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■1）巻頭言：『雨期があけヘモントカール（霜季）が到来する』 

京都大学東南アジア研究所連携教授 

会員 安藤和雄 

季節の到来を告げる花木の香 

金木犀がやっと、10 月 31 日に名古屋の我が家の庭で咲きました。だいだい色をした小さなかわいい花が、甘い香りを

放ちました。秋の金木犀は、春の沈丁花„ジンチョウゲ‟、夏の梔子„クチナシ‟とならび、季節を告げる日本の三大香木の一

つです。バングラデシュでもこの時期、強い芳香を放つ花が楽しまれています。10 月下旬になれば、雨期も終わりをつげ、

ダッカでも最高気温は 30℃を切るようになり、最低気温も 25～20℃の範囲に入ってきます。10 月中旬には季節はヘモン

トカール、すなわち霜季が始まります。この時期、バングラデシュの知人、友人から夕食の招待を受け、自宅に招かれたりす

ると、まだ湿り気の残る空気の中に、甘い強い香りが漂っていることに気づかれた方も多いことでしょう。この強い香りに雨

期があけたのだと私は感じたものでした。 
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写真 1 Hasnahena ヤコウカ (Cestrum nocturnum) 

出所）

https://icflora.blogspot.com/2012/01/hasnahena-f

ul-cestrum-nocturnum.html 

写真 2 Shiuli ヨルソケイ (Nyctanthes arbor-tristis L) 

出所）https://yamashina-botanical.com/botanical/ヨル

ソケイ/  

蛇をよぶ夜香花 

香りとともに記憶に残っているのは、庭先で裸電球の灯に照らされた 2m くらいに茂った濃い緑の葉と白い小さな花で

す。記憶が薄れているので、タンガイル県D村出身の友人のAさん„タンガイル在住‟に記憶の花木のことをメールや電話

で尋ねると、Hasnahena„ナス科 和名 ヤコウカ„夜香花‟で

はないかと、インターネットのウェブサイトに掲載された花の写真

とエッセイが届きました。この時期には Hasnahena とともに、

Shiuli/Sheuli„モクセイ科、和名 ヨルソケイ夜素馨‟もバング

ラデシュでは楽しまれています。A さんによれば、タンガイルでは

Hasnahenaがより好まれていて、雨期の終わりが盛りですが11

～12 月を除き一年中花をつけるそうです。Shiuli は 10～11 月

にのみ開花するそうです。エッセイでは、Hasnahena は、夜に咲

き、強く香り、蛇を呼ぶと書かれています。蛇を招く話は印象的だ

ったので私も覚えています。バングラデシュには猛毒をもった蛇

が多く、夜の庭や村の道は大変危険なのです。Hasnahena は

常緑のナス科で夜に開花しますが、花はすぐには落花しません。

しかし、Shiuli は落葉のモクセイ科で、夕方に開花し一夜で落花

してしまいます。いずれも庭木や鉢植えされるようです。香ととも

に私の記憶にやきついていた花木は Hasnahena だったのです。

Shiuli はヒンズー教徒の聖木で、インド西ベンガル州での公式の州花となっています。 

 

