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日本バングラデシュ協会の皆様へ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■１）『会長就任のご挨拶』 
                                  会長 大橋正明 
 
 堀口初代会長の後任として、会長役をお引き受けしたものとして一言ご挨拶を申し上げます。 
 まず堀口初代会長には、本会創立の準備から数えて凡そ 6 年間余り、本会をリードされ、ここまでの組織として育てて頂
いたことに深く御礼申し上げます。 
本会の設立（あるいは数十年ぶりの復活）を構想した段階で、堀口会長を始めとした数人の方々はこうした非営利組織

の知識や経験をほとんどお持ちでなく、この分野では多少の経験があった私は何度か相談に乗らせて頂きました。そして
堀口会長らは、自ら関係機関を訪れたり、関係法令や参考資料に目を通され、ご自身でこの社団法人の骨格のほとんどを
作り上げられたのです。そして必要な役員や顧問の人選と就任説得を行い、発足に漕ぎつけたのです。そして本会がそれ
なりの軌道に乗るまで、堀口会長は大変ご熱心に取り組んで下さいました。 
そんな訳で、本会としては堀口会長にもっと長くその職に留まって頂きたかったのです。しかしご本人から、最近悪化し

た健康問題があるというご相談があり、加えてすぐには他の適任者が見つかりそうもないという事情もありました。それゆえ
自分の非力さを顧みずにこの大役を、一年間に限って私がお引き受けすることにしました。どうかこの点、よろしくご了解下
さい。また堀口会長には今後も、本会の理事・相談役として引き続きご指導頂くこと、そして次の会長適任者を見つけるこ
とにご尽力頂けることになりました。 
私自身は、1978年に日本の国際協力NGOシャプラニール(当時はヘルプ・バングラデシュ・コミティー、略称HBC)の

活動を知るためにバングラデシュに初めて訪れて以来、バングラデシュと長くお付き合いさせて頂いています。1980 年か
らの２年半はシャプラニールの、そして 1990 年からの３年間は国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC)兼日本赤十字社の駐
在員として、バングラデシュに長期滞在しました。そして今日に至るまで、シャプラニールの活動や大学教員としての研究
のために、年に数度、バングラデシュを訪問しています。 
私はバングラデシュが大好きであり、さらに私を育んでくれた先生でもある、と考えています。その大好きな先生へのご

恩返しを少しでもするために、この大役を短い期間ながらしっかり努めたいと願っています。 
皆さま、どうかよろしくお願い申し上げます。皆様と一緒にこの会を盛り上げ、日バ関係をさらに発展させましょう。 

（聖心女子大学教授、シャプラニール=市民による海外協力の会監事、国際協力 NGO センター〔JANIC〕理事） 
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■２）現地便り 『 国際エンゼル協会の活動（連載その１）』 
        －国際エンゼル協会の沿革と活動－   

               特定非営利活動法人 国際エンゼル協会 
                      代表理事 東村眞里子 
                       http://www.angel-ngo.gr.jp/introduction/ 
 
 
１． 国際エンゼル協会とバングラデシュ 
国際エンゼル協会は、1982 年兵庫県伊丹市に設立されました。前代表川村百合子の次女が障害を持って生まれ、大

学卒業後成人するまでに多くの人に支えられてきたことを感謝して、母娘が「社会にお返ししたい」という願いから立ち上
げたボランティア団体です。 
設立当初は、障害者施設でボランティア活動を行ったり、ハンセン氏病の施設に寄付をしたりしていました。やがて貧し

い国の人々に目を向け、よりきめの細かい独自の援助をしたいと考え、アジアの国々を視察しましたが、「私だったらバング
ラデシュに孤児院を作りたい」という次女の願いから、バングラデシュに支援をすることにしたのです。 
早いもので、支援を始めて来年には35年になります。1985年9月、初めてバングラデシュに視察に行き、その時通訳し

てくれたのが、アジズル・バリ氏でした。彼も独立戦争後ダッカ市内に孤児がたくさんいるのを見て、これから私達の始めよ
うとしていた孤児院のプロジェクトに賛同し、現地のスタッフとして活動するようになりました。 
 
