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日本バングラデシュ協会の皆様へ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■１）『日バ協会メルマガ６１号会長メッセージ 

   —日バ協会」発足の経緯と会長離任のご挨拶—』           会長 堀口松城  
 

1．「日本バングラデシュ協会」は設立後 5 年がたち、去る 6 月 8 日開催された第 6 回社員総会では、6 年目以降の活動
の方針について会員の皆様のご理解とご承認を頂くことができ、新たな方向に向かって大きな一歩を踏み出そうとしてい
ます。 
 
2．皆様ご承知のように、現在の「日バ協会」は二代目であり、第一代目の「日バ協会」は、バングラデシュが 1971 年 12 月
に独立し、翌年 2 月に日本政府がこれを承認した後、同年 6 月、早川崇議員が会長となって設立されました。この時の「日
バ協会」の副会長には 3 つの大手商社社長が名を連ね、また、ムジブル・ラーマン首相訪日の時には、ホテル・ニュー・オ
ータニで約 300 名出席のもとに歓迎会を開催し、また、ラーマン首相一行を早川会長の故郷和歌山にお呼びし大歓迎を
行うなど、大きな実績を残しました。 
 ところが、早川会長が 1982 年ご病気のため 66 歳の若さで亡くなられると、3 名の国会議員が次々に後を継がれたの
ですが、「日バ協会」の活動は次第に先細りとなり、平成元年（1988 年）頃には殆ど活動を停止してしまいました。以前、そ
の頃の記録を探したものの、どこにあるかさえはっきりしない状況でしたが、最近、当時の事務局長の遺族が青森にいらっ
しゃることが分かり、近いうちに「日バ協会」役員が訪ねる予定です。 
 
3．こうして「日バ協会」のことは殆ど忘れられていた 2013 年 5 月、前年 8 月に着任されたマスード・ビン・モメン バング
ラデシュ大使から、当時、早稲田で教鞭をとっていた私にコンタクトがあり、25 年間も活動を休止している「日バ協会」の再
開方熱心な働き掛けがありました。モメン大使は、翌年 5 月のハシナ首相の来日計画を念頭に、「日バ協会」とともに、民主
党政権時代に事実上活動を停止していた「日バ友好議員連盟」と、やはり活動がひと頃の勢いを欠いていた「日バ合同経
済委員会」の再活性化をはかるべく、精力的に行動していました。前バングラデシュ大使の私としては、モメン大使のこの
ような動きに協力することを決め、ダッカ時代一緒に仕事をした商社、メーカー、NGO 等の同僚とともに、新「日バ協会」結
成に取り掛かりました。 
 そして、翌 2014 年 5 月ハシナ首相が訪日すると、安倍総理との間で「包括的パートナーシップ」の立ち上げが合意され、
翌年の安倍総理の訪バを踏まえ日バ関係は新たな段階に入りました。 
 この頃、バングラデシュ経済は年率 6％を超える経済成長を続けていましたが、日本からの新たなインフラ支援がこれを
加速する形となり、ここ数年は年率 8％の成長を記録し、2021 年までに中進国入りを目指すとのバングラデシュ政府の目
標も実現可能性を高めていきました。 
 

■目次 
１）『日バ協会メルマガ６１号会長メッセージ 
     —日バ協会」発足の経緯と会長離任のご挨拶—』        会長 堀口松城 
２） 『 ようこそ、企業情報交換会へ！』            企業部会担当理事 平石公宣 
３） 会員便り 『教育によるバングラデシュ農村の変化（連載その２） 
      －教育は農村の経済発展にどう貢献したか－ 』 
       広島大学教育開発国際協力研究センター  副センター長・准教授 日下部達哉 
４）イベント、講演会の案内 
５）『事務連絡』 



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 61 号 

2 
 

4.このような中で、新しい「日バ協会」は同年 2014 年 7 月 13 日に発足し、学会、NGO、企業、元政府関係者など様々な
バックグラウンドを持つ会員が、両国の「包括的パートナーシップ」実現のため草の根レベルでの支援を行うべくスタートを
切りました。そして上記目的実施のため、この 5 年間の間に、月例のメルマガの発行、原則年 6 回の講演会実施、及び年 4
回の企業情報交換会を軌道に乗せています。上記日バ協会の活動を軌道に乗せる上で、最も苦労したのが企業会員の
勧誘であり、それだけに、本号メルマガに掲載されている平石企業担当理事による寄稿「ようこそ『企業情報交換会へ』」
に書かれていますように、「企業情報交換会」が設立され、その成功によって多くの企業に次々に入会して頂くことができ、
会長の私としては、関係者の皆さまの努力に改めて感謝する次第です。 
 
5.さらに上述のとおり、これらの意義ある日バ協会の活動の再開も、モメン大使の働きかけが直接のきっかけであり、日バ
協会を代表して同大使のイニシアティブにお礼申し上げる次第です。 
 こうして、私が「日バ協会」の会長を務めさせていただいてから 5 年が過ぎたこと、及び健康上の理由から、この 7 月の
理事会で会長を辞任させて頂くことになりました。長い間、ご支援いただき、まことに有難うございました。どうぞこれからも、
大橋正明新会長の下で日本と親日国バングラデシュとのさらなる友好増進を目指す「日バ協会」の活動へのご支援方よ
ろしくお願い致します。また、河合事務局長を始め事務局の皆様には絶大なサポートを頂き心から感謝しています。末筆な
がら、会員の皆様の益々のご健康とご活躍を心からお祈り申しあげ、離任のご挨拶とさせていただきます。有難うございま
した。  
 
 
 

■２）  『 ようこそ、企業情報交換会へ！』            企業部会担当理事 平石公宣 

 
＊ はじめに 

（１）6 月 8 日、日本バングラデシュ協会の総会では、『企業情報交換会』を日バ協会の公式事業であると承認し、協会
事業の『３本柱』のうちの一つであると位置づけて頂きました。またその運営などのため、日バ協会内に『企業部会』を設置
頂きました。 

