で聞いてみませんか？  

●日時：10 月 3 日（日） 14 時～ 

●場所：にのさかクリニック  ●参加費 ３００円 

 
終了後に招聘事業のお二人を囲んでの夕食会を予定しています 

参加希望の方は受付時に申し込みをお願いします 
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今年の「現地訪問」は例年通り、８月１６日～２６日まで手をつなぐ会の活動地域である「カラムディ

村」を訪問してきました。久しぶりに１３人（福岡から１０名、東京から２名とタイから１名）のメンバ

ー、年齢も２０代の前半から６０代後半までバランスのとれた団体でした。学生、教員、医師、看護師や

ジャーナリストなど、様々の職種で個性豊かな人たちでした。 

 

    

◆◆◆◆ 2010 2010 2010 2010 年現地訪問年現地訪問年現地訪問年現地訪問にあたってにあたってにあたってにあたって                                                                ラフマンラフマンラフマンラフマン    モクレスールモクレスールモクレスールモクレスール    

反省の繰り返し反省の繰り返し反省の繰り返し反省の繰り返し    

 毎年訪問団員に対する事前研修を行っています

が、今までは時間が少なく、訪問団派遣の趣旨やバ

ングラデシュの政治・経済・宗教・文化といった全

般的な状況、「手をつなぐ会」の現地側のパートナー

であるNGO「ションダ二・ションスタ」の活動内容

等の予備知識がいまひとつ足りないという声もあり

ました。 

それを解消するために、今年は少し早めに研修日

程を設定（１回目の研修は５月２９日）し、取り組

みました。しかし訪問団員がなかなか決まらず、第

３回の研修会でやっとメンバーが確定しました。し

かし、遅刻や早退などもあり、また出発を間近に控

え、ビザの申請手続きや日程、準備するものなどの

説明に多くの時間がとられてしまいました。 

いろいろな地域や違った職種、世代の相違を超え

た集まりである以上、全員が一定時間のミーティン

グで事前情報を端的に共有化できるマニュアルや、

現地訪問経験者との質疑を深める必要も、かねてか

らの課題でした。私たち執行部は現地に慣れてしま

っているので、初めての海外、初めてのバングラ・・

という人々の目線での気配りに欠けるところもあ

り、それが落とし穴になってしまうことも絶無では

ありません。 

そこで今回から研修内容や方法について新たな工

夫を導入しました。２００９年訪問団のメンバーも

加わって、参加者の体験や苦労、皆さんが見たバン

グラ社会の姿や訪問見学の意味等の説明質疑や旅の

相談ごとも行ないました。また、事前に連絡のとれ

た方々とは、二ノ坂代表と私（ラフマン）が、個別

にお会いし、派遣の趣旨や手をつなぐ会の性格、そ

れぞれの人生とのかかわり等について質疑や懇談を

深めることもできました。 

こうして「会」として、今年もまた、参加者に十分 

に伝えるべきことも一部は積み残した 

まま現地に向かい、訪問責任者の一人として不安も

感じましたが・・・。 

 

現地にて現地にて現地にて現地にて    

 このような研修を終え、現地に行きました。二ノ

坂代表と私は、ある程度参加者たちのことを知って

いても、メンバー同士の交流もなく、一度も会って

いない、あるいは名前さえ覚えてないような状態で

した。しかし現地に着くと、その雰囲気ががらっと

変わりました。互いに昔からの知人で、仲の良い友

達のような感じでした。姓ではなく、名前で呼び会

い、自然にお母さんやお姉さんも現われました。ま

るでバングラまできて、新しい家族ができたような

気がしました。 

 

課題課題課題課題    

 現地から帰ってきて自己反省すると、いくつかの

課題が思い浮かびます。「現地訪問の本来の目的

は？」「普通のスタディツアーと現地訪問の違い

は？」「事前研修の内容のマニュアル化」など、課題

はさまざまです。 

これまでは、事前研修の内容はバングラデシュや

カラムディ村のこと、NGO 活動などについて知って

もらうことが中心でした。しかしここ数年、現地の

高校生や大学生から鋭い質問がめっきり増え、訪問

団の若者は、それに的確に答えられない場面が増え

ました。それは日本の国際関係や社会問題等、現代

の日本人が直面している重い課題でもあり、バング

ラの学生たちは、そういう面からも日本を知りたい

と思っているということです。 

来年以降の参加者たちに日本の基本的な問題、外交

問題、社会問題などについて、事前勉強の機会が必

要になっていることを感じた次第です。 
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ラフマン・モクレスール 

