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【特集】創立 30周年記念式典/看護学校生徒等が来日研修 

Milon 

（特活）バングラデシュと手をつなぐ会 広報誌 

特定非営利活動法人 

バングラデシュと手をつなぐ会は 

皆様のおかけで 

今年で創立 30 周年を迎えました 

これからもよろしくお願いします 



 

 

1 年を振り返って 
 

バングラデシュと手をつなぐ会代表 ニノ坂保喜 

 

2019 年は、手をつなぐ会にとって、いろいろな出来事がありました。 

時系列で振り返ってみましょう。 

１月にはいつも協力してくれている南福寺でバザーが開かれました。 

２月にはバングラデシュ料理教室開催、読売医療功労賞（海外部門）受賞。 

３月には、2 年ぶりの現地訪問に田島さん、河村理事、それに二ノ坂が参加し、

完成した看護学校で交流し、翌日は緩和ケアワークショップに参加しました。 

４月には春のチャリティひろばが開かれました。 

６月の総会で一年の活動への思いを新たにし、同時に国際居住年記念賞も受賞

しました。 

８月には、これらの受賞、看護学校の完成、それに会の創立 30 周年を記念して「シンポジウム いのち・在

宅・NGO」を西南学院大学チャペルで開催、３００人を超える参加者が集まりました。 

10 月の秋のチャリティ広場の後は、バングラデシュの看護学生と医療アシスタントの来日研修でした。博多高

校、こども病院、福岡女学院看護大学、にのさかクリニック、さわやかテラス、さるびあ会などの医療、福祉

施設の見学、交流はじめ、長崎ツアー、博多市内の見物など、充実した楽しい時間を過ごしました。 

そして１２月１日事務所の移転(野芥フリーハウスオープン祭)でしめくくりました。 

 

事務局体制が充実したのも今年の特筆ものです。こまめな事務局会議、毎月の理事会、年２回のミロンの発行

などなど、事務局を中心とした会員みなさんの協力の賜物です。今年 1 年のみなさんのご協力に感謝し、新し

い年も共に歩んでいきましょう。
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【2019 年招聘事業報告】 

バングラデシュと手をつなぐ会理事 河村富美子 

看護学生 3 名とションダニ病院スタッ

フ 1 名がやって来た！ 

Shorifa、Shishir、Israt、Rubel 

Welcome‼ 

3 月に現地訪問をしてションダニ病

院、カラムディ村の人々、看護学生たちと有意義な

日々を過ごしたことを昨日のことのように懐かしく思

い出しながら・・「日本に来ることをわくわくドキド

キしている」という彼らの鼓動を感じながら準備を進

めてきました。 

 

■2019 年度招聘事業日程表 10/26~11/4・10 日間 

①10/26(土)福岡空港着 博多ワシントンホテルチェ

ックイン後ラフマン宅へ ②10/27(日)日本経済大学

学園祭・にのさかクリニックにて歓迎会 

③10/28(月)子ども病院訪問・博多高校看護専攻科訪

問・野芥フリーハウス ④10/29(火）福岡女学院看護

大学・みんなで手作り夕食 ⑤10/30(水)にのさかク

リニック朝礼・大江薬剤師講演・小さなたね訪問・マ

ーノマーノで昼食・在宅診療訪問同行 ⑥10/31(木)

さるびあ会訪問・さわやかグループ春日訪問・公園散

歩 ⑦11/1(金）フリータイム（福岡タワー・モス

ク・買い物）・県ボランティアセンターでの交流会と

今までの体験発表 ⑧11/28(土）長崎旅行（原爆資料

館・平和公園・グラバー園）⓽11/3(日)フリータイム

（照葉で交流会）・送別会（野芥フリーハウス） 

⑩11/4(月)福岡発ダッカへ。 

 

彼ら 4 人は、現地でしっかり準備をして生まれて初め

ての地、日本、福岡へと降り立ちました。 

 

 

FUNN(NGO 福岡ネットワーク)の集いでＳさんか

ら、よく「多文化共生」という言葉を聞きます。外国

から日本に来て不安や不利益な状況に置かれていない

か、困ったことはないかお互いの国の「異文化」を知

ってその国の理解に努めながら気持ちよく日本で生活

してもらうために、私もその手助けをしたいと、彼ら

に心地よく過ごしてもらうため全行程同行し、朝夕共

に寝起きし「快適な旅だった」と言ってもらえるよう

心がけました。 

今回、普段忙しくて「手をつなぐ会」のイベントに参

加できない方たちが積極的に参加し彼らと交流を深め

る事が出来、彼らに感じたことの感想をいただきまし

たのでご紹介します。 

------------------------------- 

■田島寛さん 

今回、バングラデシュから日本に来られた 4 名の

方々は、それぞれに高い志を持っておられ、日本に来

て実際に見て感じたことが、今後の人生に大きな影響

を与えると思っております。社会的な規律の相違を 2

国間で感じたことは私と同じであり、恐らく国が成熟

することの一つは、規律が整うことなのかもしれませ

ん。 

日本で見聞きしたことを持って帰り、バングラデシュ

の今後の発展に好影響を与え、ご活躍されることを期

待しております。 

■伊藤綾さん 

送別会の際、彼らが涙ながらに話をする姿に本当に

感動しました。日本では当たり前のことでも、彼らは

目の付け所が違い、きっとバングラデシュに帰っても

鮮明に日本で体験したことを伝えてくれるだろうと思

いました。設備が揃っていなくても、日本で感じたこ

とや考え方はバングラデシュにも通じると思います。

実際に目で見て体験することほど貴重なことはありま

せん。私もバングラデシュに行って未だに心に残って

いることがたくさんあるので彼らも同じように日本で

の経験が未来に繋がるのなら本当に嬉しいです。 

彼らを応援したいと心から強く思いました。 

■田村眞由美さん 

ションダニの若者はすごい！福岡を訪れてくださっ

た 4 名の皆さんとは、私の仕事の都合上、歓迎会と送

別会だけのふれあいとなりました。歓迎会でそれぞれ

 

 

 
◆招 聘 事 業 報 告 

 
2019 年 10 月 26 日～11 月 4 日の 10 日間、バングラデシュと手をつなぐ会の支援で建設さ

れた看護学校学生３名とションダニ病院の医療助手 1 名が福岡へやって来ました。 

なお、この招聘は、福岡よかトピア国際交流財団の国際交流活動助成事業及び西日本国際財

団の国際化助成事業の一環としておこなわれました。 

 



