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平成２４年には校舎第２棟・第 3 棟（４教室分）が建ち、子どもたちは広くて浸水
しない校舎で勉強できるようになりました。

蛍光灯や壁、黒板などまだ不十分ですが子どもたちは広くて落ち着いた教室で
懸命に勉強していました。
日頃はバングラデシュ教育支援の会のために多大なご理解・ご支援を賜りありがと
うございます。
支援しています BSDP スクールは、一昨年に校舎１棟（２教室分）を建て、昨年
２０１２年には第２・第３棟（４教室分）を建てることができました。２０１２年
１２月のスタディーツアーに行きました時には、基礎が高くて浸水せず、広くて新し
い校舎で子ども達が一生懸命に勉強している姿を確認して参りました。その校舎はま
だ壁の上塗り、窓、天井、机、蛍光灯・・・など不充分ですが、２０１３年にそれら
の整備をしていきたいと思っています。私どもの支援は５年間を目途とし、終盤に入
って参りました。５年を終えた時には今、懸命に訓練しています民芸品の製作がしっ
かり出来るようになり、このチャンパラ地区の女性達の特産品となってフェアトレー
ド商品として多くの人に愛され、売れる民芸品になることを願っています。皆様には
２０１３年も引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ＢＥＳＳ代表
森 崎 芳 子
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H24 年に完成した第 2、第 3 棟目の
校舎（4 教室分）

できた校舎の前で朝礼をしています。

刺繍とミシンの訓練を受けている女性達。
小学校に行けなかったり卒業できなかっ
た女性が訓練を受けています。

スポーツ大会で良い成績をあげ、賞をも
らって喜ぶ子ども達

縫製訓練修了証授与式。2012 年は 90 名
の女性たちが訓練を修了できました。
-2-

立っている女性が縫製訓練指導者の
アラヌールさん

ビンドウ校長からの手紙
日本の皆様
BESS だよりのために手紙を書くことができて大変嬉しく思います。
スラムの子どもや女性たちはいつもサポートを必要としています。スラムの人たち
には、健康や教育が必要です。小学校や中学校では職業訓練や女性たちのリーダーシ
ップを養うこと、自己教育をつけることが必要です。
私は長い間スラム街のチャンパラにある NGO で支援してきました。その NGO の名
前は BSDP と言います。
このスラム地域には今約６００００人の人が住んでいます。私の夢はスラムの人た
ちがだんだん自立していくことです。
2008 年に初めて私が日本に行った時にはすべての日本の人たちはとても親切で誠
実だと思いました。私は BESS の皆様に本当に感謝しています。いつも私たちを支援
してくださり本当にありがとうございます。今ここには BESS のサポートと BSDP の
組織により成長しつつある子どもと女性たちがたくさんいることをお知らせします。
2013 年に BSDP スクールは４０４名の小学生になりました。
子どもや親たちは学校に興味をもつようになり、学校へ来る子ども達の数がだんだん
増えてきました。私はＢＳＤＰスクールの子どもたちが将来優秀な子どもたちになっ
てくれることを願っています。私は BESS の活動が成功をもたらすと信じています。
ありがとうございます。
BSDP スクール校長
ナジバル ラフマン ビンドウ
2013 年
G
1年
2年
3年
4年
5年
合計

男
39
36
25
42
20
15
177

学校の児童数
女
49
48
30
37
32
31
227

合計
88
84
55
79
52
46
404 名

縫製訓練 修了生の数
午前

午後

8::00～12:00

3:00～6:00

合計

1～4 月

１５

１５

３０

5～8 月

１５

１５

３０

9～12 月

１５

１５

３０

合計

４５

４５

９０名

金曜日を除く毎日訓練している。

現地学校の子どもからの手紙
BESS の皆様へ
BESS の皆様にはいつもいろいろな支援をいただいています。
新しい教室を建ててくださいました。教室の中には机や椅子を
入れてくださいました。皆さんはこの学校にたくさんの支援をし
てくださったので、この学校は前より広くきれいになりました。
時々パンやゆで卵もいただきました。折り紙で鳥や花、馬などの
作り方を教えてくださいました。
私たちは毎日この学校に来ます。髪や服など清潔にして学校に来ます。毎日授業を
受けています。学校で勉強することはとても楽しいです。皆さんが学校に来てくださ
ると大変楽しいです。皆さんどうかまたこの学校に来てください。
さようなら
あなたの友達
シラ アクタル（BSDP スクール ４年生）
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活