村にも建設ラッシュ村にも建設ラッシュ村にも建設ラッシュ村にも建設ラッシュ    

数年前からダッカ中心に都会で建設ラッシュが続いていることは、日本のメディアにもとり上げられています。

特に NHK の番組に建物の骨組みやレンガ工場が良く話題になっていることはおそらくご存じの方も多いでしょ

う。 

昨年は、若者を中心に携帯電話の普及が目につきました。今年度の現地訪問では、村を歩くと、建設ラッシュ

が農村にも及んでいることが分かりました。貧しい農家の茅葺きの家がどうしてレンガ造り（コンクリート）の

家に変わっているのか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。現金収入がなければこのような買い物はで

きません。 

聞いてみたところ、建設中のほとんどの家で、家族の 1 人か２人が海外（中東）に出稼ぎ労働者として働きに

出て行っています。彼らは給料の多くを実家に送り、そのお金で家を建てるか、農地を買うかしています。農地

の価格も上がっています。これは良いことですが、問題は、出稼ぎ労働者がいる家庭といない家庭との間に経済

格差が生じていることです。 

 

子牛奨学金受給者のナルギスさんのその後子牛奨学金受給者のナルギスさんのその後子牛奨学金受給者のナルギスさんのその後子牛奨学金受給者のナルギスさんのその後    

 昨年ナルギスさんに会ったとき、彼女のお母さんは病気でした。ナルギスさんは心配して泣き出し、お母さん

が亡くなったらこれからどうやって１人で生活するか、不安でいっぱいの様子でした。今年も私たちは、ナルギ

スさんの家を訪問しました。 

今年彼女は自信満々、とても明るい少女（高校生）に変身していました。

お母さんと一緒に牛のエサを取りに行ったり、牛の世話をしたり、学校の勉

強をしたりして過ごしているようです。 

牛をもらったことで何か変わったことがない？と聞いたら、1 頭の子牛を

ションダ二に返し、2 頭を売ってそのお金で実家のある土地を購入したと答

えました。今までほかの人の土地に住んでいたが、いまは自分の土地なので、

これからお母さんと一緒にずっと暮らせると、笑顔で話してくれました。 

 

村に情報センター建設の提案村に情報センター建設の提案村に情報センター建設の提案村に情報センター建設の提案    

 村出身の約５０人の高校生や大学生がションダ二・ションスタの庭に集まり、訪問団の日本人と交流をしまし

た。以前にもこのような集まりがありましたが、男性ばかりでした。１人２人の女子学生が参加していてもほと

んど意見を云わず、消極的な存在でした。 

ところが今年の集会は、女子学生の数が増え、司会は男女コンビで、意見も活発に述べ、集会終了後も男女肩

を並べておしゃべりをしていました。私たちの時代には全く考えられない光景でした。 

その集会で、大学生たちから村に情報センターを作りたいと提案がありました。長い休みのときに村に帰って

きても時間を過ごす場所がなく、また国内外の情報から閉ざされてしまうのです。小さな図書館があれば、そこ

で本や雑誌を読めるし、新聞でいろいろな情報を得られるのです。またパソコンがあればリアルタイムで情報へ

のアクセスができます。特に求職活動には情報が不可欠でもあり、情報センターを立ち上げたいとの提案に、私

たちも賛同しました。かつての寒村も、すでにこんな段階へとすすんできたことを実感しました。 
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イディリスさんの墓参りイディリスさんの墓参りイディリスさんの墓参りイディリスさんの墓参り    

 ションダ二・ションスタの初代会長のイディリスさん（カラムディ中学校の元校長で私の恩師）は長年闘病生

活をし、今年１月１７日に他界されました。ションダ二・スクール視察後に先生の実家を訪れ、奥様と娘さんと

お会いしました。２０分ぐらい居ましたが、とてもさびしい感じでした。全てのものがそのまま残っていますが、

先生だけがいません。翌日、エクラムールさんと一緒に先生のお墓にお参りし今回の活動内容を報告しました。

先生の耳に届いているかどうか分かりません。きっと届いているでしょう、そう信じたいです。 

 