が訪日の抱負を語られたとき、「すごい！」と思いま

した。背中に「国」を背負っているのがみえました。

国の将来のために、自分たちの学びを持ち帰り、人々

に広めようという志の高さに感動しました。そして

“日本の若者よ、しっかりしてよ”とおもったことでし

た。 

送別会では、たくさんのバングラデシュの手作りごち

そうをいただきました。そして、歌と踊り、歌の歌詞

の哲学的なところ、それをみんなが歌うということも

素晴らしいと思いました。彼らは「日本で学んだもの

を持ち帰って、広めるのだ」と力強く語ってくれまし

た。でも、私は日本の私たちもバングラデシュから、

彼らから学ぶことがたくさんあると思います。 

出来るだけ早い時期にションダニを訪れて、いろいろ

見聞を広め深めたいと言った私に、みんな待っている

と言ってくれ、とても嬉しく思いました。これからの

彼らの活躍を楽しみに、訪問に向けて準備しょうと思

います。 

■篠崎潤子さん 

 宿泊先の「野芥フリーハウス」で食事の手伝いなど

をさせていただき、短い時間ですが、元気いっぱいな

学生たちに会うことができました。フリーハウスに着

くなり、「何が楽しかった、どこに行った、これは

何？」とおしゃべりが止まらない学生の皆さん。福岡

での一日一日が本当にエキサイティングだったのだと

思います。その気持ちを素直に表現し、目を輝かせる

様子は、とても頼もしく、彼らの将来が本当に楽しみ

になりました。 

彼らの感想文を読んで設備や環境への感想だけでな

く、医療従事者としての自身の在り方について考え、

一つの答えを出して帰国されていることが本当に素晴

らしいなと思いました。そして、彼らの生き生きとし

た表情や素直な感情表現などから私が学ぶこと・気づ

くこと刺激を受けたこともたくさんあって、彼らの研

修ではなくて双方にとっての研修だなと改めて思いま

した。そしてまた、彼らにとって有意義な滞在となっ

たのはスタッフのみなさまのお心尽くしのおかげで

す。会員の一人として感謝の気持ちをお伝えします。 

■大木ひろみさん 

 野芥ハウスで過ごす時間、みんなでこたつを囲み話

をたくさんしながら彼らは賑やかで元気でした。 

河村さんが皆さんに伝えたいことも真摯に聴き受けい

れている姿に笑みが浮かびました。通訳がカビルさん

だった事もあったようですね。（私、河村は、日ごろ

紅茶に入れるシュガーの量の話から食品栄養学、カロ

リー計算、生活習慣病、糖尿病の話、環境整備の話な

ど質問を交えながらしました。）河村さんの疲れも感

じつつ 2 階で先に寝てしまった河村さん。「tomiko 

ma」といつも慕っていました。「さるびあ会」「さわ

やかグループ春日」の施設見学の時、聞きたいことな

ど物おじせず積極的な行動が出来て凄いなと思いまし

た。   

バングラデシュの皆さんはとても勉強熱心で興味があ

ることが多く更にそのことを実践できる力があると思

います。一人一人は小さな力ですが、仲間が増えて大

きな力になることでしょう。招聘事業で来日した皆さ

ん、これから来日するであろう皆さんの活動を楽しみ

にしています。共に喜び、気付きの時間を過ごすこと

が出来てありがとうございます。 

■矢野真理さん 

・長崎日帰り旅行 

バングラデシュから来た彼らと、長崎日帰り旅行に

同行させていただきました。この日、先ずは長崎原爆

資料館を訪問しました。館内では、原子爆弾の恐ろし

さや、長崎市内の被爆当時の惨状を未来永劫に伝える

ため、映像、被爆者の証言などをリアルに公開展示し

ています。私は、焼け焦げ崩れ落ちた浦上天主堂を 

忠実に再現している姿、原爆投下の瞬間の映像に言葉

が詰まりました。彼らも感じる気持ちは同じだったよ

うで、通訳者のカジさんに納得がいくまで質問し続

け、滞在時間は予定の倍になりました。 

昼食時間も予定より 2 時間過ぎ、さすがに彼らもお腹

が空いたと声をあげ始めたため、近くのパスタ屋で遅

めのランチをしました。その後、平和記念公園、大浦

天主堂付近を探索し帰路につきました。 



・印象に残った彼らに対する気持ち 

彼らのおかげで、私にとっても初

の長崎原爆資料館や平和記念公園の

訪問の機会を得ることが出来まし

た。 

私自身は、同じ日本人として身につ

まされる思い出で見学しましたが、

彼らの資料館での学ぶ姿勢はそれ以

上に真剣なものでした。核爆弾を保

有している国と数を示した展示物の

前では、自国に隣接しているインド

に核爆弾があると知り、驚きを隠せ

ない様子でした。バングラデシュという国自体は、ま

だまだ支援が必要な国として位置づけられています。

しかし、私は、来日した彼らのＴＰＯに合わせた立ち

振る舞い、英語力、コミュニケーション力、平和に対

する関心の高さにとても驚きました。その一方で、時

折見せる年齢なりの無邪気さ、ＳＮＳを器用にに使い

こなして情報発信する姿は、日本の若者と変わらず、

国を超えて未来を託せる若者だと感じました。彼らが

自国に戻り医療に限らず様々な学びをバングラデシュ

の発展に繋げるだろうと容易に期待することが出来ま

す。 

今回、長崎日帰り旅行や歓送迎会に参加し、ほんの一

瞬時間を共有する中で英語が上手に話せなくても心が

通じる瞬間があるのだなと感じました。数時間や一日

であっても、私が関わることで、少し影響を受け誰か

の人生が少しでも良くなるなら、意味のあることだと

考えました。今後も、バングラデシュと手をつなぐ会

に参加し、彼ら一人ひとりの人生がどんな風に変わっ

たかを見届けたいと思っています。貴重な機会に参加

させて頂き、ありがとうございました。 

------------------------------------------ 

 彼らと交流したみなさんからこのように素晴らしメ

ッセージをいただきました。 

彼らが帰国した後の理事会で「何といっても今回の招

聘事業は、ママたちの力！結束力の賜物です！」とラ

フマンさんの言葉がありました。 

5 月から構想を練り、事務局移転、招聘事業、野芥フ

リーハウス（子ども食堂との共同事務所）をスタート

させるために、改修工事、備品調達と準備を進めて参

りました。帰国して間もなく彼らからの感想文を読み

ました。短い文章の人もいますが、それぞれの人柄が

にじみでており招聘事業に関わることが出来て本当に

良かったと思いました。 

半年後、彼らからの実践報告が楽しみです。 

野芥フリーハウスで、民泊してくださった白石ひろみ

さん、大木ひろみさん、野田さん、カビルさん（通

訳）、食材購入と調理、英語担当の篠崎さん、地域の

ふれあいサロン副代表のご夫婦から布団の提供と調

理、送別会参加、カジ・ジュエルさんからは通訳と細

やかなお世話をしていただきました。 

招聘事業に関わったすべての皆さんに心から感謝の言

葉を述べたいと思います。 

皆さん本当にありがとうございました。 

 

