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◆ アジアの子どもたちの未来のために ◆

バングラデシュと手をつなぐ会
バングラデシュ西部のメヘルプール県・カラムディ村やその周辺地域で、
現地の村人による開発のための委員会「ションダニ・ションスタ」と協力して
《教育》 《保健医療》 《生活向上》 の分野で協力活動を行っています。
現 地 で の 活 動

バングラデシュと手をつなぐ会では、現地ＮＧＯ「ションダニ･ションスタ」に毎年活動資金を提供し、
相互のパートナーシップのもとに現地活動を支援しています。
現地で「ションダニ・ションスタ」は、主に次のような活動をしています。
教 育

① ジャパニ小学校の建設とその後の運営支援～“みんなのための教育”を！
② 貧しくて学校へ行けない子どものために奨学金制度の実施
③ 就学に必要な費用を得るための支援として仔牛の奨学金プロジェクトの実施
④ ションダニ・スクール（小・中・高校）の建設・運営～“質のよい教育”を！
保健医療

①
②
③
④

妊婦健診や出産、産後のフォロー、一般診療を行うションダニ病院の建設・運営
ションダニ病院の建設・運営
カラムディ村の近隣の村々にソーシャルワーカーが赴き巡回健診
カラムディ村から遠い村にも拠点を置き定期的に出張診療（サテライト･クリニック
医療設備の充実、緊急患者対応のための救急車の配備

生活向上

① 生活に必要な収入が得られるよう支援する肉牛貸し出しプロジェクト
② 村の女性を対象に、足踏みミシンの職業訓練
国 内 で の 活 動

これら現地の活動は、関心を寄せてくださる多くの方々のご理解とご協力によって支えられています。
そのような支援の輪をより広げるため、国内では次のような活動を行っています。
① 総会（毎年５月）、理事会（毎月２回）、事務局による活動方針の決定や運営
② 会報誌『ミロン』を年４回発行
③ 現地訪問・スタディツアーの実施、報告会開催、報告書作成
④ 学習会、バングラ料理教室、チャリティコンサート、チャリティバザー
チャリティバザーの開催
⑤ 出張講師や各種イベントでのブース出展などにより、活動紹介などを行う
皆様方のご理解とご協力、いつもありがとうございます。
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バザーと招聘事業の中止は残念ですが・・・

今年の秋は、二つの大きな事業が中止になりました。
10 月 24 日(日)開催予定だった、秋のチャリティバザーが前夜からの雨のために
中止。バザー用品集め、値段付け、呼びかけや会場の準備などが無駄に終わったよ
うにみえます。しかし、その後の反省では、「どの段階で中止の判断をするのか」
「どのような基準で中止とするか」「中止の場合の代替は」などいろんな課題が出
されました。その結果、雨が降ってもバザーを行える場所と方法を考えたり、中止
の基準、中止決定の時期などをはっきりさせるなどの具体的な対策が生まれました。
また、10 月 1 日から 11 日に予定していた招聘事業が、ビザが発給されない事態
となり、中止のやむなきにいたりました。本事業は、福岡県国際交流センターの支
援を受けており、また県内各地の学校、施設や事業所に協力をお願いしていました。
多くの方にご迷惑をかけましたことをお詫びいたします。現地スタッフも私たちに
とっても大変残念です。しかしこれを契機に、招聘事業の意味を見直し、周到な準
備を行い、より意義のある事業に育てていければ、今回のことは決して無駄にはな
らないでしょう。
昨年は事業に追われ、いろいろな問題が浮かび上がり、少しずつですが組織の
あり方も改善してきました。今年は事業の中止を通してまた、いろんなことを学び
ました。カラムディ村の人たちにとっても、福岡の人々にとっても、必要とされる
活動を目指していきたいと願っています。
（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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検討中：看護学校建設について

