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今どうしてる？
日本を訪れた看護学生達のその後
看護学校プロジェクト終了報告
オンラインで総会を開催しました 理事交代のお知らせ
カラムディ村だより イベント報告・行事予定

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

代表あいさつ

NGO は国境を越える〜対コロナ国際連帯を～
バングラデシュと手をつなぐ会代表

ニノ坂保喜

2020 年は新型コロナの蔓延で、大変な年となりました。100 年前に世界で流行したスペイン風邪＝新
型インフルエンザの再現のようです。今回の新型コロナの特徴は、先進国、途上国を問わず世界中に
広がっていることです。ウィルスに国境はない、というのは当たり前です。それに対して、アメリカ
や中国などが自国中心の対応をしたり、まして国どうしの争いをしたり、あるいは国内で差別意識丸
出しで”軍隊出動”などと叫んでいます。国際連帯が必要とされている、この時期に、です。
NGO は国境を越える、しかも人と人がつながる活動が特徴です。昨年の３０周年記念シンポジウム
に登壇してくれた黒﨑伸子さん（国境なき医師団）や今年 1 月に FUNN で講演してくれた安田菜津
紀さん（Dialogue for People）は文字どおり国境を越える活動家です。昨年亡くなった中村哲さんが
世界の人々の心に響くのも、その活動が国境を超えた人と人のつながりを感じさせてくれるからでし
ょう。
私たちバングラデシュと手をつなぐ会も派手な活動ではないですが、これまでコツコツとバングラデ
シュとのつながりを続けてきました。手をつなぐ会が直接的にコロナ対策を実行できるわけではあり
ませんが、生活の工夫や人々への思いやりを共有していくことは大切だと思います。コロナへの不安
に乗じて、他者を攻撃したり、差別したりして社会不安を生み出すことがあります。バングラデシュ
の人々とつながっているという思いが、国内〜世界へとつながっているのではないか、という気もし
ます。
5 月 31 日にはオンラインで総会が行われ、バングラデシュの人たちとも初めてネット上で顔を合わ
せて話し合いました。コロナを契機に、コロナに負けずに、さらに国際協力の輪を広げていきたいと
願っています。
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バングラデシュ看護学生からの報告
2018 年～2019 年の 2 年間に、バングラデシュと手をつなぐ会の招聘事業（内 1 名は九州工
業大学が招聘）で来日したションダニ看護学校学生 6 名とションダニ病院の医療助手 1 名か
ら投稿していただきました。

シャーミン・アクター 2018 年来日
ションダニ看護学校 1 期生 2020 卒業
勤務先：プロゴティ クリニック メヘルプール

て関わっていました。もう一つは、

ションダニ看護学校で過ごした 3
年間は自分にとって、とても貴重
でした。先生たちの教え方、愛
情、友達、何よりも看護学校の環
境が宝物です。2 年生の時に日本で
研修を受けるチャンスを得まし
た。日本で様々のことを学びました。その中の一つを
ここで紹介し、自分にどのように影響したかを振り返
ってみます。
にのさかクリニックの先生と看護師さんと一緒にホー
ムビジットに行く機会がありました。先生が丁寧に患
者さんの足の傷を洗い、包帯を巻いてました。今でも
忘れることなく、心の中に刻んでいます。患者さんの
家庭や経済状況や教育程度などに関係なく、一人の患
者として接するという信念を学びました。
日本から戻ってきて病院実習の時のことです。一人の
高齢の妊婦さんが来院。手術室で私の実習。妊婦さん
のおなかの中に赤ん坊のうんこが羊膜液（amniotic
fluid）の中に混ざってしまいました。手で開いて赤ん
坊を出してみると、赤ん坊は自分のうんこを食べてし
まったのです。また気道も閉塞しており、赤ん坊は反
応がなかった。吸引器で少しきれいにできても完全に
その汚れを取り出すことができません。手術室には看
護師がいましたが、彼女は口移し人工呼吸 （mouth
to mouth breathing）をしたくなかったのです。私は
状況を判断し、すぐに口移し人工呼吸を始めました。
30 分ぐらい空気を入れ、赤ん坊はやっと泣き始めま
した。そして赤ん坊をお母さんに渡し、最高の喜びを
味わいました。日本で学んだ患者さんの扱い方を見習
い、自分の役割を認識し、これからも患者さんのニー
ズに応えていきたいです。

り、人間であることを改めて再認

さるびあ会の障害者施設です。患
者さんも障害者も社会的弱者であ
識しました。私は国家試験を受け、
やっと看護師になりました。病院
やクリニックでこれから直接関患者さんと会うことに
なります。社会的弱者の視点に立ち、これらの人々と
接触し、指示を待たずに仕事をする決心です。コロナ
ウイルスの影響でロックダウンが続き、実際に職場に
も行けない状況です。仕事に復帰できることを願って
います。

ショリファ・カトゥーン 2019 年来日
ションダニ看護学校 3 年生
私はションダニスクールの学生でした。したがってシ
ョンダニの規則や考え方について知っ
ていましたし、慣れていました。ショ
ンダニスクールは他の学校より十分き
れいだし、時間に対して厳しいです。
しかし日本に行ってみると、ションダ
ニスクールでさえ日本の学校より、ま
だまだ遅れていることに気づきまし
た。
日本で様々なことを学びました。その中で印象に残っ
たことがいくつかあります。その一つはさるびあ会の
ことです。目の見えない人、言葉をしゃべれない人、
知的障害の人、良く歩けない人でさえ、誰かに頼ら
ず、いかに自立して生活できるか、その技術を学んで
います。バングラデシュでは障害者とはだれかに頼る
のであり、社会のゴミのように考えられがちです。し
かし、さるびあ会では、みんなが社会の財産であるこ
とを示しており、私たちの国でもこのような活動がで
きるのではないかと感じました。
日本の病院を訪問し、医療関係者たちがどのように患
者さんを診ているかを見て、とても刺激を受けまし
た。患者さんの社会的背景、経済状況などは関係な
く、みんな平等に医療サービスを受けています。今、
病院実習をしていますが、医者や看護師や患者さんの

ジャキア・サファート・ムンニ 2018 年来日
ションダニ看護学校 1 期生 2020 年卒業
勤務先：タヘルクリニック、ガンニ市内
日本で多くのことを学びました。とくに印象に残った
のはニノ坂先生の患者さんの家庭訪問です。
患者さんや家族の話にじっくり耳を傾け、親身になっ
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関係を見てよく疑問に思うことがあります。自分が看
護師になって日本で学んだことを実現したいです。
現在、次のことを行っています。教室や学校をキレイ
にしています。自分たちだけではなく、後輩たちにも
声をかけ、どんな小さいことでも自分たちでやろうと
しています。例えば紙くずやゴミをだれから言われな
くても自らひろったり、ゴミ箱に捨てたりしていま
す。図書館の本も元に戻す習慣ができました。みんな
で自分たちの学校をモデル校として作り上げたいとい
う希望を持っています。

