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【特集】バングラデシュ現地訪問報告

～いま、同じ大地で命を見つめて～

代表挨拶

大木松子さんは永遠に〜カラムディ村に記念碑～
バングラデシュと手をつなぐ会代表

ニノ坂保喜

大木松子さん〜手をつなぐ会の創設者、初代代表。女性牧師で困った人のところにはどこにでも歩い
て出かける人だった。ご主人が亡くなってから牧師の資格を取り、小さな星伝道所という教会を作っ
た。戦争でアジアの人々に迷惑をかけた、という思いから何かお詫びをしたいと思っていた大木さん
と、カラムディ村出身で九州大学に留学していたラフマンさんとの出会いが、手をつなぐ会のスター
トだった。
毎年現地訪問を行い、多い時には十数人で訪問したこともあっ
た。小・中学生や高校生が参加することもあった。大木さんは
村に来るといつも、「カラムディ村は私の第２の故郷よ」と言
っていた。その大木さんが福岡市の自宅で亡くなったのは、
2012 年 6 月 23 日。彼女の遺志を受けて、その遺灰の一部を
ションダニ病院の敷地内に埋めた。今年はそこに大木さんの記
念碑を建てるという。最初現地からは記念碑の費用を請求して
きた。我々はこれを拒否した。それはやはり、村人たちが自分
たちのお金で作ってほしいと思ったからだ。村人たちはなんと
か工面して、立派な記念碑を建てた。碑には、
「大木松子 Matsuko Oki 2.11.1927~23.6.2012 第２の故郷で安らかにお眠りください。Sleep
forever in your second home We will never forget you」と刻んである。
記念碑の除幕式の後、ションダニの主要メンバーとの話し合いが行われた。長老の一人が私に話しか
けた。ドクター二ノ坂も高齢になった。二ノ坂が亡くなった時も、ここに遺灰を埋めて欲しい、と。
あまりに率直な申し出に私も何と答えていいのかわからなかった。しかし彼は真剣なようだ。「大木
さんの隣に埋めてください」と答えると、安心した笑顔を見せてくれた。
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◆現 地 訪 問 報 告
2019 年 2 月 22 日～3 月 12 日 ラフマン副代表、3 月 17 日～3 月 29 日 二ノ坂代表、
河村理事、田島会員がバングラデシュを訪問。現地での交流活動をお届けします。

【バングラデシュ訪問】代表 二ノ坂 保喜
■2 年ぶりのカラムディ村/看護学校完成！
2 年ぶりの
カラムディ
村はいつも
通り温かか
った。20 年
以上前のよ
うな熱気あ
る歓迎では
なく、久しぶりの故郷に帰ってきたようなおだやかな
暖かさで人々は出迎えてくれた。これまで手をつなぐ
会の支援で、ジャパニ小学校（正式名称はカラムディ
東小学校）、ションダニ病院（母子保健センターとし
て出発、病院へと発展、その後さらに産婦人科病棟も
増設した。）、また手をつなぐ会、直接ではないが、
日本の夢見る子供基金の支援を受けてションダニ学校
（小中高等学校）がカラムディ村から少し離れたガン
ニ市という地方都市に作られた。
ションダニ学校はいわゆるモデル校と呼ぶにふさわし
い学校となり、学業、運動、演芸などでも県内ではも
ちろん国内でも有数の学校に育っている。そのション
ダニ学校の一角に、2012 年から手をつなぐ会の一大事
業としてスタートした「看護学校建設プロジェクト」
がいよいよ最終段階に近づいた。
2017 年には建物
は３階まで立ち上
がり、厚生省の認
可がおり、出来上
がった教室で授業
が始まった。その
後も校舎の建設は
進み、今年は５階
建ての美しい校舎
が立ち上がり、３回生の新入生が入学した。私たち現
地訪問団は、3 月 17 日に福岡を発ち、ダッカで一泊後
18 日にカラムディ村入り、3 月 19 日（火）看護学校
を訪問した。プロジェクトが始まって、最初に完成予
想図を見た時には、こんな立派な建物ができるのだろ
うか、と期待と不安が入り混じった思いでながめてい
たが、今年は実際に建物を見て、
「美しい建物を見に、
人々がやってくる」とションダニのメンバーが自慢す
るのがよくわかった。５階建、表面は茶色のタイル張
りで本当に美しい建物だ。中に入ると、廊下や床はピ
カピカに磨き上げられている。学生や教師のモチベー
ションも上がるだろうと思った。

2017 年 1 月に開校、その年の入学生は４０名。定員は
５０名で、うち１０名は男性でないといけないが、初
年度は１０名どころか男性はわずか２名。うち一人は
途中で退学したため、一人だけとなった。2 年目は合
計２８名。随分と少なくなったが、ションダニによる
と遠方から来る学生には寮が必要だが、ここには寮が
ない、と。窮余の策として５階を女子寮として使用す
るようにしたところ、今年は女子４０名、男子１０名
と定員いっぱいの入学者があったという。
学生たちは生き
生きとしている。
爽やかな笑顔で
私たちを迎えて
くれた。その中
には昨年来日し
て一緒にいろい
ろな学校や病院
などを回ったザキア・ムンニとシャーミン・アクタル
もいる。彼女らは日本の看護師に大いに刺激を受けバ
ングラの看護の向上のために一生懸命働いているとい
う。
■看護師のための緩和ケア・ワークショップ
前回（2017 年）バングラ訪問の時にダッカで在宅ホス
ピスを行っている「ホスピス・バングラデシュ」を訪
問した。今回の訪問を機に、その主宰者であるシャヒ
ヌル・カビル医師に依頼して看護学校で「緩和ケアワ
ークショップ」を開いてもらった。彼らはバングラデ
シュのホスピス運動を広めるためにダッカだけでなく、
全国各地でワークショップを開いている。３月２1 日
は看護学校でのワークショップ開催の日。前日にダッ
カから５人、車で 8 時間かかってやってきてくれた。
翌日は、またダッカまで戻るので、午後 1 時ごろには
出発したいとのこと。朝 8 時からのワークショップと
なった。
「看護師のための緩和ケアワークショップ」という立
派なテキストが５０名の参加者に配られた。World
Child Cancer という団体が途上国の医療・看護者のた
めに作製したものだ。
最初にスケジュール、講義のテーマと講師が記されて
いる。
08:00-09:00 緩和ケアの基本：シャヒヌル・カビル
二ノ坂 保喜
09:00-09:30 痛みのアセスメント（評価）：ライラ
10:00-11:00 痛みのマネジメント：ローション・アラ
11:00-11:15
休憩
11:15-12:15 緩和ケアにおける看護の役割：ゾバイダ
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12:15-13:15 コミュニケーション：ライラ
13:15-13:45 悲嘆と喪失：ローション・アラ
参加者は看護学生 3 年生、教員、ションダニのスタッ
フ、それにションダニ病院のメディカルアシスタント
も参加し、合計５０人となった。終了後は一人一人に
修了証を手渡した。
このような
ワークショ
ップの反復
と継続、そ
れと臨床現
場での実践
の積み重ね
が必要でこ
れからの課
題と思われ
た。また現場で指導できるスタッフ（医師、看護師な
ど）の育成も喫緊の課題である。何より、基本的なプ
ライマリケアの体制が整っていないことも、国全体と
しての大きな問題であるだろう。しかし今回ダッカか
らの熟練したスタッフを招いて、このようなワークシ
ョップが開かれたことは、現地にとっても自信になっ
ただろうし、看護学校とションダニ病院を拠点として、
緩和ケア（特に地域コミュニティでの）が展開される
ことが楽しみだ。