息子を失ったお母さん息子を失ったお母さん息子を失ったお母さん息子を失ったお母さん    

 数年前に夫を失い、未亡人となった女性は私と同年代。家族は４人の娘と１人の息子。息子は大学を卒業後、

村役場で働いていました。一昨年、私も個人的なことでお世話になりました。 

彼女は今年（２、３カ月前のことです）その最愛の息子を突然失い、言葉も失うほどの悲しみに包まれていま

した。現地訪問でジャパニ小学校を訪問後に、彼女の家に行きました。そこでまた別の情報を知りショックを受

けました。２人の娘がそこにいたので、「あなたたちはどうしているの？」と尋ねると、２人とも悲しそうな顔を

しました。  

末っ子は大学在学中に結婚し、夫は中東に出稼ぎに行きました。これから幸せな家庭を作り、暮らそうと思っ

た矢先、かわいそうに夫は中東で事故に会い、即死。その遺体さえ戻ってきてないのです。もう一人の娘は同じ

村の人と結婚し、夫は兄弟喧嘩の末、自殺しました。 

この家族に対して何を話せばいいか。しばらくは無言のまま時間を過ごし、３人の女性の家を後にしました。 

 

若者同士の交流若者同士の交流若者同士の交流若者同士の交流    

 今年の訪問団員１３人の内６名は大学生でした。それぞれの出身大学がバラバラであっても現地に行くと、み

んなは同じ大学の出身者に見られ、自分たち同士でも交流が深まりました。これからもこの関係が継続すること

を期待します。 

現地訪問の目的の一つは現地の人たちと交流することです。もちろん一般の村人と交流し、互いの生活習慣や

文化を理解することも大切です。しかし大人にとって実際に本当の交流はなかなか難しいです。言葉だけの問題

ではなく、遠慮がちであるからです。 

しかし大人にとって難しくても、若者にとってはそうでないような気がしました。現地の高校生や大学生たち

がションダ二に頻繁に現れ、互いに話をしたり、住所交換したりする風景が見受けられました。 

ある日、数名の大学生が私のところに来て日本人学生を自分の家に連れて行きたいと申し入れがありました。

誰の家に行くか、何時に帰ってくるか、責任者はだれかを確認し、OK を出しました。実を言うと、私はそうし

た交流を望んでいたのです。彼らはこれをきっかけにずっと友達でいて欲しいです。 

 

干ばつのバングラ干ばつのバングラ干ばつのバングラ干ばつのバングラ    

 みなさんはバングラデシュといえば洪水の国と思うでしょう。

その反面、実は干ばつの国でもあります。今年バングラデシュの

北西部には雨が降らず、稲の栽培ができていません。コメ不足に

なるでしょう。 

またもう一つの大きな問題は麻の収穫です。麻を切り取り、

１週間ほど水につけておかなければなりません。池や河川に水が

ないために、農民は大変困っています。現金収入になるはずのも

のが、価値のないものになっています。農民の苦労は続きます。
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活動報告 ～いろいろ♪～ 

 

 

 

「バングラデシュ・デー＠こくさいひろば」が福岡市中央区の「アクロス福岡」のこくさいひ

ろばで開催されました。福岡在住のバングラデシュ人でつくる「バングラデシュ人の会」主催、「バングラデシュと

手をつなぐ会」共催。バングラデシュの民族衣装や伝統工芸品の展示、アザド･ラフマンさんによるバングラデシュ

の紹介、バングラデシュクイズ、大分県別府市から駆けつけた立命館アジア太平洋大学の留学生による歌や踊りの

披露、当会から理事待鳥さん、会員小畑さんによる会の活動紹介など、盛り沢山でした。約８０人の参加があり、

バングラデシュ人と日本人がとても楽しく交流を深めました。        （手をつなぐ会 理事・堀） 

 

 

 

