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

バングラデシュと手
バングラデシュと手をつなぐ会
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
ジャパニ小学校の
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！
建設
② 貧しくて学校へ行けない子どものために奨学金制度
奨学金制度の実施
奨学金制度

③ 就学に必要な費用を得るための支援として仔牛
仔牛の
奨学金プロジェクトの実施
仔牛の奨学金プロジェクト
プロジェクト
④ ションダニ・スクール（
ションダニ・スクール（小・中・高校）
高校）の建設・
建設・運営～“質のよい教育”を！
運営

保健医療
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
ションダニ病院
ションダニ病院の
病院の建設・
建設・運営
② 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
巡回健診
③ 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
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
救急車の
医療設備の充実、緊急患者対応のための救急車
充実
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
肉牛貸し
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

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
理事会（毎月２回）
、事務局
事務局による活動方針の決定や運営
総会
理事会
事務局
② 会報誌『
会報誌『ミロン』
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・スタディツアーの実施、報告会開催、報告書作成
・スタディツアー
④ 学習会、バングラ
学習会 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
料理教室 チャリティコンサート、チャリティバザー
チャリティコンサート チャリティバザーの開催
チャリティバザー
ブース出展
出展などにより、活動紹介などを行う
⑤ 出張講師
出張講師や各種イベントでのブース
ブース
出展

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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どんなに大きな事業も、小さな一歩から
インドのケララ州で、コミュニティ緩和ケアの国際ワークショップに参加したことがあります。
州の北半分をカバーする地域緩和ケアのシステムつくりが進んでいました。一人当たりの所得は
アメリカや日本の 100 分の 1 程度、病院などの医療資源も乏しく、医療保険制度も未成熟な地
域ですが、終末期を迎えた患者を、地域全体で支えるシステムが実際に稼動しているのです。も
ちろん医師や看護師などの専門家のバックアップもありますが、それだけでは不十分。柱となっ
ているのは、ボランティアの方たちです。高校生や大学生、退職した教員たち、婦人部の人たち
などさまざまな方たちが、トレーニングを受け、ボランティアとして参加します。ある地域では、
バスの運転手たちが自分が１回乗車（勤務）するたびに数十円の募金をするという活動から始ま
りました。
ボランティア達が、患者の搬送や創の処置、さらに家族の経済的サポートまで気を配り、最期
まで地域で過ごすことを支えています。現在は、ケララ州 3000 万人の、北半分をカバーしてい
るといいます。さらにインド全土、その他の途上国にも広がっているそうです。
さて、その資金。ほとんどが市民による小さな規模の募金なのです。政府系や外国のＮＧＯな
どからの大口募金は数%です。９割以上は、町の商店やクリニック、ホテル、駅などに置かれた
募金箱から生まれるのです。これはまた、少しずつ募金をする市民の「参加意識」養成にもつな
がるのでしょう。ケララの緩和ケアシステムを作り上げた、ドクタースレッシュは言います。
「小
規模の募金活動が、結局は幅広い支援を生み、継続的な資金を生み出すのだ」と。
私たちは、
「看護学校建設プロジェクト」という大きな目標を掲げて、歩き始めました。大きな
目的ではありますが、その大きな目的も、一人ひとりの小さな一歩の積み重ねによってしか達成
されません。ケララの人たちに負けないよう、一人一人が、自分の周りの一人ひとりに働きかけ
て、基盤を作り、人々のつながりを作り、看護学校建設へ、進んでいきましょう。
（代表 二ノ坂 保喜）
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カラムディ便り