これまで『企業情報交換会』を立上げ、運営してきた一人として、嬉しい限りです。これまで一緒に運営してきた同僚達と、
喜びを分かち合っています。ここに会員の皆様に、心より御礼を申し上げます。 

（２）日バ協会の『企業情報交換会』は、これまで非公式に運営してきましたので、ご存じでない会員も多いと思います。
個人会員では、初耳の方が大半ではないでしょうか？ 

今回、協会の公式事業と認定頂いたことを受け、『日バ協会・企業情報交換会』の背景、立上げ、活動振りを、ここにご
紹介致します。 

（３）『企業情報交換会』は、その趣旨に鑑み、法人会員限りの集まりですが、協会の事業ですので個人会員の方々にも、
ご承知置き頂ければと思います。また個人会員の方々には企業にご勤務の方も少なくないと考えており、ご勤務先が、法
人会員として入会頂くこととなればと思います。そして法人会員の皆様には、『ようこそ、企業情報交換会へ！』と、ご出席を
呼びかける次第です。 

 
 

１．『企業情報交換会』の背景 
（１）2016 年、堀口会長より「日バ協会は、将来を見据え、会員、とりわけ企業会員を増やし、日バ両国の経済交流も支

援していきたい。企業会員として何か出来ないものか？」と、相談を受けました。そこで私達、企業会員関係者で集まり、「日
バ協会にどんな魅力があれば、邦人企業に入会してもらえるか」を議論しました。 

議論の結果、バングラデシュへ進出しようとしている企業、あるいは進出したばかりの企業は、多くの問題に直面せざる
を得ない。しかしこれらの企業にとって、目の前の問題に取組もうにも、本邦で、①現地の企業運営のノウハウを蓄積してい
るところがない、②現地の企業運営につき、本音ベースで相談出来る相手が少ない、という実態が浮かび上がりました。  

（２）現地には、大使館、JETRO、日本人会/商工会と、それなりの情報を持っているところがあります。近年、大使館、
JETRO、JICA は中小企業の進出を支援しています。とりわけ JETRO は、ダッカに『中小企業海外展開支援プラットフォ
ーム』を開設し、進出企業との間で、ビジネス・ノウハウの共有を進めており、また相談に応じても呉れます。 
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とはいえ個別企業の経営に関する、生（ナマ）の実践的ノウハ
は、ビジネス・ノウハウの内実にまで立入る立場にはないのでしょう。

これに対し、中国や
拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と
のビジネスに通じ、橋渡しをしています。まことに便利で、羨ましい限りです。

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、
ご経験や解決策をご教示得られればと、すがるような思いでした。

ここ
僚経営者との議論しながら、確信するに至った次第です。

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹
介などを行ってはどうか、ということで意見が一致しました。

２．『企業情報交換会』の立上げ
（１）

バングラデシュに進出している知り合いの企業に説明し、企業会員を募っていきました。
（２）

した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第
1 回会合とすることとしました。日バ協会から参加の企業会員は
て頂きましたので、セミナー全体では

講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、
て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの
話が聞けて有益であると、大きな反響がありました。

（３）ところが、その僅か
緊急に招集したのが、バングラデシュ大使館での第
悲しみに暮れながら、
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とはいえ個別企業の経営に関する、生（ナマ）の実践的ノウハ

は、ビジネス・ノウハウの内実にまで立入る立場にはないのでしょう。
これに対し、中国や

拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と
のビジネスに通じ、橋渡しをしています。まことに便利で、羨ましい限りです。

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、
ご経験や解決策をご教示得られればと、すがるような思いでした。

ここにこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同
僚経営者との議論しながら、確信するに至った次第です。

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹
介などを行ってはどうか、ということで意見が一致しました。
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２．『企業情報交換会』の立上げ
（１）2016年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、

バングラデシュに進出している知り合いの企業に説明し、企業会員を募っていきました。
（２）2016 年 6

した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第
回会合とすることとしました。日バ協会から参加の企業会員は

て頂きましたので、セミナー全体では
講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、

て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの
話が聞けて有益であると、大きな反響がありました。

（３）ところが、その僅か
緊急に招集したのが、バングラデシュ大使館での第
悲しみに暮れながら、
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とはいえ個別企業の経営に関する、生（ナマ）の実践的ノウハ

は、ビジネス・ノウハウの内実にまで立入る立場にはないのでしょう。
これに対し、中国や ASEAN

拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と
のビジネスに通じ、橋渡しをしています。まことに便利で、羨ましい限りです。

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、
ご経験や解決策をご教示得られればと、すがるような思いでした。

にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同
僚経営者との議論しながら、確信するに至った次第です。

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹
介などを行ってはどうか、ということで意見が一致しました。

回企業情報交換会（

２．『企業情報交換会』の立上げ
年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、

バングラデシュに進出している知り合いの企業に説明し、企業会員を募っていきました。
6 月 22 日、バングラデシュ大使館で、日バ協会・

した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第
回会合とすることとしました。日バ協会から参加の企業会員は

て頂きましたので、セミナー全体では
講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、

て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの
話が聞けて有益であると、大きな反響がありました。

（３）ところが、その僅か 8 日後、
緊急に招集したのが、バングラデシュ大使館での第
悲しみに暮れながら、 

      メール・マガジン
とはいえ個別企業の経営に関する、生（ナマ）の実践的ノウハ

は、ビジネス・ノウハウの内実にまで立入る立場にはないのでしょう。
ASEAN 諸国では、長年にわたり邦人企業が進出してきたため、現地では邦銀が邦人企業の情報

拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と
のビジネスに通じ、橋渡しをしています。まことに便利で、羨ましい限りです。

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、
ご経験や解決策をご教示得られればと、すがるような思いでした。

にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同
僚経営者との議論しながら、確信するに至った次第です。

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹
介などを行ってはどうか、ということで意見が一致しました。