（代表 二ノ坂 保喜）
今年の現地訪問における話し合いの大きなテーマは、「看護学校建設」でした。2 月の合宿で今
後のテーマのひとつとしてあげられたものです。現地訪問で、今後の看護学校建設について、現
地調査やその実現可能性・必要性などについて意見交換するという予定でした。
到着翌日から、3 回にわたってションダニ・ションスタ（以下「ションダニ」）の幹部の人たち
と話し合いました。私（二ノ坂）は最初、現地調査の報告を聞き、それを日本に持ち帰って検討
し、必要性、妥当性が共有できたら、来年あたりから動き始めることになるだろう、その場合も
バングラデシュと手をつなぐ会（以下「手をつなぐ会」）だけでは財政的、人的に支えるのが困難
だろうから、医療や看護関係の分野の人たちに呼びかける必要があるだろう、時間もかかるだろ
う、などと考えていました。
現地での報告は、私たちの予想を上回る
ものでした。半年間でかなり詳細な調査結
果が出されていました。詳しい報告はすで
に今年の「現地訪問報告書」に載せていま
すが、極端に少ない看護師および看護学校、
地域の保健医療の貧困、人材の不足は国全
体の問題です。加えて、カラムディ村のあ
るメヘルプール県ではさらにその不足が明
らかでした。地域のコミュニティに根ざし
た保健医療、あるいは健康づくりを基盤と
したコミュニティ作りが必要で、そのため
ションダニスタッフとの会議の様子
の基礎、人材育成が急務であることも理解
できました。また、ションダニ病院（母子保健センターは今では、幅広い医療活動を行う病院と
して認識されている。）の医師、看護師の定着が難しいという問題も背景にあることも聞きました。
現地の状況を十分に理解した上で、問題として、看護学校建設が最優先課題かどうか、他にや
るべきことがないのか、また保健医療の普及、人材育成が優先されるとしても、ションダニと手
をつなぐ会がその負担を担うべきなのか、またそれだけの力があるのか、といったことがあげら
れます。
ションダニのお手本ともいえるボロブプール病院を訪れたのは、3 度目になります。120 年の
歴史を持つ、地域の保健医療システムつくりのモデルでもあります。シスターローズという 70
代と思われる女性が、リーダーとして献身的に働いています。病院と看護学校を持ち、地域にサ
ブセンターを数ヶ所抱え、さらにその下に数十ヶ所のサテライトクリニックを持って、かなり広
い地域をカバーする保健医療システムを作り上げています。ションダニ病院にもボロブプール出
身の看護師たちが働いています。日本からは理解しがたいことかもしれませんが、行政の力が弱
く財政力もないバングラデシュでは、やむを得ずとはいえ、逆に市民の力が発揮されるのかもし
れません。
しかし、ボロブプール病院でも現在の最大の課題は、医師の定着と財政問題です。バングラデ
シュにおける永遠の課題でしょうか。
ションダニでは、全力で看護学校建設に取り組む覚悟です。
さて、私たちはこの問題に対してどのような態度をとるべきか、皆さんのご意見やご質問をぜ
ひお聞かせください。
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残念… 招聘事業中止

（代表 二ノ坂 保喜）
大変残念なことに、10 月 1 日から 11 日に予定されていた今年の招聘事業はやむなく中止いた
しました。直前になって在バングラデシュ日本大使館からションダニへ、ビザの発給ができない
という連絡があったためです。
今年は、ションダニ・スクールの副校長アクタルッザマン氏と、ションダニ病院のソーシャル
ワーカー アベダ・スルタナ氏のお二人を招聘する予定でした。二人とも、現地でも日本人の間
でも信頼を受け、将来をともに語り合えるすばらしい人材です。日本側でも、学校、病院、福祉
施設など見学や研修先を依頼し、昨年以上に張り切って準備を進めていました。
直前になってのビザ不発給という連絡に、早速バングラデシュの大使館に電話を入れました。
担当者（日本人）は、「ビザの発給には、法に触れる行為がないかなどいくつかの基準があり、そ
れによって決定する。一度決定したものは覆せない。また半年間は再申請はできず、再度の申請
は半年以降になる。」ということを伝えてくれました。また担当者の氏名を尋ねましたが、大使館
として対応している、ということで教えてもらえませんでした。
その後、再度大使館宛に詳細をたずねるメールを送りました。現在まだ返信は来ていません。
以上のような事情で、今年の招聘事業は中止になりました。もちろん招聘予定の二人に、法に
触れるような行為があったわけではありません。二人をはじめ、ションダニのメンバーはとても
気落ちしているようです。また、今回の事業は(財)福岡県国際交流センターから助成を受けるこ
ととなっていましたが、そのせっかくのご協力も辞退せざるをえなくなってしまい、大変ご迷惑
をおかけしました。私たちにとっても、大変残念です。
でも、これにくじけることなく、今後の活動を継続し、次回の招聘実現へ向けて、周到な準備
を始めましょう。
今回残念ながら来日が叶わなかった二人をご紹介します。
今後ますますの活躍が期待される有能な人材です。ぜひ
次のチャンスにつなげましょう。