看護師へ突撃インタビュー

バングラデシュの看護師さんのことを知りたくて、ションダニ病院のベテラン看護師ラヘルさん
と、相棒のソーシャルワーカー、シャティーさんに突撃インタビューを行なってきました！
やりがいも苦労も日本と全然違うお仕事の様子をちょっとのぞいてみましょう。
話してくれた人）ラヘルさん 看護師（スタッフナース）２０００年〜勤務。
（写真右）
※一人息子のロッドル君（RUDRO）と二人で寮に住んでいます。
シャティーさん（ソーシャルワーカー）２０００年〜勤務。
（写真左）
※1 か月半前に結婚した新婚さん！ションダニから１時間かかるご主人
の実家から、毎日ご主人が送り迎えをしてくれているそうです。
○どんな仕事をしていますか？
ラヘル（
：村へ出向いて、若い女性や
ラヘル（以下 R）
お母さんたちへ妊娠の話をしています。田舎
の方からションダニ病院へ来るのはお金も
時間もかかるので、こちらから出向きます。
シャティー（
：これまで一回も病院に
シャティー（以下 S）
かかった事がなくて、どこに言って何を聞い
ていいのか分からないような人も来ます。血
圧や体温を測り予診をとって医師の所に連
れて行きます。診察後、処方箋が出たら薬の

者さんが理解しようとしない時。患者さんの

飲み方や水を飲むなどの注意事項を伝えて

状況を自分の事のように考えて、何とか伝え

います。

ようと努力してやっています。以前は多くの
人が病気を理解してくれなかったけれど、今

○どのような勤務形態なのですか？

は減ってきました。それから、年配の人が１

R：病院は 8 時～14 時、14 時～19 時、19

人でくる事がちょこちょこあります。そうい

時～8 時の 3 交代、それに村に出向くフィ

う方は頼れる人がいない事が多いので、家族

ールドというシフトで、看護師とソーシャル

の代わりのように接しています。

ワーカーのペアで勤務しています。丸一日休

○これからどんなことをやっていきたい？

めるのは月に 3 日だけです。

R：12 年でゆっくりゆっくり良くなってきた
ので、今後もそれをずっと続けていきたいで

○立ち上げの時から働いていますね。この 12

す。

年間、嬉しかったことや大変だったことは？

S：自分たちが患者さんに丁寧に接していれば、

R：ボロブプール病院でのトレーニングの後、

患者さんが「ここの病院がいいよ」と話を広

初めてここで患者さんに接しました。先輩の

げてくれて、もっと大きくなっていくと思い、

いない中、患者さんと接するのは大変でした。

頑張っていきます。

S：出産でここに来て、赤ちゃんもお母さんも
元気に一緒に帰る、そんな普通の事がいつも

夜勤の合間のインタビュー。色んな問題を抱え

一番嬉しいです。いろんな人と知り合いにな

た患者さんのお話や、勤務表から見える激務に

れることも嬉しい事の一つです。フィールド

驚きましたが、明るく生き生きと仕事をしてい

に行って色んなお母さんと話をしています。

るお二人の話に、「負けてられないっ！」と勇

大変な事は三つ。帝王切開が必要なとき、ガ

気をもらいました。以上、ションダニ病院から

ンニ病院へ妊婦さんを送らなければならな

お届けしました。
（理事 小畑）

いこと。それと病気の状況を説明するけど患
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2012 年度 定期総会報告

（会員：原澤）

5 月 13 日（日）11:30 から（特活）バングラデシュと手をつなぐ会「2012 年度定期総会」
が、九州大学医学部百年講堂・中ホールで開催されました。総出席者 14 名、欠席に伴う委任状
提出者 22 名で正会員 82 名の 5 分の 1 以上に達し、定款に定める総会の開会要件を満たしまし
た。また正会員以外に 6 名の方にもご参加いただきました。
議長に平山理事が選出され、議案書に沿って 2011 年度事業報告、収支報告を受け、いずれも
承認されました。国内事業では招聘事業の実施、各種イベントの参加、看護学校建設プロジェク
ト委員会の設立、現地事業では子牛奨学金制度の拡大、看護学校建設の準備を行い、収支におい
ては 579,018 円の赤字になりました。
続いて、2012 年度事業計画案、収支予算案の報告を受け、いずれも承認されました。2012
年度の活動方針として ・地球市民のグローバルな連帯を目指す ・看護学校建設プロジェクト
のスタート ・組織体制の立て直しを図ることが掲げられました。とりわけ看護学校建設プロジ
ェクトに関しては大規模な事業のために、広報活動に力をいれること、徐々に増大すると思われ
る事務作業に対処するために専門スタッフを雇用することが提案されました。また、転居や高齢
化による会員数の減少が問題となっており、ホームページで情報を積極的に発信していくという
意見も出ました。最後に、役員の任期満了による役員改正案が以下のように提案され、承認され
ました。
＜代表＞ 二ノ坂 保喜
＜理事＞ 平山 正明
＜監事＞ 松原 弘明