【まずは、自分を変えること】 

ションダニ看護学校 2 年 シシル・イスラム 

ションダニ看護学校 2 年生です。日本

での研修は、私にとって夢のような出

来事でした。この夢を実現してくださ

ったラフマン先生、ニノ坂先生、それ

に手をつなぐ会の多くの方々に心から

感謝します。 

手をつなぐ会の方々はバングラデシュ

の発展や人々の健康や教育のために一

所懸命に支援してくださってます。バ

ングラデシュに対する愛情は深く、第二故郷と思って

いる人が少なくありません。 

日本を訪問し、感じたことや学んだことをお話しま

す。 

日本人は母国に対する愛着が強く、時間を大切にして

ます。今日できることを明日に回すことをしません。

日本人はとても紳士的で人に対して愛情豊かだと思い

ました。どこに行ってもきれいだし、どこにも小さな

ゴミが見つかりません。海に囲まれ、山もたくさんあ

り、海と山のコントラストがきれいなことに感動しま

した。 

交通事情がとてもよく、道路を渡るための陸橋があ

り、エレベーターもあります。体の不自由な人やお年

寄りなどが安心して道路を渡ることができます。 

道路では、信号が緑になったら皆、渡っているので

す。バングラデシュにほとんど信号がありませんし、

あっても誰もその信号を守らないのが普通です。 

福岡では三つの教育施設を視察することができまし

た。日本経済大学、博多高校、福岡女学院看護大学で

す。 

博多高校専攻科では vital signs check (脈、呼吸、体

温、血圧検診)を学びました。そこでは赤ん坊の入浴

方法のデモンストレーションがあり、本物の赤ん坊の

入浴練習を私達はしました。とてもリアルで勉強にな

りました。私たちの学校にはこのような設備はまだそ

ろってありません。 

福岡女学院看護大学では人形セット（full dummy 

set）を見て感動しました。本物そっくりに見え、反

応するのです。また CPR（心臓蘇生法）や AED の使

い方も学びました。残念ながらションダニ看護学校は

もちろん、ありませんし、他のバングラデシュの看護

学校にあるかは分かりません。 



日本の医療体制やサービスは、とても素晴らしいで

す。医師や看護師らは、いつも準備して患者さんを待

っています。患者さんが来院したらすぐに適切な治療

できる状況を見て将来、私たちも同じようになりたい

と思いました。 

私は日本で初めて患者さんの家を訪ねました。患者さ

んの家に入るときの作法、許可を得ること、話し方、

治療の仕方、家を出るときの挨拶などを学びました。

これらのコミュニケーションを通じて、患者さんと医

療従事者との関係がより深くなると思いました。 

バングラデシュでは障がい者は社会や家族の荷物と思

われてます。しかし、障がい者でも普通の人と同じよ

うな生活したい、人に頼らずに生きていこうという姿

を社会福祉法人さるびあ会（就労支援事業）で見て驚

きました。目の見えない人も働き、収入を得て自立し

ていくプロセスを見て、とても感動しました。日本に

来なかったら、このような貴重な体験は、できません

でした。 

日本で学び実践したいことが、二つあります。①まず

自分を変える、そしてほかの人にアドバイスをするこ

と ②自分を愛していない人は他の人を絶対に愛する

ことができないこと 

日本で学んだことを自分の生活やこれからの職業人生

において実現したいです。 

今回の訪問で多くの人にお世話になりました。言葉の

壁があっても皆さんは私たちの要望を聞いてくれ、笑

顔で対応してくれたので日本での研修を安心して受け

ることができ、ホームシックもありませんでした。 

皆さんに心より感謝します。 

【コミュニケーションの大切さ】 

ションダニ看護学校 3 年 イスラート・ジャハン 

農村出身で看護学校に入学できたこ

と自体、私にとって信じられないこ

とでしたが、さらに日本に来ること

は夢にも思いませんでした。日本に

行くことは、私にとって特別なもの

でした。日本の環境、人々の接し方

などは素晴らしかったです。 

私の一番印象に残ってた場所があり

ます。その一つは福岡市立こども病

院です。屋上にヘリコプターが着陸

できることを聞いて、とても驚きました。このヘリポ

ートは救急患者のために使われるそうで、何よりも人

命が貴重だという表れだと思いました。 

もう一箇所は長崎（平和公園、原爆資料館）です。日

本に行くときは空っぽの容器だった私でしたが、バン

グラデシュへ帰えるときはその容器がいっぱいになり

ました。 

たくさん学んだことを自分の職業人生のなかで実現し

たいです。それには、まず自分自身が変わることが大

事だと思います。私は今回、このようなチャンスをも

らいましたが、看護師になって、また日本に行くチャ

ンスがあれば、故郷やバングラデシュのために何か貢

献したいです。私は二ノ坂先生やラフマン先生ほどな

れないですが、近づければ光栄と思います。 

お世話していただいた手をつなぐ会の方々（河村さ

ん、野田さん、大木さん、末岡さん等）にも感謝して

ます。彼女らは、いつも私たち 4 名のことを心配して

くださったし、いろいろな体験させてくださいまし

た。 

二ノ坂先生らに患者さんの家庭訪問に同行させていた

だき多くのことを学びました。薬ではなく、患者さん

やその家族の人たちとのコミュニケーションが何より

も大事ということを教えていただきました。将来、看

護師になり、患者さんの痛みをコミュニケーションで

和らげてあげたいと思うようになりました。 

皆さま、大変お世話になりました。ありがとうござい

ます。 

 

【見習いたい看護師】 

ションダニ看護学校２年 ショリフ・カトゥーンシ

ョンダニ高校在学中、日本に行く夢を

見ていました。それからションダニ看

護学校に入学し、やっとその夢が実現

しました。初めての海外旅行で緊張し

てました。福岡空港到着後、どのよう

な手続きが必要か、どんな質問がある

か、とても心配でした。しかし空港の



入管システムが素晴らしく、何も問題なく、スムーズ

に入国できました。 

日本人はルールを守ります。トラフィック・ポリス

（交通指導警察官）がいなくても、みんなは信号を守

り、道路を渡ります。ルールを守るので交通事故も少

ないと聞きました。クラクションを鳴らさず、みんな

は静かに車を運転しているのです。 

日本経済大学の太宰

府祭に参加しまし

た。いろんな国の

様々な料理を食べ、

音楽を楽しみまし

た。バングラデシュ

の学生と会い、彼ら

を通して、ほかの国

の学生と交流しまし

た。学生たちは店を開いたり、ステージで演技した

り、民族衣装も様々でした。とても楽しいひと時を過

ごしました。 

福岡こども病院では、バングラデシュとは大きく異な

る環境に遭遇しました。病院内はどこでも子どもが中

心。子どもが描いた絵、風船などで飾られてありま

す。看護師たちは一人一人の子どものニーズに合わせ

て対応している姿は印象的でした。私も子ども病院の

看護師を見習いたいと思いました。 

博多高校専攻科を訪問し、学

生たちと交流したり赤ん坊の

入浴方法などを体験しまし

た。交流会ではスライドを使

って私たちの学校を紹介しま

した。入浴実習では、３種類

の赤ちゃんの人形を使って、

実際に入浴方法を体験しまし

た。とてもいい経験になりま

した。 

福岡女学院看護大学で CPR（心臓蘇生法）や AED に

ついて勉強しました。 

さわやかグループホームやさるびあ会などを訪問し、

体の不自由な人や年寄りへの接し方を学びました。さ

わやかグループホームには４７人の利用者がいました

が、施設の一部は、普通の家と間違うほどです。 

日本はとてもきれいですが、どこに行っても清掃員を

見ませんでした。皆きれい好きで、一人一人は清掃員

のようなもので、だから街全体がきれいなのです。バ

ングラデシュも私たちの頑張りで日本と同じようにき

れいにしたいです。 

最後になりましたが、私たちの地域の発展のために一

所懸命に努力している二ノ坂先生、ラフマン先生や手

をつなぐ会の皆さんに心から感謝いたします。ありが

とうございます。 

 

