
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

バングラデシュと手をつなぐ会 
特定非営利活動法人 

September 2011 

 

※「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  
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現現現現    地地地地    でででで    のののの    活活活活    動動動動    

国国国国    内内内内    でででで    のののの    活活活活    動動動動    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ジャパニ小学校の建設ジャパニ小学校の建設ジャパニ小学校の建設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奨学金制度奨学金制度奨学金制度の実施 

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仔牛の奨学金プロジェクト仔牛の奨学金プロジェクト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・運営ションダニ・スクール（小・中・高校）の建設・運営ションダニ・スクール（小・中・高校）の建設・運営ションダニ・スクール（小・中・高校）の建設・運営～“質のよい教育”を！ 

教教教教    育育育育    

 

① 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ションダニ病院のションダニ病院のションダニ病院の建設・運営建設・運営建設・運営建設・運営 

② カラムディ村内の家々にソーシャルワーカーが赴き巡回健診巡回健診巡回健診巡回健診 

③ カラムディ村周辺の地域にも拠点を置き定期的に出張診療（サテライト･クリニックサテライト･クリニックサテライト･クリニックサテライト･クリニック

④ 医療設備の充実医療設備の充実医療設備の充実医療設備の充実、緊急患者対応のための救急車の配備救急車の配備救急車の配備救急車の配備 

 

保健医療保健医療保健医療保健医療    

 

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肉牛貸し出しプロジェクト肉牛貸し出しプロジェクト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職業訓練職業訓練職業訓練 

 

生活向上生活向上生活向上生活向上    

① 総会総会総会総会（毎年５月）、理事会理事会理事会理事会（毎月２回）による活動方針の決定、および事務局事務局事務局事務局による

運営 

② 会報誌『ミロン』会報誌『ミロン』会報誌『ミロン』会報誌『ミロン』を年４回発行 

③ 現地訪問・スタディツアー現地訪問・スタディツアー現地訪問・スタディツアー現地訪問・スタディツアーの実施、報告会開催、報告書作成 

④ 学習会学習会学習会学習会、バングラ料理教室バングラ料理教室バングラ料理教室バングラ料理教室、チャリティコンサートチャリティコンサートチャリティコンサート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チャリティバザーチャリティバザーの開催 

⑤ 出張講師出張講師出張講師出張講師や各種イベントでのブース出展ブース出展ブース出展ブース出展などにより、活動紹介などを行う 

    ◆◆◆◆    アジアの子どもたちの未来のためにアジアの子どもたちの未来のためにアジアの子どもたちの未来のためにアジアの子どもたちの未来のために    ◆◆◆◆    

皆様方のご理解とご協力、いつもありがとうございます。 

バングラデシュと手をつなぐ会バングラデシュと手をつなぐ会バングラデシュと手をつなぐ会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。 

 

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。 
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現地訪問～ションダニとの協力体制強化と看護学校建設に前進現地訪問～ションダニとの協力体制強化と看護学校建設に前進現地訪問～ションダニとの協力体制強化と看護学校建設に前進現地訪問～ションダニとの協力体制強化と看護学校建設に前進    

 

 今年もたくさんの収穫を抱えて帰ってきました。現地訪問団 9人は、体調も良く、元気い

っぱいで帰国しました。（少し疲れは残っていましたが。）今年の報告書もまた、厚く(熱く)

なりそうです。 

 ここ数年、現地ＮＧＯとしてのションダニの発展は目覚しいものです。地域にとってなく

てはならない存在に成長しています。20年間の変化で最大のものは、道路や町並みや電気な

どよりも、ションダニ自身の発展だと感じます。それは単に、ションダニの活動範囲が広が

ったとか、メヘルプール県全体に知られるようになった、といったことだけではありません。

ザフォル事務局長、レザウル次長、ハビブ校長、エクラムル・ヘルスコーディネータなど中

心となるメンバーの志の高さこそ、今回私が感じた最大のものでした。これがションダニや

私たち手をつなぐ会の誇るべき財産だと思うのです。 

 バングラデシュでは、行く先々で、東日本大震災への見舞いの言葉や、「震災で大変なのに、

私たちのことを忘れないでいてくれて、ありがたい」といった言葉をいただきました。国家

という枠を超えた、ＮＧＯの国際連帯が現実に力を持ち始めていることを感じます。 

 手をつなぐ会は、何もないところから、まだＮＧＯという言葉すら一般化していなかった

時代にスタートしました。今、看護学校建設という大きな目標があり、プランの大きさに不

安もありますが、もう一度出発点の気持ちに戻って、挑戦していこうではありませんか！  

（バングラデシュと手をつなぐ会  代表  二ノ坂 保喜） 

 

 

ミロン 127 号～目次～ ページ 

あいさつ、目次 1 

巻頭特別企画☆ションダニスタッフ招聘交流事業 特別インタビュー 2～４ 

カラムディ村便り 

  ～拡大号～現地訪問団からのバングラデシュ報告 
５～９ 

看護学校プロジェクトについて 10～11 

イベント報告 

  ①平恒小学校での課外授業 

  ②筑紫女学園大学での講演会 

  ③筥松公民館での勉強会 

  ④穂波公民館での勉強会 

12 

イベント告知 

  ①さわら地域チャリティ・イベント コンサート＆バザー 

  ②現地訪問報告会 

  ③国際協力フェスタ  地球市民どんたく 

13 

緊急募金のお願い＆ボランティア大募集 14 

会計報告、これからの行事予定、事務所便り 15 
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 ションダニ・ションスタのスタッフを、来月、日本に招聘します。招聘するのは、次にご紹介