 
２．エンゼルホーム 
（１）1986年ダッカ市内に家を借り、新聞広告で 12人の子どもの募集を行いました。そして集まった 12人の子供たちと共
に孤児院がスタートしました。1987 年バングラデシュ政府より、外国援助団体として認可を受けました。その後ガジプール
県に 8,000 坪余りの土地を購入し、ここを拠点にプロジェクトを開始しました。私達はここを『エンゼルホーム』と呼んでい
ます。 
そこでまず初めに地域の人に信用してもらえるように、モスクを建設しました。今でも金曜日のお祈りの時にはモスクに

入りきれず、前のグランドまでいっぱいになるほどの人が来ています。 
 
 

 
1986 年 ダッカ・ミルプールで孤児院開設 

 
新年のお祝い 

 
（２）そして男子寮、女子寮を建設し、ダッカの借家から引っ越して来て、広大な敷地の中で子供たちの生活が始まりました。
エンゼルホームでは現在、男の子 20人女の子 20人計 40人が生活しています。子供たちの生活は規則正しく、朝早くか
ら朝礼、掃除、食事の用意など身の回りのことは、ほとんど自分たちで行います。また学校から帰ってからは広い敷地内で
サッカー、クリケット、バトミントンなどをして楽しんでいます。又、勉強やダンス、音楽、ボーイスカウトなど、それぞれ先生が
来て指導してくれています。 

http://www.angel-ngo.gr.jp/introduction/
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（３）彼らは中学卒業まではエンゼルホームで生活していますが、卒業後はホームを出て下宿などをして高校、大学と通っ
ています。生活費、学費などは、彼らが学校を卒業して自分で収入をえられるようになるまで、全てをサポートしています。今
までに 190 人の子供たちが巣立ち、それぞれ社会に出て活躍し、結婚して幸せに暮らしています。また、中にはエンゼルの
事務所で働いている人もいます。毎年年末にはたくさんの家族を連れて帰ってきます。彼らにとってここは実家であり、ふる
さとなのです。 
 
（４）他にもこの敷地内には、現地事務所、職業訓練所、女性自立センター、クリニック、ゲストハウスなどがあります。 
職業訓練所は 1993 年に開設しました。開設当初は女性の職がほとんどありませんでした。現金収入を得るために手に職
をつけて働ける機会をふやそうと、縫製技術、伝統的なノクシカタ刺繍の 3 か月間の研修を始めました。田舎から出て来て
通うことが出来ない人のために、エンゼルホーム内にある宿舎に泊まり込みで研修を受けることができるようにしました。
｢きれいな敷地内で掃除をすること、共同生活をすることで人とのかかわり方も学ぶことが出来た｣と喜ばれています。 
（2019 年現在 2722 名が卒業しました） 
 
３．農村地域での識字教室 
また 1995 年よりガジプール県のカパシア郡の農村地域で、これまで教育を受ける機会のなかった女性を対象に識字

教室を行っています。20代から60代くらいの女性が、6か月間、文字の読み書き、計算、その他日常生活に必要な基礎知
識などを学んでいます。 
彼女たちは「出稼ぎに行っている夫からの手紙を自分で読めるようになった」「バスの行き先がわかるようになった」「今

までサインを拇印でしていたが字が書ける」「子供の勉強がみてやれるようになった」「小さい時に行けなかった学校に行っ
ているようで嬉しい」といった感想を述べてくれます。 
そしてなによりも「子供を学校に行かせて勉強させたい」と意識が変わってくれることが大変うれしく思います。彼女たち

の入学前と比べ、卒業する時の顔が明るく生き生きとしているのを見るにつけ、このプロジェクトの大切さを感じています。 
（2019 年現在 6360 人が卒業しました） 
 
４．奨学金制度 
また国際エンゼル協会のもう一つ大きなプロジェクトに奨学金制度があります。 

毎年約4,000人の学生に奨学金を渡しています。遠方の学生には郵便で送金していますが、出来るだけ手渡しにしていま
す。 
エンゼルホームでは年に数回、奨学金プログラムのセレモニーが行われ、200 名あまりの学生が集います。そこで学生