学し、日本に行く機会を得ました。とてもうれしかっ
たです。患者さんやその家族の人たちと、どのように
対応すべきか、看護教育の本質、規範などをここで学
びました。
日本では家庭訪問に行きました。そこでどのようなこ
とに気を使うべきか、一人の医療従事者として役割は
何かを考え、自分を振り返りました。そして帰国して
から自分を変えようと思いました。
今は病院で実習を行うときに、ほとんど包帯交換など
を自分がやっています。この仕事はほかの人があまり
したくないからです。清掃もゴミ処理も自分が行いま
す。
ホームビジットもしました。村の患者さんの家を訪問
し、家庭の状況、清潔さ、薬の置く場所や飲み方など
を自分の目で見て、家族の人たちと一緒に相談し、一
緒に行動しました。患者さんやその家族関係者はとて
も喜んでくれました。少しでも役に立ったことを忘れ
られません。
さるびあ会での研修はとても貴重なものでした。障害
を持つ人たちの希望や活動ぶりを見て非常に感動しま
した。目の見えない人、聞こえない人や何らかの障害
を持っている人は、いかに自立しようとしているか、
自ら見ないとわからないです。本当に信じられない風
景でした。彼らから生きる喜びを学びました。

ルベル・アーメド 2019 年来日
ションダニ病院医療助手
日本に行くのが夢でした。小さいころ
日本は太陽が昇る国と勉強しました。
その国に行くなんて、嬉しくて涙が出
そうでした。そして日本に行きまし
た。日本でいろんな団体や人に会いま
した。どこに行っても、いつも考えた
のは、この人たちができるならきっと私もできるとい
う覚悟でした。
まず学んだのは、病気は一人の力で治らないこと。も
ちろん医療スタッフの協力が必要ですが、家族や地域
の協力も必要です。その体制を作るのが私の役目だと
感じました。今、私はションダニ病院で、来院する患
者さんに対して、薬だけの治療に頼らず、患者さんの
家庭を訪問し、家庭環境や家族関係などを自分の目で
見て助言しています。そのようにして病院と患者さん
と地域での関係を作っています。
また学校での衛生教育にも力を入れています。インフ
ォメーションセンターの職員と一緒に学校に行って本
の配布と同時に生徒の手洗い、トイレの使い方、ご飯
の食べ方、歯の磨き方などに関して指導しています。
ションダニ病院では自由に活動ができ、他のスタッフ
との協力関係もあります。みんなで話し合ってこのよ
うな活動ができています。ただ残念ながら医者はまだ
定着していません。
もう一つの問題はコロナウイルスの影響があり、患者
さんが減っていますし、私たちも患者さんの家庭訪問
を自粛しています。学校もまだ再開していません。生
徒と会える日を楽しみに待っています。

イスラト・ジャハン 2019 年来日
ションダニ看護学校 1 期生 2020 年卒業
コロナウイルスの影響で仕事を辞めて今実家に
バングラデシュと手をつなぐ会の招
聘で日本に行く機会を得ました。日
本に行くためにパスポートの申請、
ビザの手続き、そのほかの様々な準
備をしました。これらの手続きとと
もに自分の成長も始まりました。日
本に行っていろんな場所を訪問し、
多くのことを学びました。
日本の友人たちと別れるときは、少し落ち込んでしま
いました。しかし喜びもありました。それは日本から
帰ってくるときに手ぶらで帰って来たわけではない。
一所懸命に頑張れば何でも手に入れることができると
いう自信を手にしたのです。私のこの経験はきっとバ
ングラデシュを一歩ずつ前進させるという自信です。
日本で学んだことの一つは CPR (心肺蘇生法)です。
これから医療従事者になりますが、病院の活動でも利
用できますし、ほかの人にも教えることができます。
いろいろな状況に対応できる力をつけながら、一所懸
命に働くことが看護教育の基本です。私はそのことを
心に刻んで仕事に専念します。
ある統計によると、バングラデシュには教育を受けた
失業者数は 370,000 人です。その人たちと比べれば、

シシル・イスラム 2019 年来日
ションダニ看護学校 3 年生
私の家はションダニスクールのすぐ近
くです。学校の環境やルールなどを前
から知っていました。このような環境
の中で勉強したいという希望がありま
した。そしてションダニ看護学校に入
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私たちは働いていますし、自分の生活を立て、病人の
世話をしていますし、また国にも豊かさをもたらして
います。私たちの後輩たちも私と同じ夢をもって勉強
していると思います。

ロジェクトでした。よくここまで到達したなあ、とい
うのが正直な感慨です。全国の皆様のご協力に、ここ
で改めてお礼を申し上げます。
現地でのインフレによる物価上昇、為替の変動で円の
価値がさがり、当初見込みより大幅に募金目標額が上
がり、建築費が払えず、完成が 2 年余り遅れました。
女子学生の寮がないため学生が集まらず、急遽 5 階を
女子寮にしたり、予想外の問題も起こりました。
2017 年厚生省の認可を得て学生募集を開始し、看護
学校を開校。今年 2020 年には第 1 回生 39 名が卒業
しました。全員が看護師資格試験に合格し、全国各地
の病院に就職し、そのうち一人がションダニ病院に就
職しました。
さて、この大きなプロジェクトを踏まえて、今後の
我々とションダニの活動を展望してみましょう。この
完成した看護学校を含めて、地域の保健医療活動全体
の発展を目指したいと思います。
１）ションダニ病院の運営支援
ションダニ看護学校だ
けでなく、バングラデ
シュの各地でも看護学
校や病院の建設が広が
っています。地域や国
全体の発展が望まれま
す。ションダニ病院の
医師、看護師の確保は相変わらずの課題です。医師の
確保も重要ですが、メディカルアシスタントや看護師
たちによるコミュニティヘルス活動も重要とお思われ
ます。
２）看護学校への支援
完成したションダニ看護学校への支援・協力を継続し
ます。ションダニ病院とともに、地域に根ざした医療
（Community-Based Healthcare）を実践します。昨
年行った、緩和ケアのワークショップなども進めたい
と考えています。
３）地域での保健医療活動
地域の小中学校、地域住民に対する保健活動、母親教
室なども重要です。ションダニ病院、看護学校とも協
力して学校や地域での活動をさらに広げていきます。
中断している「サテライトクリニック」の再開に向け
て活動を始めます。

サディア・スルタナ 2018 年来日
ションダニ看護学校 3 年生
九州工業大学の招聘で来日
サクラサイエンスプランの支援と九州
工業大学の招へいで 2018 年 11 月に
日本に行きました。いろんなところを
訪問しました。その中で二つの場所が
印象に残り、私を変えたのです。
その一つは、飯塚病院です。とてもき
れいで、高度な治療方法、また人間関係はとても素晴
らしかったです。短時間でしたが、この病院は自分を
変えるきっかけになっています。帰国後、実習病院で
患者さんの身の回りをきれいにし、言葉遣いにも気を
付けるようになりました。実習病院に 1 人の糖尿病患
者さんが来ました。彼の足が感染し、悪臭が出ていま
す。看護師たちは彼の足を触りたくない、包帯も巻き
たくない。何も考えずに私は彼の足をきれいにし、包
帯を巻きました。この仕事は一カ月ぐらい続き、病気
が治り、笑顔で退院。私にも感謝の言葉。涙が出まし
た。非常にうれしかったです。その日、自分自身に言
い聞かせました。
「私はこの仕事をするために生ま
れ、ションダニ看護学校に入学しました。
」
飯塚市の一つの小学校に行きました。一緒にランチを
しました。小さい子供たちは私たちのためにランチを
運んでくれました。自己紹介し、日本語で「いただき
ます」と言い、またバングラ語で「ビスミッラ」と言
ってご飯を食べました。またその後、子供たちは校舎
や廊下を自分たちで掃除し、きれいにしていました。
この風景は今もはっきり自分の頭の中に刻んでありま
す。