するおふたり。滞在予定は 10月 12日（水）から 22日（土）の 11日間です。滞在期間中は、講

演会や交流会、教育・社会福祉・医療などの関連機関の訪問などを予定しています。 

 今回は、おふたりを迎えるにあたって、まずはおふたりのことを知ろうじゃないか、というわ

けで緊急特集！カラムディ村で直撃インタビューを敢行してきました。 

 講演会や交流会の詳しいご案内は、後日別途行います。現地NGOスタッフ招聘交流事業、“要

注目”“乞うご期待”です。 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

Q：職歴を教えて下さい。 

2000 年 5月に母子保健センター（現在のションダニ病院）に、ソーシャルワーカーとして採

用されました。その当時は 18歳でした。 

Q：ソーシャルワーカーに誇りを感じる事はどんなときですか？ 

ひとりの女性に、妊娠前から関わって、妊娠して、最初から最後まで安全な出産が来た時、

それに自分が関われる事をとても誇りに思います。 

例えば、自分の義理の伯母は、私が結婚した後に 3人子供を産みましたが、3人とも私と相

談しながら、ションダニ病院で生まれました。ちょうど 3日前に 3人目の子供を産んだばか

りです。このようなことを誇りに感じています。 

Q：将来の目標はどんな事ですか？ 

これから先もここ（ションダニ病院）で働きたいです。自分の出身の村、自分が生まれた村

ですから。  

以前は、人前で話をする事が出来ず、兄に『まず人と話しなさいと』言われていました。し

カラムディ村出身。2000 年から勤務する経験

豊富なソーシャルワーカー。現在はサテライ

トクリニックの責任者を務めている。 

ソーシャルワーカーとは、主に、村に出てい

き、村人の衛生教育を行ったり、妊婦や母子

に対する相談役になったりしている。 
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かし、これまでの経験や、トレーニングを受けて、自分からどんどん話が出来るようになり

ました。母子保健について話をする事が自分の仕事ですが、まだ多く学ぶべき事があります。

5年後 10年後、今出来ない事や分からない事ができる様になって、もっと村人から愛される

ソーシャルワーカーになりたいと思っています。 

Q：今出来ないこととは、どんな事ですか？ 

フィールドではある程度仕事が出来ていますが、病院でも勤務をしなければなりません。通

常の出産は手伝っていますが、自分一人で全部出来る訳ではありません。知識を出来るだけ

得たいと思っています。 

Q：日本に行く事についてどう思いますか？ 

昨年、ビザが不支給となり、招聘事業が中止になった事から、海外に行くのは大変な事だと

実感しています。今年もまた同じ申請をして通らなければ皆さんに迷惑をかけてしまうこと

を心配しています。でも、日本に行けたら日本の文化に触れる事が嬉しいです。 

日本では保健医療のフィールド（現場）を見る事が出来れば、色々学べるのではと考えてい

ます。また日本のソーシャルワーカーがどんな仕事をしているか知りたいです。 

Q：食べ物の事とか心配じゃないですか？ 

バングラデシュの食べ物なら何でも食べるのですが… 

Q：なま肉や生貝は？ 

それはちょっと… 

Q：冗談です（笑）日本でも食べませんよ。最後に、日本で待っている皆さんにメッセージはあ

りますか？ 

日本で知らない事ばかりで大変だと思いますが、知らない事に出来るだけ自分が努力し取り

組んでいきたいです。皆さんの協力をよろしくお願いします。 

 

 ションダニ病院では、医師や看護師が定着せずスタッフ不足に悩まされ続けています。その主

な原因は、当地がバングラデシュでも僻地であり、なかなか他地域から人が来てくれない、来て

も居付かないことです。 

 この問題を解決するため、2000 年、地元出身の高校卒業者をソーシャルワーカーとして採用し

ました。シウリさんもその時のひとりです。このソーシャルワーカーたちは、その後誰も欠ける

ことなく、今やションダニ病院の目指す“地域密着型”保健医療の重要な担い手となっています。 

 このことは、長期的展望のもとに「自前の医療人材育成」を行うという、問題解決の糸口

を示してくれているようにも感じます。現在一大懸案事項となっている看護学校の開設につ

いて考える際にも、ひとつのヒントとなりそうです。 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 年から 2006 年まではションダニスクー

ルの小・中学校の副校長を、2006 年からは高

等学校の副校長を務めている。 

彼は、副校長という管理職にあると同時に、

教員として現場で教壇にも立っており、教員

と管理職の間に立って様々な提案や問題解決

を行ってきている。 
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Q：ションダニとの関わりを教えて下さい。 