【バングラデシュ訪問】

ラフマン副代表

■看護学校建設状況
3 階まで建設が終えた 2017 年 2 月の段階で 1 期生が
入学、今年 2 月には 3 期生入学となり、全学年が学
んでます。
授業と並行して建設は継続中です。
学校の建設や設備の状況、学生たちとの交流、学生寮
などについて話合いました。
・生徒数(2019 年 3 月 15 日現在の学生数)
学年
女子
男子
計
１
40
10
50
２
20
8
28
３
39
１
40
計
99
19
118
定員は 50 名（男子 10 人）のところ、一期生（現 3
年生）は男子 1 人しか入学しませんでした。看護職
は女性がするものだという考えが一般的にはあり、あ
まり人気がなかったのが要因と考えられます。2 年目
に入ると、定員の 3 分の 2 しか入学せず、更に深刻
な状況になりました。学生寮が無かったために遠方か
らの女子入学希望者が辞退したためです。
この課題を解決するために校舎の 5 階を女子寮とし
て改造しました。その結果、入学希望学生数は一気に
増え、入学試験倍率は 1.4 倍でした。
・教員数
専任：看護教育 3 人、医師 1 人

医療関係科目非常勤講師：5 人（実習病院の医師）
※一般科目はションダニ高校の教員が担当
専任教員を増やす必要があります。
・建設状況
5 階までの骨組みや外装工事及び 3 階まで内装工事が
完了し、教室や実験室、図書館や事務所、パソコン室
として利用されています。5 階は学生寮として使用す
るために優先的に内装工事を済ませました。4 階は窓
やドアなどの設置が完了しましたが、まだ床工事やペ
ンキ塗りが残っており、屋上の防水工事や排水工事な
ども必要です。
・設備や図書館

これまで建物の建設工事に多くのお金を使い、設備や
図書館のための財源の余裕がありません。授業に必要
な参考書等が不足しており、教育に支障をきたしてい
ます。図書館の蔵書数は雑誌も含め、全体的に少ない
のです。
看護学校なので医療関係書籍は充実させたいのです
が、高額なので、手が出ないのが現状です。
■学生との懇談

学生とフリートークをしました。いろんな意見を聞く
ことができました。その中からいくつかを紹介しま
す。
１）看護師を希望した理由
・職業ランキングで看護職は上昇し、社会的地位が向
上
・規則正しい生活ができる。
・実家の近くに看護学校があってよかった。
・医師になりたかったが失敗し、看護職を選んだ。
・従姉妹が看護師になり自立、自分もなりたい。
・父が病気したときに医師がいなく、大変困った。同
じ問題が起こらないように自分が医療従事者になりた
かった。
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・父が入院したときに医師や看護師の対応が良くなか
った、それがきっかけで自分が看護師になりたかっ
た。
・従兄弟が工科大学の学生、彼からいじめられ、看護
師になって自立し、やり返したかった等々。
２）指摘された課題
・夜間病院実習がない。
・病院実習に行くときに専用のバスがない。
・図書館の本や雑誌の数が少ない。
・病院実習へ行くときに同行してくれる先生がいな
い。
・学生寮の担当の教員がいない。
・実験室の機材が少ない。
・図書館は夜 7 時まで開けておいて欲しい。
・女子寮と同じように男子寮が欲しいなど。
このような要望が出ていますが、
「すべて一気に解決
するのが難しく、一つずつ解決していきたい」とショ
ンダニ委員会の回答でした。
■大木さんの記念碑に関して地域住民の感想

生、田島先生、河村の 3 人で現地へ向けて出発で
す！
訪問に際し、①看護学校に関すること。②仔牛プロジ
ェクトについて。③ションダニ病院、地域の状況、ボ
ロブプール病院、山形ダッカ友好総合病院訪問などの
テーマを掲げ旅立ちました。旅のはじめに思いがけな
い人物に出会い感動するというすてきなエピソードも
綴ります。

①看護学校に関すること
バングラと日本の共通の夢であった 5 階建ての看護
学校がほぼ完成に近づきました。とても重厚で立派な
建物です。1 階の講堂は「OKI－NINOSAKA
HALL」と名付けられました。2011 年看護学校建設
プロジェクトを発足して今日まで国内外の多くの人た
ちのあたたかいご支援により現実のものとなりまし
た。心から感謝しお礼を申し述べたいと思います。あ
りがとうございます。
・大木さんは偉大な人。大木さんの献身を感じて私た 看護学校建設資金への援助は最終年度を迎えます。3
ちも変わり、人の助けになるようになりました。
期生が入り課題も見えてきました。
・この記念碑が彼女の村に対する貢献を思い出させて
くれます。
・大木さんはこの村を愛し、今でも愛し続けているだ
ろう。この記念碑を見て、そのように感じます。
・大木さんはカラムディ村を訪問し続けたのは心の底
からこの村を愛していたからです。彼女の愛を表すの
に、この記念碑では表しきれません。大木さんの名前
を口にするとその瞬間に彼女の笑顔や歩き方などが思
い浮かびます。記念碑は大木さんが自らの貢献により
獲得したものであり、村人が彼女を愛している、その
印となります。
校舎としての教室を応急的に寄宿舎にしたため寮生
・記念碑は一つ歴史を語っています。大木さんを知っ 60 人の生活雑排水を流す河川や水路がなく汚水タン
ている私たちが、亡くなれば大木さんに関する記憶は クから汚水が田んぼにあふれる可能性があります。ま
なくなるでしょうが、この記念碑のおかげで次世代の た、人体模型や医学書、医学雑誌の不足の説明があり
人々も彼女の村への貢献を感謝し、大木さんの献身的 ました。看護学校に隣接した看護学生寮、学生食堂な
な心も受け継げられるでしょう。
どの建設を長中期的課題として捉え可視化し常に 3
年先位を見据えて計画立案そして実行に移す必要があ
【バングラデシュ訪問】 理事 河村 富美子 ります！私たち日本側でも JICA 宿泊研修において、
5 回目のバングラデシュ訪問は、当初 5 人で訪問する 「NGO 組織基盤強化」について会全体で研修を重ね
ています。そんな学びの中で現地に直接おもむき、い
予定でした。
看護教員の田村さん、看護師の矢野さんがやむなく行 ろんな話し合いが出来ました。現地の NGO 局スタッ
けなくなったのでおふたりの思いと一緒に、二ノ坂先 フは「今後は自分たちで自立できるよう頑張るのでこ
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れからの運営を見守って
ほしい」と手を 2 度、頭
上に力強く掲げ宣言して
くれました！
看護学校建設が最終目的
ではなく、安全な建物の
中で医療に対する知識
や、技術を学び女性の自
立を促し、自己や他者の
健康を守る教育を永続的に受けることのできる環境を
整える事が目的です。今後バングラの人々が自立に向
けて歩んでいけるよう側面からの支援を続けていきた
いと思います。
2019 年 1 月に 3 期生
50 名が入学しました。
3 月 19 日看護学校を訪
問した私たちに合わせ
て戴帽式が行われまし
た。1 年生は嬉しくて
仕方ないという風に元
気で明るくとても楽し
そうで賑やかに行われました。
招聘事業で来日した２名の看護学生は帰国後日本で見
聞きし体験した福岡女学院看護大学、福岡大学病院、
飯塚病院、にのさかクリニック緩和ケア在宅訪問、シ
ョートステイ訪問、国際協力フェスティバル in 能古
島でのイベント参加などの報告会を学校で発表しまし
た。更に半年後の感想を送ってくれました。
・シャーミン：日本へ招待され多くのことを学び研修
を通じて自分の心の中に「理想の看護師像ができた」
これからの自分の人生の中で理想の「看護師像」に少
しでも近づけるよう努力していきます。
・ムンニ：日本で学んだことは「自ら地域に足を運
び、地域住民が抱えているいろいろな問題をくみ上げ
ることで住民の健康が守られるのだと信じ、行動する
ように心がけています」
「日本での研修は私にとって
宝物となっています」とそれぞれ抱負を語ってくれま
した。わずか 2 週間の研修で素晴らしい成長をみせ
ており他の学生リーダー的存在で引っ張って行ってく
れていると看護教員の評価を得ました。毎年、招聘事
業を行い看護学校及び看護学生の意識向上に役立てて
いきたいと思います。そして病める患者さんの気持ち
に寄り添う看護師を目指してほしいと願っています。
②仔牛プロジェクトについて
2002 年から仔牛プロ
ジェクトに取り組んで
きたが、その後どうな
っているのか。現在、
29 頭の牛が飼われて
いる。1 頭の牛を借り
仔牛が生まれたら、1
頭を戻し 2 頭目を育て

