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（特活）バングラデシュと手をつなぐ会 広報誌 

こんな時だからこそ… 

オンライン現地訪問を実施 
イベント報告「手をつなぐ会３０年の歴史を語る会」 

事務局だより 募金箱ボランティア 行事予定 

 



代表挨拶  

コロナとオンライン現地訪問 
 

バングラデシュと手をつなぐ会代表 ニノ坂保喜 

 

今年手をつなぐ会は、コロナ禍のために活動がかなり制限されま
した。 
現地訪問はもちろん、チャリティバザーやコンサートなど人を集
めるイベントは実施不可能。また毎月の理事会や勉強会などもオ
ンラインで行うようになりました。 
私は、昨年 9 月の事務所移転、それに今回のコロナ禍によるオン
ライン活動の推進で感じたことがあります。事務所が移ったこと
で、少しの不便は否めません。しかしゆったりとした場所で、事
務局のメンバーが集まれるようになったことは色々な成果を生み
出しました。 
まずはメンバー同士の意見交換の機会が多くなりました。同じ＜

場＞と＜時間＞を共有することは、絆を深めるためにも、大切なことだと強く感じました。考えてみると、現
地訪問は、現地の人と私たちが、同じ＜場＞と＜時間＞をともにしながら、同じテーマについて意見を交わす
ものだと言えるのではないでしょうか。 
 
オンラインの時代に急速に移行して、手をつなぐ会も「オンライン現地訪問」はじめインターネットを利用し
た活動を積極的に行っています。私にとっては何といっても、「移動時間がゼロ」というのがありがたい。時に
は訪問診療が遅くなって、車の中からスマートフォンを通して参加することもできます。文明の利器は最大限
に活かし、人間としてのお互いの交流を深めることができればと思います。４回のオンライン現地訪問が無事
に終わり、日バ両国から 30～51 名が参加し、賑やかな現地訪問でした。お互いを知ることの一歩を大きく踏
み出しました。 
現地訪問の様子は録画していますので、ご希望の方はどうぞお知らせください。 
通訳を介して１回が約 3 時間の訪問ですので、じっくりとご覧になれます。是非どうぞ。 
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「オンライン現地訪問」とは？ 

手をつなぐ会事務局 山田英行 
バングラデシュ現地訪問は当会にとって、大切な事業
となっており、毎年、現地へ数名の理事・会員らを派
遣してきました。 
この事業を通じて、支援現場の視察・現地住民との交
流・現地パートナーとの話合いによる課題の共有・帰
国後の支援者への報告をおこなっています。 
今回の「オンライン現地訪問」では、これまで実際に
現地に行くことができなかった理事、事務局スタッ
フ、会員等が支援現場からの生の声に接することがで
きました。多様なメンバーの参加により幅広い視点で
現地 NGO ションダニ・ションスタと交流を深め、意
見交換し、課題の共有をすることができました。 

■実施内容 
・方法 Zoom によるビデオ会議 

・司会 篠崎さん 
・通訳 抜水さん 
ラフマン理事 
・開催時間 19:00-
21:30(18:30 開場) 
 

・日程及び内容 
10/19(月)  ションダニ病院側発表 
10/22(木)  ションダニ看護学校発表 
11/10(火) 手をつなぐ会発表 
11/16(月)  フリーディスカッション 
 
■参加者数 

10/9   10/22   11/10  11/16 
ションダニ     11     12      22      28 
手をつなぐ会    20     18      17      23 
合 計       31     30      39      51 
 

 
二ノ坂保喜 
手をつなぐ会代表（医師）  

10 月、11 月はオンラインでの現地訪問が行われまし
た。 
昨年 2019 年 3 月に、河村さん、田島さんと 3 人で現
地訪問しました。看護学校の建物が完成し、生徒や先

生たちが生き生きと授業やその他の活動に取り組ん
でいました。来日した学生たちも、喜んで私たちを
歓迎し、再会を喜んでくれました。 
今年はコロナ禍のために日本からの訪問も、現地か
らの招聘事業もできません。しかし手をつなぐ会で
は以前からスカイプなどを使って現地とのリモート
での交流（会議など）も行っていました。また 5 月

の総会などにも、日本のメンバーとともに、バングラ
デシュスタッフもズームで参加してもらいました。こ
のような経緯もあり、オンラインでの現地訪問の提案
は、スムーズに受け入れられ、また十分な準備も重ね
て、スケジュールを組みました。 
スケジュールは 10 月に２回、11 月にも２回の計４回
とし、最初の２回はバングラからの報告をお願いしま
した。第１回目は、まずションダニ病院、２回目は看
護学校としました。 

１回目は、ションダニ
病院で活躍する医師、
看護師、メディカルア
シスタント、検査技
師、寮のスタッフがそ
れぞれの活動や問題
点、自分の思いなどを
話してくれました。 

メディカルアシスタントのルベルは病院で医師の手伝
いの仕事をするばかりでなく、学校や村に出かけて、
コロナへの対策やマスクの付け方なども指導していま

 

 

 
特集 オンライン現地訪問 

（公益財団法人西日本国際財団 国際化助成事業） 
10 月 19 日～11 月 16 日の期間で 4 回に及ぶ「オンライン現地訪問」を実施しました。毎年恒
例となっていたバングラデシュへの現地訪問がコロナ禍で中止せざるを得なくなりましたが、
この「オンライン現地訪問」を通じて、多くの方々との交流を深めることができました。     

 





す。レントゲン装置が３年前から故障して修理ができ
ず、使えなくなっていることが大きな問題だと訴えま
した。高額な器械であり、手をつなぐ会の現状から、
すぐに対処するのは難しいと感じました。 
 
２回目は、看護学校がテーマです。 

ションダニ学校の校⾧から、バングラの医療状況、看
護師の不足などの問題が述べられ、看護学校の必要性
が話されました。その後、看護学校の先生たちから報
告がありました。実習の写真などを見ると、看護学校