2000 年からションダニスクールに勤務しています。最初は教員として採用されました。年が

経過して、今は管理職として（副校長の）仕事をしています。 

Q：どのような教科を教えているのですか？ 

高校で論理学（ロジック）を教えています。 

Q：仕事をしていてどういうときが嬉しいですか？ 

私は授業をする事が楽しく感じるし、みんなで目標を決めてやる事に管理職として関わる事

に喜びを感じます。 

Q：日本に来る事についてどう思いますか？ 

特に一人の教員として、授業に参加できればと思います。子供たちがどのように過ごしてい

るか、先生がどのように教えているかを知りたいです。 

一昨年、ハビブ校長が訪日したときのことを色々聞きましたが、聞く事と見る事は違う。日

本の先生達の教え方を自分で見たいです。学校の管理職の役割についても勉強したいです。 

Q：先日の話し合いのとき、PTAが色々と口を出すのを先生たちがとても気にしていたのに違和

感を感じました。日本で PTAは自分の子供の事だけでなく、地域住民として学校運営や行事に良

い協力をしています。 

新しく赴任してきた先生達が特に、PTA に対する考え方が違うと感じます。他の学校で PTA

との間にトラブルがあったようです。日本の学校が地域とどのように関わっているかを見て

みたいです 

Q：バングラデシュの教育の問題がどのようなところにあって、日本のどんな事を見たいと思い

ますか？ 

教師の教え方です。いかに子供たちを参加させるか、いかに子供たちと関わっているかを見

てみたいです。 

Q：これは私の個人的な考えですが…今回ジャパニ小学校とションダニスクールを見て、バング

ラデシュの教育現場では学校ごとに教育のレベルに格差がある事が、日本の教育との大きな違い

と感じました。日本では公立の小学校に、地域による大きな差はありません。ションダニスクー

ルの素晴らしい教育姿勢が、地域の公立学校にも標準化出来るような方法を、日本の学校を見て

何かヒントを得てもらえると嬉しいです。 

もちろん私たちの今のレベルが他の学校に拡大されれば良いと私も考えています。日本で学

校における教育の差が、どのような方法で標準化されたかを知りたいです。 

Q：日本に来て心配な事とかありますか？先ほどシウリさんとは食事の事を話しましたが… 

私たちは野菜をよく食べるので、野菜があれば問題ないと思います。野菜は生でも食べます

し… 

Q：最後に日本で待っている皆さんにメッセージを。 

今回の大震災・津波で大変な打撃を受けたこと、お見舞い申し上げます。私たちも日本人の

そばにいますし、日本人も私たちのそばにいてほしいと願っています。 

Q：共に頑張って行きましょう。生の野菜をたくさん準備して待っていますね。（笑） 

 

教育分野に関しては、今回の現地訪問でも“学校間の格差”や“地域の関わり”という部分

が今後の重要課題として挙がっていました。今度の来日で、いいヒントを得てもらえるとい

いですね。 

（聞き手：会員 小畑） 

 

 

この事業は、（公財）よかトピア記念国際財団から「国際交流活動助成金」を受けております。 
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～カラムディ村便り～～カラムディ村便り～～カラムディ村便り～～カラムディ村便り～    
今回のカラムディ村便りは、8月に現地訪問した皆さんの感想と共に拡大版にてお届けします 

 

 

現地訪問 2011 に参加して            （宮田さん） 

 私は、今回このツアーに参加できて人生の過去の夏休みのなかで一

番充実した日々を過ごすことができました。この『充実』の中身は、

日本にいては分からない発見がたくさんあったという意味が含まれて

います。子供の教育面、医療面、人々の生活面など、どれをとっても、

現地に行って初めて見えてきたものがあり、改めて考えさせられまし

た。しかし、問題ばかりではありません。現地の人たちの笑顔、自分

たちの国への思い、また豊かな自然、私は本当に感動し、この国の将

来はこの国の方たちに支えられ、これからもっと発展すると思い、そ

して私自身、見ていきたい、そう感じました。 

 

幼き日にタイムスリップした旅       （上野さん） 

 わたしはいつも海外へ行く時は予備知識を持たずにいっている。

そのままの姿を見ることで、自分が素直に感じる事を最も大事に

しているからだ。どのような環境や場所であろうと私と同じ人々

が生活していることが大事である。日本を旅立ちダッカについて

バングラデシュもどきの人間になろう！！言葉が出来ずとも！！ 

 そして旅が始まった。何処までも続く緑豊かな緑地帯、ジュー

トが育つ豊かな水、そして多くの人々がたくましく生活している

事。その中で子どもたちのきらきらした瞳・たくましく生きよう

とする姿、自分が貧しく幼かった時の風景がよみがえってきた。

貧しかった時は、次の希望を持つ事が出来た。それが生きる目標

でもあった。いまバングラデシュには未来と希望があると実感で

きる旅であったと思える。 

 

バングラデシュを体感して                   （高山さん） 

バングラデシュ、「また行きたい」そう思わせてくれた土地と人達。 

カラムディ村での日々は本当に人々の温かく心のこもった配慮ともてなしにより生活することが

できました。 

村の小学校へ訪問時、子供達の笑顔とパワーに一瞬身震いした程の衝撃

を受けました。子供の純粋なエネルギーに圧倒されました。 

フィールドワークでは日本の、また自己の医療概念から離れ【生きる力】

を強く感じました。 

1つ 1つの体験に心揺さぶられ（バスでは体も大きく揺さぶられました

が･･･）自分自身を見つめ直す時間となりました。 

滞在前半は日本での出来事が頭を過ぎる事すらなく現地生活に没頭し

ており、この事に気付いたある日の朝、贅沢かつ幸せを噛み締めました。 

バングラデシュ、終わりを感じさせない空気が心に残ります。 

今回の現地訪問に関係する皆様へ心より感謝申し上げます。 
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初めてのバングラデシュ 

             （山崎さん） 

今回、現地訪問に参加してたくさんの貴重な経

験をさせていただきました。 

まず、ジャパニ小学校とションダニスクールの

教育の差、田舎と都会での医療の差、10代で

の出産の多さなどから地域によって充分な医

療や看護、教育が受けられない環境にあること

に直接触れ、健康格差、教育格差、生活格差を

目の当たりにしました。 

そして、豊かな自然、自然と共存した生活、人

の温かさとつながり、自国を大切に思う気持ち、子どもたちの輝きを放つ瞳、活気あふれるダッ

カ…日本ではあまり感じることのできない生命力を感じた 12日間でした。私にとって、初めての

バングラデシュは｢生命と向き合う国、いのちあふれる国｣でした。 

 

