10 号
２０１4．10．16 発行
バングラデシュ
教育支援の会

事務局

Bangladesh Education Support Society

H26 年 8 月 30 日に BESS５周年 記念パーティーを行いました。

アシュラフさんがバングラデ
シュと日本の問題について話
してくださいました。

パーティーがにぎやかに行われました。

かわいいベンガルダンスを踊
ってもらいました。

ベンガル語でビンゴゲームが盛
り上がりました。
景品選びも楽しかったね。

５年間ありがとうございました。

セミナー後スタッフ一同で記念撮影
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8 月 30 日に行われました 5 周年記念パーティーには 61 名という大勢の方に参加し
ていただき盛大に行うことができました。会員の皆様はじめ、ご協力いただいた方、
ご参加いただいた方に心より御礼申し上げます。
会では 5 年間の感謝の意味を込めて、5 年間の報告はもとより、ベンガル語を使っ
たビンゴゲームや、かわいいベンガルダンスや歌、交流パーティーを取り入れて楽し
く過ごしていただけたかと思います。また、バングラデシュで大学の教授をしていら
っしゃるご主人のアシュラフさんにもお話しいただけ、一層内容を深めることができ
たと思います。
BESS の会は 5 年前に佐竹静江、山田元子、私の 3 人で立ち上げ中心になって進め
てまいりました。他 8 名のスタッフのメンバーにお手伝いいただいたり、会員、協力
者の皆様に支えられ、5 周年記念誌にも書きましたような様々な成果を上げることが
できました。
私たち BESS はいつまでもお金や物を送るのでなく現地の人たちがやがては自分達
で自立してもらうことを目指して進めてまいりました。その点から見ますと 5 年間で
してきたことは大変大きいですが、まだまだほんのスタートラインに立てただけのよ
うな気が致します。
5 年間で校舎を建築するなど一応の学習環境を作り子供達に文具、教科書など送り、
教育に対する関心も高まり、たくさんの子ども達が学校に来るようになりました。弱
い立場にある女性達に縫製や刺繍の技術を身につけ収入を得て、自立していけるよう
に支援もしてきました。
継続は力なりといいますが、今ここで 5 年間してきましたこの基礎の上に立って私達は
これからどう積み上げていかなければならないかを考えていかねばと思っています。
BESS はこれからフェアトレードや募金活動を中心に活動していきますが正直なと
ころ不安は大変大きいです。これからの支援の内容は、
① 番目：女性達の縫製や刺繍の技術が半ばですので向上のための支援
② 番目：今まで支援してきた小学生の文具や教科書等はまだまだ母親自身で支払い
できないので引き続き文具、教科書等の子ども支援
そして国内での活動としましては、上記の①②を進めるためにフェアトレード活動と
募金活動。依頼があればバングラデシュ出前講座等を進めていきたいと思っています。
これからもご指導くださいますようによろしくお願い申し上げます。
BESS の会を立ち上げて以来会員となって支えていただきました皆様や、たくさん
のご寄付やご協力、ご指導くださいました皆様、共に活動し支えあってきた仲間達。
また現地で精力的に活動を進められたビンドウ校長をはじめアドバイスをしていただ
きましたフセインご夫妻様。たくさんご尽力や協力をしていただきました方々に厚く
感謝し、お礼を申し上げます。そして、何よりも現地のかわいい子供たち、笑顔をた
くさんくれて、ありがとう！
5 年間このような活動ができましたことに深く感謝し、お礼申し上げます。
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ＢＥＳＳの活動に参加して
松 浦 智恵子
BESS が発足してから今年で 5 年となりました。今振り返ってみるとあっという間に過ぎた 5 年
間でした。
私はこの会に参加し、バングラデシュの子どもたちが学校にも行けず、過酷な環境の中で生きて
いることを知りました。しかし、写真やビデオで見せていただく子どもたちは、そのような貧困の
中にあっても、子どもらしい笑顔と、明るく前向きに生きている姿を見せていて、そんな子供たち
にいつも心を動かされていました。
物資の支援とともに、やがては自分達で生きていけるよう、自立支援が必要と感じていましたが、
毎年行われた総会で、子供たちが学ぶ環境や母親達の縫製力が向上していく様子を知り、心から嬉
しく感じました。
会員の方の善意があってできたこの活動が、多くのバングラデシュの母子を貧困から救っていま
す。縁あってこの会に参加できたことに感謝しつつ、これからも、無理せずできる範囲で応援して
いきたいと思います。