回企業情報交換会（JETRO との共催セミナー）

２．『企業情報交換会』の立上げ 
年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、

バングラデシュに進出している知り合いの企業に説明し、企業会員を募っていきました。
日、バングラデシュ大使館で、日バ協会・

した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第
回会合とすることとしました。日バ協会から参加の企業会員は

て頂きましたので、セミナー全体では 120
講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、

て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの
話が聞けて有益であると、大きな反響がありました。

日後、2016 年
緊急に招集したのが、バングラデシュ大使館での第

メール・マガジン 61 号
とはいえ個別企業の経営に関する、生（ナマ）の実践的ノウハ

は、ビジネス・ノウハウの内実にまで立入る立場にはないのでしょう。
諸国では、長年にわたり邦人企業が進出してきたため、現地では邦銀が邦人企業の情報

拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と
のビジネスに通じ、橋渡しをしています。まことに便利で、羨ましい限りです。

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、
ご経験や解決策をご教示得られればと、すがるような思いでした。

にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同
僚経営者との議論しながら、確信するに至った次第です。

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹
介などを行ってはどうか、ということで意見が一致しました。

との共催セミナー） 

年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、
バングラデシュに進出している知り合いの企業に説明し、企業会員を募っていきました。

日、バングラデシュ大使館で、日バ協会・
した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第

回会合とすることとしました。日バ協会から参加の企業会員は
120 名の参加を得ることが出来ました。

講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、
て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの
話が聞けて有益であると、大きな反響がありました。 

年 7 月 1 日に、あの忌まわしいダッカ襲撃テロ事件が起こりました。
緊急に招集したのが、バングラデシュ大使館での第 2

号 

3 

とはいえ個別企業の経営に関する、生（ナマ）の実践的ノウハウまで蓄積していることは余りなく、また公的な機関として
は、ビジネス・ノウハウの内実にまで立入る立場にはないのでしょう。

諸国では、長年にわたり邦人企業が進出してきたため、現地では邦銀が邦人企業の情報
拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と
のビジネスに通じ、橋渡しをしています。まことに便利で、羨ましい限りです。

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、
ご経験や解決策をご教示得られればと、すがるような思いでした。 

にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同
僚経営者との議論しながら、確信するに至った次第です。 

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹
介などを行ってはどうか、ということで意見が一致しました。 

 
 

年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、
バングラデシュに進出している知り合いの企業に説明し、企業会員を募っていきました。

日、バングラデシュ大使館で、日バ協会・JETRO
した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第

回会合とすることとしました。日バ協会から参加の企業会員は 12
名の参加を得ることが出来ました。

講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、
て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの

日に、あの忌まわしいダッカ襲撃テロ事件が起こりました。
2 回『企業情報交換会』となりました。参加者達は、衝撃も醒めやらず

ウまで蓄積していることは余りなく、また公的な機関として
は、ビジネス・ノウハウの内実にまで立入る立場にはないのでしょう。 

諸国では、長年にわたり邦人企業が進出してきたため、現地では邦銀が邦人企業の情報
拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と
のビジネスに通じ、橋渡しをしています。まことに便利で、羨ましい限りです。 

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、

 
にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹

日バ協会・

年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、
バングラデシュに進出している知り合いの企業に説明し、企業会員を募っていきました。

JETRO 共催で『バングラデシュ投資セミナー』を開きま
した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第

12 社。JETRO
名の参加を得ることが出来ました。 

講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、
て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの

日に、あの忌まわしいダッカ襲撃テロ事件が起こりました。
回『企業情報交換会』となりました。参加者達は、衝撃も醒めやらず

ウまで蓄積していることは余りなく、また公的な機関として

諸国では、長年にわたり邦人企業が進出してきたため、現地では邦銀が邦人企業の情報
拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、

にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹

日バ協会・JETRO

年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、
バングラデシュに進出している知り合いの企業に説明し、企業会員を募っていきました。 

共催で『バングラデシュ投資セミナー』を開きま
した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第

JETRO の温かい協力により、一般に広く声をかけ

講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、
て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの

日に、あの忌まわしいダッカ襲撃テロ事件が起こりました。
回『企業情報交換会』となりました。参加者達は、衝撃も醒めやらず

ウまで蓄積していることは余りなく、また公的な機関として

諸国では、長年にわたり邦人企業が進出してきたため、現地では邦銀が邦人企業の情報
拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないた
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、

にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹

JETRO 共催セミナー

年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、

共催で『バングラデシュ投資セミナー』を開きま
した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第

の温かい協力により、一般に広く声をかけ

講師は、オプシードの神山社長、グラミンユーグレナの佐竹代表、小島衣料の小島オーナー、JETRO
て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの

日に、あの忌まわしいダッカ襲撃テロ事件が起こりました。
回『企業情報交換会』となりました。参加者達は、衝撃も醒めやらず

ウまで蓄積していることは余りなく、また公的な機関として

諸国では、長年にわたり邦人企業が進出してきたため、現地では邦銀が邦人企業の情報
拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と

バングラデシュに進出した企業はまだ少なく、東京レベルで現地のビジネス・ノウハウを共有できる場がないため、これか
ら進出しようとする企業にとって、バングラデシュ・ビジネスの手がかりすら得られないのが実情といえます。 

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、

にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹

共催セミナー 

年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、

共催で『バングラデシュ投資セミナー』を開きま
した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第

の温かい協力により、一般に広く声をかけ

JETRO の鈴木主幹、そし
て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの

日に、あの忌まわしいダッカ襲撃テロ事件が起こりました。7 月 28
回『企業情報交換会』となりました。参加者達は、衝撃も醒めやらず

ウまで蓄積していることは余りなく、また公的な機関として

諸国では、長年にわたり邦人企業が進出してきたため、現地では邦銀が邦人企業の情報
拠点となっており、実務のノウハウもかなり蓄積しています。また現地に優秀な経営コンサルタントが開業しており、日本と