バングラデシュを体験して 

             （佐藤さん） 

 現地訪問の間、福岡でも天候があまりよ

くなかったようですが、バングラデシュの

天候も曇りや雨が多かった気がします。バ

ングラデシュでは雨期だということを失念

しており、また太陽が照り返してもの凄く

暑いというイメージがあったので少し驚き

ました。 

 ションダニ病院では、周りの方々に大変

気を使って頂き、恐縮してしまいました。男性達の紳士的な態度や女性達の控えめな態度と微笑、

また子ども達の笑顔がそこにはあり、手をつなぐ会が現地へもたらした結果が詰まっているよう

に感じられました。主に看護学校建設に向けて、会議を重ね他の看護学校視察などを行い現地の

熱意も伝わってきました。これから、できることを考えてゆきたいです。 

 

現地訪問の日々と見えてきた課題 

             （小畑さん） 

ちょうど断食にあたった今回の現地訪問だ

が、社会に根付いた宗教文化を体感する貴

重な機会になった。過密スケジュールと難

題の会議続きにも関わらず、大きく体調を

崩す人がいなかったのは、笑いの効果で免

疫力があがっていたに違いない。牟田さん

と上野さんの夫婦漫才、どこででも始まる

歌や踊り…今回の旅の仲間は、すべての行

程を貪欲に楽しむ為のベストメンバーだっ

たと感じる。一方で専門職の多い今回の訪問団。反省会で、バスの中で、病院の屋上で、ともに

考え議論し多くの気付きを得た。また、現地に行くと、私たちが行っている活動の意義がよくわ

かる。この感覚を、知り得た課題を、いくつものギャップと“違うこと”の楽しさを、日本でも

たくさんの人に伝えたい。 



milon 

－7－ 

現地訪問に参加して                      （牟田さん） 

 今回の旅で、人間の

想像力がいかに乏し

いものかを身をもっ

て感じた。 

 手をつなぐ会が過

去 20年間にわたり、

現地といくつかのプ

ロジェクトを立ち上

げ、現地の評価を得て

いることは聞いてい

たが、実際に行ったこ

とのない僕には到底

想像が及ばなかった。

今回、我々の日本での

地道な活動がション

ダニ・ションスタにと

って、さらにカラムディ村にとって、いかに死活問題であるかを敏感に感じ取ることができた。

貧困と不健康、教育レベルは比例する。いくら自分達で生活レベルを向上させようと、工夫や努

力をしても、貧困という重圧でつぶれてしまうのだ。しかし多少の資金で、最も住民の必要とす

る病院が建ち学校ができた。さらにこれら基幹事業を通してパン屋、喫茶店、食堂など周囲にビ

ジネスが拡がりつつある。このことで雇用が拡大し、SOCIAL BUSINESS SOLUTIONが生まれ

ている。 

 また、我々の行く先々で、笑顔、老若男女皆から歓迎ののろし。活動の 20年の重みが信頼とい

う誉れを勝ち得ている。我々はこれからもしっかり迷うことなく、彼らの笑顔を支えていかなけ

ればならない。我々は与えているのではない。逆に人としての希望、明るい未来、夢、情熱とい

った人間性を取り戻す、そのことをこの活動から享受しているのだ。互いの信頼と共感、これは

なにごとにも代え難い、共通の宝物である。今後も大事にしたい。しかし気負うことなく、自然

体でいたい。特別な目でみる必要はない。ベースは「同じ人間なんだ。ただたまたま置かれた環

境が違うだけ」ということ。 
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ジャパ二小学校の現状とこれからの対策        （副代表 ラフマン モクレスール） 

 