＜副代表＞ラフマン・モクレスール
待鳥 信昭

小畑 麻乙（新任）

＜顧問＞ 河内 英一

八木 良子

これまで理事をつとめていただいた、杉園順代さん、堀哲也さん、濱元裕子さん、矢野孝明さ
んは退任されました。本当にお疲れ様でした。
【お詫び】「2012 年度総会議案書」の記載内容に誤りがありましたので、謹んでお詫び申し上
げます。訂正箇所の詳細につきましては、P11 をご覧ください。

【講演会報告】

（理事：小畑）

総会の前後で、勉強会及び講演会が開催されました。
朝 10 時からの勉強会では、看護学校建設プロジェクトに関し、現状や骨子を説明。意見交換
や今後の計画について、話し合いを行いました。
昼食と定期総会を挟み、13 時からは、長野県にある佐久総合病院地域ケア科の色平哲郎先生の
講演会でした。
・戦後、農村に入り健康教育と保健予防活動を普及していった若月俊一先生と佐久総合病院の
取り組みの紹介
・医学教育の仕組みを根底から覆した、フィリピン大学医学部レイテ分校（School on Health
Sciences：SHS）のオルタナティブなカリキュラムと実践
・世界規模で起こっている医療者の頭脳流出。ほとんどの国は、母国語ではなく英語で医療教育
が行われている。そして給与格差があるため、先進国に医療者が集まり、後進国や母国では人
材不足が続くという問題
・国民皆保険制度が日本ではなぜ実施できたのか。諸外国ではなぜ実施できないのか
などなど、グローバルな視野で医療や医学教育の問題についての話をお伺いしました。
合計 50 名弱の参加があり、長丁場の一日でしたが、大変充実した内容となりました。
ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
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現地訪問報告 2 月・看護学校地鎮祭
2012 年 2 月、5 名の現地訪問団がカラムディ村に向かった。大きな目的はいよいよ建設が始ま
る看護学校の地鎮祭への参加。初バングラデシュのメンバーも迎えてにぎやか且つ有意義な訪問
となったようだ。

◆18
18 歳のバングラデシュ

（会員 木村）

「バングラデシュはどうだった？」いろんな人にこの質問をされましたが、私はこの質問に答
えることができませんでした。今でもどう答えていいのか分かりません。バングラデシュという
国の現状を直接この目で見るのと同時に、ボラン
ティアというものを肌で感じることができ、いろ
んな事を考え悩みました。
「楽しかった」という一言では決して済まして
はいけない経験だったように感じます。あまりに
も勉強になったことが多すぎて書ききれません。
自分はこれからどう生きていけばいいのだろう、
そこまで考えてしまうこともありました。私は今
18 歳で、帰国したときはまだ高校も卒業してい
ませんでした。「これからどんな未来だって考え
られる」と牟田さんによく言われましたが、そう
いう現状がまたとても辛く感じました。
今回の経験を元に自分の考え方や行く末をど
ダッカ大学構内にて。左から 2 人目は、

