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 1）巻頭言： 『インド市民権改正法施行とバングラデシュの関係』 

相談役   堀口松城 

 

 インドでは昨年末行われた市民権法の改正によって、宗教によって市民権付与が差別されることとなったことに大規模

な抗議運動が行われたものの、下院では 12 月 9 日、上院では同 11 日に可決された。しかし、日をおかずして行われたデ

リー首都圏議会議員選挙においては、「宗教による市民権付与の差別はインド憲法に反する」との抗議運動が広い支持を

集め、同改正を推し進めたモディ首相率いるインド人民党は大敗した。そこでここでは、市民権法改正までの経緯、特にバ

ングラデシュとの係わり、改正の要点、また、同改正に対する大規模な抗議運動の勝利と、同勝利が多民族国家インドにと

って与えうる意義及びバングラデシュとの関係について述べてみたい。 

 

１．先ずバングラデシュと国境を接するインド北東部では、1947 年 8 月インド独立による両パキスタン及びインドの「分離」

に伴う「民族大移動」により、１千 2 百万人といわれるヒンドゥー、モスレム、シークの人々が、わずか 3 カ月という短期間に

新たにできた国と国の間を大移動し、大きな混乱があった。さらにこの北東部地域では、この大移動のもたらした大きな混

乱が未だ完全に収まらないうちに、1971 年のバングデシュの独立に伴う混乱により、この地域からの不法移民の流入が

再び加速された。 

 その結果、とくにインド北東部に前から住んでいた住民は、バングラデシュから流入した不法難民によって就業機会が

奪われるだけでなく、もともと人口の少ない先住民族は、少数民族として追いやられるのではないかとの懸念が高まり、そ

の結果、特にバングラデシュと隣接するアッサム州では、1979 年不法移民排斥を求める「アッサム動乱」が発生し、大きな

混乱がもたらされた。 
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２．このため 6 年後の 1985 年、ラジブ・ガンジー政権とアッサム騒乱主導者達との間で不法移民の特定・追放を行うとの

アッサム協定が調印されたものの、実施には至らなかった。さらに、20 年後の 2005 年にも、さらにまた、9 年後の 2014 年

にも、中央政府、州政府および全アッサム学生連合の間で、アッサム州の市民を明確にする国民登録簿（NRC）の更新を

決定したが、いずれの時も実施されるには至らなかった。  

 そこで 2014 年、インド最高裁が政府に国民登録簿(NRC)の早期更新を命令したことを受けて、モディ政権は 2016 年

市民権法改正法案を国会に提出した。同法案は本 2019 年１月上院ではようやく可決はされたものの、この時も北東部住

民の反発が激化し、5 月の下院解散に伴い再び廃案のやむなきに至った。同法案をめぐるこのような混乱が何度か繰り返

された後、昨年8月に至って国民登録法（最終案）がようやくまとまり、12月、同法案は下院、上院を通過し、大統領の署名

を経てようやく 2019 年改正市民権法として成立した。 

 

３．この様な困難なプロセスを見ると、バングラデシュの難民が、インド東北部の住民と同地域の政治に与えるインパクトの

大きさに驚くとともに、多数の民族からなる多民族国家インドの抱える難しさと苦しみが、手に取るように理解できる。 

 他方、この改正法の問題として広く指摘されたのは、現行法は、不法入国者とその子供が市民になることを禁じている

のに対し、改正法では、パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタンの近隣 3 国から、2014 年までに不法に入国した難民

に市民権を与えるとしつつ、その対象をヒンドゥー教徒、シーク教徒、仏教徒、ジャイナ教徒、ゾロアスター教徒に限り、イス

ラム教徒は適用外としていることであった。 

 

４．今回のデモもアッサムなど東北部で始まったものであったが、やがて、改正法はイスラム教徒を不当に差別するものであ

るとの強い批判、反発が、宗派を超えて次第に全国に波及していった。このような状況に対し、治安部隊が過剰な対応をと

ったため、やがて多くの人が死に、数千人が拘束されるとの事態になった。このため、モディ政権は、反対の特に強い北東

地域の大部分を、市民権法の適用から除外するとの規定を追加した。 

 