看護学校完成後～これからの手をつなぐ会の活動
手をつなぐ会代表 二ノ坂保喜
2012 年に始まった「看
護学校建設プロジェク
ト」が、2019 年に建設
完成、2020 年 3 月でプ
ロジェクトを終了する
ことになりました。事
前調査も含め約 10 年に
渡る長期の、そして総額では１億円にのぼる大きなプ

今回の総会でションダニの活動方針が披露されまし
た。
第一に＜自立へ向けての取り組み＞が挙げられていま
した。
「30 年以上かけて手をつなぐ会の支援をいただき、
事業を拡大してきました。これから活動を広げるので
はなく、事業内容の充実と質の向上を目指します。」
とションダニは決意しました。私たちもお互いに自立
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したパートナーとしての協力、交流を発展させたいと
願っています。

業を始めました。WIFI 環境のない子供たちに携帯で
問題を送ったり、あるいは近くの友達の家に行って授
業を受けたりしています。そのほか近くに住む先生は
問題や宿題を子供たちの自宅まで届けてあげたりして
います。とにかく子供たちが学習環境からあまり遠ざ
からないようにとの対策です。ションダニスクールに
は地域の裕福な家庭の子供たちが通っているので、こ
のような対策を取れますが、多くの公立や私立学校の
生徒にはこの環境がありません。また教員たちにもそ
の知識がありません。結果として学力の観点からもま
すますギャプが広がりつつあります。
バングラデシュには、教育委員会の指導の下で第 10
学年と第 12 学年の生徒を対象に、国家レベルで一斉
に卒業試験が行われます。この試験の成績は大学入試
や就職にも影響します。5 月 31 日に第 10 学年の卒業
試験の成績発表がありました。ションダニスクールか
ら 120 名の生徒が試験を受け、61 人が A+の成績を修
得、県内で依然と、トップのポジションを保っていま
す。
ションダニ病院では長く医師不在が続いていました
が、6 月 7 日に一人の医者が着任しました。彼もいつ
までいるか分かりません、結局ルベル氏（メディカル
アシスタント）が頼りです。バングラデシュはもとも
と医師が足りない国です。コロナウイルスの感染者に
対応するために医師の重要性が高まっています。国立
病院に医師や看護師が足りないので政府は一気に
2,000 人の医師を採用する方針です。大量の医師が余
っているわけではないので、どこからこんなに多くの
医師が来てくれるかが疑問です。実際に私立病院やク
リニックで安い給料で長時間働くより国立病院で働い
た方が得であると思い、医師たちは国立病院を目指す
ことになります。

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
■コロナウィルス感染症の影響
世界的にコロナウ
イルスの影響が広
がり、バングラデ
シュも例外ではあ
りません。最近、
感染者数が一日
3,000 人前後増え
ています。6 月 7 日現在、感染者数 65,769 人、回復
13,903 人、死亡 888 人です。政府がロックダウンを
段階的に緩和した結果だと多くの人は思っています。
しかし、こんな状況が続くならば、また元に戻らざる
を得ないです。経済を優先するか、国民の命を優先す
るか、政府も悩むところでもあります。政府は今検討
中だと聞いています。
メヘルプール県内の感染者数は 6 月 7 日現在 28 人、
ガンニ郡内 14 人。病院ではなく、感染者は自宅に待
機し、病院から医師やスタッフは薬品を届けてくれま
す。家の玄関前に薬を置いて携帯で知らせ、患者さん
は薬を取りに来るのです。感染者は実家にいても家族
のほか人とできるだけ接触しない。治療費は無料だそ
うです。ガンニ郡内に今のところ死亡者は出ていませ
ん。カラムディ村には感染者はいません。
ガンニ病院長は感染が疑われ、検査を受けています。
6 月 6 日に院長ともう一人の医者、ションダニからザ
フォルと二人の教員はションダニ病院を見に行きまし
た。念のために昨日から院長と接触した、これらの 5
人は自宅待機となり検査を受けることになりました。
ションダニの生徒やスタッフは今のところ元気にして
います。
全国的に教育機関
もすべて閉鎖で
す。9 月に再開する
のではないかとい
う報道もありま
す。都市部にある
経済的に豊かな家
庭の子供たちが通
オンライン授業
っている私立学校
はオンラインで授業を限定的に行っています。ション
ダニも子供たちの将来のことを考え、オンライン授業
を始めました。しかしすべての子供たちがパソコンや
スマートフォンなどを持っているわけでもないし、
WIFI 環境もない。その子供たちにどのような指導を
すれば良いか、ションダニは悩みながらオンライン授

