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総会を
総会を振り返り、次のステージへ！
のステージへ！
５月の総会。昨年に続いて、活発な議論が交わされました。
昨年の総会で「長期的、計画的な活動」と謳ったが、どうなったのか？ 会員を増やすための
具体的な行動を起こそう！ 南アジア全体の経済、社会、生活などを研究する研究所を作っては
どうか？ さらには、看護学校建設へ向けての具体的な質問などなど・・また、東日本大震災に
対して我々がどう考えるのか、ということも課題だと感じました。
その後の理事会でも、活発な議論が続けられています。バザーに関して、手をつなぐ会と地域が
連携した活動にしていくための具体的な方策が練られています。そして、４月１７日の「ボイシ
ャキ・メラ」への参加など広く他団体や市民への啓発活動にも積極的に参加しています。
現地からは、東日本大震災に対する見舞いの便りが届きました。ＮＧＯ活動は、草の根の市民活
動の連帯が国境を超えます。困難を抱えた人々への思いは、日本だから、バングラデシュだから
とか、途上国だからとかいったレベルではなく、すべての国、地球上の全ての人々に共有される
ものです。震災発生から数日にして届いたションダニからの便りに、ションダニの人々の思いを
感じ、ＮＧＯの連帯の意義を強く感じました。
今年の活動方針は、総会で述べられ、確認したとおりですが、特に重点をおきたいことをあげ
ておきます。
「会員拡大」と「看護学校建設」への支援です。
会員拡大は言うまでもなく、会の基盤を確立する根本です。漠然とイベントをしたり、ホーム
ページにアップするだけでは会員は増えません。日々の活動、イベントのときの働きかけ、ミロ
ンやホームページでの広報などとともに、具体的に一人一人が、自分の知っている誰かに働きか
ける、ということを勧めたいものです。
看護学校建設は、手をつなぐ会だけでは担いきれない大きな事業です。医療・看護関係に幅広
く呼びかけて支援を広げたいと思っています。そのためにも、夏の現地訪問でより具体的な活動
計画を検討し、日本とバングラデシュで共有したいと思います。
会員の皆さん、支援者の皆さん、今までより一歩進んだ支援をお願いいたします。

（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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2011 年度 定例総会 報告
（理事 堀）
5 月 8 日（日）14:00 から、
（特活）バングラデシュと手をつなぐ会「2011 年度定例総会」が、
にのさかクリニック 2 階ホールで開催されました。開会に先立ち、3 月 11 日（金）に発生した東
日本大震災の犠牲者に黙とうを捧げました。その後、議長に平山理事が選出され、総会が開始さ
れました。
総会出席者 17 名、欠席に伴う委任状提出者 24 名で、正会員数 89 名の 5 分の 1 に達し、定款
に定める総会の開会の成立要件を満たしました。また、賛助会員 1 名、非会員 1 名の方にもご参
加をいただきました。
■2010 年度 報告
議案書に沿って、2010 年度の国内事業（待鳥理事※以下かっこ内は報告者）
、現地事業（ラフ
マン副代表）
、2010 年度収支（杉園理事）が報告されました。それぞれの報告において、以下の
ような問題点・検討課題があがりました。
・国内事業：招聘事業、秋のチャリティバザーの二事業が中止となった
・現地事業：①教育：ジャパニ小学校長の死去により、開校時の教員が全ていなくなった
②医療：医師と看護師がなかなか定着しない
③生活向上：牛の病気発生により、子牛・肉牛プロジェクトに打撃を受けた
・収