る。1 頭から 6～８頭が生まれる。2002 年～2016 年
までに 259 件の家庭が利用した。現在 10 頭の親牛が
飼われているが、うまくいっていない「半分は牛を戻
さないようになった」特に牛を返さなくなったエリア
があり「10％は返しているが
90％は返さない」と会議で報告を受け、私たちは牛
を飼っている家を訪問しました。
検討課題：牛を返さなくなったエリアには牛を貸さな
い取り組みをしているが難しい問題である。
時代にそぐわなくなってきている。今後、牛から山羊
に変更することを検討していく。不定期ではあるが現
在も宇治さんから支援金が送られていると報告があっ
た。2016 年までの記録は製本されているが、それ以
降の提出がなされなかった。責任者：ザフォルさん、
係：シウリ、リコン、ルベルさん
③ションダニ病院の現状と地域周辺へのかかわり
今回、カラムディ村に向かうためのフェリーは初めて
使用せず橋を渡ってマイクロバスで走行。前回のよう
なサイクロン後の凸凹道ではなかったものの時々ゆる
やかなジェットコースター並みのいつものスピード感
で陽が明るいうちに到着。懐かしいションダニ病院の
スタッフのみなさんが出迎えてくれました。
前回訪問時の医師に 2 度お会いすることはありませ
ん。新任の若いスワポン医師は私たちが滞在中患者家
族に一生懸命対応し治療に専念されていました。その
彼も最近カラムディ村を去りました。
家族構成など個人の抱える問題もあるでしょう。国や
県で村の医師を支えるサポート体制にも問題があると
思います。改善を待ちながらも病院で出来ることがあ
ります。NGO 事務局運営側が日ごろからスタッフを
理解する姿勢が大切だと思います。日ごろから問題解
決に向けて意見交換をする時間を定期的に設ける。お
互いがオープンにものが言える環境作りをする体制が
必要だと思いました。赴任先での彼の検討とご家族の
幸せを祈ります。
一方で良いこともありました。メディカルアシスタン
トのルベルさんを中心
に 3 人の若者たちがそ
れぞれの職務の他に子
どもから大人までの村
人のために活動してい
ることです。
帰国後も彼らと交流を
続けています。リーダーのルベルさんは言います。健
康に対する国民の意識を高めるために「フィールドワ
ークを始める」そして今では不可能な多くの活動があ
る。例えばサテライトクリニックを開催し見守り管理
することは不可能である。なぜなら人不足が最大の原
因である。ラマダン明けより移動図書館の実施、手洗
いなどの衛生教育など出来ることをひとつづつ開始し
ます。
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「私はカラ
ムディ村の
ために最善
を尽くしま
す！」と宣
言されまし
た。彼ら若者のいきいきとした活動内容を知り頼もし
く「カラムディ村に恋をした私」は「カラムディ村、
ションダニの若者たちに恋をしました」と言えそうで
す。

【実際に足を運ばないと現状は見えてこない】
会員 田島 寛(歯科医師)
もともと海外青年協力隊となったこともなく、発展途
上国との接点もなくバングラデシュなど気にもかけて
いなかった。しかし、手をつなぐ会の会員となり、い
ろいろな活動に触れていると、自分にも協力ができる
ことを何かやってみようと思い、また年齢も 50 を超
え、本当に世の中にすべきことは何かを私自身が追求
したいこともあり、バングラデシュ渡航を決めた。そ
して今回、渡航におけ
る私の最重要課題を
「現在のバングラの歯
科事情を知り、今後の
歯科的協力の在り方を
知ること」にして出発
した。
歯科関連でバングラデ
シュの特に田舎の歯科事情などについて、事前の情報
は極めて乏しいものであった。歯科医師数はバングラ
全体で 7～8 千人程度、村に歯科医師はいない。都市
部の富裕層では歯科治療がされているが、ダッカ市内
には入れ歯屋さんがあって一般の人たちはそれを安く
買って使っているらしいなどと聞いていた断片を私自
身がつなぎ合わせて、仮想の現実を組み立てて渡航し
た。
現地に入っても、地方の
町や都市で診療している
歯科医師は、ダッカより
地方の方が口腔状態は悪
いと言い、ダッカで開業
医師は、地方よりダッカ
の方がむし歯は多く、それはファストフードなどを都
会では食べるようになったのに、田舎は従来の加工を
加えてない固いものを多く食べるからだと言ってい
た。
ここで言えることは、それぞれ、地方と首都での歯科
医師の考え方は理解できるが、客観的評価がなされて
いないので、現実を把握しているかは別問題というこ
とだ。例えば、村の歯科医師ではない無資格者や日本
では歯科衛生士に相当する資格保有者による歯科診療
所があり、そこには、レントゲンの設備がなく、その