大 池 小夜子
友人の紹介でＢＥＳＳの活動を知り、仲間に入れていただきました。初めは、貧しい国の方々に
少しでも教育の機会が与えられればという軽い気持ちでいました。
BESS が開催されたＮＧＯ研修生の１日研修に参加し、若い人が誰かのために自分を役立てたい
と願っている熱意を感じることができました。本気でボランティア活動をしようとしている姿に私
自身の志の低さを思わずにはいられませんでした。その後、アジア保健研修所の祭りに参加し、ア
ジアの国から研修に来られた外国人の方々の真っ直ぐで真剣な眼差し、自国に帰り学んだことを生
かしたいという希望に満ちた顔、その方々を見守り育てているスタッフの皆さんの優しく慈愛に満
ちた暖かい雰囲気に触れました。なんだか私自身も「やればできる。念ずれば通ず。」というよう
な勇気をいただいたような気がしました。
たった一人のちっぽけな活動なんて無駄に等しいと思っていたのですが、同じ志をもった人が集
まり、地道にこつこつと頑張れば大きな力となり、誰かを幸せにできるということを教えていただ
きました。ＢＥＳＳの皆様の決断力と行動力はすばらしいと思います。
私自身は時折、フェアトレード活動に参加しただけで、非力で申し分けないですが、草の根の活
動の力強さと大切さを感じています。そして、これまでご協力いただいた皆様に感謝いたします。

佐 藤 静 代
フェアトレード商品販売のお手伝いを始めて５年、いつも出かける時には〝今日はどんな人に会
えるかな″〝たくさん売れるといいな″などと思います。そして、買って頂けた時はとても嬉しく、
感謝の気持ちでいっぱいになります。また、中には「前に買った商品、愛用しているよ。
」とか｢バ
ングラデシュの人たちのために御苦労さん。がんばってね。｣と声をかけてくださる方もあり、喜
んだり、励まされたりしています。
この収益は、バングラデシュの子ども達の教育の為に、また、女性達の民芸品製作活動に役立っ
ている訳ですが、それでもまだまだ足りない現状と聞きます。今年度で一区切りとのことですが、
私はこれからも少しでもお力になれるようフェアトレードによる支援を続けさせて頂きたいと思
います。
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５間年を振り返って

2012 年 2 月スタディツアー
で中古文具を届ける。

健康まつりでチャイ
のサービス

NGO 研修ででサリーの着付
け

子どもたちに、パン・ゆで卵
をくばる。

リサイクルバザー

サロンでサリーの着付け

2012 年 12 月にできあがった 2 棟の校舎

縫製訓練修了式

毎年のセミナー「バングラデシュの昼下がり」

ＰＡＲＴ１「バングラデシュって

ＰＡＲＴ２「教育を受けないと

どうなるの？」

どんな国？」

チャリティ映画 ・講演会
「アリ地獄のような街」

ＰＡＲＴ４

2014 年 2 月

Library の前で

PART ３「イスラムと女性たち」

国際理解講座

ＰＡＲＴ５

｢５周年記念の会｣

現地で図書の購入
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５周年記念誌を発行

スタッフ その時その活躍

笑顔でたくさんのお客さんに買っ
ていただきました。

総会の司会を時間通り進行しま
した。

5 年間写真やビデオ
撮影をしました。
受付担当で手際よく進めました。

おいしいカレーができるように
アドバイスしました。

チャリティー映画・講演会ではたくさ
んの人に協力していただきました。

フェアトレードではスタッフ以外
の人にも手伝っていただきました。

毎年会計監査をしっ
かりしました。
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講演会ではバギーさんに通訳を
してもらいました。

「５周年記念の会」

皆さんからのご感想

１、 今日のご感想をお聞かせください。
・実に充実した５年間！お疲れ様でした。
＠＠＠
・BESS の皆様が残されたものはこの先十分
生かされることでしょう。
・１年ごとの移り変わりを見せていただき、
だんだんよくなっていく過程がとてもよく
わかりました。
・少しでもお役にたてればと思っています。ご苦労様でした。
・こちらこそありがとうございました。＠＠
・５年間で素晴らしい成果を上げることができ、ご苦労様で
した。
・５年間頑張って継続されたこと、ご苦労様でした。＠＠
・皆様協力して立派な会で、本当にお疲れ様でした。
・今日は楽しく過ごさせていただき、ありがとうござい
ました。＠＠＠
・長い間ご苦労様でした。今日は楽しかったです。
・ベンガルカレーもおいしかったです。
・温かいおもてなしありがとうございました。＠＠＠
・ダンスがとてもかわいくてよかったです。＠＠

２ 今後の活動についてご意見があればお聞かせください。
・今後もバングラデシュに少しでも協力していただきた
いです。
・何かでまた協力できることがあれば協力したいです。
・フェアトレードでの活躍をお祈りしています。＠＠
・バングラデシュで１カ月１０００円の中・高校生
に学費支援を行っている会があります。
・ フェアトレードの商品を使っています。また良い
作品を作ってください。
・ 商品がとてもきれいで使っています。