ションダニ･スクール
副校長 アクタルッザマン氏

ションダニ病院
ソーシャルワーカー アベダ・スルタナ氏

2003 年～2006 年は小・中学校の副校長、2006

カラムディ村出身。2000 年以降長年にわたり勤

年からは高等学校の副校長。管理職にあると

務している経験豊富なソーシャルワーカーで、

同時に、論理学と社会科の教員として教壇に

現在はサテライトクリニックの責任者を務め

立っており、教員と管理職の間に立って日々

ています。その意欲や働きは、医療関係者や地

様々な提案や問題解決を行う敏腕です。

域住民から高い評価を受けています。
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～カラムディ村便り～
（副代表 ラフマン・モクレスール）
教育の質の向上を目指して～政府の取り組み

国連や国内外の NGO の支援や要請を受けてバングラデシュ政府は 92 年に小学校教育（5 年間）
を義務化し、無償の教育制度を導入しました。もちろん授業料も無料になり、教科書も無料配布
になりました。また貧しい家庭の子供に対して 93 年から、登校すると食糧が配給される制度（food
for education）が始まり、後に現金支給制度に変わりました。しかしその結果、全国的に就学率
が急増し、教員数や教室が圧倒的に足りなくなり、教育の質が著しく低下してしまいました。そ
の影響は現在、大学教育にまで見られます。富裕層の人々は家庭教師を雇ったり、塾に行かせた
りして子供の教育のレベルを維持しようとしています。しかし特に農村地域においてこの問題が
深刻です。教育ははっきりと二分化されてしまいました。
この問題を解消するため、政府は学校の教員や運営委員会を動かし、教育の質の向上を図りま
した。昨年から 5 年生と 8 年生を対象に、教育委員会主催で全国的に同じ問題で一斉に試験を実
施しました。その成績によって影響を受けるのは、生徒ではなくまず教員です。場合によっては
教員の給料の一部がカットされることもあります。そのため教員たちは必死で特に 5 年生と 8 年
生を対象に特別授業をしたり、補習を行ったりしています。ジャパニ小学校でも、短期の非常勤
教師を雇っていることが、今年の現地訪問の時に判明しました。現在教育においては、手段より
も結果が求められています。今月半ばから 5 年生の実力試験が行われ、次に 8 年生の試験が 12
月に行われます。全体的に教育のレベルが向上することを期待しています。
イスラム教最大行事のひとつ“イード・ウル・アズハ（犠牲祭）”