現地との交流を続けて～見えたもの
手をつなぐ会理事 河村富美子
2019 年 3 月ニノ坂代表、田島さん、河村が現地訪
問し、いつもより長くカラムディ村に泊まりたくさん
の想いを胸にダッカへ。ホテルに着いて間もなく外務
省から「外国人襲撃の恐れあり外出禁止令!」が入っ
た。201６年 7 月 1 日の夜 21 時 21 分にダッカレスト
ラン襲撃人質テロ事件が起きた。そのレストランはこ
のホテルから近い。大使館など外交関係施設などがあ
るグルシャン地区。すぐ近くのマンションに住む抜水
さんも動けず緊張が走る。
数日ホテルの部屋からも出れず・・パソコン、携帯に
向かう日々そんな時、メディカルアシスタントのルベ
ル氏から「今どうしていますか？こちらはみなさんが
ションダニ病院を去り火が消えたように寂しくなりま
した」とメールが入る。その日から今日までメールで
交流を重ねて来ました。
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ルベル氏がションダ
■ルベル・アーメドさん
ニ病院で働いてもう
招聘事業で来日したご存じの彼、ル
すぐ 2 年になります
ベル氏は、ダッカから北西へ 100Kｍ
がその間に 3 人の医
タンガイル県の出身です。2018 年 8
師が去っていきまし
月にションダニ病院に就職しました。
た。彼にかかる負担
病院の社宅で家族と一緒に生活をして
も大きいと思います
います。看護学校の女性教員は、
「私はメディカル
が、病院の医療の仕
地域の健康啓発活動２
アシスタントのルベル氏を少し知っているが彼は愛
事にとどまらず、週
らしくて、そして宗教的な人だと思います」と話して
末金曜日は、インフォメーションセンターで子どもた
くれた。私もそう思います。
ちと一緒に読書をして過ごしたり、移動図書館や、学
日本・バングラ両国が互いに助け合い今日を迎える意
校に出向いて手洗いなどの衛生教育を行ったり、地域
味を理解しており「代表、ラフマンさん、ザフォルさ
の人々を集めて健康啓発活動を行っている。
ん、手をつなぐ会のみなさんを尊敬している。だから
インフォメーションセンターに通信機器が入ると、若
この場所を離れることはありません！私はションダニ
者たちが集い、読書や、歌や踊りをしている動画が送
病院で働くことが大好きです。カラムディ村の人々が
られてきたり、私も片言の英語やベンガル語でお互い
大好きです。自分より貧しい人々に施しを与え寄り添
顔を見ながら話が出来たりとインターネットの普及発
っていきたい」常に安定した考えを持ち冷静に行動で
展に驚いています。
きる人だと思います。
来日した時、歓迎会で彼は私たち医療従事者は、
昼間は、医師、看
「病気」を診るのではなく「その人全体を理解し人を
護師等と一緒に働
看る」ことだと話しました。ニノ坂先生も、「がんに
いているが、夜間
なったその病気の部分」だけを診るのではなく「病ん
の救急外来は彼が
でいる人」を観察し、理解しようとします。病気にも
一年中オンコール
その人の生活習慣や職業などが大きく関係しており病
で対応している。
気との関連性が見えてくることもあり「人を看るこ
夜間来院する患者
と」は、より的確な医療やケアに結びついていく。
ションダニ病院の前でスタッフと
は、腹痛、頭痛、
と、同じようなことを話していました。
発熱、嘔吐、児・成人の呼吸、心拍微弱及び促迫、高
総会で、ションダニ病院の年間実績 2018 年、
血圧、糖尿病からの合併症状と日本の救急外来と同じ
2019 年度が発表された。
である。
ルベル氏が 2018 年 8 月に就職してからの推移を見て
加えて、ションダニ病院では昼夜を問わず、偶発的な
みると項目にもよるが外来、産後検診、幼児診察、入
事故による受傷が多いことも特徴的。個人情報に配慮
院、時間外、糖尿病、エコー検査、心電図など 2 倍～
しながら送られてくる画像は、顔面、手、下肢、など
10 倍に増えている。合計数も 400 人以上増えてい
の外傷の縫合処置などの写真、他病院での帝王切開後
る。3 人の医師が交代したり、いない時期もあったが
の化膿などの写真も。近年理由もなく帝王切開を望む
本当にスタッフ全員で力を合わせて頑張っていると思
人が増えたが、術後の創処置が悪くリスクを背負う結
います。
果になると私たちは思う。
糖尿病合併症状の患者の内容を聞くと糖尿病性白内障
夜中から朝まで、このような処置を 1 人で対応してい
による、ぼやけと視力低下が多いそうです。糖尿病の
る。明らかに DV を思わ
合併症で最も多いのが三大合併症「網膜症」「神経障
せる写真も。農薬による
害」「腎症」であるので注意が必要である。予防など
誤飲,自殺企図も多い。
の健康指導が必要になってくる。糖尿病で来院する患
2020 年 3 月妊娠 26 週の
者の対応について考えていることがあるようです。課
妊婦さんが夜中に首吊り
題を見つけ目標に向かっていけるといいですね。達成
自殺を図り運ばれてきま
できるよう頑張ってください。応援しています。
した。幸い母子ともに命
「サテライトクリニックも再開したいが今の人数、体
地域の健康啓発活動 1
は、とりとめることがで
制では到底出来ません！無理です！」とはっきり言い
きましたが、カラムディ村地域周辺で起こっている悲
ます。そういうことを一緒に何度も何度も話し合って
しい出来事について一緒に考えながら共有し、寄り添
いきましょう！再開できるように解決策を見つけて実
うことができたらと思っています。
施できるようにしましょう！
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■SHAH

MOSTAFA（モスタファ）さん

「1 期卒業生の皆さん、39 人全員の方が合格し看護師
になりました。本当におめでとうございます！」
「結婚しても、女性の社会進出を目指して頑張りまし
ょう！」
「この素晴らしい看護学校の学び舎で教育を受けたこ
とを忘れず、学校の先生、家族、友達、周囲の人たち
に感謝しながら、後輩たちに、自信をもって伝え後世
に残していきましょう！」
最後に、看護学校校長代理のモスタファさんの言葉
を述べます。
私たちは、このションダニ看護学校の建物を非常に誇
りに思っています。多くの人々が私たちのションダニ
看護学校を見に来ます。
私は、見に来る彼らにこの建物を誇りに思っているこ
とを伝えます。ションダニ看護学校が前進しているこ
とがとても幸せです。
現在 30 人の卒業生が働いており、他の 9 人は家に居
ます。ロックダウンが解除されたら彼らはまた採用さ
れるでしょう。
＊看護学校関連のミロン広報誌、開校から現在までの
数冊を送ってください。日本語を勉強しながらみなさ
んの気持ちを理解しみなさんへの感謝の気持ちを日本
語で伝えたい！とのこと。「送ります！」
「日本語頑張
ってください」

ションダニ看護学校校長代理
バングラデシュ北西部の都市ランプ
ル県出身 ランプルはインド国境に
近い貧しい地域と言われている。
2018 年 5 月ションダニ看護学校に就
職しました。ランプルの村で、育つ
のに苦労したので今は一生懸命勉強
するのが大好きですと話す。
地元、ランプルで起こった事件。星 邦男氏につい
て、ニュースでしか知らない私に詳しく説明をしてく
れた。
2015 年 10 月 3 日午前バングラデシュ北部ランプル近
郊の村で、日本人男性（66 歳）星氏がリキシャで近
くの畑に向かう途中、バイクに乗った 3 人組に銃撃さ
れて死亡した。農業開発のプロジェクトに携わってい
た。2011 年頃から村をたびたび訪問、誠実な人柄か
ら住民みんなに愛されていた。この年、私たちはバン
グラデシュを訪問することを決め航空券を購入してい
たがキャンセルした。
2016 年 7 月 1 日ダッカ人質テロ事件で日本人 7 人含
む人質 20 人が死亡した。この年もバングラデシュを
訪問することを決めていたがキャンセルした。
2017 年 11 月看護学校開校に胸躍らせ訪問した。今、
思うと 2 年続けて不穏な空気が漂う中「良く訪問する
ことを決めた」と振り返ることが出来る。周囲の人た
ちに不安や心配をかけた渡航でした。この年の看護学
校長は年配の女性の方で温かく迎えてくれました。学
校を後にするときハグして涙を流された。教員との話
し合いの中で日本の看護系の人にインストラクターと
して来て指導してほしいと言われた。
2019 年 3 月昨年現地を訪問し看護学校校長代理のモ
スタファさん他、看護学生の歓迎を受けた。来日した
シャーミンとムンニが学校生活において「リーダー的
役割を果たしている」との説明があった。2019 年 10
月来日した 3 人も日本で体験した学びを活かした学校
生活を送っている。
現地訪問を行
う、招聘事業
で来日した看
護学生のその
後、看護師に
なってか
ら・・たくさ
緩和ケアセミナーにて
んの交流を重
河村さん・二ノ坂代表らと
ねて想うこ
と！
いくつもの困難に立ち向かい、挑戦し、社会人として
の第一歩を歩み始めた彼らに、心からの祝福の言葉を
贈りたいと思います。

私は、2011 年度「バングラデシュと手をつなぐ
会」の会員になって、９年になります。「看護学校建
設プロジェクト」がスタートしたばかりで会の全員が
看護学校建設費の支援金を送るために助成金申請、イ
ベント、講演などやれることは一生懸命知恵と力を振
り絞りやってきました。
ようやく道筋を示すことが出来、感無量です。代表が
言うように、これからは質の向上を目指します。ショ
ンダニ病院で働きたいと看護学生が言える日が来るよ
うに病院の環境を整えることです。ルベル氏が「ショ
ンダニ病院が大好きです。24 時間の仕事は私の義務
です！」と言い「一人ではできないが、みんなで力を
合わせて頑張れば、日本と同じように出来ることがた
くさんあるはず」と覚悟を決めてその道筋を一生懸命
作っています。
これからも、ルベル氏、モスタファさん、看護学生等
との交流を続けながらお互いの気持ちを話合い、より
良い方向へ進めて行きます。
次回は、他の人との交流も紹介します。看護教員
lsmot Ara さん他ご期待ください。
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◆イベント報告