め、これか

（３）私自身、バングラデシュ進出企業の経営者として、身に沁みる体験を重ねてきました。現地進出にあたり、生のノウハ
ウを教示頂ける方も少なく、また進出後は進出後で、次々と新たな問題が生起し、当惑するばかりでした。経営者として、多
くの悩みを抱え、孤独な思いをかこちつつ、目の前の仕事に精一杯打ち込むしかありませんでした。先行の邦人企業より、

にこそニーズがある。日バ協会が、会員企業に提供出来る魅力的なサービスがある。私自身の経験から、そして同

（４）そこで日バ協会の場を借りて、①現地に進出している企業会員が定期的に集まり、②各々の企業の状況と課題を説
明し、それぞれが抱える喜びや悩みを語り合い、③お互いの成功例や失敗例、過去の経験や解決策、助けとなる人脈の紹

 

年に、私は日バ協会の『企業プログラム担当理事』を拝命しました。私は、直ちに『企業情報交換会』の趣旨を、

共催で『バングラデシュ投資セミナー』を開きま
した。セミナー終了時に、『日バ協会・企業情報交換会』を設立することとし、この投資セミナーを、『企業情報交換会』の第

の温かい協力により、一般に広く声をかけ

の鈴木主幹、そし
て丸久社長の平石と、すべて日バ協会の会員が務めました。日バ協会には、バングラデシュでのビジネス経験の豊かな企
業会員が揃っているのです。各々が、会社の成功・失敗の体験をお話ししました。参加者からは、『生（なま）』のビジネスの

28 日、
回『企業情報交換会』となりました。参加者達は、衝撃も醒めやらず、



日本バングラデシュ協会

 

①外務省領事局の邦人テロ対策室から、現地の治安状況や安全対策の強化策などの説明。
②
③ファティマ大使からは、バングラデシュ政府の対応振りの説明。
④出席の企業会員の全社から、各社の安全対策、その実行振りを説明、しました。
参加者達は、真剣な面持ちで、日バ政府当局と各企業会員の説明に聞き入り、質疑応答を繰り返しました。当局の説明、

他社の対応振り、具体的措置は、極めて貴重な情報でした。会員各社皆、熱心に
クされたと伺っています。悲しみを超え、前に歩みを進めようとする、企業会員各社のお役に立てたと思っています。

 

３．『企業情報交換会』の活動
企業情報交換会の開催日程、講師・出席者、出席資格は、次の通りです。
（１）開催日程
企業情報交換会は、４半期に１回。原則として、

日の『第
ビジネス情報を共有しきれないため、定例会終了後に、インフォーマルな懇親会に流れ込むこととなりました。

（２）講師・出席者
講師は、企業会員が毎回持ち回りで、各々の企業のバングラデシュでのビジネス事業につき講演することとしています。

企業会員間のビジネス情報の共有が本来目的です。

また経産省南西アジア室、
いしています。偶々、ダッカの日本大使館の商務担当官が一時帰国していて、飛び入り参加されたこともありました。

（３）出席資格
企業情報交換会では、企業会員の企業秘密に係わる機微な情報も取扱われることもありますので、出席資格は、企業

会員、理事のみに限っています。会議記録は作成せず、第三社への提供は行わないルールとなっています。
（４）『ビジネス・セミナー』から『企業情報交換会』へ
毎年４回のうち１回は、

形で開催しています。定員が
大きく上回っています。多く

閉会にあたり、私より、この『ビジネス・セミナー』をさらに濃密なものとした、日バ協会の『企業情報交換会』が開催され
ていることを紹介し、参加を呼びかけています。

講演者陣に、私達日バ協会企業会員が入ることで、『ビジネス・セミナー』参加企業に『企業情報交換会』の実際に触
れて頂くことが大切と考えています。熱気に溢れたセミナーです。

日本バングラデシュ協会
①外務省領事局の邦人テロ対策室から、現地の治安状況や安全対策の強化策などの説明。
②JETRO から、現地進出の邦人企業の同襲撃テロ事件を受けてのアンケートの結果の報告。
③ファティマ大使からは、バングラデシュ政府の対応振りの説明。
④出席の企業会員の全社から、各社の安全対策、その実行振りを説明、しました。
参加者達は、真剣な面持ちで、日バ政府当局と各企業会員の説明に聞き入り、質疑応答を繰り返しました。当局の説明、

他社の対応振り、具体的措置は、極めて貴重な情報でした。会員各社皆、熱心に
クされたと伺っています。悲しみを超え、前に歩みを進めようとする、企業会員各社のお役に立てたと思っています。

 

 
 

３．『企業情報交換会』の活動
企業情報交換会の開催日程、講師・出席者、出席資格は、次の通りです。
（１）開催日程 
企業情報交換会は、４半期に１回。原則として、

日の『第 12 回企業情報交換会』では、治安状況、ビジネス環境、会員各社の動向が取上げられました。定例会だけでは
ビジネス情報を共有しきれないため、定例会終了後に、インフォーマルな懇親会に流れ込むこととなりました。

（２）講師・出席者
講師は、企業会員が毎回持ち回りで、各々の企業のバングラデシュでのビジネス事業につき講演することとしています。

企業会員間のビジネス情報の共有が本来目的です。
企業会員に加え、毎回、
①外務省の邦人テロ対策室よりバングラデシュの治安情報などのご報告、
②JETRO から、バングラデシュ政治経済情勢報告などを、ご説明頂いています。

また経産省南西アジア室、
いしています。偶々、ダッカの日本大使館の商務担当官が一時帰国していて、飛び入り参加されたこともありました。

（３）出席資格 
企業情報交換会では、企業会員の企業秘密に係わる機微な情報も取扱われることもありますので、出席資格は、企業

会員、理事のみに限っています。会議記録は作成せず、第三社への提供は行わないルールとなっています。
（４）『ビジネス・セミナー』から『企業情報交換会』へ
毎年４回のうち１回は、