【障がい者の自立を考える】 

ションダニ病院医療助手 ルベル・アフメード 

10 月 26 日にダッカ空港を出発し、そ

の日の午後に福岡空港に到着しまし

た。初めての海外旅行、いろいろ不安

がありました。空港で入国する時に、

どんな書類が求められるか、どんな質

問されるか心配でした。しかし何も問

題なく、入国できました。荷物をもって外に出たら手

をつなぐ会の方々が迎えに来ていました。顔を知って

いる人もいましたし、そうでない人もいました。皆さ

んが私たちを歓迎してくれて、ホットしました。 

空港を出てホテルへ行く途中、福岡の街を見ていまし

た。とてもきれいで、交通渋滞もなく、トラフィック

ポリス（交通指導警察官）が、いないことに気づきま

した。信号だけを頼りにして何も問題なく、みんなは

通行しています。滞在中に事故を見たことはありませ

んでした。 

福岡市立こども病院を視察

させていただきました。緊

急の場合、患者さんをヘリ

コプターで運び、病院の屋

上に降りて、すぐに対応で

きると聞いて、とても感動

しました。ICU や NICU

（新生児集中治療室）があ

りました。子供たちが楽しく時間を過ごせるために子

供の遊び場もあります。病気で学校にいけない生徒の

ための教室もありました。 

博多高校専攻科で、一番印象に残っているのは赤ん坊

の入浴の仕方です。人形だったけれども、本物の赤ん

坊のように見えました。体重もリアルでした。そのほ

か検診方法も学びました。 

福岡女学院看護大学の学生たちは、きめ細やかな準備

をして、私たちを受け入れてくれました。ここでは

CPR（心臓蘇生法）や AED（自動体外式除細動器）

について学びました。これらの器具の使い方につい

て、あまり知りませんでした。人形を使っていろんな

病気の症状を理解し、またどのように患者さんに処方



をするか、とても勉強になりました。これらの人形は

私が思ってより、とても高価なものでした。 

障がい者の雇用施設（筑

紫野市の社会福祉法人さ

るびあ会）を視察しまし

た。障がい者は社会にと

って荷物ではなく、資源

であることを改めて感じ

ました。障がい者が自立しようとしてる姿を見て、私

たちはなぜ自立できないのかを考えさせられました。

筑紫野市所を訪問した際には市民サービスを第一に考

え、建物がデザインされていることが一目でわかりま

した。障がい者たちは自由に市役所を利用できるよう

になっています。 

二ノ坂先生と同行し、患者さんの家を訪問しました。

患者さんとの接し方、言葉遣い、家族への配慮などが

非常に勉強になりました。国民健康保険のことを聞い

てとても感動しました。低額で治療を受けられること

は素晴らしい。 

長崎を訪問し、歴史を肌で感じましたが、街のどこを

見ても戦争の跡が見あたりませんでした。 

日本に滞在の間、多くの人のお世話になりました。言

語の壁がありましたが、皆さんが心から接してくださ

ったので、その壁の存在を忘れました。 

短い時間で多くの経験をしてバングラデシュに戻って

来ました。日本で学んだことをこれから自分の職業で

実現したいです。見守ってください。 

ありがとうございます。  

 

 
 
◆30 周年記念事業報告 
 
〝いのち〟向き合うこと】  

小さなたね/たねプラス所長 水野 英尚 

 NPO 法人バングラディシュと手を

つなぐ会の結成 30 周年を記念し、開

催されたシンポジウム「いのち 在

宅 NGO」（2019．8.24）では、企

画から準備また当日の裏方まで参加

をさせて頂きました。 

第 1 部では、山の音楽

家 Shana さんご夫妻に

よるオカリナとギター演

奏があり、会場となった

西南学院大学チャペルチ

ャペルの荘厳な雰囲気の

中、演奏者の魂が込めら

れた音が響き渡りまし

た。「オカリナ」という

小さく素朴な楽器でありながら、そこに吹き込まれる

〝いのち〟の底知れぬエネルギーを感じることができ

た瞬間でした。 

 また、第 2 部の講演・

シンポジウムでは、3 人

(黒﨑伸子氏、渡邉弘敦

氏、ニノ坂保喜氏)の登

壇者が、それぞれの現場

から〝いのち〟に向き合

う姿がありました。 

まず、黒﨑氏が従事している「国境なき医師団」とし

ての働きは、世界での紛争や内戦という、〝いのち〟

を奪い合う過酷な状況の中で、医師としてその目の前

の〝いのち〟を、ひたすらに救うこと、助けること、

その使命を貫いていく姿がありました。人間は愚かな

罪深い存在であること共に、もう一方でやはり尊厳を

持った存在であるということを、その働きを通して身

をもって証しているように思いました。 

また、渡邉氏は住職と

いう働きによる様々な人

との出会い、学ばれたこ

とを語られました。僧侶

として教えを説くという

立場でありながら、本当

に大切なことは、他者か

ら学び教えられることであったということが印象的で

した。その一つ、岡山のハンセン病療養所における一

人の入所者との出会いは、自らの価値観や立ち位置を

鋭く問われた経験であったと言います。自分に何かで

きることはないかと考え、療養所を訪ねたその在り方

は、何か良いことをしてあげるといった施しの上から

の姿勢であったこと、しかし、そうした姿勢を一喝さ

れ、そこで自分の内面と向き合い問いかけながら、そ

の入所者と一緒に見た療養所からの海の光景が忘れら

れないと言います。その海には、療養所で亡くなり遺

骨となった方の骨壺が、家族にいったん引き取られは

するけれども、その帰りの船上で海に捨てられること

がしばしばあるというのです。そうした真実を聞かさ

れた時、渡邉氏と入所者が共にそこに立ち、その海を

見続けていること、それがたとえ善意であっても「何

かをしてあげる」という動機は、どこか傲慢で偽善的

であることを教えられたといいます。 

また、ニノ坂氏は 30

年に及ぶバングラディシ

ュへの支援での実践報告

の中で、「経済格差が〝

いのち〟の格差であって

はならない」との信念の

もと、現在のバングラデ

ィシュに必要な医療的支援は、医療従事者(看護師)の



育成だと痛感し、看護学校建設を呼びかけ続けたこと

により、このほどそれが完成したことが報告されまし

た。しかし、今後も継続して運営をしていくための資

金が必要であり、会場に向かって支援金の呼びかけが

ありました。 

登壇をした 3 人の働

きは、それぞれ多様な

取り組みでありなが

ら、しかし、その〝い

のち〟に向かう姿勢

や、それを通しての学

びは共通していると感

じました。それは、

様々な人種や国の違い

による争いの中で、分

断を余儀なくされてい

る人々、激しい差別よ

って人権を蹂躙された人々、そうした人々と共にあろ

うとするとき、そこに〝いのち〟と〝いのち〟が響き

合いが起こり、相互理解が生まれ、互いの共感を呼

び、連帯を起こしていくのだということです。それ

は、何処か遠い場所ではなく、実は私自身の只中に、

そして身近な隣にそれが起こることを教えて頂いた、

そんな豊かな学びの時となりました。 

 