霜季の農村風景 

ヘモントカールである霜季は、伝統的に稲の収穫のピークとなる季節でもあり、日本人にとっては、ショナールバングラ

„黄金のベンガル‟のイメージに重なります。バングラデシュの季節は六季あります。西洋暦とともに公認されているベンガ

ル暦の季節区分です。４月中旬にベンガル暦の第一月のボイシャック月が始まり、12 ケ月で一年を一周する太陽暦です。

季節は、夏、雨季、秋、霜季、冬、春とめぐっていきます。それぞれ 2 ケ月間が一つの季節となります。10 月中旬～12 月中

旬の霜季に収穫されるのは、アモン稲です。アモン稲はベンガル暦の季節である夏„4 月中旬～6 月中旬‟から秋„8 月中

旬～10月中旬‟の雨期に生育し、乾期に収穫されますが、アモ

ン稲以外にも、雨期の始まりに作付されて7月末～8月上旬の

洪水の水位がピークになる前の雨期の間に収穫されるアウス

稲、乾期に入って作付され3月～5月の乾期の終わりに収穫さ

れるボロ稲があります。栽培面積は、アモン稲が最大ですが、

現在は、動力井戸灌漑の普及で改良品種ボロ稲の栽培面積

もアモン稲に匹敵するようになりました。そしてこの時期は、水

田裏作の耕起、播種作業が行われます。絵葉書などに用いら

れるショナールバングラのもう一つの代表的風景は一面に咲

いた菜種の花です。霜季には、菜種や豆の播種作業も稲の収

穫が終わり「畑」となった水田で行われます。 
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ヘモントカール霜季の語源的意味 

ベンガルｰサンスクリットー英語の学生用辞典„Haughton,1833‟を参照すると、ヘモントはCold Season、語源的には

ベンガル語のヒム、意味は Cold, Frigid, Frost、と関係することが記されています。熱帯モンスーン気候下のバングラデ

シュでは霜は降りないのに、と思われる方も多いことでしょう。霜季の名まえのとおり、この時期には朝の気温が急激に下

がりはじめて 20℃前後から 10℃台となり、田畑では朝露が小雨の後のように、土や植物を濡らします。また、時には昼まで

消えない濃霧を発生させます。水田裏作の野菜や菜種、豆は、この濃霧や露が供給する水分でこの時期育つのです。霜

季ではなく、露季とした方が、私のもっている季節感にはピッタリきます。四季ではなく六季としている季節感は、バングラ

デシュの村人たちの暮らしの中で養われた気温、雨や露、霧、洪水などのベンガルデルタの自然環境に対する敏感な実感

に基づいていると私は思っています。 

 

雨と気温の変化に敏感な村人たち 

「バッドレ・バロ・シーテル・ジョルモ„ジョンモ‟」という言い習わしをノアカリ県の村で雨に濡れながらアモン稲の生育調

査をしていた時に私の調査を手伝ってくれていたＧさん„60 歳は超えていた農家の男性‟から教えてもらいました。「バッド

ロ月の 12 日に寒さ„冬‟が生まれる„始まる‟」という意味です。ベンガル暦でバッドロ月は西暦の 8 月中旬から 9 月中旬

ですので、バッドロ月 12日は、西暦 8月 27日頃となります。Ｇさんの話では、バッドロ月 12日前の時期には、雨に濡れて

も大丈夫だが、この日以降には雨に濡れて農作業をすると風邪をひくので気をつけなくてはならないといいます。バッドロ

月はベンガル暦の季節では秋です。バッドロ月 12 日頃から気温は下がっていくのだというのです。バングラデシュの村人

たちは一日の気温の変化にも敏感で、朝に池や川などで沐浴するのも、朝だと体が冷えても気温の上昇と共に身体が温

まり風邪をひかないと諭されたことがありました。沐浴は遅くとも昼までにして夜は控えた方がよいというのです。理屈にあ

っています。バングラデシュの人たちは論理„ジュクティ‟を使って考えるのが好きで、得意です。 

 