５．以上の混乱状況のなかで、本年 2 月 8 日行われ、11 日に開票された 5 年に一回のデリー首都圏議会選挙において、

モディ首相率いるインド人民党は、庶民党に大差で敗れた。その理由として挙げられたのは、長引く経済の低迷に対する

国民の不満とともに、改正市民権法におけるイスラム教徒の排除は憲法に反するとする、宗派を超えた幅広い国民の反対

であった。この国民的な大反対で注目されるのは、市民権の要件に宗教を初めて持ち込もうとする改正法案は、世俗主義

を掲げる憲法に違反しているとして、イスラム教徒だけではなく、ヒンドゥー教徒や低カーストも参加する幅広い抗議運動に

なっていたことである。 

 

 さほど遠くない将来、多民族国家として大きく成長したインドが、この日こそ宗教を差別の理由としない、多民族国家、

多宗教国家インド建設という建国の理念及び理想が、実現への大きな一歩を力強く歩み始めた歴史的な日として、東北

部インドに接したバングラデシュ人がこの実現の過程で果した役割とともに、人々に記憶される日がやってくることを期待

したいものである。      
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■２）特別寄稿：『Sheikh Mujibur Rahman: a tribute to a fallen hero』 

－ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No.３－ 

Prothom Alo 紙 東京支局長 

顧問 Monzurul Huq 

 

It was a time of turmoil when he first saw the light of the day. The world had just witnessed the end of 

meaningless killings of millions in the battlefields around Europe and elsewhere and the wind of change 

blowing around was slowly awakening Indians to join the demand for independence. Nobody at the time 

could even think of the possibility that the boy coming to this earth at a remote village situated at the far 

flung of the British Empire one day would play a pivotal role in redrawing the map of the Indian 

subcontinent that British Raj had drawn hastily before taking the final departure.  

Politics at the time was a part-time vocation of elites of the society who were born with a silver spoon.  

He was not part of that as he hailed from a relatively modest family of a court clerk with a small landed 

property. Moreover, a childhood disease of faulty eyesight compelled him to lag behind in education as 

well. Yet, within the short life span of 55 years, he was not only able to overcome all such odds to find a 

paramount place in the history of his country, but was also able to change for good the way politics is 

being conducted in the whole region. These are the few factors we need to keep in mind while assessing 

the contribution of Sheikh Mujibur Rahman in creating a nation state for Bengali speaking people of 

Indian subcontinent.  

He was born exactly 100 years ago, as mentioned in the previous paragraph, in a modest rural family in 

remote East Bengal.  His journey to the world of politics started when he moved to Kolkata and enrolled 

at the Islamia College for higher education. Muslims of Indian subcontinent at the time were already 

dreaming of a separate state within the greater India as the Lahore resolution called for achieving that 

goal. Incidentally, it was also another great figure from Bengal who moved that motion at the 1940 all 

India conference of Indian Muslim League, calling for establishing independent Muslim majority states 

within British India. Mohammad Ali Jinnah was by the time became the undisputed leader of Indian 

Muslims and he had tactfully overturned the resolution proposed by A. K. Fazlul Huq by dropping the 

plural form from the crucial sentence and making it a single state. It was the first of a series of treacherous 

acts that the leadership of Muslim League resorted to for depriving Bengalis from their rightful position of 

taking their destiny in their own hands. However, for Sheikh Mujib it was still too early to realize the 

treacherous games of politics and he joined the rank and file of young Bengalis who demanded the 

creation of a separate state for Indian Muslims. His entry into politics, thus, started with as a supporter of 

Jinnah’s two- nation theory. In Calcutta he was active in Pakistan movement through his involvement with 

the youth wing of Muslim League.  

As Calcutta at the time was one of the major centers of politics in British India, Sheikh Mujib opted for 

travelling to Calcutta from his remote village of East Bengal and it was not until 1948 that he set foot in 

Dhaka, soon after the so-called dream of Indian Muslims was realized by the creation of Pakistan in 

August 1947. But for Sheikh Mujib it did not take long to understand that the partition of India was for 

Bengali Muslims nothing more than a mere replacement of alien rulers, as North Indian Muslim elites 

along with Panjabi civil and military bureaucracy took firm control of the government in the newly 

established country, sidelining Bengalis from every important structure of the government. As the 

administrative center was established in the western part of the country, East Bengal became a land of 

economic exploitation for the benefit of the west. 