支：2010 年度は約 150 万円の赤字

審議において、現在の会員数や現地 NGO ションダニ・ションスタへの送金などについて若干
質問が出たものの、2010 年度事業報告および収支報告は承認されました。
■2011 年度 提案
続いて 2011 年度活動方針案（二ノ坂代表）
、2011 年度事業計画案（矢野事務局長）
、2011 年度
収支予算案（待鳥理事）が提案されました。
活動方針案に関する審議において、
「会員数の減少が続いている」という問題提起がなされ、そ
れを受けて、以下のような意見が出されました。
・会員数の目標を立てる
・イベントの場で入会申込デスクを設置する
・退会者が出る原因を探る
・ホームページの充実や改善を図るとか、講演会の場で入会を呼びかけるなど、広報にもっと
力を入れる
・会員になることへのメリットを明らかにする
・バングラデシュの国、人、政治、経済などを研究する「シンクタンク」を設置してはどうか？
審議の結果、2011 年度活動方針案については「会員を増やすことについて、これから具体的に
検討する」を加えた上で、2011 年度事業計画案および 2011 年度収支案について、承認されまし
た。
（2011 年度活動方針の詳細につきましては、次頁をご覧ください。
）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今年度は看護学校建設という大きな目標を掲げております。また、東日本大震災被災者支援の
取り組みにより NGO の役割が改めて問われている一方、会員数の減少続きという、とても頭の
痛い問題を抱えております。このことから今年度は会の真価を問われる大切な年となるでしょう。
皆様のより一層のご協力を、どうぞよろしくお願いします。
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●2011 年度活動方針
１．看護学校建設への取り組み
・現地からの「看護学校建設」の提案について、さまざまな可能性を模索しながら、実現に向
けての具体的方向性について検討していく。
・本年を足場づくりと考え、事前の可能性を探る調査や現状分析、資金面を含めた支援体制の
構築等、実現に向けての周到な準備の年に当てる。
・招聘事業、現地訪問、スタディツアーで現地との直接的コミュニケーションを通して、現地
との連携や最新の情報把握に努めていく。
２．強い NGO を目指して
・これからも現在の組織を維持、さらに発展を目指す。
・会の活動の賛同者、主体的に活動に携われる事務局スタッフやボランティアなどより多くの
協力者を獲得する。
・
「持続可能な組織運営」
「円滑で安心して関われる団体」を目指す。
３．市民が参加しやすい NGO であるために
・会に興味を持ち、問い合わせをいただいた方やイベントに参加いただいた方などに、さらに
もう一歩活動参加への後押しをする。
・新しい参加者や協力者が高い壁なく、会のメンバーとして活躍してもらえる環境を構築する。
・ホームページやブログの活用、会報誌ミロンの内容の充実など、活動を外へアピールする。
・会に参加することに魅力があること、多くの人々が共感し、惹きつけられる活動のために、
「内面の充実」を図っていく。
４．他団体との連携や新たな活動スタイルの模索
・福岡在住のバングラデシュ人に対しても活動への協力を呼びかけ、積極的にイベント等への
参加を図り、また、彼らから知識や現地の視点など幅広く学んでいく。
・他団体との交流や親睦を深める機会への積極的参加、共催イベントや国際協力に携わる人材
育成などの勉強会への参加など、地方の NGO を牽引できるような国際協力分野でのリーダー
シップを発信していく。
５．東日本大震災と手をつなぐ会の立場について
・
「社会的に弱い立場に追いやられている人々とそれを支援する」視点から、手をつなぐ会も被
災者への支援の視点・姿勢を重視する必要あり。
・NGO 福岡ネットワークやそのほかの団体、現地 NGO ションダニ・ションスタとも協力して、
被災者への支援活動にも何らかの形で取り組む。
６．会員を増やすことについて、これから具体的に検討する
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［講演会報告］
講演会報告］

（会員 牟田）
牟田）

総会の第２部として、二ノ坂代表と矢野事務局長の講演がありました。
いずれも現地を知るために、そして会の在り方を考える貴重な話でした。
以下、要旨をご報告します。

● バングラデシュの変化
バングラデシュの変化

事務局長 矢野

昨年末バングラデシュへのスタディツアーを他の2名のメンバーとともに企画実施。
自身は5年前のJICA
派遣以来の渡航となりました。この 5 年間、バングラデシュがどう変化してきたかをつぶさに見聞し、さら
にデータなどを提示してわかりやすく説明がありました。
特に特筆すべき点として、①GDP 成長率が 5％を超え、携帯電話も一般化しつつあるものの、物価上昇
がひどく、都市近郊を中心に約 2 倍程度上昇してきていること ②交通などの社会インフラも徐々に整備さ
れてきていること。但し、ますます都市への人口流入が激しくなり、交通渋滞もひどくなってきたこと ③
とくに貧富の差が激しくなり、2 極化によるさまざまな矛盾が露呈してきていること ④にもかかわらず、
農村の暮らしは、それほど変化していないこと 但し母子保健センター付近では店が並び、生活に必要なも
のが手に入りやすくなってきていることなど、貴重な話でした。
我々としても、今後バングラデシュと関わっていく中で、バングラデシュ国内の社会情勢の変化に対応す
る柔軟性が求められていくことでしょう。