診療所で重度と思われる患者は、地方の歯科医師によ
る診療所に紹介されることになり、おそらく村のなか
で口腔の状態が悪い人のみを診ている可能性が高いと
言ってよい。また、面談したダッカで開業している２
人の歯科医師は、２人とも日本に留学し日本レベルの
治療感染対策や治療ができ、一般的な歯科診療からイ
ンプラントまでを行っているので、難症例が来院して
いる割合が比較的多いのかもしれない。
日本は人口１億２千万人に対し歯科医師１０万人、バ
ングラデシュは人口１億６千万人に対し７千人程度で
ある。
それから日本でいうところの歯科衛生士とのような
medical technologist in dental という資格があり、4
年制で専門士となり恐らくその後 2 年の課程に進ん
で学士となっても govermennt に勤める資格が得られ
るだけで歯科医師にはなれないらしい。地方の都市に
養成校が多数あるらしく、現在は、ダッカ市周辺から
カラムディ村までその medical technologist in dental
が診療を担っているようで、実際は違法だが、政府は
黙認しているらしい。更に、田舎では無免許で歯科医
院を堂々と行っているのが現状だと、実際に足を運ん
で認識することができた。
今回 3/18 から 3/27 までバングラデシュに滞在し
た。高校の後輩でダッカにおいてビジネスもしている
抜水義浩君にアテンドして頂き、今回の私の課題であ
る『バングラデシュにおける今後の歯科的協力の在り
方』のコーディネートをして頂いた。彼なしでは今回
の成果は得られなかった。
まず、カラムディ村で歯科診療所、歯科治療、歯磨き
の習慣の有無、お口の中の気になることについて、抜
水君に調査をしてもらい、次の行動予定を決めていっ
た。
3/19、看護学校の戴帽式などの事前に決められてい
た行事を済ませ、カラムディ村から約 30 分の田舎町
のガンニにある歯科医院に行った。ここには、レント
ゲン装置があるらしく、診断はある程度できるよう
だ。日本の保険診療での治療は一通り行えると言って
いた。ここでは他に、日本の歯科衛生士に相当するよ
うな medical technologist in dental１名と受付１名が
いた。この歯科医師は、田舎町ガンニの他、カラムデ
ィ、ガンニを含むメへプール県最大都市のクシュティ
ヤなどでも診療しているらしい。この歯科医師は、ダ
ッカよりも地方の方がお口の状態が悪いと言ったが、
後述するダッカの歯科医師の考えと正反対である。
3/20 より病院職員
の簡易な口腔検査と
歯磨き習慣の有無、
学校・病院を運営す
る NGO 法人の運営
者の一人に詳しくご
本人や家族そして村
のお口や歯科事情を
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面談にて聞き取りし、更に運営者の方々の簡易な口腔
検査と歯磨き習慣の有無を行った。
ジャパニ小学校と第一小学校では、教師 3 名と、歯
やお口に訴えのある小学生 14 名の簡易な口腔診査と
ブラッシング指導などを行った。ジャパニ小学校で
は、教師数人に歯磨き指導を行った。ここまでで言え
ることは、カラムディ村の成人も小学生も、むし歯や
歯周病の保有率は極めて低い。また後でわかるが、村
の治療レベル
は低く、金属
の詰め物やか
ぶせ物などを
入れている人
は数十人のお
口を診て１人
だけだった。
また、ほぼ全
員が歯磨きの習慣を持っており、多くは２回している
ということだった。歯科医院に行った経験は、学校と
病院の運営者では５人中４人は言ったことがあるとい
うことだったが、かぶせものなどは入っておらず、日
本の成人よりもむし歯や歯周病罹患率や治療経験は少
ないように感じられた。
小学校では、お口にトラブルがある人のみを口腔診査
したところ、訴えが２校でパターン化していることに
気づいた。それは①奥歯の咬む面の溝の軽いむし歯の
訴えで、歯磨き指導や簡単な治療を行ったほうが良い
ものであった。②上の奥歯の頬側の歯垢の除去不足。
これは、バングラデシュで売られている歯ブラシに問
題があることが判明した。歯ブラシのヘッドが大き
く、その部位を十分磨けないのである。③乳歯と永久
歯の交換期におけるトラブルや相談の窓口などが不十
分であることが判明した。
小学校２校に行った後、日本での歯科衛生士に相当す
るような medical technologist in den-tal が治療して
いる歯科医院に行った。むし歯治療や抜歯などの道具
やチェアもある。しかし、感染対策は皆無に近く、局
所麻酔の注射針をはじめ器具も使いまわしの様子。滅
菌機などはなさそうである。レントゲンもない。一人
の小学生で痛みのあるむし歯に対し、局所麻酔するこ
となく、多分清潔な上水が
ないので無注水下で、痛が
るなか、歯をちょと削り、
お薬を詰め、様子を見ると
言って患者を返した。レン
トゲンはなく、このような
診断治療しかできないので
はないか。また、高額な薬品や器具、機械を買いそろ
えるのが困難なのかもしれない。
3/21、22 には、同行し警護してくれていた警官や立
ち寄った店にいた人などに、時間があれば、簡易な口
腔診査と歯磨き習慣の有無と歯科事情の聞き取りを行

った。3/23 には中学
校で口腔内診査を、
お口にトラブルがあ
る生徒８人に行っ
た。結果はほぼ小学
校と一緒であり、小

学校での訴えのパターン３つであった。
3/23 は中学校に行った後、ションダニ病院前にある
無免許で歯科治療をしている歯科医院に行った。本人
の話では 14 年やっているらしい。チェアは 20 万タ
カ(27 万円位)で買ったらしい。レントゲン設備はな
く、歯を削ったところに製作したかぶせ物を自慢して
いた。かぶせ物２つ分で 6000 タカらしい。そのかぶ
せ物が入らないと、歯を冷や
す為の注水もなく、隣の歯を
ばんばん削っているように見
えた。滅菌器は見当たらず、
器具の消毒は、消毒液を掛け
るという。感染対策という概
念をほとんど持たないという
印象であった。
3/25 には、ダッカで歯科医師免許取得後、日本の宮
崎大学医学部口腔外科で博士号を取得したオマール・
ラーマン先生にお会いした。前日の午後、在バングラ

デシュ大使館より外交人攻撃の可能性の為外出自粛の
連絡があり、ホテルの部屋に来ていただいた。オマー
ルさんはダッカで診療をしているのでそこでの話を聞
いた。歯科治療については、ほぼ日本の一般的なデン
タルクリニックと同様の治療ができているようだ。歯
科医師会のような整備された組織はないようだ。卒後
研修やスタディグループのような活動は上位百名程度
で行っているという。オマールさんは、フライドチキ
ンのようなファストフードばかり食べる人が都会では
増え、地方に比べお口の状態が悪いと言っていたが、
地方の歯科医師と意見は正反対である。
外出自粛はあったが、バングラデシュで歯科医師免許
取得後、北海道大学で博士号を取得したカーン先生が
経営するアイコデンタルクリニックの見学をさせてく
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れるということで、オマールさんとともに伺った。カ
ーン先生が北海道にいたとき子供が生まれその子にア
イコと名付け、病院もその名前にしたらしい。
このデンタルクリニック
では、12 名の歯科医師が
勤務している。ユニット
は日本から帰るときに買
ってきたタカラベルモン
ト社製で、滅菌レベル、
ディスポ化(使い捨て)など
現在の日本の歯科医院の
標準レベルよりも上回るのではないかと感じられるほ
どである。一般的な歯科治療と、インプラントまで行
っているという。器具や材料も、松風や GC から輸
入し購入しているようである。後で現地の日本人から
聞いた話では、このアイコデンタルクリニックは、ダ

ッカでも非常にレベルの高いところらしい。公的保険
のないバングラデシュで富裕層を相手にっ先進的な治
療しているのかもしれない。
この点オマールさんは、来院した人すべてを診ること
を信条としていると言っていた。
今回の渡航で浮かび上がった重要な課題は、
a)田舎の歯科診療所における早急な感染対策向上のた
めの指導及び技術指導
b)学校歯科検診及び指導の必要性
c)ヘッドの小さい歯ブラシの供給
であった。
地方も含めて、歯科医療の人的資源の確保が行われ、
整う方向だという認識に至った。しかし急速な変化に
は課題が伴い、特に感染対策は早急に行うべきだと強
く感じた。注射針のディスポーザブル化、滅菌機の導
入運用は、生死にかかわる問題なので、早急に改善さ
れるべき問題だ。
学校歯科検診は、ごく少数の要治療な先天性疾患を見
つけたり、生活様式の変化などに伴う歯科的対応など
を把握することができ、社会集団に対する歯科治療と
なると考える。これを日本から毎年多数の歯科医療従
事者が渡航して実施する必要はないと考え、地域の歯
科医師や medical technologist in dental などで行うほ
うが良いと思う。その様式などは日本が支援すればよ
いし、テレビ電話などでの指導でも十分だと考える。
学校の保健指導も動画などの作成で児童や教師に見て
もらい、教師が児童のチェックを定期的にするとよい
と思う。