私達は福岡在住のバングラデシュ人で 

「バングラデシュ人の会」をつくり、７月４日、 

アクロス福岡こくさいひろばで「バングラデシュ・デー」 

を開催することができました。福岡在住のバングラデシ

ュ人は少ないですが、そのイベントを通じて母国バング

ラデシュの文化、習慣、その他の魅力を紹介することが

できました。大勢の日本人はもちろん、アジア文化、特

にバングラデシュ文化に興味を持つ外国人も参加して、

異文化コミュニケーションもできました。 

ステージでは、バングラデシュの留学生や奥様方が民

族打楽器「タブラ」や太鼓を使って歌や踊りを披露し、

大いに盛り上がりました。客席からもone more one more 

（もう一回、もう一回）の声が響きました。 

伝統的な刺繍「ノクシカタ」、伝統的衣装サリー、綺麗

なサロヤ・カミス（女子の着る物）、子供の着物、金の靴、

麻のバッグなど展示作品の細やかな美しさに見入る人や、

伝統的な食べ物「ビラニ」の試食。独特の甘さが特徴の

紅茶の試飲、スパイシーなスナック菓子の試食を楽しむ

人も多かったです。日本人の母娘が揃って伝統的なサリ

ー、サロヤ・カミスを試着し、「刺繍や色も美しく、思っ

たよりも涼しい。着心地もよい」と心の底から話してく

れて、本当に嬉しかったです。 

バングラデシュ人の会の発起人ラフマン・モクレスー

ル氏のおかげで成功することができました。次回もこの 

ようなイベントを通じて、バングラデシュと日本は勿論、 

アジアそして世界への架け橋になれば光栄です。皆さん本当に有り難うございました。 

バングラデシュデーバングラデシュデーバングラデシュデーバングラデシュデー＠＠＠＠こくさいひろばこくさいひろばこくさいひろばこくさいひろば    共催共催共催共催    活動報告 

7 月 4 日 

ステージが大いに盛り上がりましたステージが大いに盛り上がりましたステージが大いに盛り上がりましたステージが大いに盛り上がりました!!!!                    

アザド･ラフマンアザド･ラフマンアザド･ラフマンアザド･ラフマン    アザド ラフマン 

九州産業大学卒 

福岡市内で会社勤務 

↑読売新聞にイベントの様子が掲載されました! 
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        バングラデシュの首都ダッカで路上生活する子供たちの現実

を伝え、かれらの職業訓練センター「エクマットラ・アカデミー」建設を推進

する目的で、現地のＮＧＯ「エクマットラ」がこの映画を２００９年に完成。

国内外で上映会を開催して入場料の半分を同施設の建設にあてています。８月

７日、福岡市南区高宮の市男女共同参画推進センター「アミカス」での上映会

に「手をつなぐ会」が協賛し、参加者計８１人、うち手をつなぐ会から１１人

参加しました。 

                   

エクマットラではストリート・チルドレンに「エクマットラ・アカデ

ミー」で各種の技術や教養を身につけさせ、社会に送り出すことで、

貧困と抑圧からの自立を促すために、人材づくりと資金の循環の仕組

みを目指しています。 

 ＜ダッカの街で焼き鳥屋をダッカの街で焼き鳥屋をダッカの街で焼き鳥屋をダッカの街で焼き鳥屋を＞ 

その一つが焼き鳥屋のオープン計画。日本人のパートナーでユナイテ

ッド・ピープル（株）社長の関根健次さんが、エクマットラと共同出

資で今年中に焼き鳥屋を「ソーシャル・ビジネス」としてオープンし、

技術を身につけた子供たちを焼き鳥屋の店長に送り出すそうです。そ

の成果が楽しみです。 

 （会員 松尾） 

 

 

 

福岡市のエルガーラホールで福岡市・九州大学などの共催で約６８０人が参加。ユヌスさん

（グラミン銀行総裁）が提唱する「ソーシャル・ビジネス」とは、社会問題や環境問題の解決のために、出資者は

投資額を回収するが収益の配分は受けずに再投資に回すという、企業の新しい考え方です。日本の「ユニクロ」も

グラミン・グループと、安価なＴシャツの工場建設計画を締結したばかり。

九州大学では、グラミン銀行のマイクロクレジットの数百万人の利用者が使

う簡便なＩＣカードの開発実験に協力中で、バングラ国内では多様な「ソー

シャル・ビジネス」が拡大中です。 （手をつなぐ会会員 松尾）              

 

 

 

 