【国境を超え継続するためにできること】  

手をつなぐ会会員 酒井 和幸(看護師） 

■はじめに 

30 周年おめでと

うございます。 

二ノ坂先生を

はじめ、事務局

ならびに準備か

ら設営まで携わ

れた多くの方々、お疲れさまでした。 

私がバングラデッシュと手をつなぐ会にたずさわるき

っかけは、2 年ほど前、所属している病院に二ノ坂先

生の講演を聴講したのがきっかけでした。 

元々、私自身、他の NPO で半年間、ミャンマーやカ

ンボジアで医療従事者の研修に参加したことがありま

した。その経験を少しでも活かしたいという思いで会

員になりました。しかし、実際は普段の活動にほとん

ど参加できていませんでした。そのような中、今回、

講演会、懇親会に参加した中で最も印象に残った場面

について話します。 

■厳しい条件下だからこそ生まれるもの 

講演会では、照明を担当させて頂きました。途中ス

ライドのトラブルがあり、参加された方々にご迷惑を

おかけしました。ただ、私の頭にあったのは、「この

状況下で、如何にベストを尽くせるか」だけでした。 

結果、多くの方々の支

えがあり、乗り越える

ことができました。 

国境なき医師団理

事、黒﨑伸子医師の話

し中に、「限られた物

資と環境の中、仲間と

協力し医師として尽力

し助けることができたときの達成感や感謝をされるこ

と、その度合いが 医療に満たされた国で受けるそれ

とは何倍どころか格段に違う」という発言がありまし

た。先生の体験には遠く及びませんが、「厳しい条件

下だからこそ生まれる連帯感、達成感」を体験させて

頂きました。 

■国境を超え継続するためにできること 

懇親会での場面。にのさかクリニ

ック副院長の二ノ坂建史先生が 8 歳

の時、バングラデッシュに御両親と

ともに行った時の思い出。唯一話せ

たベンガル語は「私はベンガル語が

分かりません」というフレーズ。そ

の時は、訳も分からず話しをしてい

たが、周りの人が助けてくれたそう

です。 

 また、手をつなぐ会副代表のラフ

マン氏は、宗教、文化、価値観の異

なる中で、30 年継続できたの

は、「相手が必要とされている

ことに対して、援助を行った

から」。また、募金以外にでき

ることは「現状を伝えるこ

と」。 

お二人の話しから、「人種、

国境を越えてお互いに支えあ

うことができる。しかし、一

方的な思いだけでは事業を継続できない。同じ思い、

方向性であるからこそできる」ことをを学びました。

同時に、私のようにバングラデッシュに渡航歴がなく

ても、できることは何かを考えました。それは、写真

やこのような講演で話し聞いたこと、「誰かに伝える

こと」でした。 

 



■おわりに 

講演会、南福寺の 渡邉弘敦 住職が、ハンセン病療

養所の経験で「坂道を一緒に歩いてきた。それだけで

良い」と話されました。世界情勢の中で、日本やバン

グラデッシュの状況も刻一刻と変化し続けます。その

中で、一会員としてできることは限られています。た

だ、この言葉のように国境を超えこの会が継続するた

めに、坂道を一緒に歩いていきたいと思います。 

 

【手をつなぐ会３０周年記念シンポジウム】 

手をつなぐ会事務局  野田 景子                                

事務局の野田で

す。まず始めに、

シンポジウムにお

越し下さった皆

様、および準備の

段階から関わって

くださった方々、

そして当日ボランティアとして参加してくださった皆

さんに、事務局より感謝の言葉を申し上げます。あり

がとうございました。 

シンポジウムの総参加者数は３０２名でした。また、

各新聞社（毎日・読売・西日本）及び NHK も取材に

こられました。募金箱には１２３，７９９円、CD や

バングラデシュの民芸品や紅茶の売上げは７３０００

円と、皆様の温かいご支援に感謝いたします。 

このシンポジウムの開催には、幾多のイバラの道があ

りました（笑）。まずこの話が挙がったのが５月下

旬。開催日が８月２４日と決まり準備期間が３か月し

かありません。会としてこのような大きな企画を行う

のは初めてであり、何をどうしていいのかもわから

ず・・・。ただチラシやポ

スターは早めに作成して各

所に配布し広報活動にとり

かからなければ・・・とい

う思いだけは強くありまし

た。チラシは全部で１万

枚、ポスターは３００枚近

く作成。これを理事をはじ

め、事務局、運営委員、ま

た知人にもお願いして、こ

れらを掲示してくれるとこ

ろに、片っ端から持参（一部郵送）しました。７月～

８月の真夏の最中、汗をふきふきの配布作業は、今振

り返ると、それはそれで貴重な体験になりました。 

また当日の参加者数をある程度、把握するためにネッ

ト及びファックス・電話による事前登録を設けまし

た。ネットが１１０名、ファックス・電話が８４名。

もちろん登録した人が全部来たわけではないので、登

録をせずに参加した人が半数近くいたと思われます。 

さらに、実行委員会や準備委員会を設けて、シンポジ

ウムに向けて具体的な話合い（9回実施）を行ってき

ました。これも周りから指摘を受けての開催で、もっ

と早い時期からすべきだったと反省しています。この

準備委員会を通して徐々にそれぞれの役割分担や動き

が把握でき、当日のスムーズな運営につなげることが

出来たのだと思います。 

今度このような大きな行事があっても『もう大丈夫

ね』といいながらも、これが最初の最後であってほし

いね・・・と思っている事務局でした。あっ、でもま

たあるとしたら頑張りますよ！その時は皆様のご支

援・ご協力もどうぞよろしくお願いいたします。 

  

 

 