歯ブラシについては課題が多く、検討しなければなら
ない。
この国の人々のお口の状況は、日本よりも状態が良い
くらいだと感じた。むし歯や歯周病の罹患者は少ない
と感じた。数少ない観察を地方と都会で行っただけで
は、根拠に乏しいかもしれない。しかし、私が地域、
性別、年齢をランダムに検診した結果ではそのように
感じられた。
その要因の一つとして、ほとんどがイスラム教であ
り、基本的に飲酒をしない。つまみのようなものも食
べないし、飲み会で泥酔しないので、比較的規則正し
い生活をしていると考えられる。
また、歯科医師が少ないので、歯科治療のサイクル
に巻き込まれないという考え方もある。一度その歯を
治療すると、健全歯質の削除や永久ではないかぶせも
の等による治療の為、一定期間後、再度治療の必要が
出てくる。こういった歯科治療のサイクルに巻き込ま
れていないと考える。
バングラデシュでは、行政の力が弱く、例えば、道や
川沿いに廃棄された大量のごみに対し、集積所を
JICA(国際協力機構)により建設しているのを目にし
た。未だ税制や財政が確立されてないようで、公的に
行われるべきことが行われていないのが現状だと実感
した。地方ではなおさら公的サービスが不十分で、教
育、医療、インフラ整備など民間で、もう少しの間や
らなければならないのかもしれないと感じた。それ
で、手をつなぐ会も、カラムディ村の NGO ションダ
ニションスタに協力をしなければならないと感じた。
行政が弱いので、社会保障制度が整備されにくいこと
も、都会における貧民が多量に存在する現実も見られ
た。車が停止するとおもむろに物乞いがやってくる。
現在のバングラデシュは、道路や建物の建設ラッシュ
であり、トイレも空港や博物館で簡易水洗化されてい
た。もはやアジア最貧国の形容詞はふさわしくなかっ
た。
もう一つ、バングラデシュでは忘れてはならないこと
がある。1971 年 3 月 26 日、ベンガル語を守るた
め、パキスタンと戦争し、独立を勝ち取ったのであ
る。そのことを老若男女が認識している。そして、大
変な親日家である。この良好な関係をずっと続けてい
かなければならない。
今回は、日本からバングラデシュに渡航した歯科医療
従事者は私 1 人である。論文を書く為のデータを採
るわけではなく、現実にバングラデシュでの歯科的協
力の効率の良い最善策を探すことが目標である。いか
に短時間に、地方と都会、そして幅広い年齢層に対
し、口腔内状態と口腔衛生の習慣や知識レベルを明ら
かにする必要があった。今回のスケジュールでの調査
で明らかにした、バングラデシュの口腔衛生状態や歯
科診療事情が、現実と異なると思うのであれば、ぜひ
現地に足を運び、更なる詳細な調査を行っていただき
たい。大きな差はないと私は確信しているし、この短
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期間に今回訪問した学校、歯科医院、それに口腔内を
見せていただき、様々な歯科に関連する情報を聞かせ
て頂いたことは、そうたやすくできることではないと
思う。
バングラデシュ渡航の最大の成果は、実際に足を運ん
で見聞きすることが、現状に最も近づくことができる
と強く認識できたことである。渡航前と渡航後の考え
が全く変わった。ただ、これが可能だったのは、二ノ
坂先生や大木松子さんをはじめとしたバングラデシュ
と手をつなぐ会のこれまでの長期にわたる功績による
バングラデシュの方々との信頼関係と、更にバングラ
デシュで活動を続け、人脈や行動力、コミュニケーシ
ョン能力のある抜水さんなしには成立しなかった。改
めて二ノ坂先生や抜水さん、それに関係者の方々に謝
意を申し上げたい。

始しました。一人の職員は本や雑誌などを学校に持っ
ていき、教員や生徒の代表が責任をもって希望者に本
を貸し出します。最大 2 週間を借りることができま
す。中学校や高校の生徒はインフォメーションセンタ
ーにきて本を借ります。これから高校生向けに参考書
や地図などを取揃える予定。本をどうやって学校に運
ぶかが課題ですが、これから検討していきます。

■世界オリンピア参加、数学と理科の試験

オリンピアでは各国から選ばれた数人の高校生が世界
大会に参加します。バングラデシュの各県から二人ず
つ選ばれ、全国大会に参加します。ションダニ・スク
ールの高校生シャキル・ラナ君はメヘルプール県代表
として 2017 年にダッカで開催された全国大会に参加
し、成績は見事に 3 位。現在ダッカ大学で化学を専
攻してます。今年、南アジア大会がインドに行われ、
出場する予定。オプルボ・シャハ君はションダニ・ス
クールの高校 3 年生です。彼は 2019 年に参加し、科
学技術分野全国大会で 5 位になりました。
◆カラムディ村だより ラフマン副代表
ションダニ・スクールからこのような優秀な学生を輩
気温は 40℃も超え、逃げ場がありません。日本だっ
出し、世界という大きな舞台で活躍できるような優秀
たらスパーなどに行けば一時的に体を冷やすことがで な学生を育てていきたいです。
きます。バングラデシュの都会にはそのような施設が ■ションダニ病院の現状
少しずつ増えてきていますが、農村地域には全くあり ションダニでは医師の頻繁な入れ替わりが目立ちま
ません。世界温暖化の影響がこのような地域にはっき す。6 月 19 日にこれまでの医師が辞職、23 日に代わ
りと表れてきています。
りの医師が着任。最近、医師は半年いてくれればいい
以下、ションダニ・ションスタのいくつかの活動を紹 ほうです。これまで医師の辞職によって病院の患者数
介します。
が少なくなり、財政面でも非常に困っていました。こ
■インフォメーションセ のような危機的状況をみて、事務局長は毎日ションダ
ンター
ニ病院での朝礼に参加し、スタッフと話し合い、仕事
ブリヂストン・チョボラ募 を割振りしています。また低賃金のスタッフの給料を
金を受けてインフォメーシ アップし、病院は生き生きとなってきてると報告を受
ョンセンターがやっと動き けました。メディカルアシスタントの働きにも、すば
出しました。ションダニ病 らしいものがあります。
院内に 2 階建ての小さい建 病院の高価な医療器具は約 20 年前に購入したもの
物を建設しました。村人、特に若者たちが自由に出入 で、壊れ、使えなくなりました。昨年厳しい財政状況
り、村の発展のことを考え、就職や大学進学などに関 の中で心電図、エコーとアナライザー(検査機器)を導
する情報交換・発信や交流場所とするのが目的です。 入しました。しかし、レントゲンが昨年故障し、現在
そのために今年の支援金でパソコン 1 台、テレビ一
使えない状況です。緊急にレントゲンが必要とション
台を購入しました。テレビはインターネット接続で興 ダニから要望があがってます。
味のあるものをダウンロー
ドし、観賞することができ
◆イベント報告
ます。また WIFI も設置し
てるので携帯でインターネ
【さわら地域チャリティひろば】会員 伊藤 綾
ット接続ができます。

■移動式図書館
カラムディ村に 5 つの公立
と 2 校の私立小学校、中学
校と高校や短大がありま
す。しかし、どこにも図書
館がありません。生徒のニ
ーズを考え、今年から移動
式図書館プロジェクトを開
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４月 14 日（日）12 時
より、いわゆる平成最
後のバザーが、にのさ
かクリニック駐車場に
て開催されました。
開催前から天気が心配
で、バザーの時間帯は
曇りとなると踏み、開催を決定したわけですが、誰も
が朝起きてすぐにカーテンを開け、空の様子を確認し
ていたことと思います。
「このまま晴れて！」とみん
なで願いました。
11 時から始めるスタッフ打合せでは、このバザーの
実行委員長である、市田さんが開催数日前に亡くなら
れたことを受け、黙とうを捧げました。心よりご冥福
をお祈り申し上げます。市田さんがよく言っておられ
た、
「私たちが楽しもう！」という言葉が印象的で、
今回も皆がこの気持ちひとつになり、最後までやり遂
げることができたと思います。市田さん、この場をお
借りして、本当にありがとうございました。
開始時刻である、12 時前には、いつものようにクリ

ニックの前には行列が！しかし、心配していた雨粒が
ポツリ、ポツリと、ブルーシートに並べた商品に降り
かかり始めました。商品が濡れないようにと、新聞や
衣装ケースのフタをかぶせ、バングラの民芸品も傷ま
ないようにと布を覆いました。そうしている内に 12
時を迎える前には開店。いつものように、多くの方々

い中でしたが、思い出になったとても心温まるバザー
であったこと、きっと市田さんも喜んでおられるでし
ょう。
売上は 83,740 円、募金は 33,000 円。合計で 116,740
円でした。実行委員会に蓄えがあったので、手をつな
ぐ会と日本ホスピス・在宅ケア研究会に 6 万ずつの
寄付となりました。ご協力いただいた方々、本当にあ
りがとうございました。今後も手伝ってくださるスタ
ッフを募集中です。また、秋に皆さんと会えるのを楽
しみにしています。