でも活発に活動が行われていることがよくわかりまし
た。日本側の看護師たちからも質問があり、またバン
グラ側からも次々に質問が飛び交いました。 

３回目は日本側からの報告です。事務局の山田さん
が、これまでの「ミロン」などを取り上げて会の活動
を振り返りました。バングラ側もこの 30 年の間に若
い人たちも加わり、大木さんやイディリスさん（ショ
ンダニの創立者）を知らない人も多くなっており、お

互いに歴史を振り返るいい機会になったのではないで
しょうか。 

続いては歯科医の田島さんによる「日本でのコロナ禍
での医療状況」です。これは傑作でした。20 枚ほど
のスライドで、日本のコロナ禍での状況を説明してく
れましたが、スライドは何と、日本語、英語、それに
ベンガル語が並んでいます。発表は英語。通訳がなく
ても内容が通じます（のはずです）。 

３人目は河村さんから、「民生委員の活動」。民生委員
をどう訳すのか、ここでは Community Social Worker
としましたが、わかりやすい、的確な訳だと思いまし
た。我々日本側にとっても、普段知らない民生委員の
活動を知る機会となりました。 

4 回目については河村さんが詳しく書かれているの
で、そちらをお読みください。 
 





今回の現地訪問はインターネットを介してのオンライ
ン現地訪問でした。 
良かったのは、たくさんの方が参加できたこと、それ
ぞれが発言できたこと、などがあります。また、初め
てバングラ現地の様子を見た方たちも、訪問経験が豊
富なメンバーと一緒に話すことで、現地に対する理解
も深まったと思われました。 

しかし一方で、
現地の暑さ、ホ
コリや風、それ
にカレーの辛さ
などを直接感じ
ることができな

いもどかしさはありました。リアルの現地訪問が再開
できることを願うと同時に、オンラインの良さも活か
しながら、バングラデシュと日本の交流を深めること
ができるとありがたい、と思いました。 
準備、企画を進めてくれた事務局の皆さん、参加して
くださったションダニ・ションスタのみなさん、手を
つなぐ会のみなさん、ありがとうございました。 
またお会いしましょう。 
 
河村富美子 
手をつなぐ会理事（民生委員・看護師） 

コロナ禍で現地訪問は、2019 年 3
月、招聘事業は、2019 年 10 月を
最後に今年以降、いつ実現するの
かわからない状況です。 
コロナ感染症予防のために一人ひ

とりが出来ることを実施し、守りながら一日も早いコ
ロナウイルス（COVID-19）の終息を迎えられるよう
に頑張りましょう！そんな中、4 回のオンライン現地
訪問を開催しました。 
バングラデシュと日本の国の人たちと、たくさんの素
晴らしい出会いがありました。 
 
4 日間を振り返ってみたいと思います。 

① 10/19（月）ションダニ病院について 

ションダニ病院スタッフ、医師、看護師、メディカル
アシスタント、検査技師、ソーシャルワーカーそれぞ

れの仕事の内容、抱負がプレゼンテーションなどによ
り発表されました。 
課題として、数年前より、レントゲン検査装置が修理
不能となっている。早期診断、早期治療に欠かせない
機器であり修理も含め早急に解決しなければならない
問題である。 
次に、以前行っていたようなサテライトクリニックの
再開を願っているが、人員、経費不足により行ってい
ない。 
しかし、十分ではな
いが規模を縮小し地
域住民に必要な健康
指導を行っている。
特にコロナ禍におい
ては手洗いの必要性
を訴え実施指導して
いる。 
 
 ②10/22(木)ションダニ看護学校について 

医師、看護師不足を補い、地域に根差した女性の自立
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ためにバングラデシュと
手をつなぐ会は、「看護学校建設プロジェクトチー
ム」を立ち上げ 2012 年支援を開始しました。 
送金不足により建築は一時ストップするなど困難を極
めました。 
新聞掲載で募金をお願いしたり、ニコニコ募金の延⾧
をお願いしたり、企業・施設の方へ募金箱の設置をお
願いしたり、チャリティー自販機を設置したり、チャ
リティーひろばの開催と、困難を乗り越え 2017 年 2
月、3 階まで完成し開校、同年 11 月授業風景を観に
看護学校を訪問。感慨深いものがありました。 

③11/10（火）日本でのコロナ禍での医療活動につ
いて、地域コミュニティの現状、ションダニ 30 周年

を振り返り 
田島先生(歯
科医)のプレ
ゼンテーシ
ョンは、3
か国語で発





表され時間短縮の効果、および素晴らしい内容だった
と思います。 
私の内容は近医、大学病院の医師、後輩看護師に聞き
取りを行った内容をまとめたものですが割愛させてい
ただきました。 
コロナ禍において、大学病院の果たす役割、地域の状
況、看護師の覚悟などについて、いつか機会があれば
お話ししたいと思います。 

地域コミュニティの現状では、私が民生委員・児童委
員を 4 年務めた活動内容をお話しました。 
バングラの皆さんからの関心が高く驚きました。あな
たと同じことに取り組んでいます」と誇りをもって、
伝えてきました。赤ちゃんから高齢者すべての人々の
生活環境、健康について、行政と、民間病院、ボラン
ティアが一緒に取り組めるようなシステムが出来ると
素晴らしいと思います。 

ソーシャルワー
カーのシウリさ
んは、「ションダ
ニ病院を拠点
に、ションダニ
病院が一つのモ
デルになるよう

に働きたい」と力強くメッセージを伝えてくれまし
た。 
次回も、子ども食堂の様子や、高齢者の生き生きした
活動報告をしたいと思っています。 
 
 ④11/16（月）ションダニ病院、看護学校、日本か
らの個人や全体における課題、取り組みなど、質疑応
答 
緊急課題や、中、⾧期的課題について話を進めようと
したが、ションダニスクールの教員の参加が多く皆さ
んが次から次と抱負と質問などを述べ、時間通りに行
かず、スケジュール表通りにいかなかった。 