To further consolidate their hold over the eastern part of the country, the new ruling elites of Pakistan 

decided to impose few other restrictive measures that they thought would make it easy for them to 

subjugate the region where majority of the population inhabited. These included the proclamation of Urdu 

as the state language of Pakistan in 1948. For Sheikh Mujib that was enough and he left Muslim League 

and in the same year started a movement demanding Bengali too to be declared as a state language that 
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landed him in prison for the first time. It was from the prison that he coordinated with like-minded 

political leadership of East Bengal and had taken a leading role in establishing Awami Muslim League in 

1949. He was elected Joint Secretary of the newly established party that at a later stage got rid of its 

religious identity by simply becoming Awami League. 

Hence, the years 1948 and 1949 was the second milestone in his active political life that saw him first to 

serve prison terms for being vocal in demanding the rights of Bengali speaking majority of Pakistan. The 

period also briefly turned out to be a successful one as he became a minister in the coalition government 

of the joint alliance that uprooted Muslim League in the provincial election in 1954. It was for him a brief 

window of holding high elected position, from where he again ended up in prison after the provincial 

government was dissolved by the order of the central administration. Though he was later released when 

his mentor, Hussain Shaheed Surwardy, was allowed to form a cabinet in Karachi, the then capital of 

Pakistan; it was another short sojourn for him out of prison. He was rounded up again in 1958 after martial 

law was declared and the military leader Ayub Khan took over the control of the government. 

Like all military rulers before and after, Ayub Khan disbanded political parties, including the Awami 

League. This was the starting point of the third phase in political life of Sheikh Mujibur Rahman, that can 

also be termed as a new awakening for him as he gradually came to realize that the only way for Bengalis 

to achieve economic independence is to demand for broader autonomy for the region. This resulted in 

launching in 1966 the six-point movement calling for granting autonomy and self-rule. The result was 

another series of prison terms that culminated in much intensified popular movement in 1969 that saw 

the fall of Ayub Khan and emergence of Sheikh Mujib as the undisputed leader of Bengali speaking 

majority of Pakistan. 

The military government that replaced Ayub Khan was not in a position to ignore any more the leader 

who has sacrificed everything for ensuring the well being of his people. And when a fresh general election 

was called in December 1970, it was a predictable sweeping victory for Awami League. By the time 

Pakistani leadership became adamant to stop a political party from East Pakistan to form a government 

and only way left for them to achieve that goal was to resort to brutality. Military did not hesitate to do so, 

thinking that they would be able to subjugate the entire people by killing a few thousand. But they were 

utterly mistaken in their calculation as they failed to count that a single Sheikh Mujib has awaken the 

people to the extent that they not only did not hesitate to give life for a greater cause, but also awakened 

them to resist the brutality by every means. The extent of brutality that the military leadership of Pakistan 

resorted to has no comparison in human history. 3 million people gave their life, 10 million took refuge in 

Indian soil to flee the atrocity, village after village were burned down and Sheikh Mujib was taken prisoner. 

However, by then the seeds of hope that he had carefully sown in the minds of Bengalis had taken the 

shape of a desired dream for independence and Sheikh Mujib in absentia became the pinnacle of that 

hope.  

As a result, independence was just a matter of time and it came with the humiliating defeat of Pakistan 

and Mujib returning to his beloved country as a supreme hero on whom lied all the hope and aspiration of 

a nation that was economically crippled with massive infrastructural destruction. In addition he also had 

to look after the well being of returning refugees and internally displaced population. The state coffer, on 

the other hand, was in dangerously lower level.  