NPO サポートセンターは、日本の市民社会の成熟
を目指し、全国の NGO／NPO を対象に研修、IT ツ
ールの紹介や導入支援、自治体や企業との連携の支援
などを行っている中間支援団体です。サポートセンタ
ー自身も NPO であるため、団体の持続性を目指して
自主事業の展開、理事の刷新などを進めてきたことも
お話ししました。
真面目な
報告会の後
は、手作り
のお鍋やベ
ンガル料理
を囲んで忘
年会！とっ
鍋を囲んで懇談
ても美味し
くて温かな時間でした。報告を聞いて下さった皆様、
お料理を沢山準備下さった皆様、本当にありがとうご
ざいました。

15 年ぶりの手をつなぐ会事務所にて
手をつなぐ会賛助会員 瀬角 南
1998 年夏にカラムディ村現地訪問に参加し、その
後数年間、手をつなぐ会運営委員会に参加しておりま
した。あれから約 20 年！会報「ミロン」や Facebook
で見るカラムディ村の様子は随分変わったなあ…と驚
きますが、積み重ねてきた活動の成果を本当に嬉しく
思っています。手をつなぐ会がきっかけで NGO／
NPO の活動に関心を持った私は、ここ 6 年ほど東京
にて非営利団体の職員をしています。
12 月 28 日、
およそ 15 年
ぶりに手をつ
なぐ会事務所
へ伺いまし
た。移転した
自団体活動を説明する瀬角さん
ばかりの「野
芥フリーハウス」へお邪魔し、同居団体「わんらい
ふ」の皆様にもお目にかかることができました。そし
て事務局の皆様のご厚意により、私が 2018 年まで 5
年間勤めた NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ
ン」
、および現在勤めている「NPO サポートセンタ
ー」の活動についてお話しする時間を頂き、15 名ほ
どの方がご参加下さいました。

南福寺チャリティーバザーに参加して
事務局 野田景子
２０２０年１月２６
日（日曜日）に、福岡
市中央区桜坂にある南
福寺での交流バザーに
参加させて頂きまし
た。
会の説明する河村さん(左)
住職の渡邊氏は、
「が
末岡さん(中央)
んを語る集い」を定期
的に開催しておられ、当会のニノ坂代表とも親交があ
る方です。そのご縁で、毎年恒例の星祭（厄払い節分
祭）で、バングラデシュの民芸品や紅茶を販売させて
頂いています。
実は昨年までは、渡邊住職のご厚意でバザー品だけを
預け、それをお寺の関係の方が販売してくださってい
ましたが、今回初めて河村理事と事務局スタッフの末
岡・野田の３人で参加することが出来ました。
初めに、各出展団体からのあいさつを兼ねたアピー
ルの時間があり、当団体もしっかりと説明をさせても
らいました。他に４か所ほどの福祉施設の参加があ
り、手作りクッキーや工芸品、お野菜等・・規模は小
さいけれど、ほのぼのとした雰囲気のバザー会場でし
た。１月ということもあり、試飲で振る舞ったバング
ラデシュの紅茶は、とても好評でしたよ。
バザーの他に、厄年の方による餅まきや豆まき、ぜん
ざいやカッポ酒の振るまい、くじ引き等もあり、お寺
の関係者だけでなくご近所の人たちもたくさん来られ
ていました。もちろん私たちも、餅まきや豆まきの時
は、我を忘れて・・・・・（笑）バザー出展で参加し

セーブ・ザ・チルドレンでは日本国内の子ども虐待
予防事業を担当し、体罰禁止の政策提言や啓発の活動
を行っていました。日本では 2019 年 6 月に「しつ
け」名目を含めた子どもへの体罰を禁止する法律がよ
うやく成立しましたが、年間約 16 万件もの児童虐待
相談対応があり（2018 年）
、毎日のように児童虐待の
事件が報道されています。その根本には、子どもがお
とな同様に、一人の人間としてどんな暴力も受けな
い、という基本的人権が尊重されていないことがあり
ます。セーブ・ザ・チルドレンが 2019 年に行った全
国 3 万人アンケートでは、日本で最も守られていない
と思う子どもの権利として、子ども・おとな双方で 5
割以上の人が「親からの暴力などから守られること」
を挙げたそうです。ご参加者はこうした現状を関心高
く聞いて下さり、子どもの権利を意識する大切さにつ
いて意見、感想を述べて下さいました。
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たのですが、とても楽しいひ
と時を過ごさせて頂きまし
た。このような場を提供して
下さいました住職の渡邊さん
に深く感謝いたします。
みなさんも来年の１月は、ぜ
ひ南福寺に足を運んでみては

昨年に続き会のホームページから、カレー大好きグル
ープにアクセスし Facebook で呼びかけました。
当初は、申し込み人数が少なかったのですが、日に
ちが近づくにつれ当日までに 45 名を越す申し込みが
あり、数名お断りしました。
あいれふに相談し「定員は 40 名だが、椅子の用意が
45 脚あるので安全に配慮してもらえば、そちらの判

いかがですか。

バングラデシュ料理教室
手をつな会理事 河村富美子
待ちに待った、毎年恒例の「バングラ料理教室」がや
ってきました。
その前に、今年で講師
歴 4 回目のカジ・ジュ
エルさんと愛娘リダち
ゃんが、１月１１日に
「野芥フリーハウス」
に来てくれました「よ
うこそ！」
当日料理教室に参加さ
れる皆さんと楽しみながら円滑に時間通りに進めるた
めの「打ち合わせの計画」が 4 年目にしてようやく実
りました。
カジさん、お忙しいなか、時間調整、誠にありがとう
ございます。
リダちゃんは、お隣りの T さんと絵画教室。大好き
な矢野真理さんとも楽しく遊び、時間を過ごしまし
た。
ご褒美に、パパと西油山中央公園に行き思いきり遊び
ました。滑り台、ブランコ、かけっこなど「まだ帰り
たくない！」と日が暮れるまで楽しみました。
そして、２月９日、
当日を迎えました。今
年のメニューは、①チ
キンカレー②ピアジュ
③ライスプディング
④チャイ ⑤サラダの 5
品です。
今年から、参加費の金
カジさん(中央)・河村さん(右) 額を、大人 1000 円か
ら 1500 円に、中・高生 750 円、小学生以下無料に変
更しました。
参加者は、可愛い生後
5 ヶ月のユリアナちゃ
んがバングラから来た
おばあちゃんに抱かれ
て参加し、合計 40 名で
した。

断に任せます」とのアドバイスをいただきました。45
名近い参加。当日、病気などの都合でキャンセルがあ
り定員通りの 40 名でスタートしました。
参加者の内訳とみなさんの感想をご紹介します。参
加人数:男性 10 名 女性 30 名 合計 40 名 初参加 21
名
＊バングラ人 5 名 ハンガリー人 1 名
参加費: 1500 円×33 名=49，500 円
部屋使用料: 3，950 円(9 時～17 時)
アンケート回収 26 名(スタッフ除く)
①お住まい:福岡市内 16 名 福岡市外 6 名福岡県外 4
名
②年齢:小学生 2 名 大学生 4 名 18 歳～1 名 30 歳
～12 名 50 歳～5 名 70 歳～2 名
③職業:主婦３名 会社員 9 名 NPO 関係 3 名
無職 2 名 その他(小学生 2 名、大学生 4 名、医療職
4 名、児童施設 3 名)
④この催しをどのようにして知りましたか:
チラシ 1 名 知人(12 名河村から)(2 名山田から)
他(親から 2 名)Facebook(ホームページ 1 名、イベン
ト情報 6 名、FUNN2 名)
⑤次回も機会があれば参加しますか:
参加する 25 名 参加しない 0 名 分からない 1 名