言い換えれば、みなさんは、情熱をもって日本人の私
たちと語りたくてこの場所に来て座っている。ション
ダニスクールを卒業し教員になり、ションダニスクー
ルの教員として誇りを持って勤務していることが伝わ
ってきます。素晴らしいことですね。 

矢野さんがベンガル語で、「20 年もの
⾧い間勤めている看護師のラヘルさ
ん！このように⾧く根を張って病院
を支えてきた人たちがいることが大
切！」すると、ラヘルさんも嬉しそ
うに「患者さんが

私の姿を探している」と。皆さん
大拍手！ 
現地を訪問しカラムディ村を去る
とき、ラヘルさんと私は、ハグを
して涙を流しお互いにお別れをし
ました。 

今年、ロティファさんは、ションダニ
看護学校を卒業し、正看護師になりシ
ョンダニ病院に就職しました。 
看護学生の時、ションダニ病院を見学
し、大木松子さんの石碑の前に立ち
「この病院で働きたいという希望が叶

った」と話してくれました。看護大学卒の看護師も就
職しており、2 人で励まし合って仕事をしていること
でしょう！ 
 毎回、現地事務局⾧のザフォルさんとニノ坂代表の
挨拶からオンライン交流が始まりました。 
司会進行の、篠崎潤子さんは、2 つの国で「オンライ
ン現地訪問」をするにあたり、 
・到達目標：信頼と共感を抱く 
・グランドルール：人の話を遮らない、挙手して話
す、発言は短めに具体的に、話を聴きあう、お互いを
尊重する、批判・否定・攻撃しない 
飲み物自由でリラックス雰囲気に努め、休憩を 2ー3
回いれるなどを取り入れるよう工夫されてました。 
篠崎さん、ホスト役の山田さん、小畑さん、ラフマン
さん、通訳の抜水さん、本当にお疲れさまでした。 
バングラの人たちにスケジュール表が伝わっていたの
か定かではありません。2 人の代表は、「テーマに沿





って時間通りに進めることも大事です」と終わりの挨
拶をされました。 
 

今回のオンライン現地訪問で、
両国のみなさんにご紹介し、お
礼の言葉をお伝えすることにな
っていた 373 冊
の本の寄贈をし
てくれた渡邉順
美さん（右上）、
渡邉さんとダッ

カで対面されたモア
図書館バングラ代表
のモウスミ（右下）
さん、日本代表の梅
野（戸田）玲子さん
（左）、山形ダッカ

友好病院の小林レイ子さん、入会間も
ない奈良の久保田千代美さん、佐賀の安藤和美さん、
皆さん本当にご苦労様でした。 
現地のスタッフの皆さんからも、また是非！定期的に
オンライン交流を続けたいとメールがたくさん届いて
います。 
①ズームミーティングでは、1 度にたくさん集まるこ
とが出来ます。 
②多くの主題を段階的に提示することで私たちの考え
を共有できるようになります。 
③みんなで少しづつプレゼンができます。 
④みんな、それぞれ違う仕事で忙しい。誰にとっても
難しいことです。 
⑤それでも、問題ない！１～２ヶ月に 1 度はできま
す。 
次回を楽しみに活動に励みたいと思います。 
 
アブ・ザフォル 
ションダニ事務局⾧  

私たちは普通の生活から離れて大変
困難な生活をしています。いつ日常
の生活に戻るかわかりません。しか
し私たちは黙って何もしないのでは
なく、代替策を考えなければなりま
せん。 
現在、技術の役割が大きくなってき

ました。そのおかげで私たちは手をつなぐ会の関係者
とビデオ会議で、意見交換することができました。世
の中の進歩に伴う、このような技術発展をうまく使用
することがとても重要になってきました。 
 
 

これまでは、直接会って、話をすることが普通で、限
られた人たちとしかできませんでした。しかし今オン
ラインでたくさんの人との意見交換ができるようにな
りました。 
今回のオンライン現地訪問では、私たちの活動内容、
将来の活動方針や計画、活動の範囲などについて話し
合いました。ションダニスタッフも自分の考えを伝え
ることができ、それが今後、私達の仕事の励みになり
ます。 
顔を見ながらこのような自由な意見交換は互いの信頼
を高め、今以上に関係がよくなると強く信じていま
す。 
このような場が私たちの活動への刺激になり、理念に
基づいて、目標に向かう行動へとつながります。 
 
ハビブル・ラフマン 
 ションダニ学校校⾧ 

コロナの影響で今年 3 月 17 日か
らションダニスクールは閉鎖し、
学生との直接対話できなくなりま
した。 
学生や保護者とのコミュニケーシ
ョンは現在、ZOOM、メッセン

ジャーや携帯電話の通話だけに限られています。
そのためションダニ学校では対面授業ではなく、
オンライン授業を行っています。 
コロナ禍で手をつなぐ会の皆さんはカラムディ村
に来ることはできませんでした。私たちションダ
ニ側も自分たちの活動や問題点について話し合う
機会がありませんでした。 
しかし、Zoom（WEB 会議）を使った今回のオン
ライン現地訪問で手をつなぐ会の方々といろいろ
な話をすることができました。 
その中で日本の学校教育がどうなっているか、先
生たちの取り組み、政府の対処などについて情報
交換ができました。 
田島先生の三ヶ国語（ベンガル語、日本語、英
語）でのプレゼンテーションは、とても印象的で
した。私たちも、いつかこのようなプレゼンテー
ションができればと思っています。 
手をつなぐ会、ションダニとの間で 3 か月に一
回、このような情報交換ができる場を今後も持ち
たいと願ってます。 
 
アクタルッザマン 
ションダニ庶務責任者 
コロナウイルスのために世界経済が打撃を受け、失業
者が増え、貧困や社会的不安が広がっています。 





しかし IT 技術の発展により、人と人
の関係、社会的、精神的かつ心理的な
つながりが持てるようになりました。
現代社会において IT コミュニケーシ
ョンツールは大きな役割を担ってま
す。 
私たちも学校現場や医療現場で、でき