身近な地球温暖化 

我が家の庭の金木犀の話にはオチがあります。 

10月上旬「こんなに枝を切ったら花も咲かない」と金木犀の開花を楽しみにしていた 91歳の母から小言をもらいました。

私の住む名古屋市北部の金木犀の開花時期は、稲刈り、秋祭りの頃、10 月上旬だと言われています。枯れ枝もめだって

いたので、梅雨の前に、庭の金木犀を思い切って強剪定していたのです。近所の庭木の金木犀も 11 月１日に多くの花を

つけていたので、原因は他のようでした。JA 尾張中央の「キンモクセイの管理～開花～」ウェブサイトに、2020 年も例年よ

りも開花が遅れていたこと、また金木犀は近年秋に二度花を咲かすことがあり、開花の遅れや二度咲きは夏季から秋季の

高温が影響していると記されていました。気温の変化が金木犀の体内時計を狂わせているのです。 

バングラデシュでも確実に地球温暖化の影響があると思います。きっと身近な庭木にもその影響が出ていることでしょう。

タンガイル県より北緯度で約１度北にあがったところのガイバンダ県で 2018 年に実施された県の被子植物調査によれば

„Sarker et.al.2019 ‟、開花時期は Hasnahena が一年中、Shiuli は 8 月～9 月と記載されていました。タンガイルと異

なっています。これが地理的影響なのか、地球温暖化の影響なのか気になります。コロナ感染問題が一段落して再びバン

グラデシュの村を訪ねられるようになったら、ぜひ、身近な庭木や雑草の開花期などの変化を村人に尋ねてみたいもので

す。雨や温度の変化に敏感なバングラデシュの村人たちですから、きっと、待っていましたとばかりに話してくれることでしょ

う。楽しみです。 
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■２）現地便り：『バングラデシュ南部避難民（ロヒンギャ難民）キャンプの現状』 

日本赤十字社国際部国際救援課 

山根利江 

 

„註‟筆者は、日本赤十字本社のロヒンギャ難民支援担当。８月末～11 月初め、コックスバザールに出張駐在。ロヒンギ

ャ難民キャンプで支援活動を行った。 

 

１．はじめに 

2017 年 8 月に隣国ミャンマーのラカイン州で発生した忛力行為を逃れ、いわゆる『ロヒンギャ難民』といわれる 70 万

人もの人々がバングラデシュへ避難してから、早くも 5 年目に突入しました。緊急支援当初に比べると避難民の生活は安

定したように見えますが、2020 年 3 月以降、新型コロナウイルス感染症の予防措置により、人道支援を含めキャンプの出

入りはエッセンシャル・サービス„食糧、医療、インフラ等‟のみに制限され、特にプロテクション„保護‟や教育分野の支援

が滞った他、キャンプ内の治安状況も悪化しました。また、バングラデシュ政府がキャンプ内の密集状態や自然災害の影

響を懸念し、バサンチャール島へ避難民約 10万人の移転計画を開始したことが、避難民の間に心理的動揺を生んでいる

など、未だに状況は不安定といわざるを得ません。今年2月には、ミャンマーでのクーデターにより情勢が悪化し、避難民の

帰還への道筋はさらに困難となり、避難民からは「今も私たちのいのちの保障はどこにもない」といった声も聞こえてきま

す。 

 

※国際赤十字では、政治的・民族的背景及び避難されている方々の多様性に配慮し、『ロヒンギャ』という表現を使用しないこと

としています。 

 

２．避難民キャンプにおける国際赤十字の支援活動 

2021 年、国際機関や NGO 等の支援機関の共通の支援計画「Joint Response Plan 2021 for Rohingya 

Humanitarian Crisis i」に基づき、バングラデシュ政府とともに 134 の国連機関及び NGO パートナーが、約 140 万人

„避難民 88 万人以上、ホストコミュニティ約 47 万人以上‟を対象に支援を行っています。現在、国際赤十字・赤新月社連

盟及び日本赤十字社を含む各国の赤十字・赤新月社計 10 社が、バングラデシュ赤新月社を中心に、34 の避難民キャン

プのうち 18 キャンプにおいて、保健、防災、シェルター、水・衛生などの人道支援活動を行っています。また、避難民を受け

入れているホストコミュニティにおいても、地元の赤十字ボランティアが文字通り「ローカル」の力を生かし、地域に根差し

た活動を日々行っています。 

 