うにか変えていきたいと思うようになりました。

カラムディ村出身の学生チャンパさん（哲学専攻）

私のような子どもを同行させて頂き、心から感謝
しています。本当にありがとうございました。

◆ションダニ看護学校
地鎮祭に参加して（会員

杉園）

バングラデシュは稲穂もタバコも豊かに実

◆地鎮祭報告
地鎮祭報告

（会員 牟田）

今回の目的は、現地での地鎮祭に参加するこ

り、人々は活気にあふれ、国の経済が発展しつ

と。2 月 24 日、ションダニ関係者、政府関係

つある様子が感じられました。ダッカは相変ら

者、民放放送局、学生など 2 千人を超える人々

ずのひどい渋滞でしたが、高速道路の建設中の

の参加のもと、盛大に行われました。

所もあり、完成が待たれます。
今回の目的である地鎮祭。時間にして３０分

私たち一行が入場すると、鳩が舞い、舞台の
幕開け。音楽、踊り、ドラマありと活気ある演

足らずでしたが、いよいよ看護学校建設が始ま

目が繰り広げられ、午後からは地鎮祭の催し。

るのだと思うと、緊張したのを覚えました。

私も手をつなぐ会の代表としてブロックを

ションダニ・スタッフの看護学校建設にかけ

土中に埋蔵する儀式に参加する栄誉を与えら

る意気込みも強く、果たして“手をつなぐ会”

れました。また、会を代表して挨拶し、会の活

が期待に応えることができるだろうかとの不

動や私の個人的な写真展を紹介。会員は、個人、

安もよぎりましたが、今後6年間は、なんとし

あるいはグループ活動で、楽しくやっているこ

ても目標を一つにしてションダニ・ションスタ

と。看護学校建設資金獲得のため 色々な企画

を支えていきたい、そしてそのためには、どの

をしており、私の役割は、皆さんの思いをしっ

ような知恵と力をだしあっていく必要がある

かり受け止め、困難に立ち向かう勇気ある姿を

のかと考えています。

日本に帰って伝えることと結びました。大きな
拍手をいただいたことを付記しておきます。
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◆看護学校建設に向けて
看護学校建設に向けて

（会員 河村）

看護学校建設に向けた地鎮祭に参加するという役割を担い現地へ。
ションダニスクールの文化祭が進む中、スクー
ルの敷地内の一角で行われた地鎮祭。文字や絵が
刻まれたレンガとレンガをコンクリートで固め
るという儀式が現地の著名人と、ラフマンさん、
牟田さんの手で行われた。壇上で、牟田さんが挨
拶を述べている時、言葉がつまり涙声に・・。一
瞬、会場がどよめき静まりかえった。ラフマンさ
んが通訳すると次の瞬間、牟田さんとラフマンさ
んに対し、割れんばかりの拍手と「ウオー」とい
うような歓声が約 2500 人の中から湧き起こっ
た。鳥肌が立った。私も泣いた。会場が一体になれたようで嬉しかった。両国のこれまでの苦労
と努力を思った。さあ！一歩踏み出したのだ！課題は山積みだと思うが・・両国で知恵を出し合
い心を寄せ合い「看護学校設立」に向けて努力していきたい。

現地訪問報告 4 月・看護学校視察他
日本のゴールデンウィークの時期、3 名のメンバーがバングラデシュを訪問した。いつものカラ
ムディ村だけでなく、大学や看護学校の視察も行ってきた。実り多き訪問のレポートである。

◆７年ぶりのバングラディシュ
4 月 30 日

（理事 平山）

ダッカ市内のポラシュさん宅

・・・３日前からのストライキで道中危険が伴う可能性
があるため、午前中は情報集め。最終的にはトラブルの
可能性は少ないと判断して出発・・・
交通量も少なく予定より早くラッシャヒ工科大学ゲス
トハウスに着きました。大学は全寮制で、広い大学の敷
地の中に男子寮・女子寮があり、学生は恵まれた環境で
大学生活を送れていると感じました、朝食の時、学長か
ら昨夜は学生が自宅に遊びに来ていて、夜の食事を一緒に出来ずに申し訳なかったと聞き、師弟
が一体となり、学術研究に取り組んでいる姿に、将来のバングラデッシュが見えた気がしました。
5月1日