The miracle he had in awakening people to fight for their demand had soon taken over by the frustration 

of being deprived of the fruits of independence and the night owls took the opportunity to get rid of him 

forever and turning the wheels of the country backward. Thus, dead Mujib too became a tragic figure as all 

attempts were made to erase his name from history. But he made another spectacular comeback with the 

return of democracy in Bangladesh in early 1990s. The year-long observation of the centenary year of his 

birth is, as a result, a fitting tribute to a political leader who had never compromised and never sold out his 

soul to devils for his narrow personal gain. This is where Sheikh Mujib stands out as an exemplary figure 

among many around the world who are hailed and worshipped as heroes. 
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■３）理事寄稿：『ベンガルのムスレム村落社会研究と原忠彦教授の業績』（連載その１） 

—文化人類学者・原忠彦教授の業績— 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授 

理事 外川昌彦 

 

2019 年 10 月 19 日にダッカのインディペンデント大学にて、「ベンガルのムスリム村落社会における親族と家族—50 年

後に振り返る原忠彦教授の民族誌」と題した国際シンポジウムが開催されました。本稿では、このシンポジウムの報告を兼

ねて、日本のバングラデシュ研究の草分け的存在として知られる文化人類学者・原忠彦東京外国語大学教授のお仕事に

ついて紹介したいと思います。 

 

（１）文化人類学者・原忠彦教授（1934～1990)は、東パキスタン時代からベンガルの農村社会研究を行ってきた、日本の

バングラデシュ研究のパイオニアとして知られています。同時に、インド研究者やパキスタン研究者と協力して日本南アジ

ア学会の創設（1988 年）に尽力し、家族・親族研究や民衆文化としてのアニメ批評を行い、日本と欧米の文化の比較を

行うなど、文化人類学者としても様々な成果を残しています。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所（AA 研）で

は、言語学でベンガル語を専門とする奈良毅教授（1932～2014）の同僚として、日本のベンガル研究にも多大な貢献を

行いました。 

（２）その原忠彦教授が、1962～4 年にチッタゴン県ゴヒラ村で行った農村調査では、2 年以上にわたる農村社会での住

み込み調査に基づき、農村社会の親族関係や社会構造、出稼ぎやジェンダー規範、イスラーム教育などの多岐にわたる

村人の日常世活を詳細な民族誌にまとめ、博士論文『東パキスタンのムスリム農村社会における家族と親族』（Paribar 

and Kinship in a Moslem Rural Village in East Pakistan）として、1967 年にオーストラリア国立大学に提出されま

した。しかし、この民族誌は、書店で入手のできる学術書として出版されることはなく、英文の著作なので日本では参照さ

れる機会も限られており、これまで関係者の間でのみ知られる研究となっていました。 

（３）その後も原教授は、ゴヒラ村を訪れて、ムスリム社会や農村開発の問題などについて、日本語でも様々な論文やエッセ

イを公表します。それらをまとめた学術出版の準備のために、バングラデシュでの追跡調査を行っていた最中の 1990 年に、

持病が悪化した原教授は、ダッカで急逝します[Hara 1991(67)]。そのため原教授のお仕事は、これまで日本でも、まとま

った形で参照される機会は限られていました。 

 

今回の国際シンポジウムは、このような原忠彦教授のお仕事を振り返り、その成果を改めて現代のバングラデシュ研究に

位置づけることで、その今日的な意味を検証する一連のプロジェクトの一部として開催されました。 
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■４）理事寄稿：『Japan Action Tank: ユヌス博士の目指す Social Business とは？』 

           グラミンユーグレナ代表                                 

理事 佐竹右行 
  

昨年 11 月 24 日、丸の内ビルディング内の丸ビルホールで、第 1 回 Japan Action Tank Forum の開会式と講演/

討論会が開催されました。 

この活動について、本メルマガに掲載する機会をいただきましたので、その趣旨や内容についてご紹介させていただき

ます。 

 

１． Social Business の課題 

（１）最近では多くの方々が Social Business に興味をお持ちいただき、それぞれのお考えで Social Business を展開さ

れています。ここではユヌス博士の提唱される Social Business の定義をご紹介いたします。 

一言で言いますとユヌス Social Business は、社会的課題をビジネスの手法を活用して解決するというものです。それ

は 7 つの原則を実践することをルールとしています。ユヌス博士は、その考えに基づきマイクロファイナンスを実践され、ノ

ーベル平和賞を受賞されました。 

① 経営目的は、利潤の最大化ではなく、人々や社会を脅かす貧困、教育、健康、情報アクセス、環境といった問題を解  

決すること。 

② 財務的・経済的な持続可能性を実現すること。 

 ③ 投資家は投資額のみを回収できる。元本を上回る配当は還元されない。 

  ④ 投資額以上に生じた利益はソーシャル・ビジネスの普及と会社の改善・拡大に使う。 

 ⑤ 環境への配慮すること。 

 ⑥ 従業員に市場賃金と標準以上の労働条件を提供すること。 

 ⑦ 楽しみながら取組むこと。 

 