【新事務所開設にあたって】 

バングラデシュと手をつなぐ会理事 河村 富美子 

 一般の賃貸住宅だったこの中古物件は、元々、子育てを

応援してくれた母のために用意したものです。 

更地にして「野菜を育てたり、母が好きな畑仕事が出来る

といいな」という思いで購入しましたが、不動産会社から

「古家に手を加え賃貸にしては・・近所に灯る明かりを見

るのはいいものですよ」とのアドバイスを受け、賃貸住宅

として入居してもらい、ご近所同士で仲良くお付き合い

を重ねてきました。 

 今年、当会は 30

周年を迎える中、

手狭となった事務

局を野芥と西新の

中間辺りで探した

いと事務局から理

事会に提案が春先

になされました。

それを受けとめ、今年 4 月に私の野芥の物件から退居さ

れたのを機に、その空き家に移転する案を申し出ました。 

事務局より「5DK の広さがあるので他の団体にも貸し、

2 間続きの部屋を共有スペースにしては」とのアドバイ

スをうけ、シェアするに相応しい団体を探すことにしま

した。 

 民生委員・児童委員の会合で社協ワーカーだよりのチ

ラシに『東区にある家で古民家を改修しフリースクール



を開催』を発見。子どもに語りかけている穏やかな姿が印

象的で、家を提供した方も出入りし同じ時間を共有され

ている様子です。 

私もこのような福祉活動がしたいと思い 5 月に社会福祉

協議会に連絡をして社会貢献型空き家バンクに登録、借

り手の進捗状況の報告を受けながら紹介を待ちました。7

月、社協から新しい活動拠点を探している「わんらいふ」

代表の横尾涼氏の紹介を受けました。無償で西新の喫茶

店を月 1 回借り子ども食堂を開催していることを知り、

早速活動を見学。その日は「第 4 回たこ焼き第二弾」が

あり女子が 2 人来ていました。 

会話が弾んでいる様子でもな

いが・・そこは静かで穏やかな

時間が流れていました。SSW

（スクールソーシャルワーカ

ー）社協の見学もあり横尾さ

んたちの大きな愛にやさしく

包まれているようでした。 

横尾さんらは、市内の児童福

祉施設で働く若者や学生のグ

ループです。虐待で心身に傷

を抱えた子どもらに寄り添う

仕事と並行し「施設の手前で、

親も子も気軽につながる地域

の居場所を作ろう」と頑張っています。 

「暑い中お越しいただきありがとうございました。」と、

ふと気づくと階段から降りてきて丁寧に見送りをしてく

れました。「一緒に子どもたちを支え、若い団体の取り組

みにも協力したい」という気持ちが強くなりました。 

「会の世代交代」「若者の参入」「理解を深めるためのイベ

ントや勉強会を重ねていく」ための新たな場所の必要性

を理事・事務局間で共有することができ、8 月の理事会で

正式に承認されました。 

ついに 23 年間お世話になった西新事務所から 10 月 15

日から「福岡市早良区野芥 6-46-7」に移転しました。 

 ９月から福岡市社協、わんらいふ、手をつなぐ会の 3 者

で５回の話し合い

を重ね、12 月 1 日

「野芥フリーハウ

ス」オープン祭を開

催することができ

ました。 

わんらいふは「来年

子ども食堂の回数

を増やしたり、ベビ

ーマッサージ教室や子どもたちの朝食支援、学習支援な

どに取り組み、地域の親子を支えたい」と抱負を語ってま

す。 

手をつなぐ会は、「事務局移転を機に地域の人たちに国際

貢献 NPO を理解してもらう取り組みを行っていくとと

もに、わんらいふの活動を側面から支援し、双方の施設が

地域に開かれ

た場所として

定着するよう

取り組んでい

きたい」と思っ

ています。最後

に、空き家を活

用し、地域の福

祉拠点「野芥フ

リーハウス」に

生まれかわる

まで、改修工事

をしただけの

何もない部屋

に、大型冷蔵庫、

電子レンジ、テ

ーブル、洗濯機

など数十点を

無償で提供運

搬してくださ

いました(株)エソラサポート上野元子様、他の皆さま本

当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。 

 

【AKBN ファンド活用における会計コンサル】 

手をつなぐ会事務局 末岡 智子 

二ノ坂先生から依頼され、不慣れながら 2015 年から

看護学校プロジェクトの会計担当をさせていただいて

います。2 年前からは手をつなぐ会の会計の担当にも

なりましたが、従来のやり方で会計処理を続けていま

した。 

ただ、二つとも余りにも煩雑な処理方法でした。多く

の無駄な動きをしていると感じ、「もっと解かりやすく、

スマートな処理のしかたがないだろうか」と悩んでい

たところ、同じ事務局の山田さんから特例認定NPO法

人アカツキの助成金事業「AKBN（アケボノ）ファン

ド」を紹介をされました。 

NPO 法人が抱えている悩みについて、専門家が、てい

ねいな細かな聞き取りをされ、適切な実地プランを提



案して頂ける事業です。 

それもコンサルは無料の上、今回は事務効率のための

備品購入の助成として 10 万円も頂きました。 

とても有難い助成金事業です。 

会合は今年 5 月から 6 月、8 月、10 月と開催されまし

た。1 回 3 時間ほど永田・雪松両氏（アカツキ理事）

及び末吉氏（末吉祥子税理士事務所）3 名の方が手を

つなぐ会の事務所まで来られ、私たち事務局スタッフ

3 名から事務作業の悩みについてのヒアリングから始

まりました。 

ヒアリングで明らかになった課題は； 

① 認定 NPO 法人化の是非 

（取得するための労力 vs 認定メリット） 

② 会員制度設計 

（会費納入時期がバラバラ、月払・年払の混在） 

③ 海外送金のための高額な現金移動 

（一人で現金持ち運びすることの安全性） 

④ 名簿リスト管理 

（寄付者、会員、ステークホルダーへの会報誌送付

のためのリストアップ作業） 

⑤ 書類のファイリング方法 

（ファイル用品の不統一、保管保存期間の徹底） 

 

課題を 1 件ずつ、みなさんと意

見交換しながら、話し合った内

容を永田氏がホワイトボード

にまとめながら書き出してい

かれました。 

するとボワーッとしていた私

の頭の中も少しずつ整理され

方向性がみえていくのを感じ

ました。 

私のたわいもない言葉もしっ

かり受け止めてもらい、やさし

い言葉で要約され、ずれていき

そうな時には軌道修正してもらいました。 

皆さんと色々な意見を出し合い、疑問や悩み、解決案

をホワイトボードで見える化する中で相手の言いたい

ことが理解でき、私達の頭の中のモヤモヤが整理され、

できるところの方向性が少しずつ見えてきました。 

手をつなぐ会事務局 3 人のつながり、連携も強くなっ

た気がします。 

コンサルの方々が、それを自然と導いてくださってい

たと思います。 

後 1 回を残し、5 回も野芥の事務所まで来ていただき

感謝の気持ちでいっぱいです 

助成金を使って、使用していたパソコンが古く大きな

ものであったため、新たなノートパソコンを購入しま

した。それに加え、書類整理のためのファイルを購入

させていただく予定です。 

会計コンサルで得られた知識を無駄にせず、しっかり

今後の事務作業に活かして頑張っていきたいと思いま

す。 

 