３．日本赤十字社職員の現地派遣再開 

日本赤十字社は、国際赤十字の一員として、2017 年９月から医療

チームを派遣して緊急救援を開始し、現在までバングラデシュ赤新月

社と共に、避難民キャンプでの診療所の運営、地域保健活動、心理社

会的支援などの保健医療サービス提供を継続しています。昨年は新

型コロナの感染拡大により、活動を日本赤十字社現地職員及びバング

ラデシュ赤新月社スタッフに委ねざるを得ませんでしたが、2021 年５

月より、日本人職員の派遣及び現地出張を再開しています。 

この 5 月、現地コックスバザールに首席代表として派遣されたのは、

第 48 回フローレンス・ナイチンゲール記章を受章した、日本赤十字社

医療センターの苫米地„とまべち‟則子看護師長です。苫米地看護師

苫米地首席代表（2021 年 9 月）©Atsushi 

Shibuya / JRCS 
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長は、2020 年 2 月、横浜港に停泊のダイヤモンド・プリンセス号の新型コロナ感染問題に、日本赤十字社医療チームのコ

ーディネーターとして対応しました。日本でのコロナ対応の第一線で活動してきた人材が、今度はロヒンギャ難民支援活動

の最前線に起用された意義には大きなものがあります。 

 

 

４．避難民のいのちを守るために 

私が現地で支援調整を行っていた2021年９月26日の時点では、避難

民キャンプ内の新型コロナ感染者は累計で 3,084 人と、感染爆発を回避

することが出来ていました。その理由は定かではありませんが、現地の医

療者等によると、避難民はもともと免疫力が強い、キャンプ出入りの厳格な

制限、衛生教育/検査強化の取組みなどが挙げられています。8月には、避

難民キャンプでも 55 歳以上を対象として新型コロナワクチン接種キャンペ

ーンが開始されていました。しかし、避難民キャンプのような人々の密集し

た劣悪な衛生環境では、問題はコロナだけではありません。看過できない

のは、コレラや麻疹など、本来予防できるはずの病気でいのちを落とす危

険性が今も常にあることです。10月には、WHO、UNHCR等がキャンプ内

の 1歳以上の避難民約 86万人を対象にコレラ予防接種キャンペーンを実施し、バングラデシュ赤新月社も青少年ボラン

ティア 120名を動員して協力しました。キャンペーン以外にも、日本赤十字社の支援する避難民ボランティアは、毎日家庭

訪問を行いながら、避難民へ感染症予防法、栄養の大切さを伝えたり、ケガの応急処置をしたりと、自らができる活動を継

続し、避難民の健康を支えています。 

避難民は、フェンスが張り巡らされたキャンプの中での日々を送っています。緊張の高まり、治安悪化への懸念、新型コ

ロナウイルス感染症、自然災害や火災などの脅威にさらされ、バサンチャール島への移転をめぐる噂話などに翻弄されな

がらも、避難民は懸命に生きています。教育機会や生計手段は制限され、残念ながら、人道支援に頼る以外に生きていく

選択肢がない状況が続いています。問題解決のためには国連や政府間での対話が不可欠であり、その進展を待つほかは

ありません。それまで、私達は、誰も取り残すことなく、困難の中にある人々のそばに寄り添いながら支援を継続していきま

す。 

 

■ドキュメンタリー番組のご案内 

 

「バングラデシュ避難民に寄り添って～海外救援看護師のルポルタージュ～」 

 放送日：11 月 28 日（日）12：30～13：00 BS-TBS にて 

 

・語り：菊池桃子 

・出演：日本赤十字社バングラデシュ事務所代表 苫米地則子 ほか 

 

なお、放送後は、NHK 海外たすけあい特設サイトでもご覧いただけます。 

 

https://www.jrc.or.jp/lp/kaigai/ 

 

この機会に、皆様の温かなお気持ちを日本赤十字社にお寄せいただけますと幸いです。 

 
i UNHCR Joint Response Plan 2021 for Rohingya Humanitarian Crisis  

 

井戸周辺での手洗い啓発活動（2021 年 9 月） 

©Atsushi Shibuya / JRCS 
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■３）会員寄稿：『何故どうしてバングラデシュへ？』 