からの感謝のスピーチや現地責任者のアジズル・バリ氏より本協会の趣旨などを伝えています。ホーム以外の奨学金支給
を行う時も、出来るだけバリ氏やスタッフが出向いて話をするようにしています。また、本協会のスタディツアーに参加された
方たちも、奨学生の家を訪問して彼らの生活を見たり近況を聞いたりして交流を持つようにしています。支援してくださる方
も自分たちの支援が目に見えてそれが継続につながっています。 
（2019 年現在、延べ 93927 人に支給しました） 
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■３）会員便り 『 25 年間にわたりバングラデシュを見つめて（連載その１）』 
       －ロヒンギャ避難民キャンプの現場から－ 

在バングラデシュ日本国大使館 
参事官  進藤 康治 

 
＊編集部注： 進藤参事官は、外務省入省後、インド・ベンガル州のシャンティニケトンで研修。ベンガル語専門家として、
1994 年、2004 年、2010 年、2016 年と 4 回にわたり、在バングラデシュ大使館に赴任。ダッカ在勤は通算 15 年半。 
 
  2017 年 8 月の大規模流入以降、バングラデシュは、90 万人を超えるミャンマーからの「ロヒンギャ」避難民を国内に抱
えています。本稿では、対バングラデシュ経済協力担当者の視点から、バングラデシュにおける避難民支援の現状と今後
の課題につき考察します。 
   
１．大規模流入当初 

2016年 12月にダッカに赴任し、最初に直面した大きな事件がこの、2017年 8月に発生したロヒンギャ避難民の大規
模流入でした。私にとっては、これが４回目のダッカ赴任でしたが、これまでの 3 回にわたる当地在勤でも、ロヒンギャ難民
問題を経験し、90 年代における送還活動や、その後も帰れなかった残留難民を収容するキャンプの問題等を見てまいりま
した。今回の大規模流入は、これまでのいずれの流入とも比較にならないくらい大規模なものであり、着の身着のままで国
境を越えてくる避難民たちの映像を見て、これまでとは性質の違う、さらに困難な問題となるとの予感を覚えました。 
   
 ２．避難民キャンプとホストコミュニティ 
（１）国連機関等の協力によるキャンプ建設が進められる中、2017 年 10 月に初めてキャンプを視察いたしました。その時
に衝撃を受けたのは、現地住民の人口の 4 倍とも言われる避難民を受け入れた結果、見渡す限りの森林地帯が、避難民
たちの燃源確保のため伐採され、脆弱な赤土層が露出している状態でした。実際に現地に行ってみると分かりますが、こ
の赤土は崩れやすく、降雨によりグチャグチャになる性質のものです。森林が失われたことにより、特に斜面の地盤が崩れ
やすくなり、洪水やサイクロンによる土砂崩れ等により大きな被害が出る可能性が高いと、素人目にもわかる状況でした。
幸いにも、その後現在に至るまで、サイクロン等がこの地を直撃し、大規模災害が引き起されるには至ってはおりません。そ
の間、日本政府を含む多くのドナーの協力により、防災や水源の確保等の側面を含む避難民キャンプのインフラ整備が行
われ、今もその努力が続けられています。 
（２）避難民の大規模流入とそれに伴って森林が失われたことは、ホストコミュニティの人々の生活にも甚大な影響を与えま
した。避難民流入により、数千人とも言われる援助関係者の現地での活動に伴って、大きな経済的利益が地元にもたらさ
れたとも言われますが、その一方で、ホストコミュ二ティの人々が職を奪われたり、生活の糧である森林を奪われたり、また
そのことによって災害時のリスクも高まるなど、多くの懸念がありました。それでも現地住民たちは、ハシナ首相のロヒンギ
ャ避難民に対する人道的な対応を支持し、避難民たちと共存してきました。 
  