形で開催しています。定員が
大きく上回っています。多く

閉会にあたり、私より、この『ビジネス・セミナー』をさらに濃密なものとした、日バ協会の『企業情報交換会』が開催され
ていることを紹介し、参加を呼びかけています。

講演者陣に、私達日バ協会企業会員が入ることで、『ビジネス・セミナー』参加企業に『企業情報交換会』の実際に触
れて頂くことが大切と考えています。熱気に溢れたセミナーです。

日本バングラデシュ協会       
①外務省領事局の邦人テロ対策室から、現地の治安状況や安全対策の強化策などの説明。

から、現地進出の邦人企業の同襲撃テロ事件を受けてのアンケートの結果の報告。
③ファティマ大使からは、バングラデシュ政府の対応振りの説明。
④出席の企業会員の全社から、各社の安全対策、その実行振りを説明、しました。
参加者達は、真剣な面持ちで、日バ政府当局と各企業会員の説明に聞き入り、質疑応答を繰り返しました。当局の説明、

他社の対応振り、具体的措置は、極めて貴重な情報でした。会員各社皆、熱心に
クされたと伺っています。悲しみを超え、前に歩みを進めようとする、企業会員各社のお役に立てたと思っています。

ナラヤゴンジ工場の縫製風景

３．『企業情報交換会』の活動
企業情報交換会の開催日程、講師・出席者、出席資格は、次の通りです。

 
企業情報交換会は、４半期に１回。原則として、

回企業情報交換会』では、治安状況、ビジネス環境、会員各社の動向が取上げられました。定例会だけでは
ビジネス情報を共有しきれないため、定例会終了後に、インフォーマルな懇親会に流れ込むこととなりました。

（２）講師・出席者 
講師は、企業会員が毎回持ち回りで、各々の企業のバングラデシュでのビジネス事業につき講演することとしています。

企業会員間のビジネス情報の共有が本来目的です。
企業会員に加え、毎回、 
①外務省の邦人テロ対策室よりバングラデシュの治安情報などのご報告、

から、バングラデシュ政治経済情勢報告などを、ご説明頂いています。
また経産省南西アジア室、

いしています。偶々、ダッカの日本大使館の商務担当官が一時帰国していて、飛び入り参加されたこともありました。
 

企業情報交換会では、企業会員の企業秘密に係わる機微な情報も取扱われることもありますので、出席資格は、企業
会員、理事のみに限っています。会議記録は作成せず、第三社への提供は行わないルールとなっています。

（４）『ビジネス・セミナー』から『企業情報交換会』へ
毎年４回のうち１回は、JETRO

形で開催しています。定員が
大きく上回っています。多くの方々にお断りせざるをえず、誠に申し訳なく思っています。

閉会にあたり、私より、この『ビジネス・セミナー』をさらに濃密なものとした、日バ協会の『企業情報交換会』が開催され
ていることを紹介し、参加を呼びかけています。

講演者陣に、私達日バ協会企業会員が入ることで、『ビジネス・セミナー』参加企業に『企業情報交換会』の実際に触
れて頂くことが大切と考えています。熱気に溢れたセミナーです。

      メール・マガジン
①外務省領事局の邦人テロ対策室から、現地の治安状況や安全対策の強化策などの説明。

から、現地進出の邦人企業の同襲撃テロ事件を受けてのアンケートの結果の報告。
③ファティマ大使からは、バングラデシュ政府の対応振りの説明。
④出席の企業会員の全社から、各社の安全対策、その実行振りを説明、しました。
参加者達は、真剣な面持ちで、日バ政府当局と各企業会員の説明に聞き入り、質疑応答を繰り返しました。当局の説明、

他社の対応振り、具体的措置は、極めて貴重な情報でした。会員各社皆、熱心に
クされたと伺っています。悲しみを超え、前に歩みを進めようとする、企業会員各社のお役に立てたと思っています。

ナラヤゴンジ工場の縫製風景

３．『企業情報交換会』の活動 
企業情報交換会の開催日程、講師・出席者、出席資格は、次の通りです。

企業情報交換会は、４半期に１回。原則として、
回企業情報交換会』では、治安状況、ビジネス環境、会員各社の動向が取上げられました。定例会だけでは

ビジネス情報を共有しきれないため、定例会終了後に、インフォーマルな懇親会に流れ込むこととなりました。

講師は、企業会員が毎回持ち回りで、各々の企業のバングラデシュでのビジネス事業につき講演することとしています。
企業会員間のビジネス情報の共有が本来目的です。

 
①外務省の邦人テロ対策室よりバングラデシュの治安情報などのご報告、

から、バングラデシュ政治経済情勢報告などを、ご説明頂いています。
また経産省南西アジア室、JICA 南アジア部、バングラデシュ政府のコンサルタントなどにも、時宜に応じて講師をお願

いしています。偶々、ダッカの日本大使館の商務担当官が一時帰国していて、飛び入り参加されたこともありました。

企業情報交換会では、企業会員の企業秘密に係わる機微な情報も取扱われることもありますので、出席資格は、企業
会員、理事のみに限っています。会議記録は作成せず、第三社への提供は行わないルールとなっています。

（４）『ビジネス・セミナー』から『企業情報交換会』へ
JETRO との共催で『ビジネス・セミナー』として、企業会員の枠を取り払い、一般にもオープンの

形で開催しています。定員が 100 人〜250
の方々にお断りせざるをえず、誠に申し訳なく思っています。

閉会にあたり、私より、この『ビジネス・セミナー』をさらに濃密なものとした、日バ協会の『企業情報交換会』が開催され
ていることを紹介し、参加を呼びかけています。

講演者陣に、私達日バ協会企業会員が入ることで、『ビジネス・セミナー』参加企業に『企業情報交換会』の実際に触
れて頂くことが大切と考えています。熱気に溢れたセミナーです。