るだけ IT 技術を利用し、地域住民や生徒のニーズに
応えようと努めてます。先進国と同じスピードとはい
きませんが、限られたノーハウや技術を使って頑張っ
ています。 
今回のオンライン現地訪問では、手をつなぐ会の方々
といろんな話ができました。ここで得た知見は、きっ
と私たちの活動に役に立ちます。 
手をつなぐ会とションダニでのオンラインミーティン
グが今後も継続することを望みます。 
 
Dr.ラキブール・ハサン 
ションダニ病院医師 

今回のオンライン現地訪問では、私は 2
回、WEB 会議に参加しました。 
コロナは私たちの人間関係や社会構造
を大きく変えてしまいました。コロナ
禍にある社会の側面を分析、理解し、
行動する必要があります。 

コロナにより様々な問題が発生しましたが、良いこと
もありました。IT 発展のおかげで、何千キロ離れた
人々がインターネットを介した対話により、より身近
に感じる存在になり、友人関係が作れるようになった
のです。 
１日目（10/19）のオンラインプログラムではション
ダニ病院の活動・限界・問題点を取り上げました。そ
して手をつなぐ会の方々から貴重な意見をもらいまし
た。 
３日目（11/10）、４日目（11/16）ではコロナの時代
において日本でどのような医療活動が行われている
か、医療従事者
と患者さんの間
の関係にどんな
変化がおこって
いるのか、また
コロナ感染者へ
のサービスはど
うなっているか
についても情報交換できました。 
今回の交流会は、一方的なレクチャー形式ではなく、
互いに質疑応答があって、楽しかったです。 
このようなプログラムが継続すれば、お互いの理解が
深まり、両団体の関係がもっと良くなると思います。 
 

モストファ・モノワー 
ションダニ看護学校校⾧代理 

世界中にコロナ感染者が多くなり、死
亡者も数えきれず、その勢いが止まり
ません。この誌面をお借りして、亡く
なった人たちのご冥福をお祈りいたし
ます。 
私たち医療関係者、このような感染症

に直接かかわりがあり、他人事ではありません。 
一期生は卒業し、現在、県内外で懸命に働いていま
す。これからも多くの看護師を社会に送り出すことが
我々の使命ですが、コロナのせいで 3 月 17 日からシ
ョンダニ看護学校では対面授業ができなくなりまし
た。 

オンラインで、できる授業は行っていますが、臨床実
践、実験、実習などの対面での授業はできてません。 
10 月 22 日のオンライン現地訪問２日目では、ション
ダニ看護学校のオンライン授業やラボの状況などをプ
レゼンテーションしました。 
11 月 10 日（オンライン現地訪問３日目）に手をつな
ぐ会の方々4 人によるプレゼンテーションがありまし
た。このプレゼンで手をつなぐ会の 30 年の歴史、地
域ボランティアの実態や仕組み、医療などについて話
を聞くことができ、とても勉強になりました。また日
本の看護教育や病院の医療サービスなどに関する私達
の質問にやさしく答えてくださり、感謝してます。 
オンラインミーティングでの情報交換によって私の知
識がもっと広くなったと思います。このような WEB
会議の回数が増えることで、教育、海外との意見交換





が活発になることは、とても素晴らしく、有意義と思
います。 
 
ラジュ・アハメド 
ションダニスクール副校⾧ 

コロナウイルスの影響で世界が止まっ
たように思えます。 
このコロナ禍の状況で私たちは手をつ
なぐ会のメンバーたちと ZOOM で話
し合いができました。小規模（30～50
名ほど）で 4 回の WEB 会議が開催さ

れました。 
私は運が良く、皆さんと話をすることができ、とても
うれしく思っています。手をつなぐ会主催側の皆さま
に感謝してます。 
何千キロ離れていても、直接会って話をしているよう
な雰囲気で私たちは両国の教育、健康、医療や文化な
どについて話をしました。 
手をつなぐ会の皆さんはションダニの活動やバングラ
デシュについて、いろいろ情報を集めていることに驚
きました。会の皆さんがションダニやバングラデシュ
の人々にどのように協力しているか、写真を使ったプ
レゼンは具体的で理解しやすく、感動しました。 
このような WEB 会議が定期的に開催されれば私たち
の知識がもっと広くなり、学生指導にも役に立ちま
す。 
 
ハサヌール・ザマン・ビッシャシュ 
ションダニスクール教務部⾧ 

コロナ感染の世界的大流行は私たちの日
常生活に大きな影響を及ぼしました。 
コロナ禍でションダニ学校は、オンライ
ンでのコミュニケーションを始めまし
た。9 か月間学校は閉鎖され、約 70％の

学生はオンライン授業を受けています。 
今回のオンライン現地訪問では、手をつなぐ会の会員
たちとのミーティングをオンラインででき、とてもう
れしく感じました。 
両国の歴史、伝統、文化、教育、医療などについて質
疑応答の形式で行いました。手をつなぐ会やションダ
ニの 30 年の歴史、コロナの中で医者・看護師・行政
やコミュニティボランティアの役割や活動についての
プレゼンは特に勉強になりました。河村さんがやって
いる民生委員の活動は、とても興味深いものでした。 
IT の新しい技術で、このように互いに学び合い、活
動などを深く理解でき、良かったと思います。これか
らも定期的にオンラインで勉強会ができれることを願
ってます。 
 

ショヘル・ラナ 
ションダニ高校教員 
コロナパンデミックで亡くなった人たちのご冥福を祈
るとともに感染者の早期の回復を祈っています。 

私はオンライン現地訪問３日目 11 月
10 日の会議に参加させていただきまし
た。 
質疑応答を通して日本の教育システ
ム、医療体制、社会的つながりや活動
などについて理解できました。また