■参加者の感想や意見
・「料理に興味がある人たち」が料理を通してバング
ラを知るきっかけがしっかりできていて、すごく良い
会だと思いました。
・いろんな出会いがあって本当に楽しかったです。
・家庭的なレシピで学ぶ事ができ、また普段接する機
会のない方たちとお話する事もできてとても楽しかっ
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たです。今後の活動にも注目していきたいと思えるイ
ベントでした。
・色々なスパイスがあって勉強になった。又、バング
ラデシュの歴史にも触れられたので良かったです。

・家に帰ってからも作れるようにレシピなどとても用
意が良くてビックリしました。いろんな料理教室に参
加しているがこのような会は初めてです。また続けて
ください。
・とても楽しくて美味しかったです。
（多数）
・リピーターの方も、10 名以上参加され「家でも作
っているが何か物足りない事が多く思いきってスパイ
スの量を増やしてみよう」と挑戦中。
■まとめ
今年は、講師のカ
ジ・ジュエルさんが
リダちゃんと「野芥
フリーハウス」に来
てくださり、一緒に
シュミレーションが
できたことが大きな
リダちゃん完食！
成果です。
「野芥フ
リーハウス」が出来た事で事前の準備や、練習が出来
るようになりました。野田さん、末岡さんが各テーブ
ル毎にスパイス、調味料の分量を量り用意してくれ、
実際に何度も作りながらレシピの書き直しをしまし
た。共用施設として事務局を置き、それぞれのイベン
トを展開させている「わんらいふ」子ども食堂の方の
参加もありました。来年も、このようにみんなで準備
し楽しいバングラ料理教室を開催したいと思っていま
す。

「バングラデシュ料理教室」に参加しました！
NGO 福岡ネットワークインターン 今泉 友希

今泉さん（左端）

２０２０年２月９日（日）に「あいれふ」９階で開催
された「バングラデシュ料理教室２０２０」に参加し
ました。
私は初めての参加だったので最初は少し緊張しました
が、４０名の参加者のうち半数以上の方が私と同じく
初参加でした。子連れの家族や、海外出身の方も複数
いたので、とても賑やかな雰囲気に囲まれて、すぐに
緊張もほぐれました。
はじめは、講師のカジ・ジュエルさんと「バングラ
デシュと手をつなぐ会」のスタッフの方が参加者の前
でお手本を披露しました。その後、４，５人の班に分
かれて調理スタート。作った料理は、チキンカレーと
ピアジュ（玉ねぎとレンズ豆かき揚げ）、ライスプデ
ィング、チャイの４つでした。調理過程が少し多いよ
うに感じましたが、配布されたレシピにカジ・ジュエ
ルさんのアドバイスを書き込みながら、理解を深める
ことができました。

料理によっては、
「バングラデシュではスパイスをた
くさん入れるけど、その通りにすると日本人にとって
は辛いかもね」などと話しながら調味料の量を調節す
ることもありました。また、どうすればバングラデシ
ュで実際に作られている家庭料理に近い味になるか、
講師やスタッフの方からアドバイスをもらったりする
など、ワイワイみんなで楽しく話しながら、調理をし
ました。そしてすべての料理が完成。
チキンカレーは、じんわりとスパイシーな後味がし
て、ピアジュも日本のかき揚げとは少し違って、スパ
イスで想像以上に辛くなっていました。ライスプディ
ングは甘く、上に振りかけたシナモンパウダーととて
も相性が良かったです。チャイはバングラ紅茶のミル
クティーで、甘すぎず渋すぎず、とても飲みやすかっ
たです。こうして料理の味からだけではなく調理段階
から文化の違いを感じながら楽しむことができまし
た。
食事後の交流会では参加者の自己紹介や団体紹介をし
て、さらに交流が深まりました。バングラデシュに興
味があって参加した方、国際交流、国際協力について
もっと知りたいと思って参加した人もいました。で
も、いろいろな国の料理を習ってみたいと思って参加
した人もたくさんいました。
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実際、私の班でも、インドのカレーと一言でいっても
北部と南部で違いがあるとか、ほかの国の料理教室も
面白いといった話で盛り上がりました。
また、Facebook やインターネットを通じてこのイベ
ントについて知ったという人も多数いました。こうし
て、バングラデシュへの国際協力について多くの人に
知ってもらいたいというニーズと、その他のニーズが
うまく重なりあって、この会が開催されていることを
肌で感じ、とても感銘を受けました。
今後もこのようなイベントをきっかけにより多くの人
にバングラデシュや国際協力について知ってもらえる
と私も嬉しいなと感じました。
参加者の中からは、ぜひ次回も参加したいという声も
上がりました。
この会は年に１回開催しているので、今回参加できた
方も、満員御礼のため参加できなかった方も、ぜひ来
年参加してみてはどうでしょうか。

初めてオンライン総会
手をつなぐ会会員 篠崎 潤子
５月３１日(日)
手をつなぐ会の
総会が初めてオ
ンラインで開催
されました。
コロナ感染症予
防のため、理事・事務局を中心に最小限の人数が会場
となった野芥フリーハウスに集まり、それ以外の皆様
は各自宅からオンラインでの参加でした。

正会員８７名中、会場１０名、オンライン参加１６
名、委任状２６名、書面表決１０名にて、無事に通常
総会を終えることが出来ました。オンラインでの総会
は、やりとりに時間がかかるなど不便な点もあります
が、県外からの参加者が半数を占め、遠方の方にもご
参加いただきやすいという利点もありました。
２部の交流会では、河村理事より新事務所開設の経緯
や活動内容について報告の後、バングラデシュの現地
NGO パートナー「ションダニ・ションスタ」よりオ
ンラインにて現状報告等がなされました。最後は、看

護学校の職員や看護学生等も参加し、会員と身振り・
手振りや通訳を通じて、会話をすることが出来まし
た。
ションダニ・ションスタのザフォル事務局長より、
「会の発足当時は手紙を送るのに１５日、その返事を
待つのに１５日かかっていたのが、今はリアルタイム
でやりとりが出来る」という話がありました。また、
コロナについて医療従事者同士の情報交換をするなど
有益な時間を持つこともでき、この機会が今後の会の
運営にも参考になるものだと感じました。