【九州地域ＮＧＯ組織基盤強化事業研修
に参加して】
理事 山城 重守
この度、２０１
９年５月２５日
（土）、ＪＩＣ
Ａ九州にて、Ｎ
ＧＯ，ＮＰＯの
皆さんが集う研
修会に初めて参
加させていただ
きましたが、大変有意義な、極めて貴重な研修となり
ました。ほぼ全ての内容に影響を受けましたが、特に
「答えのない社会と物事の決め方」についての話は大
変参考になることが多く、これまで漠然と考えてきた
「物事の決定」を体系的に理解でき、
「自分自身の仕
事における日頃の課題」が一気に解消する感じがしま
した。また、関連して（本来はつなぐ会の理事として
参加させていただいたのでこちらが本分です…）
「合
意形成の３つの視点」では、現在、手をつなぐ会の体
制や今後の課題に向き合う際に、とても重要な前提に
なることが理解できました。３つの視点である、①判
断の基準となるビジョンや目的を共有すること、②判
断の根拠となる情報を共有すること、③判断の前提と
なる知識や言葉の定義を共有することを会員の皆で確
認し、手をつなぐ会のこれまでの歴史、在り方を理解
し、大切にすることで、また、新たな一歩が踏み出せ
ることを強く感じました。ぜひ、そういった機会を会
で持つことができればと思いました。

が押し寄せてくださり、なんとかバザーを始めること
ができました。雨がなかなか降り止まぬ中、スタッフ
もお客さんも傘をさしながらのバザー会場は、いつも
と違う雰囲気でしたが、売り子の私たちも変わらず楽
しむことができました。常連の方々、朝マラソンをし
て急いで来られた方、
「今日は帰ろう、また秋に来よ
う」と話していた方。さまざまな方々が地域のひとつ
の行事として捉えているこのバザーは、スタッフ同士
やお客さんとの再会の場になっていること、いろんな
方々の助けがあり今回のバザーの売上に繋がっている まとまりのない報告になりましたが、私自身も手をつ
のだと、バザー終了後の反省会で感じました。雨で寒 なぐ会の歴史をしっかりと学び、これからの合意形成
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（コンセンサスビルディング）にあたりたいと感じる この合同説明会は、西南学院ボランティアセンター事
ことができる、大変有意義な研修となりました。参加 務局と NGO 福岡ネットワーク（FUNN）の共催に
させていただき大変ありがとうございました。
て、毎年開催されています。
追伸：研修会での出会いはさらに素晴らしいもので
開催目的は ①学生
した。これからも皆様との縁を大切にしたいと思い
に国際協力ボランテ
ます。
ィアに対する啓もう
を行い意識の向上を
図る ②国際協力ボ
【2019 年度通常定期総会】 事務局 山田英行
ランティアに興味の
ある学生に対し、福
岡周辺で活動をしている団体を紹介する ③西南学院
大学海外ボランティア補助金制度を利用する学生への
説明等です。
当日は約 100 名近い学生が集まりました。開会あい
さつの後、FUNN から「NGO の国際協力に参加しよ
う」の話があり、次に西南学院ボランティアセンター
定期総会が 2019 年 6 月 2 日（日）に、にのさかクリ 事務局から「海外渡航補助金制度」の話と続きその
後、各団体 2 分という短時間で自団体の紹介をしま
ニックで開催されました。
す。
正会員 75 名のうち、49 名出席（本人出席 17 、委
そして後半は、1 ラウンド 20 分で、学生は聞きたい
任状出席 32）でした。
団体ブースに行き、更に詳しい話を聴いたり質問をし
2018 年度の事業報告、決算および会計監査報告、
たりします。それが３ラウンド設けられていました。
2019 年度の活動方針、事業計画および活動予算の他
に会費の学生割引について審議し、原案どおり、満場 さてさて、後半の始まり始まり～～。隣のブースには
一致で承認されました。 数え切れないほどの学生が集まっています。手をつな
現在の学割適用者は 1 名 ぐ会のブースにも・・・あれ～～、１人？２人?
・・・実は、お隣
です。
はスタディツアー
第 2 部の交流会では、現
参加を呼びかけて
地訪問報告が田島会員
いる団体でした。
（歯科医師）
、河村理
８割～９割近い学
事、二ノ坂代表からなさ
生が、海外渡航補
れ、盛会のうちに終える
助金制度を利用し
ことができました。
てスタディツアー
に参加申し込みをすることを目的にこの合同説明会に
【NGO 合同説明会㏌西南学院大学】
事務局 野田 景子 きているようで、現在スタデイツアーを中止（２０１
７年にダッカで起こったテロにより）している当団体
ブースに学生が来ないのも当然のことかもしれません
ね。
全ラウンド終了した時点で当団体ブースにきてくれ
た人は全部で 6 名。内訳は学生が 2 名、西南ボラン
ティアセンター事務局の方が 4 名でした。
しかし、６名と数こそ少なかったのですが、皆さん
熱心に会の話を聴いてくれました。学生の一人は「バ
ングラデシュという、どこにあるのかも知らない、見
たこともない国に興味を持ちました」と。もう一人の
2019 年 6 月 5 日、西南学院百年館にて、
「NGO 合同 学生は「会員になるにはどうしたらいいんですか？」
説明会㏌西南学院大学」というイベントが開催され、 と話していました。
ブースに来てくれた学生はほんとに少なかったので
バングラデシュと手をつなぐ会も出展団体として会員
の伊藤綾さんと私の２名が参加しました。出展団体は すが、会のことを多くの学生に紹介できたことは意義
のあることだったと思っています。
全部で 8 団体でした。
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【FUNN で渡航報告してきました】田島 寛

令和元年 6 月 7 日、倶楽部 FUNN にて、
「カラムデ
ィ村に恋した私」～看護師と歯科医師の視点からみた
バングラデシュと題し、なんと二ノ坂代表もサプライ
ズ参加をして頂き、河村理事と私の３人で講演をさせ
て頂きました。
FUNN は、1993 年に設。福岡や九州地域に拠点を置
く国際協力 NGO25 団体(2019 年 4 月 1 日時点)が加
盟し、それぞれの団体の活動のための財源・精神は独
立しており、加盟団体間の交流や事業提携・協働をが
行われています。
FUNN の原田君子事務局長自らが腕を振るった料理
に、講演を聞く側も、講演する側も舌鼓を打ちなが
ら、和やかな雰囲気で今回の会も進められていきまし
た。
まずは、乾杯で始まり、河村理事の講演が始まりまし
た。河村理事の報告は人間味あふれるものです。この
要因の一つは、現地の人々に溶け込み、色々な話しを
聞きだしてくれるという特技を持っておられるからの
ようです。このことを河村理事本人は、おしゃべりだ
からだという仮説をたてられておられるようでした。
おしゃべりを多くすることで、現地の方々も色々と話
しをしてくれるということでした。これは一理あると
思います。現地の人々、特に女性とのコミュニケーシ
ョン能力に優れ、バングラデシュと手をつなぐ会とし
ての現地訪問では、大変重要な任務を果たしていたと
再認識させられました。
今回は全部で十数人程度の参加でした。中村学園大
学、西南大学の各学生の参加がありました。思ってい
たよりも参加者が少ないのが残念でした。他の国際協
力団体やもっと多くの方々が参加して頂けると、私た
ちバングラデシュとてをつなぐ会にとっても、活動に
対する参考意見なども聞けるのではないかと思いまし
た。
河村さんの講演が終わると、私の番がやってきまし
た。私が、バングラデシュへの最初の渡航で感じたこ
と。それは、バングラデシュが急速な発展をしていて
もはやアジア最貧国という形容詞は当てはまらないと
いうこと、急速な発展による課題がたくさん存在する
こと、バングラデシュ人は、ベンガル語を残すため
に、パキスタンと戦って勝ち取ったという認識を維持
していることなどです。