Shandhani Shangstha の設立の背景や歴史についても
知ることができました。 
コロナの時代において日本の医師や看護師、ソーシャ
ルワーカーや一般の人々の意識などについても勉強に
なりました。 
コロナ終息後には、オンラインではなく、手をつなぐ
会の皆さんと直接お会いし、いろんな分野について意
見交換できることを楽しみに待っています。 
 
イスモト・アラ 
ションダニ看護学校教員 

オンライン現地訪問２日目の 10 月
22 日にションダニ看護学校について
プレゼンテーションしました。 
私は特にコミュニティー・ヘルスケ
ア（地域医療）について話しまし
た。 

質疑応答の際に話題となった両国の歴史、伝統、医療
介護システム、教育や文化などについて、多くのこと
を学びました。 

看護学校の教員として学生に一所懸命に教えています
が、十分とは言えません。オンライン授業では講義は
できますが、対面による実習ができないのが、残念で
す。 
３日目 11 月 10 日の WEB 会議にも参加しましたが、
IT 技術の進歩を感じました。これから対面授業がで





きなくてもオンラインを利用し、今よりもっと効果的
な授業へ発展させたいと強く思いました。 
手をつなぐ会とションダニが互いに協力すれば、より
進んだ効果的な授業内容にアップグレードすることが
できると信じています。 
 
サビナ・ヤスミン 
ションダニ看護学校教員 

この度のオンライン現地訪問の
WEB 会議では、たくさんのことを
学びました。 
またションダニを支えてくれた手を
つなぐ会の関係者たちとの交流がで
き、いろんな事を知り、もっと深く
知りたくなりました。ガンニ市内に

ションダニ看護学校を建設するにあたってニノ坂先
生、ラフマン先生の貢献を忘れませんし、ザフォル事
務局⾧から私たちは学校運営の仕方や学生たちとの接
し方について詳しく学ぶことができ、感謝してます。 
これからもラフマン先生の夢を実現するために私たち
は一所懸命に努力します。 
オンラインミーティングの回数を増やして下されば、
もっともっと多くのことを勉強できると思います。 
 
ルベル・アハメド 
ションダニ病院メディカルアシスタント 

２年前にションダニ病院に着任し、初
めて手をつなぐ会のことを知りまし
た。招聘事業（西日本国際財団助成事
業）のメンバーに選ばれ、日本で研修
も受けることができました。 
帰国後は、日本で学んだことを活かそ

うと私は地域住民のために活動しています。このよう
な活動を通じて住民は親しく私に接してくれるように
なり、今まで以上に仕事がやりやすくなりました。 
コロナウイルスは世界の人々に大きな影響を与え、私
たちもその影響から逃れられません。私達の地域の
店、学校、市場などは直接、被害を被っています。 
コロナ禍で誰
かが死んでも
その死体処理
に人々が来な
くなりまし
た。そのよう
な状況の中で
も、私たち医
療従事者は不
安を感じつつ

も勇気をもって患者さんの治療に専念しました。 
手をつなぐ会の諸先生に直接会って相談しようと思い
ましたが、実現不可能でした。でも IT 技術の進歩
で、オンライン相談ができる環境が整いました。 
技術だけではなく、手をつなぐ会との関係もより緊密
になり、安心してなんでも相談できるようになりまし
た。 
「私たちもできる」このスローガンを心に刻んで手を
つなぐ会と連絡を取り合い、ションダニ病院の発展を
成し遂げたいです。 
 
アベダ・スルタナ・シウリ 
ソーシャルワーカー 

毎年の現地訪問では、手をつなぐ会の
人たちと直接会い、いろんな話ができ
ました。手をつなぐ会のメンバーたち
が来られる前に庭の清掃、病院の中の
クリーニング、お客さんの食事、私た
ちの活動に関する発表などの準備にか

なり時間を要してました。 
しかし今年コロナはその機会を奪いました。私たちは
代替の対策として WEB を利用したオンライン現地訪
問に参加する
ことができま
した。まだ慣
れていません
が、カラムデ
ィ村から日本
の皆さんと顔
を見ながら話
ができること
は、夢のようで、オンラインミーティングを通して
様々なことを学ぶことができました。行政と民間団体
の協力があってこのような活動ができてるそうです。
これに習って、私たちも行政と民間の協力を得てショ
ンダニ病院を拠点にした地域活動を前進させ、この地
域での模範モデルになるように努力していきます。 
 
久保田千代美 
手をつなぐ会会員（看護師） 

MilonNo.146 で、来日されたション
ダニ看護学校の卒業生の記事から、彼
女たちが今のバングラデシュの問題に
逃げないで向き合う勇気に感動して、
バングラデシュと手をつなぐ会に入会

しました。 
オンライン現地訪問に参加させていただき、ションダ
ニ病院の医療機器や診療の様子を写真で拝見し、直接
に医師、看護師からの話をうかがいました。 





「はだしの医者」と呼ばれる無資格の村医者が村人の
治療にあたることや、寄生虫や感染症も多く、医療だ
けでなく家族、経済、若者の抱える問題など国家レベ
ルでの問題も多いなか、誰かがやらなければよくなっ
てゆかないことも確かです。 
オンライン現地訪問を通して、村人への疾病の予防や
健康の維持、医療者でなくてもできる手当などを伝え
ることや、若い人の抱える苦悩に対して話を聴く人と
場所が必要であることを感じました。それは、村人だ
けではなく医療に携わる人が希望を持って、仲間と新

しいことがで
きると医師、
看護師の定着
につながるの
ではないかと
思いました。 
通訳を通して
の対話ではあ
りますが、オ

ンラインでの会議はとても身近に感じ、まだお会いし
たことがないバングラデシュのみなさまと実際に手は
繋げませんが気持ちが繋がるような親しみを覚えま
す。  これからもよろしくお願いいたします。 
 
安藤和美 
手をつなぐ会会員（看護師） 

こんにちは、満岡内科クリニック看護
師の安藤和美と申します。 
満岡内科クリニック待合室の本棚にニ
ノ坂先生の本があります。気になって
いたところ、にのさかクリニック広報

