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Bangladesh Education Support Society

H22 年 8 月 28（土）ＢＥＳＳ総会やセミナー、交流会を開き、大勢の方に
参加していただきました。

ルーシーさんのお話し

“バングラデシュってどんな国？”
セミナーの始まりです。

バングラデシュ セミナーでサリーの着付けを紹介する。

総会では 1 年間の活動報告や会
計報告がなされた。

バングラの歌や踊りも紹介さ
れ楽しいひと時を過ごす。
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森 崎 芳 子

皆様方には日ごろ多大なご支援ご協力をいただき本当にありがとうございます。
8 月 28 日の BESS 総会・セミナーでは 70 名近くの大勢の方にご参加いただき、盛大に行うことが
できました。これもひとえに皆様方のご支援・ご協力のおかげと感謝いたしております。
初めてバングラデシュについての現状や、文化など知られた方もあると思いますが会の終わりには
たくさんの感想をお寄せいただき、温かい励ましの言葉をいただきました。（ｐ６に掲載）
世界には貧しい国が数え切れないほどたくさんあり、私たちが取り組んでいますことは、地球上の
ほんの 1 点の活動にすぎません。しかし、この善意による点の活動が地球上にはまた無数にあり、
このそれぞれの活動の広がりが地球を良くしていく、世の中をよくしていくと信じています。
いまや環境、貧困問題など、自国のことのみにとどまらず、地球規模で考えていかなければならな
いと思います。
皆様のお言葉を励みに、ＢＥＳＳ２年度も頑張って行きたいと思っています。
日本での 1000 円、2000 円がバングラデシュでは高い価値になり、たくさんの子どもたちのノート、
鉛筆、教科書などが買えます。
どうかこれからも温かいご支援・ご協力のほどよろしくお願い致します。