イスラム暦の 12 月 10 日から 4 日間にわたってイード・ウル・アズハ（Eid ul Azha、犠牲祭）
が行われます。今年は 11 月 17 日がそのイード・ウル・アズハの日でした。この行事はアブラハ
ムの時代から始まったものです。全世界のイスラム教徒のうち特に富裕層は、生涯に少なくとも
一度、サウジアラビアのメッカでこの時期に行われる巡礼に参加する義務があります。
巡礼に参加しない人は午前中、それぞれの地域のモスクか決められた場所に集まり、お祈りを
捧げます。お祈り終了後に経済状況に合わせて動物を捧げます（クールバニという）。ヤギや羊で
あれば 1 家族 1 頭、牛やラクダは 7 人で買って捧げます。昼前後にクールバニを殺し、3 分の 1
は自分たちで消費、3 分の 1 は親戚に配り、残りは貧しい家庭に配ります。この日に限っては、
富める人も貧しい人もみんなごちそうを食べます。また親戚や友達や近隣の家を訪問し、一緒に
食べたりして交流を深めます。カラムディ村の人は中学校の裏にあるイードガー（お祈りする場
所）に集まり、お祈りを済ませ、動物を捧げます。一般的に一週間ぐらい休暇になるので、都市
で生活する人々も実家に戻ってきて家族や友人と一緒に過ごします。本当に大きな祭りになるの
です。福岡でもイスラム教の信者たちは 11 月 17 日に箱崎のモスクに集まり、お祈りを捧げまし
た。ただ平日だったので多くの信者たちは休みが取れず、参加者が少なかったようです。福岡で
は動物を捧げることができませんが、それぞれ母国でクールバニを捧げることがよくあります。
－4－
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ションダニ・インフォメーション・センター開設

カラムディや周辺の村の若者たちは長い間イ
ンフォメーション・センター兼図書館の必要性
を感じ、その開設に向けて話し合ってきました。
今年現地訪問の際にも、50～60 名の高校生や大
学生が集まり、日本人との交流会を開き、この
ようなセンター開設の提案が出されました。実
は、カラムディ村には 4 校の小学校、中学校、
高校、女子中学校、宗教学校があります。しか
しどの学校にもきちんとした図書館がありませ
カラムディ村にあるションダニ施設内に設置された ん。村人には個人で本を買って読むほど経済力
インフォメーション・センター
のある人も少ないのが実情です。また村外の高
校に通う学生や大学生たちが村に帰って来たときに国内外の情報から閉ざされ、文化的に時間を
過ごす場所がないことを強く感じていました。彼らはションダニと話し合い、互いに協力するこ
とになりました。結果的にションダニが場所や設備を提供し、学生や村人たちは運営費、すなわ
ち本や雑誌などを購入するお金を徴収する形でションダニ・インフォメーション・センターは設
立されました。地元の学生や一般人、それに加えてションダニの職員がインフォメーション・セ
ンターを利用しています。総合担当者は中学校の女教師です。
また設立に先立ち、当会の会員 牟田寿さんにご協力いただきました。牟田さんの勤務先であ
る(株)ブリヂストンの「ちょボラ募金」からの助成を受け、パソコン 1 台と 100 冊程度の図書・
新聞の購入を行いました。関係者や団体に心から感謝いたします。
ションダニ・スクール