誌「ひまわり」と共に届いた案内があり、在宅ホスピ
スを語る会に参加しました。 
ひとりひとりを認めて下さるニノ坂先生の愛の深さが
感じられました。以来、在宅ホスピス事例検討会など
可能な限り参加するようにしています。ニノ坂先生の
「さあ、みなさん、学んだことを実践していってくだ
さい。」のメッセージがこころに響きます。 

３０周年記念事業講演会「いのち・在宅・NGO」の
スライドにあったデイビット･ワーナー「医者のいな
いところで」の健康管理への 2 つの道の挿絵も忘れら
れません。自身を振り返ることができました。記念に
購入したノクシカタ刺繍のショルダーバックは今も大
切に使っています。 
そんな中、声をかけてくださったのが河村さんでし
た。満岡先生に背中を押され、河村さんに相談、今
年、バングラデシュと手をつなぐ会に入会しました。

2019 年 10 月のさわ
ら地域チャリティひ
ろば、2020 年 2 月
のバングラデシュ料
理教室を通して家族
で文化に触れること
ができました。バザ
ーも料理教室も体験

してみたいことだったので夢のように嬉しかったで
す。子供たちはキッチンに立って手伝ってくれるよう
になりました。バングラデシュと手をつなぐ会に関わ
る人との交流で学んだことを人生の糧にしてほしいと
思います。 
オンラインによるバングラデシュ現地訪問では、バン
グラデシュに行ったことのない私も話し合いに参加さ
せてもらえました。言葉の壁はラフマンさん、抜水さ
ん、矢野さんの通訳で緩和。それぞれの場所から一同
に顔を見ながら話ができることで皆様の無事を確認す
ることができました。 
手をつなぐ会の 30 年の歴史をたどりながら現状の厳
しさも感じました。ションダニ病院の X 線装置は故障
のまま 3 年、修理することができていないということ

でした。Ｘ線撮影には
20～30km も離れた病
院まで移動を要するそ
うです。人手不足の常
態化も問題となってい
ました。私にも何かで
きることがあれば協力
したいです。X 線装置
を修理することは難し

いことかもしれません。地域のコミュニティーや持続
可能な社会を目指して SDGｓを推進する人々、バン
グラデシュと手をつなぐ会が手をつなぎ合うことでシ
ステム化され解決できると嬉しいです。 
にのさかクリニックに関わる人々は優しく、愛情深く
感じられます。そんな優しい人になりたいです。私も
バングラデシュと手をつなぐ会の活動に参加すること
で貢献できればと思います。 





最後になりましたが、つながることのたいせつさを教
えてくださいましたニノ坂先生、満岡先生、河村さん
に感謝しています。 
 
田村眞由美 
手をつなぐ会会員（看護教員） 

オンライン現地訪問を企画してくださっ
て、本当に良かったと思いました。しか
もあまり日をおかずに 4 回も開催してく
ださったので、自分の仕事の状況に合わ
せて参加することができました。企画・

運営してくださった方々にお礼を申し上げます。 
日本の方もバングラデシュの皆さんも、お話ししてい
る姿が画像で見られるので、毎回のテーマについて真
剣に考え討論されて素晴らしいと思って拝見・拝聴し
ました。特に最終日は、終わるのが名残惜しい気がし
ましたが、参加のみなさんも同じ思いだったようで、
遅くまでの会となりました。今後も是非続けていただ
きたいと思います。 
いずれはションダニ看護学校を訪問して、現地の看護
学生さんや教員の方々とも交流したいと考えていま
す。昨年来福された皆さんとお会いして、学生さんた
ちの志の高さに感服していましたが、今回の訪問でさ
らにその思いが高まりました。私が関わる学生にも大
きな志を持ってもらえるような教員でありたいし、現
地を実際に訪れて、多くの学生さんと触れ合いたいと
思います。 

自分の意見を言う場面はあまりなかったですが、私は
看護の教員の一人として、日本での看護の状況の概要
を少し説明して、地域への貢献や専門看護師について
お話ししました。バングラデシュの医療・看護の状況
については、まだまだ理解が浅いために、現地の方に
どのくらい伝わったか定かではありませんが、皆さん
のご意見を伺い、得るものは多かったと思います。 
Zoom の準備や司会・通訳をしてくださった方々は大
変なご苦労だったと思います。ありがとうございまし
た。これからも企画していただき、いつかバングラデ
シュを実際に訪問するときの予習をしたいと思いま
す。今後ともよろしくお願いいたします。 
 

【オンライン現地訪問アンケート】 
日本側のアンケート（１７回答）結果ですが、ぜひ継
続してほしい１００％でした。 
・満足度：とても、まぁまぁが８５％ 
・接続状況：とても、ほぼ良かった９４％ 
・開催時間⾧さ：ちょうど良い 24% ⾧すぎた 41% 
・開催時間帯：平日夜で良い 41% 休日が良い 6% 
・改善要望点：企画内容 47% 発言の⾧さ 29% 
■次回、オンライン現地訪問を開催する場合、どのよ
うな内容で企画を希望されますか。 
・教育関係でションダニ側が主催して欲しい 
・子供たちが、何を望んでいるかを聞きたい。 
・レントゲン故障問題を解決したい 
・バングラデシュの現状を伺いたい 
・動画でお互いの文化を伝える 
・現状報告，いろいろな計画の進捗状況 
・テーマを決めて継続していきましょう。 
・全体と個別（学校・看護学校・病院）に分けて、具
体的な問題点について深く考える 
・看護師同士の交流を深めたい 
・テーマを決め、関係者が集まる少人数による専門職
編や多人数で交流、親睦を深める交流編 
・ビデオで病院、学校、村、街の様子が見たい 
・テーマと参加者（職種別など）を絞る 
・テーマを一つに絞って、対話する 
 
 
◆イベント報告 
「手をつなぐ会 30 年の歴史を語る会」 
手をつなぐ会事務局 野田景子 

今年の夏も猛暑が続きました。そんなさ
中の８月３１日（土曜日）に「手をつな
ぐ会３０年の歴史を語る会」というイベ
ントをオンラインで行いました。手をつ
なぐ会は、１９８９年に発足していま

