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バングラデシュ
教育支援の会

事務局

Bangladesh Education Support Society

H26 年 2 月に会員 2 名がバングラデシュの BSDP スクールに行ってきました。

パソコン 2 台を寄贈しました。

図書室「BESS ＆Konan City Library」の前で記念撮影です。

外装が緑と白の新しい校舎の前で
カレー作りです。

BESS の支援でパンを配りました。

図書の本も寄贈しました。

ブックフェアで本を選んでいます。

2 回目のスポーツ大会で景品が配られました。

3 棟出来上がった校舎の前で笑顔とピースで
みんなうれしそうです。
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皆様方には日ごろ多大なるご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
昨年 8 月には映画や講演会など大きなイベントを行うことができました。その時
に得ました皆様方からの協力金は 26 万円になり、ＢＳＤＰスクールのパソコンや図
書室の充実などのために使わせていただきました。
ＢＳＤＰスクールの図書室には書架とたくさんの本を子供たちのために買いまし
た。子供たちは今まで見たこともない美しい絵本などに嬉々として向かい、読書し
ています。また 2 台のパソコンを買って設置し、まず優秀な生徒に取り組ませ、使
い方を中学校の先生に習っています。徐々に他の生徒にも広めることができればと
思い進めています。
昨年 1 年間はビンドウ校長の滞在期間も含めてたくさんの国際理解講座をしまし
た。私たちはこれからも機会があればできるだけ講座を行い、バングラデシュや世
界の人たちの生活、教育のことやいろんな文化を伝え、いろんな暮らしがあること
に気付き考えていくことができればと思っています。
日本は今物質的には物があふれ、お金さえ出せば何でも手に入る豊かな国ですが、
精神的には本当に豊かと言えるでしょうか？ いじめ、虐待、自殺、登校拒否、
・・・
などがあとを立たず、なぜ勉強するのか、生きるのか、目標が持てなかったり、自
己中心的で、思いやり、助け合いの気持に欠け、精神的に弱い人が多いように思い
ます。
反面、阪神や、東北の震災により、助け合いの必要性や助け合うことの大切さを
肌で感じ、ボランティア活動をする人が増えてきています。
今私たちは地球上で生かされていること、世界の中の日本であることを自覚し、
世界の環境問題を考えたり貧しい人、国のことや、お互いの人権について考え、国
内外を問わず助け合っていくことが大切ではないでしょうか？
私たちは縁あって、バングラデシュという国を支援していますが、バングラデシ
ュや他の国のこと、世界を知ることにより、外から自分の国のことを見つめなおし、
身の回りや生活を考えることは重要なことではないかと思います。
ＢＥＳＳは平成 26 年 7 月で丸 5 年を迎えようとしています。5 年間は会員の皆様
からご会費をいただき運営してまいりました。
ＢＥＳＳ６年度からは現地女性たちが訓練してできるようになってきました民芸
品をフェアトレード商品として買い上げ、売ることにより現地の自立支援につなげ
ていきたいと思っています。これからもフェアトレード面等で活動しますＢＥＳＳ
をよろしくご支援ご指導くださいますようにお願い致します。
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フェアトレード

とは

フェアトレードは日本語に直すと「公正な貿易」
発展途上国の製品を適正な価格で購入し、労働者の賃金が不当に安くなるのを防ぎ、
生産者の自立をサポートする貿易取引。
国際フェアトレード連盟（ＩＦＡＴ）は、加盟組織がお互いの活動を評価しあうため
に以下の基準を設定しています。
1、 生産者に仕事の機会を提供する。
2、 事業の透明性を保つ。
3、 生産者の資質の向上を目指す。
4、 フェアトレードを推進する。
5、 生産者に公正な対価を払う。
6、 性別にかかわりなく平等な機会を提供する。
7、 安全で健康的な労働条件を守る。
8、 子供の権利を守る。
9、 環境に配慮する。

きれいな刺繍のポーチなど
250 点ほどできていました。

最近は市民の間でフェアトレードの考え方が理
解されつつあると感じています。何でも安ければい
いというものでなく生産者の権利が守られている
品物か、安全な品物であるかを考えて、少し高くて
も適正な良い品物を求める消費者が増えてきてい
るように思います。
私たちＢＥＳＳも日本人に喜んでもらえる美し
い民芸品を心をこめて刺繍し、いい製品を作れるよ
江南市のキャラクターふじかちゃん
うに指導していきたいと努力しています。
も刺繍してもらいました。
かわいいですよ！
皆様方からのアドバイスや感想、アイディアが
いただけましたら、それが貴重なご意見となって
ますます良い製品を作っていくことができます。
どうかＢＥＳＳフェアトレードをこれからもご支援ご指導してくださいますようにお
願い申し上げます。
江南市曼陀羅寺バス停前の
喫茶「For You 」でＢＥＳＳの
民芸品を売っています。
皆さんお立ち寄りください。
このＣＡＦＥは 会議セミ
ナーなどを行うこともできま
す。
TEL0587‐96-7774
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バングラデシュあれこれ
市場