 1987年に「バングラデシュに小学校をつくる会」がカラムディ村に小学校建設を開始し、2年

後に多くの方々の協力で完成し、開校式を迎えた。小学校の完成とともに「小学校をつくる会」

は解散。信頼関係を築いたこの村とその後も協力関係を継続するという目的で日本側には「バン

グラデシュと手をつなぐ会」、現地側では「ションダニ・ションスタ」を発足。 

 この小学校の正式名は「カラムディ東小学校」だが、一般的に人々は「ジャパニ小学校」とよ

ぶ。建設当初、4人の教員と 300人以上の生徒が在籍していた。その後村のほかの地区にも小学

校が建設され、生徒数が減っている。2011年度に約 220人の生徒が在籍している。 

 ジャパニ小学校建設の方針として、建設費は日本側と現地ともに負担する、運営費（特に教職

員の給料）は政府に出してもらうとしていた。しかし政府から簡単に認可が下りず、教職員たち

は困っていた。その間、ションダニは教員の給料を含む運営費用の一部を負担していた。後に政

府から認可が下り、現在国立小学校の教員とほぼ同じ額の給料が支給されるようになった。ショ

ンダニもこのような状況の下で一度手を引いた。 

 建設当初の 4人の教員は今やみんな退職していった。昨年初めころまでに 3人の教員が定年退

職を迎え、その代わりに 2人の女教師が採用された。昨年 12月に最後の教員（校長）が突然脳梗

塞で倒れ、他界した。結果的に 2人の教員だけになった。小学校は 5年制だが、小学校入学前の

子供を集めもうひとクラスがある。日本で言うと、年長さんのことで、全部で 6学年になる。2

人の教員で 6学年を担当するというのは到底困難である。また一人の教員が時々教育委員会の会

議に参加しなければいけない時もある。そのときに教員は一人になる。 

 このような状況があるが、ジャパニ小学校の運営委員会とションダニの間にこのような問題に

対する解決策について意見や考え方のギャップがあった。しかし、どんな問題があっても結局犠

牲になっているのは子供たちである。このことをみんな忘れていた気がする。今回双方が数回話

し合いを持ち、臨時教員を採用することになった。 

 9月 9日に採用試験を実施した。受験者は 15名、3人を採用、3人を waiting listに置いた。3

人の内一人は辞退。繰上げ採用として一人を選び、任命。 

 ①ションダニは新任教員の給料（月間 4,000タカ）を支給する。②ションダニ学校で 3日間の

研修を受けさせる。③一年間の契約をする。④運営委員会は自費で学校の前に竹を使ってフェン

スを作り、学校の環境整備に努める。⑤ションダニ側から一人と運営委員会から一人は毎日学校

の朝礼に参加し、何か問題があれば直ちに対応する。⑥授業が行われていなかったので一部の生

徒は私立学校や他校に転校した。運営委員会はそれらの生徒が戻れるように保護者や生徒に働き

かける。 

 運営委員会は合計 7人の教員を求めている。政府認可の 2人、新採用の 3人、合計 5人。あと

2人が必要だ。状況は理解す

るが、財源がどうなるかが

課題である。とりあえず

1,000ドル（75,000タカ）、

3人の 6か月分の給料の確

保はできている。その後が

どうなるか、また要求され

ている残りの 2人の教員採

用はどうなるかこれからの

課題である。 

 

 

（写真：ジャパニ小学校にて） 
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ションダニ・ションスタと手をつなぐ会の新たなパートナーシップ作り  （代表 二ノ坂保喜） 

 

 今年の現地訪問の第一の目的は、手をつなぐ会とションダニとの関係の見直しでした。これま

でも、対等なパートナーとして協力していくことは行ってきましたが、ションダニスクールなど、

ションダニの主要な活動であっても日本側の考えで支援しない部分がありました。これには、貧

しい子どもたちへの教育の普及が第一だと考える日本側と、国の発展や社会変革に役立つ人材を

育成する教育を進めたいと考えるションダニとの間の意見の食い違いが根本にありました。2000

年に「夢見る子ども基金」から助成金をもらった時、日本側とバングラ側の意見が合わずに平行

線のまま。結局助成金はションダニの希望に従って「モデル学校」に使用するが、その後の運営

に関しては日本側（手をつなぐ会として）は、一切援助しない、という立場をとりました。ショ

ンダニは 10年間、学校運営に苦労しましたが、立派にやり遂げました。小学校から中学校、高校

まで作り、地域で最も優秀な学校としての評価を受けています。また、実際にダッカ大学、チッ

タゴン大学や、医学部にも進学する生徒が出てきました。今後も有能な人材の輩出が期待されま

す。 

 そればかりではありません。地方の私立高（NGO立というのでしょうか？）ですから、地域の

信頼を獲得しないといけません。ションダニスクールでは、一貫して不正をしないことを貫いて

います。ガンニ市長から裏口入学の依頼がありましたが、それを断りました。入学式に出席した

市長は自らそのことを暴露し、ションダニスクールの勇気をほめたたえたそうです。また、招聘

事業で日本の学校を見学したハビブ校長は、率先して学校の掃除を始めました。生徒も掃除をす

ることになりましたが、ある女生徒の父親が、「家でも掃除をさせていないのに、うちの子に掃除

はさせない。」と拒否しました。学校側は、代わりに父親に掃除を命じました。1年後、女生徒は

転校しました。しかし、その後女生徒は、やはりションダニスクールに戻りたいと言ってきまし

た。しかし、ションダニは断りました。自分たちの方針をきちんと貫き、不正・不公平を許さな

いションダニの運営方針は、地域の信頼を得るようになり、今では地域の住民がションダニスク

ールを応援してくれます。 

 私たちは今回、以上のような経過を含めてションダニと話し合い、両者の関係を見直しました。

そして、ションダニと手をつなぐ会は、対等のパートナーであると同時に、一体となって目的に

向かっていこう、ということを確認しました。待鳥さんの提案もあって、両者の会計や事業内容

をお互いにすべて公開していこう、という提案は、ションダニに大歓迎されました。 

 ションダニと手をつなぐ会の全面的協力体制の再確認は、今後看護学校建設という大きなプロ

ジェクトの推進にとって欠かせない条件です。今回お互いに腹を割って話し合うことができ、も

う一段階現地と私たちの結びつきが強くなったことを感じました。 

 

 看護学校建設に関しては、小畑さんからの報告もありますので、簡単に述べます。 

 今回の訪問の目的の一つは、看護学校建設に関して、詳しい情報を得ることと、現地との突っ

込んだ話し合いでした。到着した夜から数回にわたって、ションダニと話し合いを持ちました。

看護学校建設予定の、ションダニスクールと敷地も見学しました。 

 ションダニスクール、看護学校などは、貧しい人たちのための教育普及活動とはいえないかも

しれません。しかし、医療や看護の普及、安全なお産の確保といった直接的な効果のほかに、女

性の就職や社会進出、そして公正な社会の実現へ向けた社会変革の力となるのではないかと考え

ます。 

 しかし、今回の計画は巨額の資金と綿密な行動計画が求められるものです。現在の手をつなぐ

会の力だけでは到底実現は困難です。広く市民に呼びかけ、中でも医療・看護の関係者に呼びか

け、協力を仰ぎたいと考えています。また、これを機会に、手をつなぐ会としても支持基盤を再

度強化したいものです。 
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考えてみよう！バングラデシュの医療のこれから 
（会員 小畑） 

 