読書環境を整備

ションダニ・スクールの読書環境の整備のた
めに今年 1 月に今井記念海外協力基金に助成金
を申請し、86 万円の交付を受けることになりま
した。そのお金でパソコン、本、本棚、扇風機
などを購入しました。ションダニ・スクールに
は 800 人以上の生徒や約 40 名の教職員がいま
す。ションダニ・スクールはレベルの高い教育
を目指して設立され、その目標を達成するため
に全職員や生徒が頑張っています。そしてショ
ンダニ・ションスタや PTA や地域住民は協力
し、後押しをしています。
ガンニ（カラムディ村近郊の町）にある
ションダニ・スクールの図書室
現在、レベルの高い教育は教科書だけで十分
ではありません。社会システムも急速に変化していますし、技術もそれ以上のスピードで開発さ
れています。バングラデシュはすでに先進国と比べて 50 年～100 年ほど遅れてしまっています。
それを取り戻すのは難しいですが、近づくことは可能です。そのことを考え、パソコンの使い方、
インターネットの接続方法や世界中に起きていることに関心をもつこと、本や雑誌を読むことな
どが生徒にとって必要となっています。昨年、ションダニ・スクールの校長が手をつなぐ会の招
聘事業で来日し、いくつかの学校や図書館を見学して帰りました。その時から彼は自分の学校に
も同じような図書館を設立したいと夢を抱き、遂に今井記念海外協力基金の協力でその夢が実現
されたのです。この場を借りて感謝の念を表したいと思います。
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（会員 牟田）
今回申請し、受理された「ちょボラ募金」は、(株)ブリヂストンの従業員の社会活動を応援し
ていこうという趣旨で 3 年ほど前に設けられたもので、従業員の募金および会社からの資金援助
で成り立っています。これは創業者の石橋正二郎の信念に通じるものです。
ご存知の方があるかと思いますが、マザープラントのある久留米市に会社設立 25 周年を記念し
て石橋文化センターが建設、市に寄付されました。その正面には創業者自身の筆跡で「世の人々
の楽しみと幸福のために」という言葉が刻まれています。責任あるグローバル企業として、社会
との対話と共感を活動の指針にし、広く社会の発展に寄与すべしという尊い信念。今回資金援助
の対象となった案件（17 件が受理されています）をみますと、国際貢献という観点からみて手を
つなぐ会を含め、2 件ありました。もう 1 件は海外の難民のための支援活動がありました。ここ
で受理された理由をあれこれ詮索するつもりはありませんが、ブリヂストンが国内・海外を問わ
ず、社会貢献として立派な活動であれば、惜しみなく援助するという姿勢を感じますし、その背
景には、ひとえにこれまでの「バングラデシュと手をつなぐ会」の会員皆様方の忍耐強い活動と
信念に対する評価という意味での褒賞ではないかと思うのです。受賞決定の知らせを受け、ラフ
マン先生に即、報告。会員としてとても幸せを感じましたし、関係者に感謝の限りです。これか
らも継続は力なりという言葉があるように、バングラデシュの皆さんとも一緒に歩んでいけたら
と思っています。頑張りましょう！
～支援額 20 万円！カラムディ村でのインフォメーションセンター設立資金に～

（副代表 ラフマン・モクレスール）
NHK 福岡放送局では、月 1 回第 4 水曜日に、ラジオ第１で「博多屋台こまっちゃん」という
番組を放送しています。舞台は博多の屋台という設定。福岡市出身のコメディアン、小松政夫さ
ん扮する屋台の大将が、お客として訪れるアナウンサー（柴田さん）とゲスト（ラフマン）と共
に、アジアと九州をつなぐ話で盛り上がるという内容。来日の目的、手をつなぐ会の発足や活動
内容、バングラデシュの現状、将来の夢などについて話しました。10 月 27 日(水)21:30～21:55
まで放送、また 11 月 3 日(水)12:30 から再放送がありました。多くの人がラジオを聞いてくださ
ったようです。

伝統舞踊団「ノンドン」公演・交流会

（会員 松尾）

「ノンドン」はダッカのテレビ局「ディゴント」のカン・
サリックさんが主宰し、舞踊家シャズ・アーメードさんが
指導する可愛い小学生から社会人ダンサー１１名で編成す
るバングラデシュ伝統舞踊団。福岡市主催のアジアマンス
への来演を機に、手をつなぐ会副代表ラフマンさんの肝い
りで、9 月 20 日(月・祝)、東区箱崎の東箱崎公民館で公演
と交流会を開催。市民や在福バングラデシュ人、手をつな
ぐ会から二ノ坂代表夫妻、理事の矢野さん、杉園さん、会
員の香月さん、草場さん、松尾ら約 70 名が参加し、ベンガル神話の神と人との交信を描いた優艶
な舞を鑑賞し、特製のバングラカレーを食べて交流しました。
－6－