●手をつなぐ
をつなぐ会
なぐ会とションダニのこれから

～看護学校建設に
看護学校建設に向けて
代表 ニノ坂
ニノ坂 保喜

現地NGOションダニの強い要望で
もある「看護学校を建設する」という
大目標に向かって、今年から本格的に
検討していこうという意思を確かめ
合いました。当日は新メンバーも多数
参加しており、会の初心を思い起こす
意味で過去 20 年の取り組みの歴史を
振り返り、また現状の問題について話
がありました。
ションダニ病院（＝母子保健センタ
ー）では、年間 6000 人余りの一般患者が来院、内 1000 人が入院し、妊婦健診やサテライトクリニックの活
動も定着し、相当の成果を出してきています。しかし、残念ながら医師、看護師が待遇問題で定着しないこと
や帝王切開等の手術を望む村人の要望に応えることが出来ないなど問題もあります。
また、看護師の絶対数が足りないことは国全体の問題で、看護師数は日本約 100 万人に対し、バングラデシ
ュでは 2 万人以下。当然、看護学校も圧倒的に少ない状況です。
そのような状況の中、看護学校建設については、さまざまな難題（設置要件、経営的要素、学生数、教師側
体制確保）はあるものの、可能性は十分残されているという現地の状況です。
今後さらに詳細な検討と現状調査を行い、実現に向けて活動していくことになりますが、日本側の具体的支
援として、プロジェクトチームの発足やウェブ等を利用した広報活動、医療関係を中心に新たな募金の呼びか
けを行うなどの施策が提案されました。
最後にエンパワーメントの方法ということについて、会の運営にとっても、大変ヒントになる話がありまし
た。その方法というのは「問題を見つけ共に解決法を考え行動する」ということです。
“まずグループ会合に
参加し、よく聞き、対話をし、計画し行動する（＝献身）そしてそれらを反省していくこと。このことが即ち、
「共感に基づく権利と責任の意識化」です”と。二ノ坂代表の有意義な話に、改めて深謝です。
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（副代表 ラフマン モクレスール）
子牛奨学金制度を導入してから約１０年、またションダニ・スクールが開校してからもすでに
１０年が経ちました。これまで様々な問題もありましたが、ひとつずつ解決してきました。そし
て１０年経った今、やっと結果が目に見える形で表れました。奨学生たちが優秀な成績で中学校
を卒業したのです。
地方教育委員会主催の中学（第 10 学年）卒業試験で 5 段階評価の 4 以上を修得した生徒たち
（カラムディ中学校）
Khairul Islam

Asaduzzaman

ジャパニ小学校出身。

2004 年に子牛をもらい、

2004 年度の子牛奨学生。

牛の世話しながら一生懸命

家庭に電気がなく、灯油の

に勉強し、卒業することが

ランプを使って勉強してい

できた。将来はコンピュー

た。将来は工学を勉強した

ターの勉強がしたい

い。

Sumon Ali

Torikul Islam

2004 年度の子牛奨学生。

経済困難のために一時勉強

両親と一緒に牛の世話しな

が中断されたが、子牛奨学

がら勉強し、2 等の成績を

金のおかげで中学校を卒業

収めた。将来は織物の勉強

することができた。将来は

がしたい。

織物の勉強がしたい。

Shah Alam
ジャパニ小学校出身。子牛奨

卒業した生徒や保護者、教職員、

学生。5 年生と 8 年生の時に

そして、直接または間接的に

も優等生に選ばれた。将来は

支えてくれた会員の皆様と

工学を勉強したい。父親と一

彼らの喜びを共有したい。

緒に日雇いの農業労働者とし
て働くこともよくある。

ションダニ・スクールの成績
こちらも負けてません！第 10 学年の卒業試験の結果
が 5 月 12 日に発表されました。
全国受験生の 82％が合格。ションダニ・スクールか
らは 79 名の生徒が受験し、成績は、A＋：26 名、
A：42 名、A－：4 名、B：5 名、C：1 名、F：1 名。
F というのは不合格とのことで、残念ながら 1 人が
不合格となりましたが、A+と A を合わせた優等生は 68 名(86％)であり、この成績はメヘルプール
県内ナンバーワンです！
彼らがこれからどこの高校に進学し、またどこの大学に行き、どういう仕事をするか、また地
域や国の発展にどのように関わってくれるかが楽しみです。
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活動報告
東日本大震災被災者支
東日本大震災被災者支援
震災被災者支援、バングラデシュの教育
バングラデシュの教育・
教育・医療・
医療・生活向上支援