多々良中央中学校で私が講演。対象はＰＴＡのお母さんたち３２人、校長・先生ら４人も参加。

バングラの食文化体験でチキンカレーを試食。「バングラデシュと手をつなぐ会」の活動をスライドで紹介し、民芸

品も販売しました。なお同校の父兄の一人が身障者国際スポーツ大会の日本代表として出場し、活躍しました。 

（副代表 ラフマン モクレスール） 

 

 

映画映画映画映画「「「「アリアリアリアリ地獄地獄地獄地獄のようなのようなのようなのような街街街街」」」」上映会上映会上映会上映会    協賛協賛協賛協賛    活動報告 

８月 7 日 

バングラデシュのノーベルバングラデシュのノーベルバングラデシュのノーベルバングラデシュのノーベル平和賞受賞者平和賞受賞者平和賞受賞者平和賞受賞者ムハマド・ユヌスさんムハマド・ユヌスさんムハマド・ユヌスさんムハマド・ユヌスさんをををを迎迎迎迎えてえてえてえて    

「「「「九州発九州発九州発九州発ソーシャル・ビジネスはソーシャル・ビジネスはソーシャル・ビジネスはソーシャル・ビジネスは何何何何かかかか」」」」公開公開公開公開シンポジウムにシンポジウムにシンポジウムにシンポジウムに参加参加参加参加    参加報告 

７月 16 日 

多々良中央中学校多々良中央中学校多々良中央中学校多々良中央中学校でででで講演講演講演講演    活動報告 

7 月 7 日 

↓ 映画のワンシーンより 
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参加報告 

6 月 19 日 

 

 

「バングラデシュと手をつなぐ会」理事平山さんが主宰する福祉施設の講演会が福岡医療福祉

大学（大宰府市）で開かれ、約８００人近くが参加し、「手をつなぐ会」会員も７名が参加。デンマークの精神訪問

看護師・認知症スーパーバイザーのミエヤム・ゲーテさんは講演で、デンマークでは認知症高齢者のケアは、認知

症専門医と訪問看護師の診断で、地域ごとの在宅介護サービスシステムによって行われる。重度でも通常と同じよ

うな生活ができるように支援が行われている。医療と教育は無料。認知症ケアの人材が義務教育から上級専門教育

まで、系統的に育成されることを紹介しました。手をつなぐ会の募金箱にも参加者の募金をいただきました。 

                            （会員 松尾） 

 

 

       

７７７７                                            Ｃommit(福岡市コミュニティビジネス販路拡大支援センター)のワークショップに出講。「バング

ラデシュと手をつなぐ会」の事務局長 矢野さんがバングラデシュの実状と会の活動を説明。活動の趣旨から同セン

ターとの連携は難しいが、手をつなぐ会の広報資料などの配布に協力いただくことになりました。待鳥さん、杉園

の両理事も同席しました。 

（理事 杉園） 

 

 

 

                 中間市中央公民館主催「きらめき大学」で私が講演。テーマは「文化の違い」。最後に「バングラ

デシュと手をつなぐ会」の活動状況をお話しました。聴講者８０人でした。 （副代表ラフマン・モクレスール） 

 

 

 

        ミロンNo122号発行時に会員の皆様にアンケートをお願いいたしましたところ、多くの皆様

の協力をいただき有難うございました。 

多くの皆様方が、“会報ミロン”、“手をつなぐ会の活動”に関心と興味を持っていただいていることがわかり

大きな励みとなりました。 

会報ミロンにつきましては会の活動の情報源として期待されていること、また会の活動に対しては、多くの

方のご理解いただいていることがわかりました。 

しかし活動への参加につきましては、参加する意欲、気持をお持ちの方で、時間が取りにくい人、参加のき

っかけが掴めない人がいらっしゃることがわかりました。 

今後、このアンケートの結果を生かし、読みやすい、解りやすい、会の一員としての実感をもてるような“会

報ミロン”を目指したいと考えます。 

活動に対する参加協力は、初めて参加する人も気安く楽しめる活動雰囲気つくりを心がける必要があることを

痛感いたしました。また、会に対する感じ、熱い思い等を述べていただいたものも多くありました。 

今までは会からの情報のみで、受身の参加がほとんどのようです。 

今後、会の人達がお互いに思いを発信し合う機会を持てれば、より楽しい“手をつなぐ会”へと発展してい

けることと思います。この点も心に留めて検討していきたいと考えます。         （理事 待鳥） 

グループホームさわやかテラス・さわやかグループホームさわやかテラス・さわやかグループホームさわやかテラス・さわやかグループホームさわやかテラス・さわやか憩憩憩憩いのいのいのいの家家家家    