す。会のこれまでの歩みの中で、１０年目・２０年
目の節目に、理事をはじめ事務局・会員が参加して

の合宿研修がなされており、会についての活発な意見
交換がされた記録が残っています。ちょうど３０年目
の昨年は、「３０周年記念シンポジウム」を行ったこ
とは、まだ記憶にあるかと思います。３０年目（正確
には３１年目になるのですが）の会も熱く語ろう・語
りたい・・・という声があがり、開催の運びとなりま
した。 
 当日、参加者の何人かは野芥フリーハウスに集合
し、またほかのメンバーや理事たちともオンラインで
つながり、第一部はニノ坂代表やラフマン副代表から
の会の歴史や歩みについての話、そして私からも
JICA 研修についての報告を行いました。第二部は、 





夕方からそれぞれ飲み物や食べ物を手にしてのフリー
トーキング。オンラインだったのですが、会に対する
疑問や感じていること、これからやりたいことなど活

発な意見が飛び交い、これも大いに盛り上がりまし
た。正確な人数は把握していませんが、たぶん２０名
ほどの参加があったと思います。東京や奈良、鹿児島
からの参加もありました。オンラインでの開催で、若
い人たちの参加が少しずつ増えてきたことや、また、
むかしの会員たちとのつながりや、遠方の会員たちと
も話ができるようになったことは、大きな収穫だと思
います。 
１２月には、ワールドカフェ「手をつなぐから始めよ
う」も企画されています。皆様どしどしご参加くださ
い。そして、会の過去・現在・未来について大いに語
り合いましょう。 
 
バングラデシュを身近にしてくれたオンライン 

手をつなぐ会会員 冨貴田景子 
 私は元々、国際医療協力がした
いと思い、看護師になりました。
その後、海外で活動したかったの
ですが紆余曲折あって、福岡で働
くことになりました。 
日本で活動出来る NGO を探して

いた時に出会ったのが『バングラデシュと手をつなぐ
会』です。当時、ボランティアは”慈悲・ほどこし”と
いう概念を持つ人が多かったのですが、私自身は同じ
地球人としての”助け合い”であって、相互関係によっ
て成り立つものだと考えていました。当会は、まさし
く名前の通り『手をつなぐ』というパートナーシップ
を重視されており、ぜひ、ここで活動してみたいと思
いました。 

2001 年
にバング
ラデシュ
に現地訪
問で行か
せていた
だきまし
た。当時

は舗装されていない道路、ほぼ手作りの家、停電な
ど、まだまだ経済が発展をしていない状況でした。 

ションダニ病院が出来て数年後でしたので、これから
どのように運営していくのかがメインテーマでした。 
翌年、私は進学のために鹿児島に移住しました。 
会との関わりが劇的に変わったのは今年になってから
です。オンラインで総会・現地訪問・会議等に参加さ
せていただけるようになりました。看護師の大先輩で
ある河村理事とも個人的にやりとりさせていただき、
遠かった福岡・バングラデシュがとても近くに感じる
ことが出来るようになりました。 
『手をつなぐ会』の活動支援は、学校・病院・看護学
校と 3 本の柱があり、この 30 年で積み上げられてき
た業績はとても素晴らしいものであると思います。こ
れからは、ハード面だけでなくソフト面でも、色々な
交流が出来るようになるのではないかとワクワクして
います。 
新たな時代の幕開けと、新しい『手をつなぐ』形を創
ることに、微力ではございますが、私も鹿児島から参
加させていただければ光栄です。 
 
◆事務局だより 
 
テレワークのための環境整備 
事務局 山田英行 
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。 
コロナ禍でも業務・打合せ・会員らとのコミュニケー
ションに支障をきたさないよう事務所のテレワーク環
境を整えることにしました。 
そのために資料のデジタル・クラウド化を行うと共に
会議・交流会等をオンラインで実施中です。 

これらを円滑に行うために機材導入・ポータルサイト
構築し、ペーパレス・情報の共有化を行い柔軟な働き
方ができるよう改善中です。 

保管資料は紙ベースが
まだ多く、出勤しない
と業務が滞るので、ペ
ーパレス化に向けて九
州地域 NGO 活動助成金
とスキャナー専用機
（白石税理士寄贈）を
頂きました。 





また中小企業庁の中小企業デジタル化応援隊事業に応
募し、コンサルティングを受けることになりました。 
事務局は非常勤スタッフ 3 名で運営しており、留守に
するときが多いですが、皆さまにご不便かけぬよう努
めてまいりますので、今後ともご協力・ご支援のほど
よろしくお願いいたします。 
 

募金箱ボランティアを長年、ご苦労さまでした 
事務局 末岡智子 

⾧い間本当にありがと
うごいざいました。心
から感謝申し上げま
す。 
蓑原隆輔さんの暖かい
お気持ちを引継ぎ募金
箱活動を行います。活
動にご協力いただける
方募集中です。事務局
までご連絡お待ちして
おります。 

助成金申請状況と結果報告 
■採択 
・オンライン現地訪問事業（西日本国際財団 国際化

助成金 20 万円) 
・テレワークのための環境整備事業（真如苑 九州地

域 NGO 活動助成金 10 万円） 
・テレワークのための IT 業務導入コンサルティング

（中小企業庁 中小企業デジタル化応援隊事業 28
万円） 

■不採択 
・組織基盤強化事業(日本国際協力システム ＪＩＣ
Ｓ ＮＧＯ支援事業 160 万円) 
■申請中 
・サテライトクリニック事業(ゆうちょ財団 NGO 海