２０１１「
２０１１「春」チャリティバザー＆
チャリティバザー＆イベント
（会員 市田）
恒例のチャリティーバザーですが、今回はバングラデシュとの支援と共に、東日本大震災被災
者への支援を目的として開催いたしました。
◎開催日 2011 年 3 月 27 日（日）
◎バザー会場：丸福運送駐車場／イベント会場：にのさかクリニック駐車場
◎主催：バングラデシュと手をつなぐ会
◎協力：丸福運送・さわらスイミングクラブ
これまでは、にのさかクリニック（早良区野芥）を会場にチャリティバザーを開催してきまし
たが、今回は、地域でさらに会の運動を広げるために、丸福運送様のご協力により、駐車場をお
借りしてバザーを開催。にのさかクリニックの駐車場では、さまざまなコンサートを開きました。
バリ・サルマンさんとフセイン・ジュエルさんによるバングラデシュの歌声や、オカリナユニ
ットひまわりによるオカリナ演奏、そし
てプロの音楽家 松尾貴臣さん、おなじ
み シャナさんの演奏を楽しみました。
バザー会場では、恒例の提供品の買い物
を楽しんでいただきました。
両会場で 250 人にご来場いただき、
初の試みとなった 2 会場での開催は大
盛会でした。売上げ：133,270 円、義捐金として 44,195 円が集まりました。うち、90,000 円を
大震災への義捐金として送金致しました。ありがとうございました。
また、次回「秋」の開催は、10 月 16 日（日）です。
活動報告

ボイシャキ・
ボイシャキ・メラ

●

活動報告

出張講座

（会員 千蔵）
4 月 17 日（日）天神中央公演にて、
バングラデシュ文化協会主催「ボイシ

（副代表 ラフマン・モクレスール）
5 月 15 日（日）福岡県小郡市、西鉄三国ヶ丘駅に
ほど近い静かな住宅街にある三国ヶ丘公民館で出前

ャキ・メラ」が開催されました。ボイ

講座を行いました。この地域で初めての試みで、地域

シャキ・メラとはバングラデシュの正

住民の筒井さん（九州共立大学の非常勤講師）に呼び

月の祭りです。（おそらく）九州初の

かけをいただき、9 名の参加がありました。

このイベント。当会も共催でブース

バングラデシュの紅茶とビスケットを食べながら、

（民芸品・紅茶販売とパネルの展示）

手をつなぐ会の活動について報告しました。バングラ

を出しました。

デシュは、東パキスタンのイメージがまだ強いようで

お天気に恵まれたこともあり、イベ

した。40 分間の報告の後、自己紹介や参加のきっか

ントにも当会のブースにも大勢の方

けを話しました。少人数で活発なディスカッションが

が立ち寄られ、熱心に話を聴いていか

できたと思います。

れました。バングラデシュ料理やヘナ

出張講座を通して地域とのつながりができ、バング

のハンドアートのブースや、ステージ

ラデシュのことを知っていただきました。会員の皆さ

ではバングラデシュの音楽演奏やダ

んのそれぞれの地域で、少人数でもかまいませんの

ンスが披露されました。当会のメンバ

で、このような機会を作りましょう。よろしくお願い

ーは、前日準備から後片付けまで大活
躍でした。

三国ヶ
三国ヶ丘公民館

●

いたします。
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2011 年 3 月 11 日、東日本大震災。その報道に日本中が揺れました。
その翌週、遠いバングラデシュから我々へのお見舞いの手紙が届きました。
今回の地震では、世界中から支援やメッセージが届けられていますが、
私たちのパートナーもまた、私たちと同じ想いでニュースを受け止め、このような
手紙を送ってくれました。
皆様にもご紹介いたします。

私たちションダニ一同は、先週の金曜日、東日本を襲った
悲痛で恐ろしい地震と津波災害に、非常にショックを受け、
大変嘆き悲しんでおります。
この前代未聞の自然災害で犠牲になった御霊の救済のため
に神に祈り、犠牲者のご家族の皆さんに弔慰を申し上げます。
また、行方不明の人々のために、最も慈悲深いアラーに祈り
を捧げます。
この悪夢のような大災難の中、私たちの想いは皆さんととも
にあります。
日本人の皆さんが、恐ろしい地震と津波による甚大な災害
から復興することを心より願っております。
願いを込めて
ションダニ・ションスタ
会長 ファズルル・ホク