◆役員退任・新任のごあいさつ
理 事 退 任
平山 正明
早いもので、「バングラデシュ手をつ
なぐ会」の活動に参加して１７年に
なります。
二ノ坂代表と２００２年の「第９回
日本ホスピス・在宅ケア研究会福岡
大会」準備委員会で出会い、代表の
思いに賛同しバングラデシュと手をつなぐ会の活動に
参加し、１７年間で２回、現地（カラムディ村）訪問
をしました。
１回目の訪問は２００３年８月、そこには日本の田舎
と変わらない景色が広がっていました、牛小屋のそば
でヤギの乳を小学生が手で乳搾りをしていました。私
が小学４年～６年の頃、田舎で私に与えられた手伝い
と一緒です、ただ違うのは２割～３割弱くらいの子供
が学校に行けてないことでした。その村の中心で現地
の「NGO ションダニションスタ」が経営するション
ダニ病院は素晴らしい建物でした。そこで働く、スタ
ッフ、看護師、ソーシャルワーカー等、明るく楽しく
働く姿に、感動しました。
それから１７年、私にとってはとても居心地良い会
で、気ままに出席し、思いついた事を無責任に言葉に
出してきました。
ラフマンさんはじめ、手をつなぐ会を通してつながっ
た皆様に感謝します。同時に、都度の非礼をお許しく
ださい。
手をつなぐ会は二ノ坂代表のリーダ―シップと幅広い
人脈、そして会員の理解で他の NPO では困難と思わ
れるプロジェクトを立ち上げ実行してきました、特に
ションダニ看護学校は小さな NPO 法人が取り組むに
はあまりにも大きなプロジェクトでしたが、今年一回
生が卒業し、全員の就職が決まりました。これからは
ションダニスクール同様、メヘルプール県内で一番の
看護学校に成長する事と思います。
１７年前は世界の最貧国の一つと言われていました
が、現在では一人当たりの GDP も２０００ドルを超
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え、アジアの後進国の中でこれから最も発展出来る国
の一つといわれています。
手をつなぐ会の活動も物的支援から、人の交流を中心
に相互交流に向かうのではと思います。手をつなぐ会
の若い理事中心に現地「NGO ションダニションス
タ」と力を合わせ相互に更なる発展をねがいます。
これからも会員として少しでもお役に立てればと思い
ます。

新任理事のご挨拶
井本 剛弘
初めまして。井本剛弘と申しま
す。平山前理事から「僕の次に理事
をやってくれんね。
」と頼まれたから
ではありませんが、少しでも思いを
つなげればと思い理事をさせていた
だくこととなりました。
現在、春日市役所で福祉事務所の庶務や民生委員・
児童委員の方の事務局、社会福祉協議会の補助金業務
などを行っています。
さて、２０１２年に私はバングラデシュに行きまし
た。カラムディ村での自然の中での数日間は今までに
ない貴重な経験でした。また、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姿が印
象的でした。さらにションダニスクールでは生徒たち
が目を輝かせて勉強する姿が見られました。その校舎
の目の前は運動場なのか原っぱというのか何もない土
地でした。その土地に今や立派な看護学校が建設され
多くの看護学生が学んでいるという報告を見ると感慨
深いものがあります。
バングラデシュの独立記念日は１９７１年で私が生
まれた年でもあります。バングラデシュも日々成長し
ています。この活動を通して自分自身も成長していけ
たらと思います。
今後もバングラデシュと手をつなぐ会の活動に少し
でも貢献できるよう皆様と共に取り組んでいきたいと
考えていますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

えないという日々を送っておりました。そんな 4 月の
終りに、バングラデシュの看護学生がスマホのメッセ
ンジャーで珍しい鳥の写真を送ってくれました。ハッ
と我に返り、薬や医療機器はほとんど無く、マスクな
ども一般の人々に行き渡るとは思えないバングラデシ
ュの人々を思うと、お金で自分の身だけを守ろうとす
るような特に買い占めや転売といった行為を見たり、
更には自分のことばかり考えていることが虚しく思え
てきました。困っている人や社会にできることはない
か、2019 年 3 月にバングラデシュへ現地訪問をした
ときと同じ思いが沸いてきました。
この度、理事の任を賜りまして、身の引き締まる思
いであると共に、微力ながらバングラデシュと手をつ
なぐ会のお手伝いができる機会を頂きましたことを大
変感謝しております。何かと行き届かないことばかり
と思いますが、どうぞご指導ご鞭撻の程宜しくお願い
致します。

◆事務局だより
ZOOM 総会実行委員会結成
山田英行
■総会までの準備
新型コロナ感染症の影響で緊急事態宣言が全国に出さ
れました。３密防止のためにオンラインを活用して、
定期総会を開催することを４月１３日の理事会
（Zoom オンライン）で決定しました。
初めてのオンライン総会なので、有志を募り、準備委
員会を立ち上げることにしました。
4/23～5/28 の約１ヶ月で５回の会議を Zoom にて開
催。委員会メンバーは小畑さん、篠崎さん、矢野さ
ん、山城さん、冨貴田（鹿児島）さん、事務局から野
田さん、山田の７名。理事や関心を持たれた会員にも
自由参加してもらいました。

新任理事のご挨拶
田島 寛
私は、今年 3 月より訪問を主体とす
る歯科医院を開業し診療を始めまし
た。しかし、いきなり新型コロナウイ
ルスの感染拡大予防の為、私の対象で
ある高齢者や障害者の施設には原則家
族でも立入り禁止、不要不急の診療以
外は延期となってしまい、ほとんど仕事がなく先が見

オンライン会議だったので遠方の方も参加でき、メン
バーの都合が付きやすい夜間の開催としました。
オンラインでの参加が苦手や困難な方向けの救済策と
して、事前に議案に対しての質問や意見をいただくこ
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とにしました。ZOOM での参加を希望された方には
使用マニュアル（スマホ、タブレット、パソコン版）
を準備し、事前練習会を設けることにしました。
4/27 には総会リハーサルを会場となる野芥フリーハ
ウスで実施。ネット回線、ハウリングの課題が浮かび
上がりました。
総会 2 部では通常であれば交流会を設け、懇親を深め
るのですが、今回はオンラインでの利点を活かし、バ
ングラの現地パートナー、ションダニ・ションスタの
スタッフや看護学生らとの交流会を持つことにしまし
た。
■初のオンライン総会を振返って
実際にお会い出来ないのは寂しかったですが、今まで
参加ができなかった遠方の会員やバングラの方々とお
会いできたことが何よりの収穫でした。IT 技術のお
かげで、交流できるようになったのは何よりの恩恵で
すね。
バングラ現地や日本国内でも通信状況が悪い場所で
は、いきなり途中で参加者が消えたり、狭い事務所で
ハウリングが頻発し、いわゆるカオス状態が発生した
などオンラインならではの欠点も露出しました。
今後、このような Zoom 交流会の回数を重ねること
で、改善しながらバングラ現地と「手をつなぐ」機会
を会員のみなさんに提供できるということが分かった
こと自体が「成功」ではなかったのではと思います。
■Zoom 参加者感想
「ミロンの紙面だけでは分からないところが伝わって
きて、みなさんの熱量にとても懐かしい思いがいたし
ました。
また、オンラインということもあり、娘たちもすぐそ
ばで遊びながらも聞いていましたので、この機会に娘
たちにバングラの話を少しすることもできました。
初めての試みで、ご準備等大変だったことと思います
が、すばらしい機会をいただき、本当にありがとうご
ざいました。」

「ミロン募金」について
末岡 智子
バングラデシュ看護学校建設プロジェクトの一環とし
て、2014 年 6 月に始まったニコニコ募金も今年の 3
月で無事終了しました。この間のご支援に心から感謝
申しあげます。
おかげ様で看護学校も立ち上がり、着実に看護学生が
育っています。
しかし、バングラデシュでもコロナウイルスが蔓延し
ており、6 月 15 日時点コロナ感染者数 87,520 名、死
亡者 1,171 名に達しています。政府はロックダウンを
継続していますが、医療体制の不備や国民の知識・理
解の不足などで、感染拡大は続いています。