外援助活動助成 100 万円) 
・持続化給付金（経済産業省コロナ感染症対策 200 万

円） 
・家賃支援給付金（中小企業庁コロナ感染症対策 13

万円） 
 
行事予定 
・12/12(土) ワールドカフェ～手をつなぐから始めよ

う～ ビデオ会議システム Zoom 利用 
・２月 バングラデシュ料理教室 あいれふ（福岡市

健康づくりサポートセンター）※コロナ禍を想定
し、オンラインでの開催を検討中 

・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 148 号発行 
 
新会員紹介 
[正会員] 三原朝彦、久保田千代美 
[賛助会員] 阿部智介、野副美喜 
 
 
◆会計報告 事務局 末岡智子・野田景子 
 
2020 年度上半期の主な収入及び支出 
■収入 
・正会員費                    344,500 円 
・賛助会員会費                  416,000 円 
・受取寄付金            2,620,599 円 

（ミロン募金 667,000 円、寄付金型自販機収入
72,682 円、ブリヂストンちょボラ募金 800,000 円、
その他寄付金募金 1,080,917 円） 

・受取助成金                     300,000 円 
(九州地域 NGO 活動助成金 10 万円、西日本国際
財団 国際化助成金 20 万円) 
 





 

■支出 
・ションダニ病院支援           620,000 円 
・インフォメーションセンター支援    800,000 円 
・ミロン広報誌           108,265 円 
 
募金のご協力ありがとうございました！ 
（2020 年 6 月～2020 年 11 月）敬称略/順不同 
【ミロン募金】 

秋吉美千代（日本セラピューテック協会）、有松壽美子、

有吉準子、飯野孝子、碇道子、石田陽子、市田敬子、伊藤

良子、平山正明（ウエルフェアネット）、大木ひろみ、大

澤友二、押野圭子、帯田輝幸、鐘ヶ江寿美子、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、草場耕二、國光登志子、倉光剛郎、古賀カ

ツ子、五反田千代、後藤徳子、権藤説子、酒井和幸、

栄小知子、坂田幸男、坂本悟、貞刈賜代、佐藤純子、

重橋亨、白石信子、末岡智子、末次奈保子、鈴木崇世、

髙嶋裕二、田島寛、立場美枝子、谷口純子、田村賢二、

道本実保、特定非営利活動法人たんがく、中野朝恵、

中村サワ子、ニノ坂富士子、野田景子、濱田絹子、原

口勝、平山春美、廣田惠津子、福間比佐子、訪問ボラ

ンティアナースの会キャンナス湘南、細野容子、牧瀬

千里、松添仁、松田純子、三坂眞紀子、溝上明子、牟田壽、

安浪加余子、ﾕ)けやき、ラフマンモクレスール、和田節子、

和田善充 

 

【その他募金】 

小山田浩定、越智吉郎、藤吉礼子、原田隆二、鶴田信子、

末岡智子、吉田一代、志岐玲子、さくらのクリニック、久

米隆、大内光、永松代里子、大頭信義、藤岡美保、中牟田

健児、小野田桂子、杉本潔、飯野孝子、江崎好枝、佐藤修

二、神素子、白倉一男、今泉幸男・ゆみ子、瀬角南、中山

暁子、宮辰建設あゆみの会、山田栄香、水元一博、出水明、

中園久美子、瀧井タツエ、福岡記念病院、障がい者より良

い暮らしネット、川原美紀子、馬場キミ子、後藤勝弥、松

隈和美、下司榮子、有馬紀美子、倉光登喜子、片岡和子、

吉村典子（エクラン）、鬼束次男、田中喜久恵、加藤かお

り、八田義弘、石塚月子、花田千絵、渋田枝美、平山正明・

春美、大脇爲常、重橋亨、立花時子、岡﨑万寿喜、稲永み

き子、有松壽美子、白熊園、佐田裕一、藤川博史、岡本ツ

タエ、東島由美、大原房子、菊池清子（宅老所たのしか荘）、

杉園順代、井上敬子、野副美喜、矢嶋茂裕、久保浦英範、

東幸二、井上敬子、宮崎久美子、吉岡夏予子、副島タカ、

吉塚愛子、和田佐恵子、田島寛、吹野正義、垂水チズ子、

中川佳子、山浦トモエ 

 

【旅費カンパ】山下久代、小﨑隆子 

【寄贈品】白石京子（富士通スキャナー） 

 

【募金箱設置協力】 

にのさかクリニック、シーベスト野芥店、さわらスイミン

グ、かも川薬局野芥店、はぴね福岡野芥、かも川薬局田隈

店、なかよし眼科、高砂園、グリーンビレッジテニスクラ

ブ、春風薬局、宮浦事務所、たのしか荘、大賀薬局野芥調

剤薬局、大賀薬局太宰府病院前店、なごみの家、大賀薬局

竹下店、大木整形リハビリ医院、佐田裕一、藤川博史、岡

本ツタエ、八尋礼子 

 

【募金に添えられたメッセージ】 
 
❀ Milon の報告で、看護学生の学ぶ姿に感動し応援し

たいと思いました。バングラデシュで会って手を
つなぎ、何かお役に立てることがあれば幸いです。 

❀ご苦労様でございます。貴会の活動本当にすばらし
いものと敬服しております。少しのお手伝いしか
できませんがご活躍されることを希望致しており
ます。 

❀ 数えきれない程の問題をかかえながら、みなさんで
力を合わせていらっしゃるのですね。カラムディ
村の報告にはビックリしました。 

 
 
 
お預かりしました募金は、現地 NGO の医
療・教育・生活向上活動の支援のために活
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、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  

 

〒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/ 

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  
 

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  

今回、オンライン現地訪問に参加された皆さんか

ら今後も継続したい、継続すべきだとのお声を頂

き、ありがたかった。 

バングラ側の通信環境が悪く、支障なくビデオ会

議ができるのか、企画時点で一抹の不安があった

が、杞憂に終わる。 

オンラインを通じてバングラを、より身近に感じ

ることができたのが大きな収穫だ。 

会 報 名 
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表 紙 ・ 監 修 

編集実務担当 

校 正 担 当 

Milon 

 

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 147 号 2020 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  