milon

（会員 大庭）

「現地訪問報告会」開催

月 3 日(日)、福岡市
早良区の「にのさかクリニ
ック」において現地訪問報
告会が開催されました。報
告会には、訪問団 13 人の
うち 9 人が参加しました。
東京からわざわざ来てく
れたメンバーもいて久し
ぶりに家族で集まったよ
うな気持ちになりました。
バングラデシュを訪れて 1
ヶ月しか経っていなかっ
たのですが訪問した日が
懐かしく感じられました。
さて本題の報告会の方は、頼りない私の司会でしたが、素晴らしい訪問団の報告のおかげで良
いものになったと思います。短い時間でしたが、それぞれが体験したこと、感じたことなどを参
加者に伝えることができました。また今回の訪問中、手をつなぐ会のカラムディ村での活動がバ
ングラデシュのテレビ局に取材されました。編集されて実際に放送された番組の DVD が届いて
いたので、報告会の中で鑑賞しました。ドキュメンタリー番組になっていて、二ノ坂先生とラフ
マン先生のトークはとても素晴らしかったです。
報告会のあとには懇親会があり、おいしいお酒と料理を並べて盛大に行われました。西南大学
チャペルクワイアの皆様の歌や二ノ坂先生のオカリナの演奏などで大いに盛り上がりました。
今回の参加者から来年訪問する人が出てほしいと思っています。
「地球市民どんたく 2010」出展
（理事 堀）
11 月 6 日(土)7 日(日)「国際協力フェス
タ地球市民どんたく 2010」が、アクロス
福岡 2 階交流ギャラリーで開催されました。
当会は二日目のみ参加し、パネルの展示や
民芸品や紅茶の紹介、パソコンで動画を流
したり、会のリーフレットなどの配布を行
ったりし、活動をアピールしました。例年
に比べ来場者に恵まれませんでしたが、参
加団体同士がお互いの活動を学びあうも
のにもなりました。ご協力いただいた皆さ
ん、ありがとうございました。
残念！秋のチャリティバザー中止
（理事 堀）
10 月 24 日(日)にのさかクリニック駐車場にて開催を予定していた秋のチャリティバザーが、
雨天で中止になりました。楽しみにされていた皆さん・販売品の提供などいろいろとご協力して
くださった皆様には、大変申し訳ない思いです。今回中止になったのは大変残念でしたが、雨天
時対応など反省点や今後に向けての課題も見えてきました。今後更に良いバザーが出来れば良い
なと思っております。皆様のお知恵をお貸しください。
10
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（福岡市立壱岐中学校
：理事 矢野）
（公民館・教育研究会・FUNN ：代表 二ノ坂 保喜）
月 11 日(木)に福岡市立壱岐中学校で総合
学習の一環として 3 年生を対象に講演を行い
ました。バングラデシュでの活動やカラムディ
村の様子を写真で紹介しながらお話しました。
どのクラスも事前の学習がしっかりなされて
いて食い入るように見つめる生徒さんたちの
姿が印象的でした。この講演を機にひとりでも
多くの生徒さんが国際協力に将来関わりたい
と思ってもらえればと考えています。

福岡市立壱岐中学校にて
11

壱岐中学校での授業の様子

月 28 日(火)福岡市早良区にある野芥公民
館で「在宅でいのちと向き合って」というテー
マでお話をしました。公民館での講演活動は、
在宅ケア、在宅ホスピスを知ってもらう貴重な
機会です。その中で、必ずバングラの話をする
ようにしています。
この日は集まった地域の方たちに、「途上国
の人々の、いのちの姿に目を向けてみません
か？」という問いかけをしながら、現地の写真、
出産直後の赤ん坊を抱いたバングラと日本の
看護師たち、ボロブプールのシスターローズの
笑顔、今年の現地訪問の若者たちなどの写真を
紹介しました。同じ地球上に生きるものとして、
自分や身の回りだけでなく、バングラの子ども
たちのいのちの姿に思いをはせてほしい、と願
っています。
野芥公民館にて
9

月 29 日(水)には、筑紫野市で「バングラ
デシュの子どもたち～バングラから見える日
本の教育」というテーマでお話をしました。筑
紫野市教育研究会という先生方の勉強会です。
実は、10 年以上前に一緒にバングラ訪問した
福島（旧姓浦田）孝子さんが筑紫野市で教員を
しており、かつ研究会の幹事を務めているので、
今回二ノ坂に依頼があったという次第です。参
加者は、小中学校の先生方、約 30 名ほど。福
島さんが訪問したときの写真を探し出し、大木
さんと一緒の写真や、みんなで歌っているとこ
ろ、ぬかるみで転びそうな姿から、ションダニ
病院の活動、最近の現地訪問の様子までじっく
りと見ていただきました。活動を通して学んだ、
なぜ教育が必要か、貧困の原因は何か、エンパ
ワーメントのためには、など現場で子どもたち
と向き合っている先生方に、バングラの子ども
たちにも目を向けてもらいたいと思いながら、
話をしました。