メール・マガジン 61 号
①外務省領事局の邦人テロ対策室から、現地の治安状況や安全対策の強化策などの説明。

から、現地進出の邦人企業の同襲撃テロ事件を受けてのアンケートの結果の報告。
③ファティマ大使からは、バングラデシュ政府の対応振りの説明。
④出席の企業会員の全社から、各社の安全対策、その実行振りを説明、しました。
参加者達は、真剣な面持ちで、日バ政府当局と各企業会員の説明に聞き入り、質疑応答を繰り返しました。当局の説明、

他社の対応振り、具体的措置は、極めて貴重な情報でした。会員各社皆、熱心に
クされたと伺っています。悲しみを超え、前に歩みを進めようとする、企業会員各社のお役に立てたと思っています。

ナラヤゴンジ工場の縫製風景 

企業情報交換会の開催日程、講師・出席者、出席資格は、次の通りです。

企業情報交換会は、４半期に１回。原則として、3 月、
回企業情報交換会』では、治安状況、ビジネス環境、会員各社の動向が取上げられました。定例会だけでは

ビジネス情報を共有しきれないため、定例会終了後に、インフォーマルな懇親会に流れ込むこととなりました。

講師は、企業会員が毎回持ち回りで、各々の企業のバングラデシュでのビジネス事業につき講演することとしています。
企業会員間のビジネス情報の共有が本来目的です。 

①外務省の邦人テロ対策室よりバングラデシュの治安情報などのご報告、
から、バングラデシュ政治経済情勢報告などを、ご説明頂いています。

南アジア部、バングラデシュ政府のコンサルタントなどにも、時宜に応じて講師をお願
いしています。偶々、ダッカの日本大使館の商務担当官が一時帰国していて、飛び入り参加されたこともありました。

企業情報交換会では、企業会員の企業秘密に係わる機微な情報も取扱われることもありますので、出席資格は、企業
会員、理事のみに限っています。会議記録は作成せず、第三社への提供は行わないルールとなっています。

（４）『ビジネス・セミナー』から『企業情報交換会』へ
との共催で『ビジネス・セミナー』として、企業会員の枠を取り払い、一般にもオープンの

250 名位であるところ、
の方々にお断りせざるをえず、誠に申し訳なく思っています。

閉会にあたり、私より、この『ビジネス・セミナー』をさらに濃密なものとした、日バ協会の『企業情報交換会』が開催され
ていることを紹介し、参加を呼びかけています。 

講演者陣に、私達日バ協会企業会員が入ることで、『ビジネス・セミナー』参加企業に『企業情報交換会』の実際に触
れて頂くことが大切と考えています。熱気に溢れたセミナーです。

号 

4 

①外務省領事局の邦人テロ対策室から、現地の治安状況や安全対策の強化策などの説明。
から、現地進出の邦人企業の同襲撃テロ事件を受けてのアンケートの結果の報告。

③ファティマ大使からは、バングラデシュ政府の対応振りの説明。
④出席の企業会員の全社から、各社の安全対策、その実行振りを説明、しました。
参加者達は、真剣な面持ちで、日バ政府当局と各企業会員の説明に聞き入り、質疑応答を繰り返しました。当局の説明、

他社の対応振り、具体的措置は、極めて貴重な情報でした。会員各社皆、熱心に
クされたと伺っています。悲しみを超え、前に歩みを進めようとする、企業会員各社のお役に立てたと思っています。

 

企業情報交換会の開催日程、講師・出席者、出席資格は、次の通りです。

月、6 月、9 月、12
回企業情報交換会』では、治安状況、ビジネス環境、会員各社の動向が取上げられました。定例会だけでは

ビジネス情報を共有しきれないため、定例会終了後に、インフォーマルな懇親会に流れ込むこととなりました。

講師は、企業会員が毎回持ち回りで、各々の企業のバングラデシュでのビジネス事業につき講演することとしています。
 

①外務省の邦人テロ対策室よりバングラデシュの治安情報などのご報告、
から、バングラデシュ政治経済情勢報告などを、ご説明頂いています。

南アジア部、バングラデシュ政府のコンサルタントなどにも、時宜に応じて講師をお願
いしています。偶々、ダッカの日本大使館の商務担当官が一時帰国していて、飛び入り参加されたこともありました。

企業情報交換会では、企業会員の企業秘密に係わる機微な情報も取扱われることもありますので、出席資格は、企業
会員、理事のみに限っています。会議記録は作成せず、第三社への提供は行わないルールとなっています。

（４）『ビジネス・セミナー』から『企業情報交換会』へ 
との共催で『ビジネス・セミナー』として、企業会員の枠を取り払い、一般にもオープンの

名位であるところ、JETRO
の方々にお断りせざるをえず、誠に申し訳なく思っています。

閉会にあたり、私より、この『ビジネス・セミナー』をさらに濃密なものとした、日バ協会の『企業情報交換会』が開催され

講演者陣に、私達日バ協会企業会員が入ることで、『ビジネス・セミナー』参加企業に『企業情報交換会』の実際に触
れて頂くことが大切と考えています。熱気に溢れたセミナーです。 

①外務省領事局の邦人テロ対策室から、現地の治安状況や安全対策の強化策などの説明。
から、現地進出の邦人企業の同襲撃テロ事件を受けてのアンケートの結果の報告。

③ファティマ大使からは、バングラデシュ政府の対応振りの説明。 
④出席の企業会員の全社から、各社の安全対策、その実行振りを説明、しました。
参加者達は、真剣な面持ちで、日バ政府当局と各企業会員の説明に聞き入り、質疑応答を繰り返しました。当局の説明、

他社の対応振り、具体的措置は、極めて貴重な情報でした。会員各社皆、熱心に
クされたと伺っています。悲しみを超え、前に歩みを進めようとする、企業会員各社のお役に立てたと思っています。