山形ダッカ友好総合病院ボランティア看護師 

会員 小林レイ子 

 

 私がバングラデシュに足を踏み入れたのは 1989 年 8 月。その後も毎年ボランティア看護師として通い続け、2012 年

に永住しました。多くの方々から「何故どうしてバングラデシュへ？」と数えきれないほど尋ねられて来ました。 

 この機会に自分の人生を振り返しつつ、その答えをまとめてみたいと思います。 

 

1. 看護婦ってなんだろう？ 

 1966 年に川崎で准看護婦免許取得した後、20 年間にわたり川崎と横浜の総合病院で内科・産婦人科・新生児室に

勤務していました。仕事を続けるにつれ、勤務経験のない診療科については、過去に学んだ看護知識はどんどん消失して

行き、ほとんど雲散霧消。そこで「この仕事を続けて行くためには、もう一度勉強が必要ではないか」と考えるようになりまし

た。甲府へ移ってからは国立療養所に勤務し、次男が小学校へ入学し、ある程度自分の時間が持てるようになったタイミン

グで、甲府看護専門学校へ進学し、３年間にわたり再学習しました。 

 卒業後は甲府市内の個人病院の消化器外科で、昼夜を問わない多忙な勤務の毎日に戻りました。ある日半年交代で

東京から来ている若い研修医から「手術後のドレーン(註：排液管)の位置や検査データの全てが理解できなければ看護

婦じゃないよね」と言われました。その時ふと「看護婦って何なのだろう？血圧計や体温計も何もないところで、私は何が出

来るのかな…一度確かめてみたい」と思い立ったのです。 

 

２. 何故どうしてバングラデシュへ？ 

 マザーテレサの病院は世界中にあるけれど「バングラデシュの病院なら、多分医療機器は整っていないだろう」と行き先

をバングラデシュと自分で勝手に決めました。「向こう3年間にわたりお金を貯め、英会話学校にも通って...息子たち2人は

主人に預けて、独りで行かせて貰おう」と家族には内緒で決心しました。しかし3年経ったものの貯金もなく、英会話学校に

も通っておらず、何よりも「息子たち 2 人を主人に押し付けて出かけることは到底出来ない」と悟りました。やっぱりバングラ

デシュの病院に行くなんて無理….」と目の前の現実を思い知り、断念するしかないと思いました。 

 ところが次の瞬間「いや息子たち 2 人を連れて行けば、私と同じ体験が出来る！」との考えが閃き、先ずは長男„17 歳‟

に「お母さん、この夏バングラデシュに行こうと思っているけど一緒に行かない？」」と声をかけてみました。勉強嫌いの長男

は「やった～！1 ヶ月も海外に行ける！」と大喜び。次男„13 歳‟は社会科で「ジュートと紅茶が特産物だが、貧しいバングラ

デシュ」と習っていたためか「お母さん、バングラデシュよりカナダとかにボランティアに行かないの？」との反応でした。 

 1989 年息子たちの夏休みを使って 1 ヶ月にわたり、ダッカから北東 200km にある Lokhipur のマザーテレサの病院

に、親子3人で1ヶ月間にわたりボランティアをしました。私は看護師としてシスターたちと、病院内の患者さんの傷の手当

や注射処置を手伝いました。息子たちは患者さんのシーツを洗濯したり、木製ベッドの消毒をしたり....40 人ほど居る孤児

たちと遊んだり。翌年はガーゼ、包帯に加えて、注射器、注射針、縫合針などを„密か

に隠して)、お土産に持参して、さらに長く 3 ヶ月滞在しました。当時のバングラデシュ

の識字率は 30%と言われており、学校前の道には、牛やヤギの放牧を仕事とする子

供たちや、出店を並べる小さな子供たちが居て、登校して行く生徒の様子を別の世界

の子供たちを見るようにジーっと見つめていました。 

 

 