動

実施月
９月
１０月

報
活

告
動

内

（平成 24 年９月～平成 2５年３月）

容

・ BESS だより（6 号）発行
・江南市民祭りでフェアトレード ・日進アジア保健研修所祭りに出店
・バングラデシュ の水のヒ素問題について講座受講

１１月

・名古屋市南山教会にて活動発表
・江南市環境フェスタにてフェアトレード

１２月

・10～19 日

１月

スタディーツアー

・江南市まちづくり助成金公開審査にて発表

2月

採択

・BESS だより（7 号）作成

3月

・江南市ふれあい祭り

絆カフェにてワークショップ、フェアトレード

入会していただいた方・更新して頂いた方（2012 年 10 月～2013 年 3 月）
９名
ご寄付、ご支援頂いた方
１０月

１７名

１１月

２名

１２月

１名

（2012 年 10 月～2013 年 3 月）

１月 １１名
２月

３名

３月

５名
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バングラデシュ には３つの世界遺産があります。今回のスタディーツアーでは
２つの世界遺産と他の観光地も行ってきました。
世界遺産 バゲルハット

世界遺産 バハプール

18 世紀に立てられたヒマラヤ以南
では最大の仏教僧院。アジアにおけ
る仏教の中心地として栄えた。

60 のドームを持つことで有名なモスク。
最盛期にはこのあたりに 360 のモスクが
あったと言われている。

プティアにあるヒンズー教の寺院

寺院にはたくさんのテラコッタが

ゴバーラ寺院

エク・バングラ寺院

貼られていて大変美しい。

バングラデシュ にはイスラム教を中心にヒンズー教、仏教などあるが宗教間の対立はなく仲良くやっている。

独立記念塔

バングラデシュ国会議事堂

（1971 年にパキスタンから独立）
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村人達

チ ャ リ ティ ー 映 画・ 講演 会
日時 平成 2５年 8 月 24 日(土)
13：30～16：00
場所 江南市民文化会館 (小ホール)

主催：バングラデシュ教育支援の会（BESS）
共催：江南市国際交流協会
後援：江南市教育委員会
江南市地域まちづくり補助事業により行います。

協力金

一般 500 円(当日 550 円)
学生 300 円(当日 350 円)

この収益金は全てバングラデシュの貧しい子
ども達の教育支援のために使われます。

・4 月 28 日(日) 曼陀羅寺藤祭り
チャイのサービス
・5 月 26 日(日) 子どもフェスティバル
スイートピア江南
・8 月 18 日(日)
江南市国際交流フェスティバル
場所 スイートピア江南

会員の種類（年会費）
正会員 ６０００円
准会員 ３０００円
賛助会員 １０００円
ボランティア会員

まず現実を知る事から！
そして、共に考え、何か 1 つでも行
動につながればと願っています。
8 月 31 日（土） ビンドウ氏を囲む会 （座談会）
10：00～10：30
ＢＥＳＳ4 年度 総会
10：30～12：30 ベンガルカレー教室 （300 円）
（ 12：00 から食べるだけでもＯＫ ）
13：30～15：00
ビンドウ氏を囲む会（座談会）
場所 布袋ふれあい会館

○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

問合せ先 〒483－8044 愛知県江南市宮後町中町 79 森 崎 芳 子
TEL・FAX 0587-54-4303 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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