【カラムディ村だより】  

手をつなぐ会副代表 ラフマン・モクレスール 

■看護教育への関心度 

最近、看護教育への関心度が高くなっています。 

数年前まで、社会的地位が低く、給料も安く、職場で

様々なトラブルがある職業なので看護師になりたい人

は多くありませんでした。バングラデシュの看護師不

足の理由として、このような背景がありました。 

看護師不足を解消するために現政権は看護師の公的

な地位を高め、給料を上げました。それもあってか看

護職に対する社会の目、女性の職業に対する意識や経

済観念が変わりつつあります。手に何か職を持ちたい

という女性が増えてきてます。これらの要因で看護教

育への関心が高くなっています。 

看護師の質の一定水準を維持するために看護協会は

全国一斉の筆記試験（資格試験）を行い、看護学校入

学資格者が選抜されます。その後、看護学校は独自に

試験を行い、合格者を決めます。 

看護学校を目指す学生は高校卒業試験後に予備校に

行くことが多くなっており、ションダニ看護学校はそ

のための予備校を開きました。これは入学生を増やす

一つの手段でもあります。今年 121 人の学生が 12 月

20 日の全国一斉資格試験を受験する見込みで、必死

で勉強しています。年末に試験結果が発表され、1 月

初旬に入学手続きとなります。ションダニは１学年定

員 50 人ですが、入学希望者はその倍ぐらいなりそう

です。 

■自殺未遂者の増加 

社会や経済発展などの影響により、自殺を図る人が

増えています。2019 年 1 月から 11 月までカラムディ

やその周辺で 35 人が自殺を図り、ションダニ病院へ

緊急搬送されました。3 分の１はカラムディ村出身者

です。男女割合はほぼ同じで 10 代が多いのが特徴で

す。 

携帯通話料金が安価になり、現在、ほとんどの生徒

や若者は携帯電話を持つようになり、夜も昼も連絡が

できるようになってます。彼らの中には人間関係がう

まくいかないときに農薬を服用して自殺を図るものも

います。 



また嫁姑問題から自殺へと発展する場合もありま

す。中東に出稼ぎする夫が増え、給料の大部分を奥さ

んに送り、姑より嫁が金持ちになってます。それが原

因で、嫁と姑が喧嘩し、こじれた場合は嫁か姑のどち

らかが自殺を試みます。その数が年々増加してます。 

その他に自殺を目的達成のための道具として使う若

者も現れています。だれだれと結婚したいと親に訴

え、反対されれば自殺をすると脅かすことがありま

す。「結婚を承諾しなければ、自殺する」と親に迫る

のです。 

この社会的課題に対してどう向き合うか、ションダ

ニにとって大きななチャレンジです。ションダニは行

政・医療関係者・聖職者や他のＮＧＯ関係者・学校の

先生などの協力を得て、これらの問題に取組む方針で

す。自殺者と年齢的に近い学生も大きな役割を果せる

と思います。農薬の保管場所は問題ですが、農民や農

薬を売っている業者の意識を変えることが必要です。

まずこの自殺未遂者増加の背景にある要因をしっかり

と把握し、総合的に取り込むことが重要と考えてま

す。 

■書籍寄贈 (河村富美子) 

渡邉順美さんから現地インフォメーションセンターに

373 冊が送られてきました。本当にありがたいことで

す。 

渡邉さんとへのバングラ BBC 放送のインタビュー

https://go.shr.lc/2YBO7V2 を御覧ください。 

以下カビルさん・戸田玲子さん訳「私は、わたなべ

なおみと申します。作家です。最初、ベンガル語を勉

強するためにインドのコルカタに滞在。バングラの戦

争を知るため文献や新聞記事などを読んでバングラに

興味を持ちました。2014 年までバングラで働き、帰

国前にバングラデシュでお世話になった方々に恩返し

したい、自分の考えを伝えてたいと思いベンガル語で

本を書く事を決めました。これからの夢は、バングラ

デシュの話を日本語に、日本の子ども向けの話をベン

ガル語に翻訳していきたいです。」 

 

 

 
◆イベント報告 事務局 山田英行  

【さわら地域チャリティひろば】 

これまで実行委員長として引っ張ってくれた市田さん

不在の中、「ひろば」運営に一抹の不安がありました

が、待鳥さんが中心となり、無事、乗り切ることがで

きました。 

開催日当

日の

10/20(日)

は天候に

も恵ま

れ、大盛

況でし

た。患者

さんや家

族の方、板屋学園、かしはらホーム、碧園のみなさ

ん、バングラデシュと手をつなぐ会の会員の皆さん、

それぞれのつながりの方たちも一緒になって、楽しい

バザーとなりました。 

小さなたねのうどん(50 食)は、あっという間に売り

切れ。美人ぜんざいも大人気。 

準備から当日の販売などまでご協力いただいた皆さ

ん、物品を提供していただいた皆さん、本日たくさん

買い物をして協力いただいたみなさん、ほんとうにあ

りがとうございました。 

終了後、実行委員、ボランティアの皆さんからの話合

いの結果、バザーの全売上金はバングラデシュおよび

国内の災害被災者支援のために送らさせていただくこ

とになりました。 

 手をつな

ぐ会とし

ての売り

上げは； 

民芸品

4300 円、

紅茶 5100

円、募金

箱 3308

円、牟田さんの献品売上 1500 円、合計 14,208 円 

皆様のご協力ありがとうございました。 

 



【野芥フリーハウスオープン祭】 

12/1(日)は、バングラデシュと手をつなぐ会の新事務

所開所式(野芥フリーハウスオープン祭)でした。 

23 年もお世話になった西新事務所から理事の河村さ

んのお世話で野芥に新しい事務所を設けました。 

ここは、河村さん所有の空き家で、社会福祉協議会

の、空き家活用のプロジェクトの一つとして、子ども

食堂を実践している「わんらいふ」という団体との共

同事務所になります。 

12 時前から近所の方々が集まり始め、受付で記入さ

れた入場者だけで大人 44 名、こども 16 名。運営ス

タッフや関係者を含めると 80 名を超える大盛況とな

りました。 

13 時からは共有スペース（1LDK）で福岡市社会福祉

協議会の吉田さんの司会でセレモニーが始まりまし

た。家主の河村さん、手をつなぐ会の二ノ坂代表及び

わんらいふの横尾代表が挨拶。 

別室では、SDGs すごろくゲームを楽しみました。 

報道の方々(読売新聞社・KBC・福岡経済)の取材もあ

りました。 

庭では、バングラデシュの民芸品などのバザーも開か

れ、室内ではカレー(57 食完売)、クッキーセットな

ども販売され、しかも子供は無料でした。親子で楽し

む姿が見られました。 

バザーでの手をつなぐ会の売上及び募金の合計は

24,200 円でした； 

民芸品 3000 円、バングラ紅茶 1500 円、衣類・陶器

等(さわら地域チャリティバザーからの提供)9000

円、募金 10700 円 

 

◆事務局だより 
【助成金申請状況と結果報告】 

■採択：移動図書館事業(ちょボラ募金 80 万円)、看護

学生等招聘事業(福岡よかトピア国際交流財団 30 万円 

西日本国際財団 10 万円) 

■不採択：30 周年記念シンポジウム事業(九州ろうきん

50 万円)、看護学校教材拡充(真如苑 20 万円) 