3.山形ダッカ友好総合病院とは？ 

 バングラデシュの子供たちのキラキラと輝く瞳に魅せられて、通うこと 18 回目の

2011 年。会員であるシャプラニールのダッカ事務所を訪問した際に「今回はバング

ラデシュの医療事情を知りたいのです」と申し出ました。「シャプラニールは医療プロ

ジェクトをやってはいませんが、日本式医療提供を実行している、日本語での会話が

可能なラーマン医師を知っていますよ」とラーマン先生を紹介されたのです。 

 ラーマン医師は山形大学整形学科を卒業し、山形済生病院を経てダッカへ戻られ、

国会議事堂近くで山形ダッカ友好病院を開院し、約 15 年診療されていました。 山形ダッカ友好総合病院 
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 ラーマン先生にお会いすると「医師は患者さんの命を救うために働く。したがって医療をビジネスにしてはいけない。ここ

の病院では日本式の観察力を持ち、患者さんに心配り出来るスタッフを育てたい」と熱い思いを語られました。私は、ラーマ

ン医師が患者さんと医療に真摯に向き合っている姿勢に、心を強く揺さぶられたのです。 

そこでラーマン医師の下で、①患者さんが安心できる対応と清潔で安全な看護処置を、②日本人患者さんに限らず、現地

の患者さんたちに向けて、③看護提供ができるスタッフ育成のために働きたいと決意し、2012 年からボランティア看護師

として永住しました。 

 2018年に現在のBanasree„グルシャン 1の南東に新規に開発された住宅街‟へ移転し、総合病院となり病床数も 17

床„日本人 2 床・バングラ人 15 床‟から 50 床„日本人 13 床・バングラ人 20 床、ICU17 床‟となりました。バングラデシ

ュでは日本の援助の下、高速鉄道や空港拡張工事などのプロジェクトが進んでおり、邦人の数も増えていることから、日

本人の方々の受診も増えています。日本語対応可能な 4 名の医師(整形外科・呼吸器内科・歯科・産婦人科)も診療にあ

たり、日本人専用病棟では和食の提供をしております。 

 

  

4. 日本とバングラデシュの看護の違いと変化は？ 

 山形ダッカ友好総合病院での永住ボランティアも今年で 10 年目を迎えました。バングラデシュでは看護学校の基本教

育が「医師の指示通りに動く看護師を育成する」ことにあるため、看護師が「個々の患者さんに目配りし、その体調やご希

応に合わせてケアを、自発的に進めて行く」ことに慣れていません。長年にわたって「看護師」と言う職業そのものの評価も

低く、プロフェッショナルな意識を持てがたい時代が続いてきました。日本では医師 1 人に看護師 3 人の割合であるのに

対し、バングラデシュは反対で、看護師 1 人に医師 3 人の割合となっています。 

 日本では 1975 年頃から男性看護師が増え始めましたが、これは看護師の給与水準の上昇傾向と時期が符合してい

ます。バングラデシュも数年前から男性の看護学校入学者が増えつつあります。男性看護師が増えていくことで、看護師

の仕事が近い将来には社会的にも認められ、将来性のある仕事の一つになって行くのではないかと考えています。 

 日頃は通常の生活を送っていたのに病気にかかり、病院受診すると時には入院治療が必要になってしまうこともありま

す。バングラデシュと言う生活環境が厳しい中で、患者さんたちの健康維持と回復までの過程に最後まで寄り添うべく、ス

タッフ一同これからも気を引き締めて参りたいと思います。 

 

 

 
  

看護師スタッフの育成の様子 日本人病棟で提供される和食 
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■４）会員寄稿：『黄金の輝きに魅せられて～バングラデシュとの出会いと活動～ 後篇』 