会としては引き続き、看護学校やションダニ病院への
支援を続け、さらに幅広く、バングラデシュの保健・
医療を支えていきたいと思っています。現地の活動を
支える支援の一つとして、定額振替「ミロン募金」を
開設しました。
バングラデシュ、カラムディ村地域の人たちが安心し
て医療が受けることができるように、そして社会人と
なった看護師がションダニ病院などの地域の病院で働
けるような環境づくりをおこなっていきます。どうぞ
ご協力、ご支援よろしくお願いいたします。

【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)
■不採択：サテライトクリニック事業(日本国際協力
財団 200 万円)、看護学校実習室用教材拡充等 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)
■申請中：なし

【行事予定】
９月野芥フリーハウスでの地域住民との交流会
7 月九州国際大学への出前講座（オンライン）
8 月 NGO 福岡ネットワーク倶楽部 FUNN 公演（オンラ
イン）
9 月 NGO 組織基盤強化事業に参加(九州の NGO 団体と
の交流)、9 月五ヶ山オカリナコンサート
10 月世界ホスピス・緩和ケアデーに参加、ションダニ招
聘交流事業（2 名招待）
、さわら地域チャリティ「ひろ
ば」に参加

【新会員紹介】
〔正会員〕田中誠、入江住子、長尾和宏、後藤徳子、井
本正美、中島悦子、尹戸真司 、安藤和美
［賛助会員〕津嶋由美子

◆会計報告

事務局 末岡智子
【2019 年度主な収益】
【正会員会費】
410,000 円
【賛助会員会費】
396,000 円
【受取寄付金】 12,653,995 円
【音楽 CD 売上収益】128,100 円
【バザー等売上収益】113,520 円
【行事参加会費収益】100,500 円
募金のご協力ありがとうございました！ （2019 年 12
月～2020 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
-13-

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、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、
安波加余子、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
【ミロン募金】
市田敬子、大木ひろみ、平山正明、草場 耕二、酒井和幸、
重橋亨、末岡智子、田島寛、野田景子、原口勝、平山春美、
牟田壽、ラフマンモクレスール、鈴木崇世、鐘ヶ江寿美子、
秋吉美千代、有吉準子、飯野孝子、碇道子、石田陽子、伊
藤良子、大澤友二、押野圭子、鐘ヶ江康子、金子貴美代、
上潟口麻里子、蒲地純、川内恵美子、神戸太郎、吉瀬恭子、
國光登志子、五反田千代、後藤徳子、権藤説子、栄小知子、
坂田幸男、坂本悟、貞刈賜代、白石信子、谷口純子、道本
実保、中野朝恵、中村サワ子、ニノ坂富士子、廣田惠津子、
福間比佐子、キャンナス湘南、細野容子、松添仁、松田純
子、三坂眞紀子、溝上明子、安浪加余子、ﾕ)けやき、和田
節子、和田善充、古賀カツ子、倉光剛郎、立場美枝子
【看護学校支援募金】
河津佐知、鴻江俊治、中野洋子、徳永仁、医）ひらまつ病
院、小野道夫・恵、ひまわりオカリナコンサート、NGO 福
岡ネットワーク＠SDGs 講座、終末期支援セミナー＠熊本、
山田和男、佐田裕一、日本訪問看護認定看護師協議会九州
ブロック研修会、中島幸子、アップルハート訪問看護ステ
ーションケアプランセンター、大分県在宅医療推進フォ
ーラム、にのさかクリニック、小規模多機能ホームなごみ
の家、山田栄香、白熊園、和田正喜、吉田いつみ、有松寿
美子、多々野元、越智吉郎、八尋礼子、進藤英一、徳洲会
HP、市民ホスピス福岡、福岡市原公民館、南福寺、バ
ングラ料理教室、訪問看護ステーション OHANA、岡
本ツタエ、吉柳栄子
【募金】
さるびあ会、林田直子、藤田瞳、岡﨑万寿喜、河内英
一、谷口和子、茂呂塾保育園、蓑田裕美子、小野田桂
子、久米隆、渋田枝美、さくらのクリニック鷲坂英輝、
杉山良輔、杉本潔、畠山万千、片岡和子、川原寿恵、池田
愛美、稲永みき子、山崎律子、下村千枝子、山崎麻子、川
崎妙子、大脇爲常、山口龍彦、瀬角南、椎葉さよ子、中山
暁子、髙嶋裕二、南原かつ子、藤岡美保、吉村典子、障が
い者より良い暮らしネット、西田真紀、山浦誠、カトリッ

ク仁豊野教会、大住敏子、帯田輝幸、瀬尾康子、内田美智
子、大和診療所（小川信）
、山崎麻子、喜多五十子、大原
房子、酒井淑子、阿部幸世、上野恭子、福岡友の会総リー
ダー、中園久美子、八木良子、山口龍彦、松隈和美、ファ
ミリー和食処 笑食、川原由美・惇司、平山征宏、谷山玲
子、元木豊子、馬場順子、越智吉郎、原紀子、平山正明、
西田久子、吉柳栄子、佐田裕一、にのさかクリニック募金
箱
【看護学校】
中原妙代、陶山紀美子
【旅費カンパ】
西田和子、山下久代
【その他】
池田愛美（看護師育成）
中井幸二郎（移動図書寄付）
【助成金】
・福岡よかトピア国際交流財団 30 万円（招聘事業充
当）
・ブリヂストン寄付金（ちょボラ募金） 80 万円（イ
ンフォメーションセンター）
【イベント収入】
・12/1 野芥フリーハウスオープン祭
・1/26 南福寺友情バザー（紅茶・民芸品）
・2/9 バングラデシュ料理教室
【看護学校建設支援費送金】
・3/18
500,000 円
【インフォメーションセンター支援費送金】
・3/18
800,000 円
【招聘事業支援費送金】
・3/18
500,000 円

【募金に添えられたメッセージ】
❀ 学校完成おめでとうございます。心ばかりの協力し
かできませんが、皆様のご努力に頭が下がるばか
りです。「心一つに」応援させて頂きます。
❀バングラデシュの医療の質の向上に微力でも役に立
てれば幸いです。
❀日ごろのバングラデシュ看護学校建設のためのご尽
力ありがとうございます。今後「手をつなぐ会」と
しての支援の継続をしていただくことに、感謝い
たします。私もできる限り続けたいと思います。
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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。
事業内容

●現地（バングラデシュ）での活動
①
②
③

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)
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）
生活向上（子牛貸出制度、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

手をつなぐ会の活動全体の支援

特定非営利活動法人バングラデシュと手をつなぐ会

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 6-46-7
共同事務所「野芥フリーハウス」内
☎092-407-7701 Fax092-407-7702

email: info@tewotunagukai.com
https://tewotunagukai.com
https://www.facebook.com/tewotunagukai/

編集後記

ミロン募金（バングラデシュ現地支援）
毎月の定額振替
お問い合わせください

M ilo n

バングラデシュでの新型コロナウィルスの感染者
数、死亡者数が増加の一途をたどっている。
経済格差による途上国での医療体制の未整備が、
要因の一つであることに間違いないだろう。
貧困にあえぐ人々は、コロナウィルスによる死亡
だけでなく、収入源が絶たれる事による死亡も怖
い。

会

報

名 ミロン 146 号 2020 年 6 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