また、私は歯科医師ですので、その視点からのバング
ラデシュということで報告させて頂きました。一つ
は、バングラデシュ人のお口の状態です。現地で撮影
させて頂いた写真と共に渡航前の予想に反してむし歯
の少ない口腔内を報告させて頂きました。もう一つ
は、田舎と都会の歯科診療の現状についてで、実際の
歯科用のチェアや道具、治療風景を報告をさせて頂き
ました。バングラデシュでは、現在スマートフォンが
急速に普及しているのがわかりましたので、今後は、
産業の発達や異文化流入によって、バングラデシュ人
のお口の中の状態が変り、それに対する歯科治療の変
化などは気になるところであるというところで締めさ
せて頂きました。
その後は、二ノ坂代表のスライドショーを見させて頂
きました。多くの写真を短時間で静かに見ることで、
活き活きとした、バングラデシュの人々の様子、風
景、そしてバングラデシュでの会の活動が伝わり、脳
に焼き付けられるような気がしました。
倶楽部 FUNN のような会で、海外協力に興味を持っ
ている方々に当会のアピールすることは、会の活動と
して大変重要だと思います。当会への若い会員加入の
機会を増やし、他の海外協力経験を持つ方々からノウ
ハウを得たり、協業などにより、より一層、活発な活
動ができるのではないでしょうか。機会を頂ければ、
このような会の活動の広報を是非させて頂きたいと思
います。(７月 22 日に九州国際大学で講演予定)

【国際居住年記念賞受賞】
代表 二ノ坂 保喜
国際居住年記念賞を受賞
しました。
今年は二つ目の受賞で
す。3 月に医療功労賞
（海外部門）を受賞した
のに続き、
「国際居住年記
念賞」を受賞しました。この賞は日本住宅協会が
1987 年の国際居住年（International Year of Shelter
for the Homeless）を契機に、主として開発途上国に
おける居住環境問題の改善に貢献している団体に対
し、その功績を顕彰し、今後の活動を奨励する目的
で、日本住宅協会が設けたものです。
6 月 21 日（金）に、東京のホテルで授賞式が行わ
れ、二ノ坂が出席しました。日本住宅協会の石塚邦雄
会長から表彰状と副賞の目録をいただきました。
3 月の医療功労賞に続いての受賞は、本当にありがた
く思いました。
これを契機に途上国の人々の暮らし、住居にも広く目
を向けて活動していきたいと改めて決意いたしまし
た。引き続き皆様のご支援とご協力をお願いいたしま
す。
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◆事務局だより
【新事務員自己紹介】

・「秋」のさわら地域チャリティひろば 10 月中旬
・ションダニ招聘事業 10 月下旬
・ミロン 145 号発行 12 月中旬発行

野田 景子

はじめまして （といっても最近
何度かミロンに登場する機会を頂
いてましたので、この言葉は当て
はまらないかもしれませんが）野
田景子といいます。
4 月から、事務局スタッフの一員
として働くことになりました。ど
うぞよろしくお願いいたします。
以前より、時々ボランティアとしてミロンの発送作
業等のお手伝いをしていました。趣味が旅行で、特に
海外旅行が大好きです。それもどちらかというと、自
然がたくさん残っているところを見てまわるのが好き
で、いつかバングラデシュにも行ってみたいと思って
いました。2017 年 11 月の現地訪問ツアーに参加する
機会を頂き、その後、会にもちょこちょこ顔を出すこ
とが増え、今回、事務局に入ることとなった次第で
す。
事務局に入ってみて、実際の業務の多さに驚かされ
ました。ずっと医療系の仕事をしていたので、事務関
係は不慣れですが、事務局スタッフの山田さん、末岡
さんの指導のもと、楽しく仕事をさせてもらっていま
す。これからも、事務局移転や、様々な催し物、発送
作業等々、目白押しです。足手まといにならないよう
早く業務内容を覚えていきたいと思っています。
どうか、これからも会の皆様のご協力の程、よろしく
お願いいたします。

【新会員紹介】
田村眞由美、矢野真理、浜地靖彦、関屋潤子、大澤友
二、大澤由美子、谷藤正人

◆会計報告

事務局 末岡智子

【2018 年度の主な収益】
正会員会費 451,500 円
賛助会員会費 454,000 円
受取寄付金 8,659,911 円
音楽 CD 売上収益 196,900 円
バザー等売上収益 144,650 円
行事参加会費収益 51,500 円
募金のご協力ありがとうございました！
（2018 年 12 月～2019 年 5 月） 敬称略/順不同

■ニコニコ募金

秋吉美千代、飴山晶、綾部啓子、有吉京子、有吉準子、
飯野孝子、碇道子、板本忍、市田嘉昭・敬子、伊藤良
子、井上愛子、井上尚子、今池文子、井本剛弘、井本
正美、上野久美子、鵜木元香、遠藤太久郎、大木ひろ
み、大澤友二、大澤由美子、大曲美佐子、押野圭子、
笠松範子、金丸博、鐘ヶ江康子、鐘ヶ江寿美子、金子
貴美代、蒲池純、川内恵美子、河﨑美幸、川島晃、川
原克信、神戸太郎、吉瀬恭子、鬼頭秀樹、城戸由香里、、
キャンナス湘南、九州医事新報社、草場耕二、國光登
志子、倉光剛郎、古賀カツ子、小林レイ子、権藤説子、
【助成金申請状況と結果報告】
栄小知子、坂田幸男、坂本悟、佐々木悠、佐々木明朗、
貞刈暢代、佐藤純子、佐藤真由美、下村順子、下村千
・日本住宅協会「国際居住年記念賞」6 月 21 日受賞
・九州ろうきん「NPO 助成」申請済 結果 7 月下旬 枝子、重橋亨、白石信子、白壁都、末岡智子、末吉ヨ
シエ、杉園順代、鈴木
(使途：手をつなぐ会 30 周年記念シンポジウム事業)
・福岡よかトピア国際交流財団「国際交流活動助成」 宗世、角多賀子、瀬木康博、高橋健一、田口忍、田島
寛、立場美枝子、田中幸江、谷口純子、谷田憲俊、田
申請済 結果 8 月(使途：ションダニ招聘事業)
・JICS「NGO 支援事業」7 月申請予定(使途：ション 村賢二、筒井恵子、手島京純、寺町聡子、徳丸洋子、
冨田則枝、中島ナツノ、中島勝秀、中野朝恵、中牟田
ダニ病院でのレントゲン購入)
健児、中村静代、中村青史、中山順子、ニノ坂和統、
・NGO 福岡ネットワーク・真如苑共催「九州地域
NGO 活動助成金」7 月申請予定（使途：看護学校の ニノ坂悟志、ニノ坂富士子、ニノ坂保喜、野田景子、
原口勝、東島明子、馬場キミ子、樋口三月子、樋口千
教材購入）
惠子、樋田和子、平山公洋、平山精直、平山征宏、平
・西日本国際財団「国際化助成事業」9 月申請予定
山信彦、平山正明、平山春美、平山玲是、広瀬昌代、
(使途：ションダニ招聘事業)
廣田惠津子、福間比佐子、藤村憲一、藤吉サワ子、古
川絹子、細野容子、松尾邦子、松添仁、松田純子、松
【行事予定】１２月まで
・アケボノファンドによる業務改善事業（約３ヶ月） 田紀子、待鳥タツノ、三坂眞紀子、溝上明子、道本実
保、満岡聡、水野英尚、南光子、峰松小百合、宮田光
・手をつなぐ会事務所移転作業 ９月下旬引越
子、宮柱あや子、明泰子、牟田寿、森松薫、安波加余
・NGO 組織基盤強化事業第５回目参加 7/6-7
子、山浦誠、山路英子、山城裕美、吉松慶子、ラフマ
・手をつなぐ会 30 周年記念シンポジウム 8/24
ンモクレスール、和田節子、渡部一也、和田善充
・五箇山コンサート参加 9 月
■看護学校支援募金
・世界ホスピス・緩和ケア・デー10 月第二土曜
畠山万千、堀川俊一、岡﨑万寿喜、水原敬子、山崎律
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子、日野季代子、真鍋ひとみ、伊東美紀、茄子川みさ
子、野副美喜、草場稔、松田純子、中村敏子、野田治
子、大頭信義、大内光、国見祐治、下村千枝子、阿部
美智枝、吉田一代、栄小知子、加藤秀夫、毛利宗孝、
馬場キミ子、田中美穂、加藤久和、佐伯俊資、後藤勝
弥、原田隆仁、高知市医師会、にのさかクリニック、
福岡城東プロバスクラブ事務局、第 4 回 J-HOP 九州
沖縄ブロック研修会、在宅ホスピスを語る会、原健太
郎・麻由子、大塚製薬社内研修会、佐田裕一、森昭子、
高嶋裕二、ヘアーサロン光、龍秀美、瀬尾康子、穂波
の郷クリニック、熊谷紀子、長谷明美、八尋礼子、越
智吉郎、京都府看護協会、松原アーバンクリニック、
野田、西川博美、吉柳栄子、NGO 福岡ネットワーク、
姫路市在宅医療看護連携支援センター、市民ホスピス
福岡、徳丸栄子、妙楽寺坊守、円光寺五十嵐雄道、白
熊園、母里マサヨ、ラフマンモクレスール、田隈公民
館、南福寺、朝倉医師会、手をつなぐ会料理教室、稲
永みき子、岡本ツタエ、ひらまつクリニック在宅医療
部、浮羽医師会、藤川博史、にのさかクリニック在宅
ホスピスフェスタ、谷山玲子、大木整形・リハビリ医
院、ファミリー和食処笑食、にのさかクリニックバザ
ー、かも川薬局野芥店、かも川薬局田隈店、さわらス
イミング、みやうら事務所、さわら地域チャリティひ
ろば実行委員会、日本医学ジャーナリスト協会西日本
支部、訪問看護ステーション Ohana、なごみの家、平
田修、藤岡友子、春風薬局、グリーンビレッジテニス
クラブ、はぴね福岡野芥なかよし眼科、第 20 回在宅ホ
スピスケア実践シンポ、城南区多職種連携研修会、垂
水チヅ子、大江隆仁、市田敬子、進藤、大塚製薬工場、
ニノ坂保喜、中原妙代、中牟田健児、陶山紀美子