10101010 周年講演会周年講演会周年講演会周年講演会にににに参加参加参加参加    

コミットのワークショップにコミットのワークショップにコミットのワークショップにコミットのワークショップに出講出講出講出講    活動報告 

7 月 3 日 

中間市中央公民館主催中間市中央公民館主催中間市中央公民館主催中間市中央公民館主催「「「「きらめききらめききらめききらめき大学大学大学大学」」」」でででで講演講演講演講演    活動報告 

8 月 5 日 

ミロンミロンミロンミロン会員会員会員会員アンアンアンアンケートのおケートのおケートのおケートのお礼礼礼礼     
中間報告 
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●新会員紹介（敬称略）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・田中理華子 ・石田悦子 ・大庭海 ・佐藤五郎 ・米倉裕子 ・待鳥タツノ ・越智吉郎 

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

・佐藤善信 ・冨田桂子 ・さわやかホーム10周年記念講演会場 ・オカリナひまわりグループ ・ 

・笠本貞子 ・宮嵜節男 ･ 徳納公子 ・有限会社栄屋食品 ・小畑麻乙  

・にのさかクリニック募金箱 ・さわやかホーム夏祭り ・愛宕小学校６年生 

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

・今給黎靖子 ・二ノ坂保喜 ・佐藤五郎 ・田中理華子 ・米倉裕子 ･岩川瑞穂 ・大庭海 ・ 

・中尾隆志 ・石田悦子 ・山崎博敏 ・望月銀子 ・鶴原和枝 ・篠原モミエ ・亀山俊子 ・ 

・垣田節子 ・ラフマン・モクレスール ・杉園順代 ・（敬称略） 

＊さわやかホームの１０周年記念講演会場の募金箱は６．９２５円、さわやかホームの夏祭り 

会場の募金箱は２．６５８円でした。両会場にいらした皆さん、及びさわやかホームのスタ 

ッフの皆さん、ありがとうございました。                                   

                             (8月15日現在／会計:杉園) 

 

         秋は楽しいイベント、盛りだくさんです。ふるってご参加ください♪ 

 

日にち 時間 内容 場所 

10／1（金）～ 

11（月） 
 

現地スタッフ 

招聘事業 
福岡および長崎県内を予定 

10／3（日） 14:00～ 現地訪問報告会 にのさかクリニック 

10／24（日） 12:30～ 秋のチャリティバザー にのさかクリニック駐車場 

11／7（日） 11:00～ 地球市民どんたく アクロス福岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【現地現地現地現地スタッフスタッフスタッフスタッフ招聘事業招聘事業招聘事業招聘事業】】】】    