エクマットラハンディクラフト 代表 

会員 渡辺麻恵 

《BAJNA BEAT での音楽活動》 

前回寄稿させていただいた 6 月号の中で、バングラデシュという国やエクマットラの活動との出会いを書かせていただ

きました。そして今回の後篇では、私がエクマットラの活動に加えてこの国で行っている音楽活動についてお伝えしたいと

思います。 

 私たちの音楽ユニット名「BAJNA BEAT」の“BAJNA”は

奏でるという意味を持つベンガル語で、その中には

BangladeshのB、そして Japanの Jがあり、両国の文化の懸

け橋になりたいという想いを込めて付けました。 

結成した当初は日本語の歌や日本の文化紹介を主に活動

をしていましたが、ステージを重ねる中で観客の皆さんからの

要応もあり、ベンガル語でのパフォーマンスも演目に加えてい

きました。そうして試行錯誤しながら、農村の学校を巡ったり日

本語を学ぶ生徒さんがいる教室を訪問したり、始めの頃は昔な

がらの旅一座のようにピアノや音響機材を担いでは週末に地

方巡業をする日々でした。 

 途中で停電して演奏が止まってしまったり、会場が真っ暗に

なってしまったり、なかなか日本では体験できないトラブルも

多々ありましたが、拙いベンガル語で一生懸命パフォーマンス

をする私たちをバングラデシュの方々はいつも温かい笑顔と拍

手で迎えてくださり、活動を継続してくうちに、有難いことに様々

な舞台に立つ機会をいただくようになりました。 

 

《ボンゴボンドゥ生誕 100 周年》 

今年 3 月には在バングラデシュ日本大使館からお声掛けをいただき、光栄にも建国の父ボンゴボンドゥ生誕 100 周年

を祝福する国家プログラムに出演させていただきました。各国代表のお祝いのパフォーマンスは自国の文化に関するもの

をということで、日本の四季である春夏秋冬を通じて私たち日本人が何を感じ、どのように人や自然と共に生きているかを、

ベンガル語のナレーション、ピアノ演奏、日本の歌と美しい映像で伝える、という趣旨の演目を披露しました。 

当日会場ではシェイク・ハシナ首相や伊藤大使、大臣の方々にご覧いただき、またテレビでも放送されたため、予想以上に

沢山の嬉しい反響をいただきました。 

 特に四季の演目の「秋」の季節では、日本大使館からのご協

力によりボンゴ・ボンドゥが日本を訪れた当時の映像を織り交ぜ

たパフォーマンスが実現でき、それをご覧になられた現首相の

妹さんであるレハナさんの涙には、スクリーンに映る今は亡きお

父様や弟君への想いが込められていたとのことで、私自身もス

テージ後にそれを聞いて万感胸に迫る思いでした。また、国を背

負うという大変な宿命の中にいるハシナ首相がいっとき少女の

ような笑顔で共に歌ってくださったことも忘れられない思い出で

す。 

 これからもこの国の人々の心に触れられるような、そんな音楽

活動を心がけて精進していきたいと思います。 

 

 

 

 