なぜバングラデシュか

？

このような質問をよくお受けします。
私は定年より尐し早めに退職しましたが退職後のあり方を考え、ＮＧＯの研修を受けました。その
時にいろいろな海外支援団体や国内地域の支援団体を知り、手伝いをしていました。
その中の一つが名古屋を中心とするバングラデシュの医療を支援する団体で、手伝いをしたりバン
グラデシュにも訪問して、バングラデシュに関心を持っていました。
そこは発足して今や 15 年になり、名古屋大学で学んだ優秀な外科医をもとに、多くの患者が救わ
れるのは無論のこと、総合大学病院を建て大勢の医学生を育てたり、貧しい人達のためのボランティ
アクリニックをしたり、大変な成功を修めています。
しかし国は依然として文字の読めない人が半分以上であったり、その日の食べ物にも事欠く人が多
く、学校に行けず働く子供が多いのが現実です。私は教育こそ貧困を断ち切るきっかけになると、教
育の重要性を感じていました。
そんな時、今から 2 年前、バングラデシュの教育に携わり地域開発にかかわっていらっしゃるナジ
バル・ビンドウ氏が、日進にあるアジア保健研修所（ＡＨＩ）で研修を受けておられ、我が家にホー
ムステイされることになりました。彼の学校も例にもれず行き詰まっており、バングラデシュの悲惨
な現状を嘆いておられました。一度見に行くことになり、下見に出かけました。
学校の校舎は穴だらけのトタン板で、教室の中は暑くて暗く、雨季には教室の地面が水浸しになり
ます。机椅子も粗末な板で、ノート鉛筆もない子が多い。教科書も満足に無く、1 日 1～2 時間程度
の暗唱だけの勉強をしているのが現実でした。
私はまずできることから、わずかでもよいのでこの子どもたちの教育の条件を良くしてあげたい、
縁のあったこの地の子どもたちのために、まず 1 歩から踏み出そうと考えました。
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Dear All BESS Members,
How are you?
I really appreciate your deep consideration for BSDP School.
Recently we have heavy rain every day.
So, in my school house, tin roof of the school building is so brittle and
rusty and it leaks.
The classrooms get flooded due to the leaking rain water during the
rainy season.
The benches were all broken & need replacement. I am waiting for
ceiling repair work.
The present class-rooms size is 7.5 X 15 feet and are too small to hold the 50 students
per class.
You know poor students got some support from Japan. They are very happy to get the
notebook & textbook support, and then the recent attendance rate has risen up to 90 to 95 %.
But each student needs at least two more notebooks per year.
Thank you for your support and your deep consideration for the poor primary school students
at BSDP School.
Every Taka donated by BESS will be judiciously spent.
You can check our account books at any time as you want.
We are always committed to honesty and total transparency.
I do hope BESS members come in my house and visit my office then I am happy.
Thank you with best regards
BSDP School Principal Nazibar Bindu
BESS メンバーの皆様
お元気ですか？ 私は皆様方がいつも BSDP スクールのことを思っていてくださるので、大
変感謝しています。
今は毎日雨が降っています。だから私たちの学校の校舎のトタンの屋根はあまりにももろ
く錆びているので,雨が漏れます。 雨水が教室の中に入り、教室の地面は雨期の間、浸水し
ます。 床を上げる必要があります。椅子は全て壊れ交換が必要です。私は天井の修理を心
待ちしています。 今、教室の広さは 7.5×15 フィート(約 2.3m×4.6m)で、1 クラス 50 人
の生徒が入るには不適切です。
貧しい生徒達は日本からノートや教科書のサポートを受けて幸せです。だから学校の出席
率が 90～95％になりました。しかし生徒たちは、1 年に、もうあと２冊のノートが必要です。
BSDP スクールの貧しい生徒たちのために皆様方の思いやりとご親切をいつもありがとう
ございます。 いつも BESS から寄付していただいたお金はよく考えて使っています。
皆さまはいつでも会計簿を検閲することができます。私たちはいつも正直で透明であること
をお約束します。
BESS の皆様がいつでも私の家や、事務所を訪ねてくだされば、嬉しく思います。
ありがとうございます。 感謝をこめて、
ＢＳＤＰスクール校長 ナジバル ビンドウ
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「BEES の会に参加して」
松浦 智恵子
８月２８日の「BESS の会」当日、私は委員としてお手伝いするために午前中から会場へ行きまし
たが、その時点で既に、皆様に召し上がっていただくカレー・チャイ・デザートがほとんど出来上が
っていました。そればかりでなく、バングラデシュ教育支援の様子を皆様に知っていただけるような
会場作りもほぼ終わっていました。代表の方をはじめ数名の会員の方々が、前日からたくさんの物品
を運び、準備を進められたそうです。想像していた以上に、
美しい会場やおいしいカレーに驚くとともに、皆様にきっと
楽しんでいただける会になると感じました。あとは、できる
だけ多くの方に参加していただけることを期待して、受付の
準備をしました。
時間になると、期待通り、当日申込みの方も含めて、大勢
の方がみえ、BESS の会に関心を持ってくださる方がたくさ
んいらっしゃることを大変嬉しく思いました。
総会では、一年の活動の報告や本年度の活動計画が示され、セミナーでは、BEES の具体的な取り
組みや、BSDP スクールやバングラデシュの様子を、映像を使ってお話しいただけました。このよう
に現地の現状把握に行かれた方々の話をじかに聞くことで、『自分のわずかな支援が、バングラデシ
ュの子どもたちのために役に立っている』と、実感することができました。
また、交流会では、踊りや音楽や食事を通して、バングラデシュの文化に触れ、楽しい一時を過ご
すこともできました。充実した内容で、２時間半がとても短く感じられました。
私は、この会を通して、一人の力は小さくても、皆が集まれば大きな力になると思いました。教育
支援という活動にかかわる機会に出会えたことに感謝して、バングラデシュのスラム街の子どもたち
がよりよい教育を受けられるように協力していきたいという思いを一層強くしました。
また、世界でも最貧国の一つであるバングラデシュの生活状況を、多くの方に知っていただくこと
によって、今後もさらに支援の輪が広がっていくことを願っています。

「セミナー・交流会に参加して」
近 藤 晴 美
私はＢＥＳＳの会に入っていますが、これまではバザーに品物を提供する程度の活動しかできませ
んでした。今回はセミナーと交流会に参加でき、料理の手伝いをさせていただきました。
当日は 70 名の出席で、会に対する関心の深さに驚きました。
ＢＥＳＳの活動をスライドとビデオで見せていただき、バング
ラデシュの現状や自立に向けての支援の様子を詳しく知ることが
できました。
ルーシーさんのお話や歌、踊り、楽器演奏ではバングラデシュ
の文化について知ることができ、楽しかったです。
ベンガルカレーやフルーツ等おいしいと言って食べていただけ、
お手伝いできよかったと思っています。今後もＢＥＳＳの活動が
多くの方に関心を持たれ、温かい支援の輪が広がっていくことを願っています。
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BESS 初年度 活動報告
実施月
H２１.８月