今年も、１０月に招聘事業を実施します。 

現在、現地と詳細スケジュールの調整中です。現地で活動しているアクトラウ・ザマ

ンさん（ションダニ・スクールの副校長）とムスト・アベダ・サルタナさん（母子保健センタ

ーのサテライトクリニックの責任者）がやってきます。日本を見てもらい、交流することによ

り、お互いの理解を深めあいましょう。                 （理事 待鳥） 

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。 

行事予定 

10/110/110/110/1～～～～    

10/1110/1110/1110/11    

【【【【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】】】】    

今回のミロンでも報告していますが、 

今年は総勢１３名が現地訪問に参加しました。 

現在のバングラデシュやカラムディ村の様子を！ 

現地に触れた人たちの声を！ 

現地から招聘した２人のスタッフの声も！ 

生の声に耳を傾けてください。 

10/310/310/310/3    

（（（（日日日日））））    時間時間時間時間    １４１４１４１４::::００００００００～～～～    

場所場所場所場所    にのさかクリニックにのさかクリニックにのさかクリニックにのさかクリニック    

※※※※招聘事業中招聘事業中招聘事業中招聘事業中のののの、、、、現地現地現地現地ションダニのションダニのションダニのションダニの    

スタッフもスタッフもスタッフもスタッフも出席出席出席出席しますよしますよしますよしますよ！！！！    

参加費参加費参加費参加費    ３００３００３００３００円円円円    
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 ※※※※全全全全てのイベントのてのイベントのてのイベントのてのイベントの問問問問いいいい合合合合わせ・わせ・わせ・わせ・参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みはみはみはみは、、、、    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人バングラデシュとバングラデシュとバングラデシュとバングラデシュと手手手手をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ会事務所会事務所会事務所会事務所（ＴＥＬ＆ＦＡＸ（ＴＥＬ＆ＦＡＸ（ＴＥＬ＆ＦＡＸ（ＴＥＬ＆ＦＡＸ０９２０９２０９２０９２－－－－８４４８４４８４４８４４－－－－１３６９１３６９１３６９１３６９））））orororor    

（（（（医医医医））））にのさかクリニックにのさかクリニックにのさかクリニックにのさかクリニック（ＴＥＬ（ＴＥＬ（ＴＥＬ（ＴＥＬ０９２０９２０９２０９２－－－－８７２８７２８７２８７２－－－－１１３６１１３６１１３６１１３６／ＦＡＸ／ＦＡＸ／ＦＡＸ／ＦＡＸ０９２０９２０９２０９２－－－－８７２８７２８７２８７２－－－－１１３７１１３７１１３７１１３７））））へへへへ。。。。    

 

          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

例年にない暑さだ・・・と感じながら、西新事務所で不慣れな事務処理に追われて２年目になり、いま

だオタオタしています。 

今夏も、二ノ坂代表をはじめ副理事のラフマンさんに新しいメンバーの総勢１０名に私も加わって、現

地訪問に行ってきました。１０月３日の報告会には楽しい報告と、新しい紅茶やノクシタカ刺繍の小物を

準備、販売できる予定です。 

 又、１０月は、招聘事業、１０月２４日のチャリテイ・バザーとイベントが続きます。皆さんのご協力

を、よろしくお願いいたします。 

 １０月は“バングラ”を楽しみに、是非にのさかクリニックまでおでかけくださいませ。 

お待ちいたしております。 

 そうして、時にはお買い物ついでの節は、西新事務所にもお立ち寄りくださいませ。 

 ＃＃西新、サンカクヤのすぐ、近くです。               （杉園） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

事務所便り♪ 

【【【【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】】】】    

恒例のチャリティバザーが今秋もやってきます！ 

☆にのさかクリニック駐車場にて。☆にのさかクリニック駐車場にて。☆にのさかクリニック駐車場にて。☆にのさかクリニック駐車場にて。    

☆☆☆☆12:3012:3012:3012:30～～～～    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    

13:00~13:00~13:00~13:00~    バザー開始（バザー開始（バザー開始（バザー開始（15:0015:0015:0015:00 終了）終了）終了）終了）    

多くの方々のご来場をお待ちしております。 

併せてバザー商品のご提供、及び事前の値付け・当日の売り子ボランティアも 

募集しています。                            （理事 堀） 

10/10/10/10/２４２４２４２４    

（（（（日日日日））））    

【【【【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】】】】    

今年も、『ふれよう 学ぼう あゆみだそう』のスローガンのもと、国際協力/交流に 

かかわるＮＧＯなどが一堂に会する「地球市民どんたく」が開催されます。 

    ☆アクロス福岡☆アクロス福岡☆アクロス福岡☆アクロス福岡 2F2F2F2F 交流ギャラリーにて交流ギャラリーにて交流ギャラリーにて交流ギャラリーにて    

                ☆☆☆☆11111111 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))、、、、7777 日日日日((((日日日日)))) 11:00 11:00 11:00 11:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

“手をつなぐ会”は、『バングラデシュの人たちと心と手をつなぎ』のキャッチフレーズのもと、 

11 月 7 日（日）にブースを出展いたします。皆様のご協力お願いいたします。 

（理事 待鳥） 

11/711/711/711/7    

（（（（日日日日））））    

     更に行事予告です♪ 

     年に一度のお楽しみ、バングラカレー教室を今年度も予定しております。 

  日程等未定ですが、次回ミロンにて詳細お知らせできると思います。 

     あなたのレパートリー、増やしてみませんか？お楽しみに～♪ 

1111 月月月月    

開催予定開催予定開催予定開催予定    