筑紫野市教育研究会にて
9

（ 福岡ネットワーク）が毎月開
いている「倶楽部 FUNN」。世界各地での活動
の経験や学びを語り合う有意義な会です。10
月 1 日(金)は、バングラデシュと手をつなぐ会
の現地訪問の報告を行いました。ここは NGO
メンバーもしくは NGO 活動に関心の高い人
たちの集まりです。普段からネットワークの活
動を通して交流がありますが、意外なことにお
互いの活動の詳細を知らないことがあります。
昨年はエクラムルとハビブ両氏を招聘したと
きに、話してもらいました。今年は二ノ坂が現
地訪問の報告をしました。筑紫野市教育研究会
のときにまとめたのを利用して、会の歴史、現
在の活動、教育や保健医療の課題などを、やや
専門的に話しました。
その後の交流会も楽しく、和気あいあい。と
ても楽しくためになる会です。皆さんも、ぜひ
ご参加ください。

倶楽部 FUNN にて
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会計報告

皆様のご協力に感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。

（敬称略、11月25日現在）

●新会員紹介 残念ながら新入会のかたはありませんでした。
●募金者 ・富田桂子 ・加藤秀子 ・和田タマ ・鈴木増男 ・水山マサコ ・小山田広定
・小川宮子 ・川口勇 ・松岡ユキ ・岡田順子 ・和田市次郎 ・山崎博敏
・田中久幸 ・松田純子 ・庄崎恵子 ・相賀節子 ・今給黎靖子 ・垣田節子
・(株)ブリヂストン ・ちょボラ募金 ・にのさかクリニック募金箱
・国際ソロプチミスト福岡-北 ・オーストラリアンビーンズカフェ
●旅費カンパ ・濱元誠栄 ・川口勇
＊たくさんの募金をいただきましてありがとうございました。
＊秋のバザーにも多くの品物の提供をいただきましてありがとうございました。
＊書き損じのハガキや不用になったハガキ、切手がありましたら送ってください。
＊ご報告 今回、支援基金として150万円を現地ションダニへ送金いたしました。西日本国際財団
アジア貢献賞、社会貢献支援財団からの賞金としていただいたものです。
＜会計：杉園＞
予定は変更になることがあります
詳しくは西新事務所までお問い合わせください

これからの行事予定

月中旬～
12 月 16 日(木)
19:00～
12 月 26 日(日)～1 月 1 日(土)
1 月 6 日(木)
19:00～
1 月 20 日(木)
19:00～
1 月 30 日(日) 10:00～
2 月 3 日(木)
19:00～
2 月 17 日(木)
19:00～
3 月 3 日(木)
19:00～
3 月 17 日(木)
19:00～
3 月 27 日(日) 12:30～
12

インターン受け入れ
理事会
スタディツアー
理事会
理事会

バングラデシュ料理教室

理事会
理事会
理事会
理事会
春のチャリティバザー

西新事務所他
西新事務所
バングラデシュ
西新事務所
西新事務所
あいれふ調理室
西新事務所
西新事務所
西新事務所
西新事務所
にのさかクリニック他

事務所便り
今年も、早いものであっという間に寒さの候、師走となってしまいました。今回は明るいニュ
ースがありました。インターンが来てくれるそうです。明るい、優しい人だと思います。今後の
事務所、イベント活動が明るく、楽しくなることでしょう。西新事務所が気楽な交流の場になる
ことが期待できます。2011年は、
“私たち会員の活動”
“会の活動ポリシーの発信”拠点として
の事務所を目指したいと思います。会員の皆様の積極的なご意見、知恵、叱
咤が必要です。お待ちしています。 （理事

待鳥）

2011年は、明るい、覇気ある手をつなぐ会でありますように
会員の皆様にとって良い年でありますように
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