私たち手をつなぐ会とションダニ・ションスタにとって、かつてない規模のプロジェクト、看護

学校の建設へ向けた具体化への作業が始まっています。今なぜこのプロジェクトが持ち上がった

のか、活動の方向性が変わってしまったのではないか、色々な疑問を持って、私はこの夏現地へ

行ってきました。そこで見たのは、現地の生活・社会通念・健康に対する考え方の変化でした。

現地訪問中に出会ったいくつかの出来事を一つ一つ掘り下げてみると、この国の変化に沿った私

たちの活動の形が見えてきた様に思います。一緒にバングラデシュの医療の現状と、これから大

切にしなければならない事について考えていきましょう。 

【【【【20202020年以上の実績と現状年以上の実績と現状年以上の実績と現状年以上の実績と現状】】】】    

 手をつなぐ会とションダニ・ションスタの活動の原点は、「側にいる小さな命を救いたい」とい

うこと。この尊い精神のもと、ボトムアップの教育や、貧困改善の事業、そして母子を“死なせ

ないため”の医療が始まりました。現地の活動は政治や様々な圧力にも翻弄され、良い活動であ

ろうとも決して平坦な道ではなかったと聞いています。日本側も多くの人の努力と支援でようや

く続けてこられた事は、過去の広報誌Milonを拝見していても痛いほど感じます。世界最貧国の

隅っこ、小さな田舎の村で、20年以上も活動を続け成長してきた事は、本当に価値ある事、誇れ

る事だと感じています。 

 しかし近年、会の活動は失速し、現在は財政面も人材も、かなり危機的な状況だと言わざるを

得ません。現地においても、ションダニ病院では医師・看護師不足と、繰り返される患者の転送

（ションダニ病院では診られないと他の病院へ送る事）が課題のまま停滞しています。何かが足

りない、解決の方法が無い、そんな閉塞感の中で、私はこの夏の現地訪問に参加しました。 

【【【【現地訪問中の出来事現地訪問中の出来事現地訪問中の出来事現地訪問中の出来事】】】】    

◇8月 16日（火） 村に到着して最初に訪問したお宅の女性は、この春脳梗塞を発病しました。

元々糖尿病でインシュリンを使用していました。続く麻痺側の痺れ、脳梗塞再発や老化で衰える

体への懸念を訴えます。食事療法もリハビリテーションもない場所で、ただインシュリンだけが

導入されている事に、強い違和感を感じました。 

◇8月 17日（水） ションダニ病院の回診。腹痛の男性患者を二ノ坂先生が診察します。消化管

の潰瘍で PPI服用を開始し、一時的に症状は改善したのですが、薬を買い続ける事が出来ずに中

断、そして再燃。ここでも薬だけです。生活習慣の改善がないため、病気の改善・治癒に向かわ

ないのです。このあと色々なところで薬屋を見かけましたが、どこでも多くの種類の薬が売られ、

店の周囲の地面には薬の包装シート（PTP）が散乱していました。 

◇8月 19日（金） メヘルプールにある、ボロブプール病院・看護学校を見学。この看護学校は

50年以上の歴史があるそうですが、財政的な問題で施設配置や人員が整わず、卒業してもディプ

ロマ（看護師免許）を得る事が出来ないそうです。しかし政府のカリキュラムではない独自の教

育を行っているため、心ある整った医療が行われていました。公立の病院での就職ができない事

が分かっていても、定員を超える多くの応募があるそうです。「看護学校を作る」とは、ただ資格

取得が目的でなく、どんな教育で何を目指すのかが問われるのだということを教わりました。 

◇8月 22日（月） ションダニ病院の朝礼で、患者の転送の報告がありました。生まれてくる赤

ちゃんが双子だったため、近くの町の病院で帝王切開を行うことになったそうです。この日の午

後、スタッフへのインタビューで、ソーシャルワーカーが「私の知識では出来る事が限られてい

る。もっと学び、村の人の役に立ちたい」と話しました。この 20年あまりの活動で、ションダニ

病院は村人の信頼を得て、健康への啓発活動を行ってきました。その結果、村人の医療ニーズは

高まっているのに、現在のションダニ病院はそれに十分に答える事が出来ない状況に陥っている
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ようです。高度医療を導入する事が解決の道とは限りませんが、5年後 10年後のこの地域の医療