企業情報交換会の開催日程、講師・出席者、出席資格は、次の通りです。 

12 月の第３水曜日に定例開催しています。去る
回企業情報交換会』では、治安状況、ビジネス環境、会員各社の動向が取上げられました。定例会だけでは

ビジネス情報を共有しきれないため、定例会終了後に、インフォーマルな懇親会に流れ込むこととなりました。

講師は、企業会員が毎回持ち回りで、各々の企業のバングラデシュでのビジネス事業につき講演することとしています。

①外務省の邦人テロ対策室よりバングラデシュの治安情報などのご報告、
から、バングラデシュ政治経済情勢報告などを、ご説明頂いています。

南アジア部、バングラデシュ政府のコンサルタントなどにも、時宜に応じて講師をお願
いしています。偶々、ダッカの日本大使館の商務担当官が一時帰国していて、飛び入り参加されたこともありました。

企業情報交換会では、企業会員の企業秘密に係わる機微な情報も取扱われることもありますので、出席資格は、企業
会員、理事のみに限っています。会議記録は作成せず、第三社への提供は行わないルールとなっています。

との共催で『ビジネス・セミナー』として、企業会員の枠を取り払い、一般にもオープンの
JETRO の力強い後押しもあり、毎回、参加希望者が定員を

の方々にお断りせざるをえず、誠に申し訳なく思っています。
閉会にあたり、私より、この『ビジネス・セミナー』をさらに濃密なものとした、日バ協会の『企業情報交換会』が開催され
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『ビジネス・セミナー』の参加企業の方々が「それでは『企業情報交換会』にも足を運んでみようか。すなわち日バ協会に
企業会員として入会してみようか」と思って頂ければと、仕掛けている訳です。こうして、日バ協会の企業会員入会につな
がればと願っています。 

 
＊ おわりに 

（１）お陰様で企業会員も 41 社となりました。当初は、日バ協会の理事・会員が声を掛け、紹介する形での入会がほとん
どでした。最近は、『ビジネス・セミナー』に参加し、あるいは日バ協会ホームページで知り、日バ協会に入会される企業が
増えてきています。誠に嬉しく思います。 

（２）私達企業会員は、この 3 年間にわたり、①日バ協会の集まりに足を運べば、求めている経営情報が得られる、②いつ
も面白いビジネスの話が聞けるので、おのずと足が向いてしまう、こうした会合としたいとの一念から、『企業情報交換会』
を育ててきました。 

（３）日バ協会企業部会として、今後も企業プログラムの内容を吟味し、より豊かなものとし、会員の皆さんのお役に立つ
ように努力して参ります。そして日バ協会をビジネス分野から支え、日バ協会が、日バ関係を増進する一助となっていく所
存です。 

 
 
 
 

■３）会員便り 『教育によるバングラデシュ農村の変化（連載その２） 

  －教育に対する農民の意識変化－ 』 

         広島大学教育開発国際協力研究センター 副センター長・准教授 日下部達哉 

 
５．農村の世帯収入は 10 年で増加 
さて、10 年間の追跡調査なので、調査対象の子どもたちが学校教育経路を通じて、その将来がどうなったのかがわかりま
す。むろん皆が就業年齢に達しているわけではないのですが、初等教育から中等教育に進学しているのか、ということはわ
かりました。 
順を追ってみていきたいと思います。まず、わかったことは、へき地農村も近郊農村も軒並み、現金収入は大幅に増加して
いました。雑駁に世帯平均年収でいうと、へき地農村で 4.5 倍（35,182→159,487 タカ）、近郊農村で 2.4 倍（65,481→
155,858 タカ）もの収入増となっていました。しかしまた物価も上がったので楽になったわけではありません。しかしとにか
く世帯収入は大幅に増加していたわけです。 
 
６．教育制度の人材輩出/所得増加の効果 
次に、この増収状況に教育制度の人材輩出機能は貢献したのか否か、ということです。つまり、10 年前に初等・中等教育
を受けていた人たちが、ある場合はさらに上の学歴を経て、給与所得者になり、この増収に貢献しているケースがあるのか
どうか、あるのなら、その原動力や方法など、質的なデータなどを標本調査から調べられるようなデータをとっていました。そ
こで先行研究でも指摘されているとおり、へき地農村と近郊農村では、社会経済的背景が異なるので、分けて考察しまし
た。分析の結果、そこでは全く異なるシナリオが展開されていました。 
（１）へき地農村のケース 
様々なデータの中で、特徴的な違いが出ていたのが、借金のあり方でした。へき地農村が世帯平均で 9.3 倍（3,919→
36,575 タカ）、近郊農村で 3.5 倍（8,030→28,347 タカ）伸びていました。その理由ですが、双方とも娘の結婚によるダウ
リ資金（注：持参金）や、生活のため、農業コストというのは確かに共通してありますが、へき地では土地の購入や、商品作
物であるタバコ作付けのため、近郊では、家の修繕、自己雇用型ビジネスへの投資といったものが特徴的な相違としてあ
りました。 
そこでへき地農村の収入に関するさらに細かい部分をみていくと、最も多かったのが米からタバコの作付け転換、あるいは
その他の農業上の工夫が所得増加に大きく貢献していました。借金もタバコ栽培のための肥料購入など、商品作物への
作付け転換の投資のために使われていました。また、職種の増加も認められましたが、農業に関するものが中心でした。つ
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まり、農業上の工夫が収入の増加をもたらしたということで、期待したような、学校を出て勤め人になり、給料をもらうように
なったという人は、ほんの僅かしかおらず、教育制度が所得増に貢献したという形跡はなかったといえます。 
但し、学校教育は続けている人が半分、ドロップアウトや結婚した人が約半分という割合でした。このへき地農村のケース
では、人々は少なくとも初等教育を多少は受けています。「教育に触れた」という意味においては、教育制度が福祉的な役
割を果たしたということになりますが、へき地農村なだけに、教育された人材が労働市場と有機的連関を成立させにくい環
境といえました。 
（２）近郊農村のケース 
次に、近郊農村では、教育制度が生み出した教育された人材が、給料を得て収入を増加させた、というシナリオが期待さ
れました。近郊農村の収入増を支えたのは、へき地農村とは対照的に、近くの都市経済圏とつながることによって、チャクリ
型の職種が増加したことでした。例えば、会社員、IT アシスタント、ドライバー、バス運行ビジネス、電気工、土地家屋調査
士、オペレーター、マルチレベルマーケティングなど、10 年前は見られなかった仕事が増加していました。こうした職種は、
ある程度の学歴が必要な職種ですし、将来の管理セクションを見通すような場合、最低でもカレッジなどの学歴を必要とし
ます。 
近郊農村では、もともとチャクリが多かったのですが、その給料も上昇し、かつ都市経済とのリンクが増大することで経済
が活性化される形で、収入が増えている、つまり、へき地農村とは異なる増収のあり方だったのです。これに対し、教育制度
は一定の貢献をしていました。10 年後の追跡調査では、高校を卒業して会社員になったり、銀行に勤めたり、高等教育ま
で教育を継続している人たちもいました。またわずかではありますが、そうした進路形成により、貧困層を脱した世帯もあり
ました。 
 