18:30 カラムディ村到着

３日間の村の滞在でしたが、７年前と比較し、ションダニ・ションスタは組織としても強くな
り、スタッフのレベルも運営能力も上がっていると実感しました。過去の事業が確実に実ってい
るからだと思います。
村の子供たちの小学校就学率は 100％近く、バングラ国内の平均より非常に高く、小学校の教
師も充実していました。ションダニスクールもレベルが上がり、子供を入学させるために学校の
近くに引越ししてくる家族もいるほどの人気です。今までの事業の成果を、計画中の看護学校に
繋げ、地域の中で医療・教育の先駆的、中核団体として、事務局長のザフォールさん始め、スタ
ッフ全員が自信をもって計画を進めていると確信しました。
今回は小畑さんの人脈の凄さで、いろんな方々にサポートしてもらい、短い時間にも関わらず
とても充実した旅でした。サポートして頂いた抜水さん・石坂さん・モニルさん（帰国後大阪再
会）
・永吉さん・水森さん・宮川さん、そしてションダニ・ションスタの皆さんに感謝します。
（→4 月の訪問報告は次ページへ続きます）
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◆バングラデシュの大地を踏みしめて

（会員 井本）

まず、若者（子ども含む）のパワーに圧倒された。ジャパニ小学校での歓迎の歌や踊りはその
場限りのものではなく、先生と子どもたちがきちんと準備をして発表するという形が見えた。シ
ョンダニスクールでは生徒たちが目を輝かせ勉強する姿が見られた。さらにラッジャヒの看護学
校では今年度約１００名の看護師が初めて卒業し、そのほとんどが看護師を養成する先生になる
という。クムディニ病院の看護学校では生徒各々が高い志を持ち勉強していた。子どもたちが大
人になるころには更なる発展と大きな活力になることを強く感じた。
次に感じたことは同じ人間・目的を持つ対等なパートナーだということ。しかし、人生観や物
事の考え方は人によって違う。また、考えや意見は、その人自身のフィルターを通して出される。
だから対等とは５０／５０ではない。４０／６０になる場合も６０／４０になる場合もある。そ
のバランスを取ることが難しい。どうしても日本の医療や看護の現状と比べてしまう面があるの
でお互いのバランスをどう取っていくのかがポイントだと思った。
最後にバングラデシュは１９７１年に独立した。この年は私の生まれた年でもある。こんなに
バングラデシュは元気に日々成長を遂げている。私も負けずに日々成長していかなければならな
いと思った。

◆看護学校視察と看護師の活躍

（理事 小畑）

今回私たちは看護学校建設に向けての調査として、Nursing
College,Rajshahi と Kumudini Hospital & Nursing School
という二つの看護学校の視察を行いました。それぞれの学校・付
属する病院とも特徴的で、多くの情報を得ることが出来ました。
詳細は別に記したいと思いますが、おおきな学びになったことを
二つ報告します。ひとつはバングラデシュの社会で看護師という
仕事が社会的に十分に認められていないこと。もうひとつは、そ
れでも看護師を目指す意識の高い彼女たちが、卒業した後の就職
先や卒後教育を受ける機会が限られているという現状です。教育
によって仕事や専門性を育てるということは、何より社会を変え
る力となります。これから先、たくさんの課題にぶつかると思い
ますが、バングラデシュの看護師さんたちのたくましさ、凛とし
た姿を見てきて、ともに成長し歩んでいきたいと強く感じました。