（２）私自身バングラデシュで 2010 年からユヌス博士とともに、緑豆プロジェクトを通じて Social Business を実践してき

ましたが、この間多くの企業や個人（大学生、社会人）がバングラデシュに来て、様々な試みをされるのを目の当たりにして

きました。しかし残念ながら継続的に続いている例はほとんどありません。良きメンターや協力者、仲間がいれば、もっと違

った成果が残せたかもしれないと感じています。 

また多くの企業や団体が個々にSocial Businessを展開されていますが、横断的な情報の共有やノウハウの交換は余りあ

りません。それぞれを統合する必要はありませんが、より緊密な連携が出来れば相乗効果を発揮できますし、素晴らしい成

果を出すことが期待できます。これこそユヌス博士が目指しておられるところです。 

 

２．Action Tank とは 

（１）Action Tank とは、ノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌス博士が、Social Business を世界中で展開するため

に、バングラデシュだけでなく各国毎に根付かせたい、という強い希望から生まれました。それぞれの国のリーダーがユヌ

ス Social Business を実践しその考えを普及させていくという役割を担っています。それ故 Think Tank ではなく Action 

Tank と名付けられました。 

 

（２）現在、資本主義は時代の流れの中で、かつてないほどの格差社会を生み出してしまいました。誰もが、このままで良い

訳がないとは認識していますが、その解決策は未だ模索の途上です。ユヌス博士の実践される Social Business は、この

課題に対する一つの解決策として有効な手法と考える方がたくさんおられます。ユヌス博士は世界中で講演される度に、

多くの企業、大学、若者から、Social Business を実践するためにどうすれば良いのか、自分たちに出来ることは何なのか、

を質問されることが多々あるそうです。その要望に応える為、各国ごとにその国のリーダーが、率先して Social Business

を実践する団体を設立し、運営することを目指しています。 
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３．Action Tank の趣旨と活動 

既にAction Tank はインド、フランス、タイ、ブラジル、中国、台湾等で設立され、その活動を開始しています。その内容につ

いて説明いたします。 

（１）趣旨 

① ユヌス博士の提唱される 3 つのゼロを実現する（貧困０、失業０、CO2 0）。 

② 日本で Social Business の認知度を高め、その活動を支援する。 

 

（２）具体的活動 

③ 年 1 回 ユヌス博士を日本に招いて Social Business を啓蒙する会議（Japan Action Tank Forum）を開催す

る。 

④ Social Business を実践したい企業や団体、個人へ情報提供と交流の場を設定する。 

⑤ 世界各国の Action Tank との連携、ネットワーキングを構築する。 

⑥ Social Business を座学で学ぶのではなく実地に学ぶため、バングラデシュにおける実際の Social Business を体

感する。そしてそこから何をすべきかを考える機会を提供する。 

⑦ Social Business を目指す企業や個人のインキュベーターとなりそれを支援する。 

 

 

 

  

４．Japan Action Tank Forum の紹介と感想 

11 月 24 日に開催された Japan Action Tank Forum では、正にこれにふさわしいエンターテイナーや講演者が参加

されました。 

（１）フォーラムの開会式では、７本だけの指でありながらニューヨークの第一線で活躍されるピアニスト西川吾平さん、紅

白歌合戦にも出場し世界的な活躍をされている鈴木慶江さんが、素晴らしいパフォーマンスを披露し、彩りを添えまし

た。 

（２）次いで日本やバングラデシュで実際に Social Business を展開している皆さんから、実践例をご披露いただきました。

その一部をご紹介します。 

・（株）オートバックスセブンのファンドを活用し、貧しい出自の子供たちに自動車整備工の技術を身に着けさせることに

より、自立させることを目指す Japan Auto-mechanic School CEO の平尾さん。 

・IT テクノロジーと遠隔授業で貧しい子供たちにも安価でハイレベルな教育を届ける活動をしている E-education の三

輪さん。 
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・そしてバングラデシュの農家に緑豆栽培を通じて、貧困解決と栄養問題改善を目指す、グラミンユーグレナの佐竹等