（原文）
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★日

程：2011 年 8 月 15 日（月）から 26 日（金）まで

★活動内容：現地 NGO の活動見学、スタッフとの意見交換、学校訪問、村人との交流など
★費

用：198,000 円
（航空券、ダッカでのホテル代、
村の滞在費、移動費、食事代、
ビザ申請料などが含まれます。
ただし旅行保険代は含まれません）

★応募締切日：7 月 15 日 （金）
★連 絡 先：バングラデシュと手をつなぐ会
（092-844-1369）
にのさかクリニック
（092-872-1136 ）
★旅行会社： HIS 担当：宮本 哲也
ＴＥＬ：092（735）5521 ＦＡＸ：０92（735）5529
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

バングラデシュと手をつなぐ会では、毎週木曜日の午後、西新事務所を開けています。
事務作業や民芸品の整理など、沢山のお手伝いを必要としています。
また、会報発送やイベントの補助などのボランティアも随時募集しています。イベント情報やボ
ランティア募集などの様々な情報は、ウェブサイト・ブログ・メールで発信しています。興味を
お持ちの方、何かやってみたいと思っている方、お時間の許す方、ぜひご協力ください。
ご連絡お待ちしております。
ウェブサイト：http://bangla.npgo.jp/（会の公式ウェブサイトです）
http://blog.goo.ne.jp/karamdi（会のブログ）
http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/groups/profile/544
（福岡県ＮＰＯボランティアセンター）
★メーリングリスト登録は tewotunagukai@gmail.com までご連絡ください。
※イベントのお知らせやボランティア募集のお願い等をメーリングリストにて発信中
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会計報告
新会員紹介（敬称略／順不同）
・久原雅明

・久原まゆみ ・三坂毬子

・江島裕子

・永池千恵子 ・横山亨

募 金 者（敬称略／順不同）
・村里ヤヨイ ・上野すぎえ ・今給黎靖子 ・川本嘉鶴子 ・八木良子

・安田妙子

・香月悦子

・濱田民子

・藤岡美保

・藤田瞳

・越智吉郎

・富田敬子

・河内英一

・松田純子

・家永道子

・萩原輝久

・ラフマン・モクレスール

・理事研修会 ・早良スイミングクラブ

・チャリティバザー会場募金箱

・にのさかクリニック募金箱（11,693円）

・ボイシャキ・メラ会場募金箱（950円）

旅費のカンパ・その他（敬称略／順不同）
・山下久代

・落合蘭

（5月28日現在）

いつも皆様のご協力に感謝申し上げます。又、春バザーのために多くの物品提供やお手伝いをいた
だきまして厚く御礼申し上げます。今後ともご協力よろしくお願いいたします。

＊会計からのお願い＊
会費・募金を送金いただきました皆様には受領確認のハガキをお送りいたしておりますが「払込
受領書」は、公に認められる領収書となりますので、大切に保管してください。なお、通信欄の領
収書（不要）
（要）の欄にチェックを頂けると、整理上とても助かります。お手数ですが、ご協力お
願いいたします。

(会計 杉園)

これからの行事予定
◎理事会：6/23（木）、7/14（木）、7/28（木）、8/11（木） すべて19:30～＠西新事務所
◎現地訪問勉強会：1回目 7/22（金）19:00～

＠にのさかクリニック

2回目 7/30（土）17:00～

＠西新事務所

3回目 8/6 （土）17:00～

＠西新事務所

4回目 8/11（木）19:00～

＠にのさかクリニック ※壮行会

◎現地訪問：8/15（月）～8/26（金）

＠バングラデシュ

◎五ヶ山オカリナコンサート：9/23（金）

＠五ヶ山豆腐店

イベントも盛
イベントも盛りだくさん。
りだくさん。

◎招聘事業：10/12（水）～10/20 日（木）予定
◎アジアマンス：10/8（土）～10/9（日）
◎秋のチャリティーバザー：10/16（日）
◎現地訪問報告会：10/30（日）

＠日本国内
※詳細未定
※詳細未定
※詳細未定

皆さまのご参加
さまのご参加を
参加を
お待ちして
おりま～
おりま～す♪

西新事務所便り
2011年度の総会も大過なく終わりました。心機一転、新しい活動のサポートをと意気込んでい
ます。
西新事務所も新しい、若い力の助っ人が加わっています。忙しい中、佐藤（純）さんが手伝っ
てくれています。「老人力も捨てたものではないぞ」と言いつつも、「若さ、若い活力もまた、い
いなあ」と感心したり。
“明るくなった”
“楽しくなった”西新事務所のこの頃です。
西新事務所は会の活動の核、会員の交流の場、会員の息抜きの場を目指し努めています。気軽
に西新事務所にお立ち寄りいただければ幸いです。
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（事務局 待鳥）