☆ Monthly Report（月間報告）
月間報告）☆
Health Project

病院

地域
活動

ションダニのスタッフも頑張
ションダニのスタッフも頑張っていますよ
頑張っていますよ！
っていますよ！

2月

3月

4月

5月

患者管理 General Patient

448

371

369

381

妊婦検診 Antenatal Care

112

114

104

110

産後ケア Postnatal care

9

8

13

9

出産 Delivery/Birth

26

22

25

22

入院患者 Admission

71

77

62

70

救急患者 Emergency

73

110

104

136

小児検診 Child Care 0-5years

566

565

565

563

健康教育 Health Education

1641

1428

1811

1916
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コラム

Ｄｒ.
Ｄｒ.マフーズ、語る！

マーフズ医師は、ションダニ病院へ赴任して 1 年半。
その彼が、医療、そしてションダニへの想いを寄稿してくれました。
2009 年に医学部卒業後、1 年間
インターンを経て医者になりました。
インターンの期間中はほとんどの時
間を病院で過ごし、食事も病院の食
堂で済ませました。その時に病人の
辛さや苦しさをとても近くで見るこ
とできました。病気にかかった時の
人の無力さ、また患者さんが教育を
受けていない人であればその人の苦
しさはどんなにひどくなるかを肌で
感じました。病気が治り、患者さん
が帰宅するときに心から感謝し、私
のことを神様に祈ってくれることも
分かりました。
私の出身大学は田舎にあります。カラムディ村とさほど変わりません。来院した村人に私はで
きる限り心をこめて接していました。そして将来は、自分の出身地域の近くに働き、村人のため
に自分の知識を捧げたいと思いました。そしてションダニ病院の事を知り、この村にやってきま
した。
最初は、この村に長くはいられないという印象を持ちました。とても田舎だし、電気もよく停
電する、行楽といえるものは何もない、都市部からかなり遠い、村の教育のない人々と暮らすこ
となど全てが自分にとって耐えられ
ないものばかりでした。しかし時が経
過するにつれて私はこの村を離れる
ことができなくなりました。
私はカラムディ村の人々、ションダニ
病院、そしてこの村を愛してしまった
のです。私はこの村の一員になってし
まい、ションダニは私の家族です。そ
してションダニの発展、様々なプログ
ラムを見てとても感動しています。村
のジャパニ小学校から始まり、病院や
ションダニ・スクール、そして看護学
校建設と次々発展を成し遂げていま
す。ションダニはカラムディ村だけで
なく全国に知られるようになるでし
ょう。このような発展の背後にあるの
は手をつなぐ会です。この村の人々、
マーフズ医師の

バングラデシュの人々は手をつなぐ

原稿です。

会のことを絶対忘れられないと信じ
ています。
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イベント報告！

―― この春も、手をつなぐ会は、

春のさわら地域チャリティバザー

イベント盛りだくさんでした♪

――

看護学校建設プロジェクト発足会

3 月 26 日

4 月２２日

お天気はよかったのですが、風がとても冷

早良区野芥のにのさかクリニックにて、看

たい 1 日でした。寒い中来て頂いたお客様、

護学校建設プロジェクトの発起会が開催さ

スタッフの皆さんありがとうございました。

れました。

売り上げは合計で 125,016 円。半分を

二ノ坂代表の挨拶の後、スライドを使用し、

バングラデシュでのプロジェクトへ。残り半

福岡県立大学看護学部の山﨑先生が、バング

分と募金（11,890 円）は日本ホスピス緩

ラデシュの現状と看護師の現状について、糸

和ケア協会を通して、東日本大震災の復興支

島医師会病院ソーシャルワーカーの小畑さ

援に募金させて頂きました。

んが、バングラデシュと手をつなぐ会のこれ
までの活動報告とフィールドであるメヘル

ボイシャキメラ 2012

4 月 15 日

プール県の現状について報告を行いました。

ボイシャキメラとはバングラデシュのお
正月祭。天神中央公園にて開催されました。
今年は、去年よりパワーアップして、バング
ラデシュとネパール共同で行われました。
当会のブースでは、民芸品と紅茶の販売・
会の紹介を行いました。また、初めての試み
としてバングラデシュの街や料理の様子を
プロジェクターを使って流しました。お天気
が良かったため、たくさんの方が来られ熱心
に話を聴いていかれました。また、ブースの
手伝いにボランティアが 9 名（わざわざ岐
阜からも！）も来てくださり、とっても助か
りました。
バングラデシュやネパールの民族衣装の
パレードや、ステージでのダンスや歌など
様々な催し物が行われました。観客の皆さん
もノリノリで、手拍子をとったり踊ったりし
ていました。

福岡空港写真展
5 月 17 日～5 月 30 日
福岡空港国内線、第 3 ターミナルに於い
て、バングラデシュと手をつなぐ会会員の牟
田さんが主催者となりバングラデシュや当
会、ションダニ・ションスタの紹介のための
写真、絵画、民芸品などの展示会が行なわれ
ました。5 月 17 日～5 月 30 日まで開催さ
れました。多くの方が足をとめ、写真に魅入
っていました。