活

動

内

平成 21 年８月～平成 22 年９月

容

７月
８月

・BESS 設立
・規約の作成
・ちらしの作成
・江南市国際交流フェスティバル参加 、 民芸品の販売・会員募集
・バングラデシュや支援地域、 学校についての資料作り
・ベンガルカレー作り、 試食会
・江南市健康フェスティバル参加 、チャイのサービス・宣伝・紙芝居
・縫製品の試作（腕カバー）・映画「あり地獄のような街」鑑賞
・バングラデシュスタディツアー
学校・スラム街を視察・交流
文具教科書等購入のための支援金を寄付、 中古文具を寄付
腕カバーの縫製指導
縫製訓練修了式参加
・スタディツアー反省
民芸品・写真の整理
・「BESS だより」構想と分担
・講演会「バングラデシュの未来」に参加 （名古屋国際センター）
・「BESS だより」（創刊号）発行
・フリーマーケットでバザー活動 （大口町 KHK 春まつり）
・フリーマーケットでバザー活動 （犬山平安会館）
・「曼陀羅寺藤まつり」でチャイのサービス・募金活動
・江南市子どもフェスタに参加、チャイのサービス
・江南市国際理解講座参加 ・総会準備
・初年度総会・セミナー“バングラデシュってどんな国？ ”、交流会

９月

・「BESS だより」(2 号) 作成

９月
10 月
11 月
12 月

H２２. 1 月

２月
３月
４月
５月

お

知

ら

せ

秋のイベントが次のようにあります。みなさんぜひ遊びに来てください！！！
○ NGO 研修生の BESS 事務所訪問
ご家庭で眠っているリサイ

11 月 6 日（土）14:00～17:00

クル品(バザー用)などあり
ましたら、ご協力いただけれ サリーに着付
ば幸いです。

14:00～15：00 BESS の活動・現地の様子
15:00～16：00 実習・作業
サリーの着付けなど
16：00～16：30 ティータイム
16：30～17：00 振り返り、 後片付け

（ 皆さんも遊びに来てください ！ ）

秋のフリーマーケット
〇 10 月 24 日（日）11:00～15:00
大口町上小口 「Ｋ・Ｈ・Ｋ 秋祭り」

○ 江南健康フェスティバル
11 月 21 日(日) 10：00～15：00

（ バローの前 ）
10 月 30 日（土）10:00～16:00
スウイートピア江南「環境フェスタ」にて

休日診療所 (江南市民文化会館)

〇

BESS によるお茶のサービス
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会 員 募 集 の お 願 い
8 月の「バングラデシュセミナー」では、皆さまから、出来るだけ協力していきたいという温かいお
言葉をたくさんいただきました。
日本の 1000 円が現地の学校では生徒 2 人分のかばん、ノート、鉛筆の 1 年分を買うことができます。
現地の子どもたちが 2011 年度も、ノート、鉛筆、教科書を手にして教育を受けられますように、何卒、
皆様方の温かいご協力をお願い致します。
年会費 6000 円、3000 円の会員になっていただければ一番ありがたいのですが、年 1000 円、2000 円
のご寄付・会費でも現地の子どもにとっては大変助かります。
私たち BESS の会では、皆さまからお預かりしました資金を厳重に管理し、有効かつ厳密に運用し、こ
れからも毎年総会でご報告していきたいと思っています。
この活動が現地の子どもたちにとっても、また私たちにとっても有効な会となりますように努力して
いきたいと思っています。
どうぞ、ご協力をよろしくお願い致します。
会員の種類（年会費）
正会員
准会員

６０００円
３０００円
１０００円
（何口でも）

ボランティア会員

問合せ先

○郵便局のキャッシュカードをお持ちの方はカードで振込料無料
○カードがない場合は窓口で振込料 140 円(通帳・印鑑必要)
○現金で振り込むと振込料は 525 円
郵便局 口座番号 （記号）12130 （番号）2001001
加入者名
BESSの 会

〒483－8044 愛知県江南市宮後町中町 79

TEL・FAX

森 崎 芳 子

0587-54-4303 メール m-hanzu@msd.biglobe.ne.jp
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