キュアコネクト訪問介護ステーションてあて、福岡記
念病院、高橋誠・須賀子、三好和香、大脇爲常、むら
おかホームクリニック、中山暁子、山口龍彦、あい薬
局、松隈和美、幸田あけみ、石塚月子、カトリック大
阪大司教区カトリック仁豊野教会、福岡友の会、安田
ふさ代、平山征宏、大原房子、中林梓、中村サワ子、
古賀カツ子、米本千春、久能はる子

■旅費カンパ
田村眞由美、矢野真理、中尾ナツノ、山下久代、竹内
勝一、河村貴芳、河村富美子

■その他
内兼久和子、行徳収司

■イベント収入
・1/27 南福寺（紅茶・民芸品）
・2/24 料理教室 2019
・4/14 さわら地域チャリティひろば（紅茶・募金箱）

■バングラ支援費送金
・看護学校建設
1/30 2,000,000 円 4/17 1,000,000 円
・ションダニ病院
4/17 1,000,000 円
・インフォメーションセンター(ちょボラ募金)
4/17 800,000 円

【募金に添えられたメッセージ】

✿会の運営が軌道に乗り看護師養成が進んでいる
との報告を嬉しく思っています。ニノ坂先生の
想いが次々と実現しつつあり、今後の発展を期待
します。
✿ニノ坂先生の大願成就に微力ですがご協力させて
■募金
いただきます
ちょボラ募金(80 万円)、藤田瞳、渋田枝美、久米隆、 ✿全日空ホテルでのプロバスの例会で話しを聞き感
川本久美子、柴尾静恵、帯田輝幸、山崎麻子、重橋亨、
動しました。
後藤徳子、片岡和子、田島寛、河内英一、村上久子、
✿バングラデシュの人々の命と健康が守れますよう
土川権三郎、丹生川診療所、西田真紀、三浦久幸、椎
に！
葉さよ子、庄嵜恵子、 ✿バングラデシュと手をつなぐ会代表 Dr ニノ坂
武田正勝、簑田裕美子、 保喜さんのお話しに共感させて頂きました。どうぞ
上田千鶴、合澤英夫、 少しですが協力させて頂きます。
茂呂塾保育園、竹尾総
子、尹戸真司、永松代
里子、谷口和子、小野
幸代、
、中村静代、大村
さくら法律事務所、池
田愛美、髙瀬孝二郎、
倉光東昭、阿部幸世、
岡本美枝子、

お預かりしました募金は、看護学校建設や現地 NGO の運営に活用させてい
ただきます。たくさんのご協力、本当にありがとうございます。心から感謝
申し上げます。
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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」とともに、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、1989 年から《教育》《保健医療》《生
活向上》の分野で支援活動を行っています。
事業内容

●現地（バングラデシュ）での活
①動
教育(ジャパニ小学校、奨学金制度、仔牛の奨学金プロジェクト、ションダニスクール)
② 保健医療（ションダニ病院、看護学校、巡回健診、サテライトクリニック）
③ 生活向上（子牛貸出制度、足踏みミシンの職業訓練、インフォメーションセンター）

●国内での活動
① 総会（毎年 5 月）
、理事会（毎月 1 回）よる活動方針の決定や運営
② 会報誌『ミロン』を年 2 回、6 月・12 月に発行
③ 現地訪問の実施、報告会実施、報告書作成
④ バングラ料理教室、チャリティバザー、チャリティコンサートなどの開催
⑤ 出張講座や各種イベントでのブース出展などにより、活動紹介
⑥ 看護学校建設プロジェクト
特定非営利活動法人バングラデシュと手をつなぐ会
西新事務所

手をつなぐ会の活動全体の支援

〒 814-0002 福 岡 市 早 良 区 西 新 5-4-20
☎ /Fax 092- 844-1369

ゆ う ち ょ 銀 行 01720-2-10442
特定非営利活動法人
バングラデシュと手をつなぐ会

https://tewotunagukai.com
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / t e w o t u n a g u k a i /

看護学校建設プロジェクト特設事務局

看護学校建設プロジェクト支援

〒 814-0171 福 岡 市 早 良 区 野 芥 4-19-34
に の さ か ク リ ニ ッ ク ☎ 092-872-1136

ゆ う ち ょ 銀 行 01760-5-142322
バングラデシュと手をつなぐ会看護学校

http://bangla-nts.jimdo.com
編集後記

M ilo n

4 月にミロンかわらばんを発行したためミロン 144 号は
1 ヶ月ずらすことになりました。8 月 24 日(土)には、当
会の 30 周年記念シンポジウムを予定しており、こちら
のポスター作制がミロンと重なり、ドタバタと……。
今回のミロンは現地訪問特集号となり、多くの原稿をい
ただきましたが、かなりの部分を割愛することになりまし
た。この場を借りて、投稿者の方々に重ねてお詫び申
し上げます。

会

報

名 ミロン 144 号 2019 年 7 月発行
※「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。
発 行 責 任 者 二ノ坂 保喜
(バングラデシュと手をつなぐ会 代表)
表 紙 ・ 監 修 小畑 麻乙
編集実務担当 山田 英行
校 正 担 当 河村 富美子