を考えるとき、この病院の役割はどこにあるのだろうかと考え込んでしまいました。 

【僻地での【僻地での【僻地での【僻地での専門教育の必要性専門教育の必要性専門教育の必要性専門教育の必要性】】】】    

今回の訪問メンバーのひとり、福岡県立大学の山崎律子先生によると、バングラデシュの看護

師は 2004年のデータで約 2万人、人口 7000人に対して一人だそうです。日本では 100人に一人

なので日本の 70分の１ということになります。絶対数は明らかに足らず、バングラデシュ政府も

今後看護師の育成を予定しています。子供の数も多産多死の時代から、少数の子を産み大切に育

てる事が一般化しつつあります。健康意識の高まりなど、人々の医療に対する意識の変化から、

バングラデシュの医療は大きく展開する事が予想されます。 

今回、私たちはボグラという都市にある、NGOが運営する病院・医学校・看護学校を見学しま

した。そこでは大規模な組織運営がなされていました。医療の教育機関が都市部に集中する事は、

学生や教員の生活の便宜性や、実習病院の確保などの問題で仕方の無い事です。しかしこれまで

のションダニ病院で繰り返された問題でも明らかな様に、実際に人材不足がおこるのは僻地の病

院であり、地域医療の知識をもった専門家を育てる事こそが急務ではないでしょうか。ションダ

ニ病院は医療の概念のないところから、地域医療の実践を行ってきました。この地域医療の精神

や倫理観を、医療教育に取り込んで行く事こそが、これからのバングラデシュの医療に求められ

る人材育成になると考えています。 

【【【【女性が活躍できる仕事を女性が活躍できる仕事を女性が活躍できる仕事を女性が活躍できる仕事を】】】】    

バングラデシュ国内の就学率は、小学校（義務教育）で 85.8％まで上昇し、女性が教育を受ける

機会も増えています。しかし年齢が進むにつれ、就労や結婚の為にドロップアウトする子供も多

い現状です。原因の一つとして、教育を受けた後で女性が活躍できる仕事が、社会にあまりにも

少ない事があげられます。高等教育を受けても、結局結婚して家に入るしかない、これでは教育

を受ける事自体のモチベーションが下がり、ドロップアウトしてしまうのも当然といえます。こ

のプロジェクトでは、看護師の育成を通して、女性の活躍できる仕事を作り、社会的地位を高め

て行く事が一つの目標でもあります。その意味でも単なる人手不足の解決ではなく、高等教育を

受けた専門家を育てて行く事が大切だと感じています。 

【つながっていく【つながっていく【つながっていく【つながっていく活動活動活動活動】】】】    

現地で色々な事を見聞きして、これまでの

ションダニ・ションスタの活動が、現在の看

護学校建設プロジェクトにつながっていっ

た過程を知る事が出来ました。そして目指し

て行く形も見えてきたように思えます。日本

にいるときには、解決できない課題のように

思えた地域医療の人材不足も、逆に必要とさ

れている理由のように思えてきます。バング

ラデシュの医療の将来を考えたとき、このプ

ロジェクトが成功することは、大きな社会変

革になるのではないでしょうか。20年以上

の歴史と経験がある、私たちとションダニ・

ションスタならきっと多くの成果を挙げる

ことができる、それを強く確信する今回の現

地訪問でした。最後まで読んでいただき、有

り難うございました。 

 

 

（写真：現地訪問の際見学に訪れた看護学校の学生たち） 
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イベント報告 
 

                       （会員 牟田） 

7月 2日（土）飯塚市にある平恒小学校を訪

問し、バングラデシュのことについていろい

ろ知ってもらおうと 30名を超す小学生達、そ

れに父兄数名の参加を得て、約 2時間、楽し

い催しと音楽でおおいに盛り上がった。福岡

からわざわざ、ラフマンさんや福岡に住むベ

ンガル人のおふたりが来てくれたことに感謝

している。最初にラフマンさんによるバング

ラデシュクイズに始まり、バングラデシュの

地図、国旗、食べ物などの紹介をし、さらに、

サリーなどの着付け実演会、また、ベンガル

語のあいさつのしかた、バングラデシュの歌

の紹介があり、子供たちもしっかり歌えるよ

うになろう、と真剣だった。ギター、キーボ

ードによる歌の交換会も楽しいひとときだっ

た。最後には子供たちがおおきな声で校歌を

聞かせてくれて、日本とバングラデシュの素

晴らしい文化交流ができた様に思う。これか

らもこういった機会を作って、大いに交流の

場を増やしていきたいものだ。 

 

 

                       （副代表 ラフマン モクレスール） 

アジア学科の学生を中心とした約 130名の学生を対象に国際協力関係の授業をした。なぜ国際協

力が必要か、発展途上国の人々は先進国にどんなものを希望しているか、それらのものは本当に

自立につながっているかなどを話した。またバングラデシュと手をつなぐ会の活動を紹介し、学

生はとても関心を持って聞いていた。国際協力活動に参加したいと言う学生もいた。 

 

 

                      （副代表 ラフマン モクレスール） 

老人クラブの住民を対象に月 1 回勉強会が行われている。昨年に続き今年もバングラデシュの話

を聞きたいということで講師として参加。今回は 10名、中には女性が多い。テーマは「国際社会

における日本の立ち位置」。まず地域の特徴を話し、後半に手をつなぐ会の活動を紹介した。関心

を持っていろいろ質問もあった。 

 

 

                      （副代表 ラフマン モクレスール） 

会員の牟田さんの紹介で老人クラブの勉強会に講師として参加。30人ほどの受講生。前半はバン

グラデシュと日本の文化の違い、手をつなぐ会の活動を紹介した。後半はバングラデシュの歌、

バングラデシュ人による日本語を含む 5カ国の歌を披露した。本当に国際交流ができたと思う。 

筑紫女学園大学 7月 5日（火）10:50～12:00 

筥松公民館 7月 20日（水）10:00～11:30 

平恒小学校課外授業 7月 2日（土）9:00～11:00 

穂波公民館 8月 4日（木）10:00～12:00 
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国際協力フェスタ 地球市民どんたく 
    

                日時：日時：日時：日時：11111111 月月月月 5555 日（土）、日（土）、日（土）、日（土）、6666 日（日）日（日）日（日）日（日）11:0011:0011:0011:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

                会場：アクロス福岡会場：アクロス福岡会場：アクロス福岡会場：アクロス福岡（福岡市中央区天神 1-1-1） 

         2222 階階階階    交流ギャラリー・セミナー室交流ギャラリー・セミナー室交流ギャラリー・セミナー室交流ギャラリー・セミナー室    

                             

 

現地訪問報告会 
8月に行われた現地訪問参加者による報告会を開催します。今回は看護学校プロジェクト

を中心に、様々な大切な報告がある予定です。是非ご参加下さい。 

なお、報告会終了後に懇親会を行う予定です。 

 日時：日時：日時：日時：10101010 月月月月 30303030 日（日）日（日）日（日）日（日）14:0014:0014:0014:00～～～～    

    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 2222 階ホール階ホール階ホール階ホール    

    参加費：参加費：参加費：参加費：300300300300 円円円円    

さわら地域チャリティ・イベント 

コンサート＆バザー 
 

 

主催  さわら地域チャリティ・イベント実行委員会 

共催  （特活）バングラデシュと手をつなぐ会 

    医療法人 にのさかクリニック 

協力  丸福運送ほか、18 団体 

 