３、 その他お気づきの点があればお聞かせください。
・ブルーのスカーフを使っています。
・これからも交流の場で頑張ってください。
・このような集まりは最後になるかもしれないとのこと、残念です。
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活 動 報 告
実施月
４月
５月
６月
７月
８月

活

動

内

（平成 26 年 4 月～平成 26 年 10 月）

容

・BESS だより（9 号）発行
・江南市子どもフェスティバルに出店
フェアトレード・チャイのサービス
・5 年度総会・セミナーの準備
・5 周年記念誌計画
・5 年度総会・セミナーの準備
・5 周年記念誌作成
・江南市国際交流フェスティバル参加

フェアトレード

・BESS5 年度総会、5 周年記念行事

９月

10 月

・上奈良サロンにて、バングラデシュ講座
・BESS だより（10 号）作成
・BESS だより（10 号）発行
・江南市民まつりフェアトレード
・ＡＨⅠ（アジア保健研修所）(日進）フェアトレード

里子支援

について

チャンパラには 5 年生までの小学校は卒業できても 6～10 年生までのハイス
クール (中・高等学校) に行けない子供が大変多いです。将来子供達が自立し、
職業を得ていくためには中・高等学校であるハイスクールまでは行って勉強を
する必要があります。しかし入学金（日本円で約 960 円）や、月々の月謝（約
110 円）が払えずに行けない子供がたくさんいます。
やる気のある子供に対して里親になっていただける方を募集しています。
制服や教科書代等を入れますと月々約 500 円。1 年に 6000 円の支援で一人
の子供がハイスクールに行くことができます。
里親になっての御支援をしていただける方がありましたら現地にご紹介し
ていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
遠い国ではありますが子どもは年に 2～3 回の手紙を書いて様子を知らせる
ようにし、交流もしていければと願っています。
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バングラデシュ講座

9 月 10 日 上奈良サロンで講座

上奈良サロンでバングラデシュの出前講座をしました。
BESS の活動のことやバングラデシュのようすをスライドをお
見せしながら話しました。ちょうどバングラデシュからモヌさん
家族が来ていらっしゃいましたので子供達にかわいい踊りをし
てもらい好評でした。最後にはみんなで一緒に踊ったりチャイを
飲んでもらい楽しみました。
ＢＥＳＳばバングラデシュの楽しい出前講座をしてい
ます。メニューは次のようにいろいろありますので組み
合わせてすることができます。ご利用ください。

・バングラデシュのようすをスライドやビデオを見て知る。
日本との違いにびっくり！
・美しいサリーやサロワカの文化を知り、着付け体験をする。
・おいしいベンガルカレー講座を受け会食を楽しむ。
・パズルゲーム、ベンガル語ビンゴゲームを楽しみながら
バングラデシュのことを知る。
・紙芝居でバングラデシュの民話を楽しむ。
・文字が読めないってこういうことなんだ！ 体感する。
・ＮＧＯ・ＮＰＯ活動について知る。
・おいしいチャイ(バングラのミルクティー)をいただく。

最後にみんなで楽しく踊りました。

その他のバングラデシュ講座
ベンガルカレー講座

美しいサリーなどを紹介し、 おいしいベンガルカレー
着付け体験をします。
の作り方がわかります。

ビデオやスライドを見ながらバ 小学校や中学校で
ワークショップを
ングラデシュの話を聞きます。
行います。
日本との違いにびっくり！

ＢＥＳＳフェアトレード (年間計画)
(チャイのサービス・募金活動 ）
(チャイのサービス・募金活動)

3 月第 1,日 福祉祭り（江南文化会館 2 階）
4 月 藤まつり (曼陀羅寺)
ゴールデンウィークの！～２日

私たちＢＳＤＰファクト

5 月第 4,日 子供フェスタ
リーの女性達が作りまし
（すいとぴあ）
た。これからも いい作
品を目指して頑張るので
8 月第３,日 江南国際交流フェスタ
応援してください。
（すいとぴあ）
10 月第１,土日 江南市民祭り（すいとぴあ）
10 月 13 日(体育の日) アジア保健研修所まつり(日進)
11 月 23 日第４,日 消費生活展（江南文化会館 2 階）等

BESS が 支 援 し て い る
BSDP ファクトリーの女性達
が作った民芸品

江南市のキャラクター
｢藤花ちゃん｣も刺繍
しました。

皆さん遊びに来てください！
売り子ボランティアを募集しています
登録していただいて、お時間のあるときにご協
力 していただければありがたいです。

エンゼル協会の女性達
が作った民芸品

問合せ先 〒483－8044 愛知県江南市宮後町中町 79
TEL・FAX

0587-54-4303

BESS 事務局

一枚ずつ手描きして染
めたシルクのスカーフ

森 崎 芳 子

メール m-hanzu@msd.biglobe.ne.jp

ホームページ http://www7b.biglobe.ne.jp.bess/
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