3．最近の状況 
（１）その後、昨年 12 月の総選挙に向けて、バングラデシュとミャンマー両国は、避難民の帰還を実現するための外交を展
開し、同年11月にも帰還が実現するとみられました。しかし、実際には、帰還を希望する避難民が名乗り出なかったため実
現せず、今日に至るまで、両国間での帰還実現に向けた努力に具体的な進展はみられていません。仮に一部帰還が実現
したとしても、この問題の解決には何年もの時間がかかることになるでしょう。これまで、この問題は、緊急援助としての支
援が行われてきましたが、今後は、いかに中長期的にこの問題に取り組んでいくかが、避けては通れない課題として立ちは
だかっています。 
（２）2019年 6月、キャンプを視察してきました。バングラデシュ政府は「キャンプ内に恒久的施設を建設してはならない」と
いう基本方針を取っていますが、この制約の下、利用可能な素材や技術を集め、災害等で人命を失うリスクを極力抑える
シェルターや、道路、街灯等のインフラ整備が、驚くべきスピードで進められてきています。現在では、これに加え、廃棄物
処理やジェンダー問題、保健医療サービス等、種々の都市問題に対応する国際機関やNGO等のイノベーティブな活動も
導入されています。しかしながら、こうした支援はいつまでも続けられるものではありません。必ず『援助疲れ』が起こりま
す。 
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4．今後の課題 
（１）6 月のコックスバザール視察で、もう一つ印象的だったのが、避難民コミュニティとホストコミュニティとの微妙な関係
です。バングラデシュ政府も、ミャンマー国境地域での緊張が高まる中、コックスバザール地域の不安定化を強く懸念して
います。両コミュニティ間の関係が、円滑に進展していかない場合、避難民コミュニティ側では、将来に対する希望を失い、
過激化する可能性もあります。また、ホストコミュニティの側には不満が増大しており、これを放置すれば、大きな不安定要
因となり得ます。 
（２）我が国としては、この地域の安定が重要であり、バングラデシュとミャンマー二国間の問題解決に向けた努力を支援し
つつ、バングラデシュ政府の避難民に対する人道的支援を支え、さらにホストコミュニティに対しても都市開発や技能訓練、
教育、保健等の分野で協力していくことが求められています。 
日本政府としてこのような協力を行っていくためには、日本において、この問題についての一層のご理解を頂くことが重

要だと考えています。今後も、この問題につき発信してまいりたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
■４）イベント、講演会の案内 
 
〇NHK WORLD ベンガル語放送 インタビュー  
 堀口松城 「私の見たバングラデシュ(1)」 2019 年 8 月 5 日  
  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/radio/bn_reading1/201908050600/ 
 堀口松城 「私の見たバングラデシュ(2)」 2019 年 8 月 12 日 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/radio/bn_reading1/201908120600/ 
 早川修 「私の見たバングラデシュ」   2019 年 8 月 19 日放送予定 
  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/radio/bn_reading1/201908190600/ 
 
 バングラデシュではいくつかの主要都市で FM での再放送を行います。 
日本時間２４：１５～４５です。（バングラデシュでは夜 9 時 15 分～45 分です） 
各都市の FM 周波数は、DHAKA 104.0MHz、  Chittagong  88.8MHｚ、  Comilla  101.2MHZ、Khulna 
88.8MHｚ、 Rajshahi 88.8MHｚ、 Rangpur 105.6MHｚ、 Sylhet 105.2MHｚです。 
 
〇日本最大級の国際協力イベント グローバルフェスタ 2019 

 http://www.gfjapan2019.jp/ 
開催日：2019 年 9 月 28 日（土）、29 日（日） 10:00 - 17:00 
会場：お台場センタープロムナード 

    シンボルプロムナード公園 夢の広場 
●りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩 1 分 
●ゆりかもめ「青海駅」から徒歩 3 分、「お台場海浜公園駅」から徒歩 7 分） 

 
 
  

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/radio/bn_reading1/201908050600/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/radio/bn_reading1/201908120600/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/radio/bn_reading1/201908190600/
http://www.gfjapan2019.jp/
http://www.gfjapan2019.jp/
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■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/ 

mailto:info@japan-bangladesh.org
mailto:info@japan-bangladesh.org
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