がその内容をプレゼンしました。 

・また最も参加者の評価が高かったのはダイバーパネルディスカッション。五体不満足の乙武さん。パラリンピック・メダ

リストのマセソン美季さん。トランスジェンダー活動家の杉山文野さん。義足のスペシャリスト遠藤謙さん。モデレーター

として米倉誠一郎一橋大学名誉教授と一緒に感動的なお話をして下さいました。 

（３）目から鱗が落ちるとはこのことで、障碍者や性的少数者の方々が思っていること、私たちに期待されていること等につ

いて、自らの価値観が大きく変わるほどでした。 

今後はより具体的な活動を展開していく予定ですが、日本バングラデシュ協会には進捗状況をシェアしますので、皆様

のご支援ご協力を賜りたくよろしくお願い致します。 

 

 

 

■5）イベント、講演会の案内 
 

〇映画：タゴール・ソングス 劇場公開日 2020 年 4 月 18 日 

 https://eiga.com/movie/92614/ 
 

非西欧圏で初めてノーベル文学賞を受賞したインドの詩人ラビンドラナート・タゴールが作り上げた作品の魅力に迫っ

た音楽ドキュメンタリー。イギリス植民地時代のインドを生きたタゴールは、詩だけでなく 2000 曲以上の歌を作り、「タゴー

ル・ソング」と総称されるその歌は 100 年以上の時を超え、今でもベンガルの人びとに愛されている。タゴールの歌はなぜ

ベンガル人の心をひきつけてやまないのか。インド、バングラデシュを旅しながら、タゴール・ソングの魅力を掘り起こしてい

く。監督は本作が初作品となる佐々木美佳。 

 

2019 年製作／105 分／日本 配給：ノンデライコ 

 

 

〇第 21 回カレーフェスティバル＆ボイシャキキメラ（4/19） 

 http://japanbangladesh.com/jp/filejp/mela-j/Boishakhi%20Mela%20Poster2020J.pdf 

 
 カレーフェスティバル & バングラデシュボイシャキ メラ (正月祭) 事業の概要 

1． 事業名 第 21 回カレーフェスティバル & バングラデシュボイシャキメラ(正月祭) 

2． 実施期間・実施場所 令和 2 年 4 月 19 日 (日曜日) 午前 10 時～午後 6 時 

東京都豊島区池袋西口公園 

3． 事業の趣旨･目的 

特定非営利活動法人ジャパンバングラデシュソサエティは、日本とバングラデシュの人々が健康・文化・環境問題につい

て相互協力するために作られた、NPO です。カレーフェスティバル& バングラデシュボイシャキメラ(お正月祭)の目的は

以下の通りです。 i) 祭を通じた文化交流。 ii) ジャパンバングラデシュソサエティの活動紹介。 

尚，この祭りはあらゆる収益団体及び宗教団体，政治活動とは一切関係ありません。 

4． 参加費・入場料 無料 

5. 主催 特定非営利活動法人 ジャパンバングラデシュソサエティ 

6． 後援 外務省、東京都、豊島区、バングラデシュ大使館 

7． ボイシャキメラに関して問い合わせ 特定非営利活動法人 ジャパンバングラデシュソサエティ(JBS)  

  〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋 1-22-11 電話: 03-3410-1024 Fax: (03) 3959-1729  

E-mail: info@japanbangladesh.com, Home page: www.japanbangladesh.com/jp/ 
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■6）『事務連絡』 
〇当協会の第 7 回総会は、5 月 30 日(土)11:00 より昨年度と同じく TKP 品川カンファレンス・センターで開催する予定

です。 詳細は追ってご連絡いたします。 

 

〇既にご連絡しましたが、新型コロナウィルスの拡散防止対策に応じ、協会でも 3 月 18 日の企業委情報交換会、4 月 7

日の石川先生の講演会を延期致しました。 

 

〇協会行事・講演会等記録動画の開示： ホームページの会員向けメニューで順次会員の皆様に公開してまいります。

詳細は近々改めてご案内致します。 

 

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 ました場合は今後は <jimukyoku@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代の思い出などお寄せ下さい。宛先： jimukyoku@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/ 

 