参加者は 26 名、看護教育の現場から学生、
訪問看護師、医師、子ども共生 HAKATA
のメンバー、マスコミ 4 社、手をつなぐ会
の会員などです。
参加者からは「教育を受けられる事が当た
り前の事ではない事に気づいた」
「大切なの
は教育内容。地域に根ざした医療の理念は、
教員採用や教育内容にどのように活かすか」
「バングラデシュは発展していく国。生を見
つめた社会の仕組み作りが必要と感じる」と
いった意見や質問がありました。
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ています。ぜひご覧ください。(http://blog.goo.ne.jp/karamdi)

メディア情報

新聞２紙にとりあげていただきました!掲載記事はブログにもアップし
５月２０日発行 の九州 医事新報に、看護学校建設プ ロジ ェクト発 足
会 （４月２２日）と総会 ・講演会 （５月１３日）の様 子が 掲載され
ま した。
九州医事新報は、医療 関係者 の業 界紙 です。丁寧 に取材 してくださ
り、 一面に掲載 していただきま した。
沢山 の方 に このプ ロジ ェクトを知 ってもら い、協力 いただけるよう
に今後も呼び かけ てま いりま し ょう。

６月４日西日本新聞朝 刊に看護学校建設プ ロジ ェクトに関す る記事が 掲
載されま した。以前、現地訪問に同行 してくださ った進藤卓也 記者 （バ ン
コク駐在 ）が 書 いてくださ っています。

バ ング ラデ シ ュの現状、シ ョンダ ニと私たち の思 いがぎ ゅ っと詰ま った素
晴 らしい記事 です。多 く の皆さんに是非読 ん でいただきた いと 思 います。
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これからの行事予定
日 時

内 容

場 所

7 月 6 日（金）19:00～

現地訪問 事前研修会①

にのさかクリニック

7 月 13 日（金）19:30〜

理事会

西新事務所

7 月 20 日（金）19:00～

現地訪問 事前研修会②

にのさかクリニック

7 月 27 日（金）19:30〜

理事会

西新事務所

8 月 4 日（土）17:00～

現地訪問 事前研修会③

にのさかクリニック

8 月 10 日（金）19:30〜

理事会

西新事務所

8 月 18 日（土）17:00～

現地訪問 事前研修会④、壮行会

にのさかクリニック

現地訪問

バングラデシュ

10 月 21 日（日）

さわら地区チャリティーバザー

早良区野芥周辺

11 月 11 日（日）

地球市民どんたく

アクロス福岡２階

8 月 26 日（日）
～9 月 4 日（火）

現地訪問事前研修へのお誘い
夏の現地訪問が 8/26～9/4 の日程で開催されます。
手をつなぐ会では、訪問が充実そして安全なものとなるよう、訪問の前に事前研修会を行って
おります。訪問団ではないけれど興味がある！とか、以前訪問した際の体験をもとにアドバイ
スが出来る!とか…訪問団でなくても、どなたでもご参加いただけます。内容は以下の通りです。
◎第 1 回…7 月 6 日（金）19 時〜 にのさかクリニック
テーマ：自己紹介／ツアー概要の説明／事務手続き／バングラデシュってどんな国？
◎第 2 回・・・7 月 20 日（金）19 時〜 にのさかクリニック
テーマ：これまでの参加者からの報告
◎第 3 回・・・8 月 4 日（土）17 時〜 にのさかクリニック
テーマ：実際に自分たちが出来る事、やりたい事のディスカッション
◎第 4 回・・・8 月 18 日（土）17 時〜 事前研修／19 時〜 壮行会（場所未定）
テーマ：役割分担／最終確認

リアルタイムの情報をホームページでお届けしています。
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。ぜひご覧ください。
ウェブサイト：http://bangla.npgo.jp/（会の公式ウェブサイト）
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）
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発行責任者：ニノ坂保喜（バングラデシュと手をつなぐ会 代表）
会報名：ミロン

※「ミロン」はひとつになる、手をつなぐという意味のベンガル語です。