２０１４年２月 スタディツアーより
ダッカにある市場には、 いろいろなものがありました。

野菜・果物

鶏

米

魚

スパイス

店の近くを通過する電車

線路を挟んでたくさんの店が並んでいました。食品の種類も豊富で、午後７時を過ぎていましたが
賑わっていました。夜は１０時ごろまで開いているそうです。

煉瓦工場
郊外のあちこちで煉瓦工場を見かけました。

大きな窯で、一度にたくさんの
レンガを焼く
レンガを干す

窯に運ぶ

バングラデシュでは、川からとれる砂や泥を利用してレンガを作って
います。砂利がとれないため、焼きあがったレンガを砕いて砂利のか
わりに建築などに使っているそうです。これらの作業は人の手によっ
ておこなわれ、乾季の２月はレンガ作りの仕事が多いということでし
た。
レンガを砕いている女性
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（チャンパラスラム街で）

ろうけつ染め工場
シルクスカーフを作っている工場を見学しました。

板に布を貼る

ろうで下絵を描く

彩色する

ＢＥＳＳがフェアトレードで扱っているシルクスカーフが作られ
ていました。自由な発想で下絵を描き、作者のセンスで彩色さ
れていました。１枚１枚作られているので、すべてひとつだけのオ
リジナルです。すてきなスカーフが数人の女性の手によって
次々と作られていくのにちょっと感動！
全体を染める

ショヒド・ミナール

２月２１日は ベンガル語国語化運動記念日 でした。

供えられた花を飾る
女性たち（左）と
できた飾り（上）
記念塔

１９５２年２月２１日、母国ベンガル語を公用語にと求める運動で学生
が犠牲となりました。その言語運動の犠牲者を追悼するため、２月２１
日をベンガル語国語化運動記念日とし、毎年この日には多くの人々
が花を持ってこの記念塔を訪れるそうです。
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記念塔に向かう人々

映画｢アリ地獄のような街｣

の中心製作者の一人、渡辺大樹さんに２月２０日に

お会いしてきました。

渡辺大樹さんは２００２年の２５歳の時に日本か
らバングラデシュに渡り、バングラデシュの路上で
暮らす子供たち(母親はほとんど娼婦たち)を何とか
したいと考え、現地の若者たちとともに NGO「エク
マトラ」を立ち上げられました。
「エクマトラ」は「みんなが共有する一本の線」の
意味。
宿舎で生活する子供たちと
｢子供たちの家｣をつくり生活させたり、青空教室で子
渡辺大樹さん
供たちに教えるなどから始められました。
今は子供たちに技術を身につけて社会に復帰できるようにしなければならないと、
お菓子作り、伝統刺しゅう、縫製、ろうけつ染め・・・などの職業訓練ができる自
立支援センター｢エクマトラアカデミー｣を建設中で、完成を目指しておられます。
しかし、子供たちが成長し、変わっても、回りの大人たち、社会が変わらなけれ
ば、子供たちや社会は変わることができないと、社会の啓蒙活動もされています。
私たちが支援しています BSDP も、この｢エクマトラ｣の考え方、活動に学ぶべき
ものがたくさんあり、共に手を携えてバングラデシュ人や、世界に向けて啓発活動
もしていければと願っています。

データで見るバングラデシュ

＊2013 年 6 月現在

バングラデ
シュ

日本

5 歳未満児死亡率
（1000 人当たり）

46

3

5 歳未満児死亡率の順位

60

184

安全な水を利用できる比率（％）

81

100

衛生施設を利用できる比率（％）

56

100

半数近くが安全な衛生施設を利
用できない

初等学校の最終学年まで在学する率（％）

66

100

中等学校就学率は平均 47.5％

成人識字率（％）

57

―

成人の約半分が読み書きができ
ない

国際貧困ライン 1 日 1.25 米ドル未満で
暮らす人の比率（％）

43

―

およそ 2 人に 1 人が貧困ライン
以下

出生時の平均余命（年）

69

83

コメント年 6 月現在
＊2013
日本の約 15 倍の子どもたちが 5
＊2013 年 6 月現在
歳未満で命を落とす

＊2013 年 6 月現在

出典：ユニセフ世界子供白書 2013 より
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活

動

実施月
９月

報
活

告
動

（平成 25 年９月～平成 26 年３月）

内

容

・ BESS だより（8 号）作成
・ BESS だより（8 号）発行

１０月

・江南市民祭りでフェアトレード
・高齢者サロンにてバングラデシュ講座
・アジア保健研修所祭りにてフェアトレード

１１月
１２月
１月
2月

・古知野中学校文化講座
・江南市消費生活展にてフェアトレード
・ガールスカウトクリスマス会にてバングラデシュ講座
・喫茶「ＦＯＲ
・バングラデシュ

ＹＯＵ」に民芸品コーナー設置
スタディツアー

・江南市福祉まつりにてフェアトレード
3月

・地域まちづくり補助事業報告会にて発表
・ BESS だより（9 号）作成

入会していただいた方・更新して頂いた方（2013 年 10 月～2014 年 3 月）
（敬称略）
６名
ご寄付、ご支援頂いた方
１０月

１３名

１１月

４名

１２月

１名

１月

３名

３月

４名

（2013 年 10 月～2014 年 3 月）（敬称略）
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バングラデシュで会った子どもたち
学校で

スラム街で

エクマトラで

今後の予定

ＢＥＳＳ総会（５周年記念）

フェアトレード

8 月 30 日（土）
布袋ふれあい会館

4 月２９日（火） 江南市藤まつり 曼陀羅寺
5 月２５日（日） 子どもフェスタ すいとぴあ江南
8 月１７日（日） 国際交流フェスティバル すいとぴあ江南
）
Gat
会員の種類（年会費）
正会員 ６０００円
准会員 ３０００円
１０００円
（何口でも）
ボランティア会員

○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

加入者名

BESS の会

[番号]2001001

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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