2011 年 10 月 16 日（日） 

 第 1 部 コンサート（12:00～13:30）  

【会場】丸福運送駐車場 （福岡市早良区野芥 4 丁目 45-21） 

【出演】篠笛演奏・木寺昌記、オカリナ演奏・Shana、太鼓演奏・野和太鼓 子ども太鼓集団 

 第 2 部 バザー（14:00～16:00）  

～東日本大震災・被害者支援  バングラデシュの教育、医療、生活向上の支援～ 

 “世界と日本を愛でつむぐ”をうたい、福岡を拠点に国際協力、交流を行う団体が一

同に集います。日頃の活動を紹介することにより、世界の国々を理解し、身近に感じて

もらい、世界と日本の協力・交流を深めるものです。 

 手をつなぐ会は 11 月 6日（日）のみの参加となります。会の活動の紹介、民芸品の

展示等を介し、バングラデシュの国、人々を紹介いたします。 

 多くの皆様が参加されますようお願いいたします。 
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 いつもバングラデシュと手をつなぐ会の活動に、ご理解とご協力いただきまして、ありがとう

ございます。 

 本年も夏の現地訪問団を派遣しました。現地の活動を見て、ションダニ・ションスタのスタッ

フとの話し合いを重ねて無事に帰国いたしました。現地カラムディ村では、ションダニ病院のス

タッフが、少ない人数のなかで、病院での安全な出産や、地域の保健衛生や予防医療に努めてお

り、村人の健康管理と生活向上に役立っています。しかし、まだ、村人は充分な収入も保険制度

もなく、ションダニ病院の受診に対しても多くの人が医療費を支払うことができない現状です。

したがって、医療費の収入は少なくて経営はかなり困難な状態です。 

 今年は手をつなぐ会でも募金が少なく、現地への送金目標額250万円にはかなり不足しておりま

す。そこで、皆様に募金のお願いをすることになりました。 

 村の人たちの健康が守られて、少しでも生活が豊かになり、女性が安心して出産し、子育てが

出来るように、ションダニのスタッフは努力を惜しまずに働いています。ションダニ病院をさら

に充実させるために、ションダニのスタッフの手助けができますように、皆様へ重ねての募金協

力をお願いいたします。何分にもご理解のうえご協力をおねがいいたします。 
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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情報等をメーリングリストにて発信中 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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会計報告会計報告会計報告会計報告                  （敬称略、2011 年 9 月 10 日現在） 

●新会員紹介・鈴木崇世 ・青野詔子 ・冨貴田景子 

●募金者  ・宮辰建設株式会社あゆみの会 ・富田桂子〈6/26・7/26・8/26〉 

   ・オーストラリアン・ビーンズ・カフェ募金箱 ・母子保健センターを支援する会 

   ・にのさかクリニック募金箱（48,305円） ・山岡在宅クリニック（大分県） 

   ・社会福祉法人白菊会 ・宮崎敏子 ・和田タマ ・高尾智 ・山下重雄 

   ・椎葉雪子 ・ラフマン モクレスール ・壮行会一同 

●看護学校建設募金 ・益田市立中西中学校 20期卒業生有志一同 

●旅費カンパ・亀山俊子 ・瀬角南 ・納富公子 ・今給黎靖子 ・永淵式子 ・田中美佐子 

   ・山崎清子 ・二ノ坂保喜 ・牟田壽 ・高山朋子 ・上野恭子 ・小畑麻乙 

   ・ラフマン モクレスール ・佐藤純 ・宮田香菜 ・山崎律子 

 

 

 

 

 

 

これからの行事予定これからの行事予定これからの行事予定これからの行事予定 

10月 6日（木） 理事会 西新事務所 

10月 8日（土）13:00～ バザー 提供品整理、値付け作業 にのさかクリニック 

10月 9日（日） 現地訪問報告書 印刷・製本作業 にのさかクリニック 

10 月 12 日（水） 

～2２日（土） 
ションダニスタッフ招聘交流事業 福岡市近郊 

10 月 16 日（日） 

12:00～16:00 

さわら地区チャリティ・イベント 

コンサート＆バザー 

丸福運送 

にのさかクリニック 

10月 20日（木） 理事会 西新事務所 

10 月 30 日（日） 

14:00～ 
現地訪問報告会 にのさかクリニック 

11 月 6 日（日） 

11:00～17:00 
地球市民どんたく    アクロス福岡 2 階 

11月 10日（木） 理事会 西新事務所 

11月 24日（木） 理事会 西新事務所 

12月 8日（木） 理事会 西新事務所 

12月 22日（木） 理事会 西新事務所 

 

事務所便り事務所便り事務所便り事務所便り     

 ５月頃から杉園さん、待鳥さんにご指導いただき、事務所の整理をしております。夏は事

務所内が蒸し風呂のように暑くなり、頭皮から汗が滴り落ちる経験をしました。室内の温度

は３５度近くで、さすがにクーラーに頼ってしまいます。また、杉園さんの会計補佐をさせ

て頂き、皆様のご支援をより身近に感じることができます。個人的に、この会の存在と人の

繋がりに何度救われたことかしれません。今後も精一杯励みたいと思います。（会員 佐藤） 

 

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 

 今回も多くの方々からの募金をいただきまして誠にありがとうございました。ご協力

に感謝いたします。 

 また、このたびは、2011 年 9 月 10 日付けでの会費納入状況書を同封させていただきま

した。行き違いなどがございましたら、事務所までご連絡いただきますように、よろし

くお願いいたします。皆様のご協力に感謝申し上げます。 ＜理事・会計：杉園順代＞ 



milon 

－16－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