７．今次調査結果と今後の研究課題 
つまり、現在のバングラデシュ農村では、近郊農村の方から、教育制度が機能し、人的資本を生み出し始めているといえま
す。むろん、出稼ぎや縁故就職などもまだ健在ですが、メリトクラティック（業績主義的）な人材育成の兆しはあるといえます。
今後は、へき地農村の人的資本がどのように育っていくのかを調べることが課題となっています。 
通常、教育がより効率的に人的資本を生み出さないと、重荷を抱えたまま経済は停滞しますが、バングラデシュで、教育を
受けた人材はこれからも増え続け、かつての重荷は経済の推進力となっていきます。また彼らの購買力が高まることで、さ
らなる経済発展につながることだと思います。 
今年は私が研究を始めて 20 年ですが、今年から４つの村々の 20 年後の姿を調べようとしています。20 代の体力はもは
や失われておりますが、若手研究者にも手伝ってもらい、なんとかデータを集めて、また皆さんに報告できたらと思っていま
す。 
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■４）イベント、講演会の案内 

 
〇第 30 回講演会のお知らせ 「1990 年代生まれの若者たち－バングラデシュの社会変動を背負って－」（7/30） 
 http://www.japan-bangladesh.org/info/20190730_event30  
 
講演者南出和余氏は 2000 年からバングラデシュの農村で人類学フィールドワークを継続している。本講演では、1990
年代から現在までのバングラデシュの社会変動を概観した後、今日のバングラデシュ経済の根底を支えている若者たちの
子ども期から現在までをまとめた映像作品『教育第一世代』（52分、2016年）を上演し、皆さんと共にバングラデシュの現
在を、子ども・若者の視点から考える。 
 

講 演 者： 南出 和余 （神戸女学院大学  准教授、文学博士）  
 講演会日時： 2019 年 7 月 30 日（火） 

開場・受付： 18：00－18：30 
講 演 会： 18：30－20：30 
懇 親 会： 20：45－22：30 

 会   場： 聖心グローバルプラザ ４－２教室・２階 
      （聖心女子大学 4 号館・グローバル共生研究所） 
        東京都渋谷区広尾４－２－２４      
アクセス： 東京メトロ日比谷線 広尾駅 4 番出口から徒歩 1 分 
       https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/ja/access  
 
講演会参加費： 
・個人（賛助）会員、法人（賛助）会員、学生（賛助）会員： 無料 
・非会員： 一般 1,000 円、 学生 無料 
 
懇親会の会場：La Mensa jasmin イタリア料理 (聖心グローバルプラザ１Ｆ) 
懇親会参加費：・参加者お一人： 3,000 円 
・ただし、学生会員は無料、学生非会員は 1,000 円 
 
＊＊懇親会参加を一旦申し込まれた後に、参加できなくなった場合は、 
7 月 26 日(金)までに、下記へ必ずご連絡願います。 
  TakaoKobayashi418@gmail.com 
 
講演会参加申込：先着 60 名様 
ただし、法人会員は Max．3 名、法人賛助会員は Max.2 名迄。 
 
お申込み：下記のグーグルフォームからお申込みいただくか、或いは協会事務局宛 （ info@japan-bangladesh.org ）
に、参加者氏名、（および、法人会員の場合は会社部署名）、連絡先（電話及びメールアドレス）を添えてメールにてお申し
込み 
ください。 

https://forms.gle/7gkjWoZ7VF1j7KcWA からお申し込みください。 
 
 
〇講演会「テロのない社会に向けて〜 7 月 1 日ダッカ襲撃事件から 3 年」(7/26) 
 https://www.shaplaneer.org/news/events/190626_shaplaba/ 
 



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 61 号 

8 
 

 
 

■５）『事務連絡』 

〇年会費納入のお願い： 
先に 2019 年度年会費未納の会員の方々は、下記協会のゆうちょ口座へお振り込下さるよ 
うお願いします。 
 
 ゆうちょ口座からの振込 
  口座名称 一般社団法人 日本バングラデシュ協会 
   シヤ） ニホンバングラデシュキョウカイ 
  口座記号番号  00160-2-513606 
 
 銀行からゆうちょ銀行への振込の場合、 
  店名（店番） 019 当座預金  
  口座番号   0513606 
 
〇会員情報変更届のお願い：  
 
事務局では会員各位の連絡先等の最新版を常備する必要がありますので、皆様の住所変更、メールアドレスが変更され
ました場合は <info@japan-bangladesh.org> までお知らせ下さるようお願い致します。 
 
〇本協会の活動などについてご意見等ありましたら、お知らせください。 
また、メール・マガジンに載せたいご意見、情報、その他昔のバングラデシュ勤務時の思い出などお寄せ下さい。 
 宛先：<info@japan-bangladesh.org> 

（約 1500 字。体裁上若干の修正あり得ることご了承下さい。） 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
一般社団法人 日本バングラデシュ協会 
http://www.japan-bangladesh.org/ 
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