■申請中：サテライトクリニック再開運営費(日本国際

協力財団 200 万円)、看護学校実習室用教材等 150 万円

(ひろしま・祈りの石国際教育交流財団)、PC 寄贈プロ

グラム(イーパーツ 30 万円相当) 

【行事予定】 

2/9(日)バングラ料理教室(あいれふ)、4 月さわら地域チ

ャリティひろば、5 月手をつなぐ会総会、6 月ミロン

146 号発行 

 



 

【新会員紹介】 

坂本千鶴子、河野京子、山田和男、浦島創、権藤説子、

渕野泰秀、加藤伴親、伊世利子、市丸健太郎、市田敬

子、龍秀美 

 
◆会計報告 事務局 末岡智子 
【2019 年度上半期の主な収支】 

【正会員会費】164,000 円 

【賛助会員会費】180,000 円 

【受取寄付金】7,809,804 円 

看護学校募金 2,728,917 円 

国際居住年記念賞 3,000,000 円 

【受取助成金】96,320 円 

AKBN ファンド(アカツキ)  

【受贈品売上】148,300 円(バザー等) 

【行事参加会費収益】18,000 円 

【看護学校建設支援費送金】7～11 月 4,500,000 円 

【ションダニ病院支援費送金】8 月 1,000,000 円 

【ジャパニ小学校支援費送金】8 月 250,000 円 

         

募金のご協力ありがとうございました！ （2019 年 6

月～2019 年 11 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、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 

宗世、角多賀子、瀬木康博、高橋健一、田島寛、立場美枝

子、田中幸江、谷口純子、谷田憲俊、田村賢二、筒井恵子、

手島京純、寺町聡子、徳丸洋子、冨田則枝、中尾ナツノ、

中島勝秀、中野朝恵、中牟田健児、中村静代、中村青史、

中山順子、ニノ坂和統、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、樋口千惠子、平山公洋、平山精直、平山征宏、平

山信彦、平山正明、平山春美、平山玲是、広瀬昌代、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、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、宮田光子、宮柱あや子、明泰子、牟

田寿、森松薫、安波加余子、山浦誠、山路英子、山城裕

美、吉松慶子、ラフマンモクレスール、和田節子、渡部

一也、和田善充 

【看護学校支援募金】 
中垣博之、阿比留典子、吉田一代、富永浩平、医療法人

徳養会沼口医院、高松利則、久保田千代美、鶴田信子、

白熊園、早良公民館、にのさかクリニック、山田美都子、

宮辰建設㈱あゆみの会、越智吉郎、安藤満代、白熊園春祭

り、ラフマンモクレスール、堀江正彦、井上敦子、ラフマ

ン研究室、佐田裕一、第 12 回日本在宅薬学会、薬剤師の

みなさん、吉柳栄子、山浦、原健太郎・麻由子、バングラ

シンポジウム、井手喜怒子、馬場純子、山田栄香、龍秀美、

井上利水、井上敬子、西日本生命倫理研究会、福岡県栄養

士会研修、訪問看護ステーションスキルアップ研修会、山

田和男、ビーンズカフェトクマル、百道会、はぴね福岡野

芥、かも川薬局田隈店、かも川薬局野芥店、シーベスト野

芥店、宮浦事務所、なかよし眼科、岡本ツタエ、上潟口麻

里子、九大大学院、市田敬子、ファミリー和食処笑食、さ

わらチャリティひろば、訪問看護ステーション Ohana、内

原靖子、第 29 回上田法治療研究会学術集会、県民向け福

祉セミナー、深堀邦枝、一般社団法人田川医師会在宅医

療・介護連携支援センター、米子緩和ケア研究会、伊東美

紀、高木早苗、平田久子・美加、尹戸真司 

【募金】 

原健太郎・麻由子、渡邊弘敦、幸田あけみ、藤吉礼子、髙

橋和子、瀧井タツエ、杉園順代、平川恵子、江崎好枝、杉

本潔、馬場キミ子、白倉一男、真鍋忠、水原敬子、久米隆、

村上久子、田島寛、小澤信行、瀬尾康子、椎葉さよ子、谷

藤正人、小野幸代、原口勝、坂口留美子、古木廣子、志岐

玲子、竹尾総子、畠山万千、川原貴美子、山崎麻子、八木

良子、柴尾静恵、田村亮、片岡和子、神素子、原紀子、福

島啓子、長谷方人、鷺坂英輝、山岡憲夫、伊藤俊哉、松隈

和美、阿部智介、中村修、八田内科医院、重橋亨、水元一

博、西田真紀、出水明、大脇為常、渡辺剛、石田陽子、倉

光登喜子、倉光東昭、永松代里子、医療法人ネリア徳田英

弘、あい薬局宮田秀子、川原由美・惇司、原紀子、医療法

人博仁会志村大宮病院 

【カンパ】 

看護学校図書費(太田勇司) インフォメーションセンター

図書費(中井幸二郎) 招聘事業費(二ノ坂保喜、田島寛、河

村富美子) 旅費(大賀久美子、山下久代) 

【その他】南原かつ子、帯田輝幸 

【イベント収入】8/24 シンポジウム（紅茶・民芸品）、 

10/20 さわら地域チャリティひろば（紅茶・募金箱） 

 

 

【募金に添えられたメッセージ】 

❀ 祝・2017 年 2 月 1 日，メヘルプール県看護学校開

校！ 

わずかですが、お役に立てれば幸いです。 

❀研修会に参加させていただきました。些少ですがお

役立てください。 

❀ささやかな気持ちです。長く応援したいので……。 

❀30 周年おめでとうございます。益々のご活躍お祈り

「いたします。 

               etc 

                           

   

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。 



 

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。 

① 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） 

●現地（バングラデシュ）での活動  

 事業内容  

 

  

  

●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 

〒 814-0171 福岡市早良区野芥 6-46-7 

共同事務所「野芥フリーハウス」内  

☎ 092-407-7701  Fax092-407-7702 

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 /  

手をつなぐ会の活動全体の支援 

 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  

 

〒 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 

http: / /bangla -nts . j imdo. com 

看護学校建設プロジェクト支援 

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  

招聘事業、カラムディ村だよりでは、ベンガル語
からの翻訳作業でラフマンさん、カビルさん、戸
田玲子さんにお世話になりました。 
逐語訳で、投稿者の言いたいことが、読者に伝わ
っているのか、それ以外に的確な日本語があるの
ではないかと逡巡してしまう。バングラと日本の
文化、習慣、価値観の違いから伝わりにくいこと
もある。悩みが尽きない編集となりました。 

会 報 名 

 

 

発 行責任 者 

 

表 紙・監 修 

編集実務担当 

校 正 担 当 

Milon 

 

看護学校建設プロジェクト特設事務局  

特定非営利活動法人バングラデシュと手をつなぐ会  

 

ミロン 145 号 2019 年 12 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。 

二ノ坂 保喜 

(バングラデシュと手をつなぐ会 代表)  

小畑 麻乙 

山田 英行 

河村 富美子 

編集後記  