チッタゴン近郊の農村の「アジア教育支援の会」の支援学校 ジ

ョウナキルアロの文化祭での BAJNA BEAT ライブ 

 （左 渡辺麻恵 右 水谷俊亮（BAJNA BEAT メンバー）） 

ボンゴボンドゥの生誕 100 周年記念国家プログラム 

（左 渡辺麻恵 右 水谷俊亮） 
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《活動の源》 

生きるエネルギーに溢れるこのバングラデシュという国に来てから、そしてこのパンデミックの中で日本に帰国出来ず、

家族にも会えない、友人の死も看取れないということが続くなかで、わたしも生と死、生きる意味、自分と世界との関りを今

一度考える機会を得ました。 

答えはまだ模索中ですが、漠然と思うことは、形あるものであれ、ないものであれ、またその大小に関わらず「この世界に

何かを残していく」ということが、私たち人間の生きた証となるのではないかということです。バングラデシュで NGO の活

動と音楽活動を行っていると言うとよく驚かれるのですが、自分の中では、その根底にはそれと同じ想いが源としてありま

す。それは「命の限られた人生の中で、世界に美しいものを残していきたい」というシンプルな想いなのです。 

 それは子どもたちの笑顔であり、彼らの心に宿されていく優しさでもあり、バングラデシュの誇る手工芸品でもあり、それ

を作る女性たちの輝きでもあり、音楽という形のメッセージでもあり、それを聞いてくれた人が感じる心の動き、感動であり

… 

 私たち自身がこの世を去った後も、エクマットラの活

動を通じてエクマットラの子どもたちや工忚の女性た

ちの中に、そして歌を通じてこの国に生きる人々の中

に、美しい何かを残せたら、時代を越えて私たちの想

いを受け取ってもらえたら、こんなに嬉しいことはあり

ません。そうした想いで、エクマットラも、クラフト工忚も、

音楽の活動も日々行っています。 

 バングラデシュは、私に生きる意味と新しい生き方

を教えてくれた国です。その御恩をお返ししていく気

持ちで、私が今まで生きるなかで受けてきた愛情も優

しさも、この黄金の国に生きる子どもたちや人々にまた

還元していけるように頑張ります。 

そして今年はバングラデシュ独立 50 周年。来年は日

バ国交樹立 50 周年。この国に住んでいると、日本人

ということで沢山の恩恵を受けることがあり、それは今

まで日バの歴史を創られてきた関係者の方々のおか

げだと感じております。 

 日バ協会の一員としても、大先輩の皆様が心身を注ぎ築かれてきた日バ友好の懸け橋を少しでも支えていけるように、

この国に寄り添いながら地に足をつけて現地で活動を続けていきたいと思います。 

 

渡辺麻恵 

 

渡辺麻恵オフィシャルブログ「まえを向いて歩こう！」 

https://ameblo.jp/ohtsuka-mae/ 

BAJNA BEAT 紹介ページ 

https://priyo-handicrafts.shop/news/614020b4e1fb4c328be14d00 

 

 

 
  

ボンゴボンドゥ生誕 100 周年国家プログラムにてシェイク・ハシナ首相と 

（その左 伊藤大使 後ろ姿左 渡辺麻恵 後ろ姿右 水谷俊亮）   
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■５）理事連載： 『バングラデシュの独立に寄り添う（1971 年 11 月）： 全面戦争を前にしての外交戦』 

         －バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No.18ー 

理事 太田清和 

 

１．ガンディーの欧米歴訪(10 月 24 日～11 月 13 日) 

„１‟ガンディーの国際キャンペーンの総仕上げ 

ガンディーは、10 月 24 日～11 月 13 日、欧米 6 か国を歴訪した。印国内には印パ間の緊張が高まるさなか、首相が３

週間にわたり国を空けることを懸念する声もあった。しかし、ガンディーは６～７月頃よりこの歴訪を計画しており、入念な調

整を行っていた。 

„イ‟3 月末の武力弾圧直後、ガンディーがパの非道を国際社会に訴えても、各国は内政干渉になるとして静観し、冷たか

った。ガンディーには失応していることは許されなかった。印国民の憤激はすさまじく、ガンディーを強く突き上げた。 

5 月末にガンディーは軍事的解決を決断した。この決断は、バングラデシュを解放するのみならず、宿敵パキスタンの東

西分割を図り、印の亜大陸における支配的地位を確立しようとするものであった。この国家目標の実現に向けて、印は政

府/軍はじめ国をあげて取り組んだ。軍事作戦の開始を、雨季が明けヒマラヤが冠雪する 11 月に設定し、６～７か月をかけ

て兵力を再編成し、ガンジス・デルタでの短期決戦に備えた。 

„ロ‟6月、ガンディーは、第１の国際キャンペーンを行った。シン外相、レイ教育省„東パ担当相‟、聖哲 J. P. ナラヤンを各国

に派遣し、パの武力弾圧により大量難民が流出し、印に受入れ負担が重くのしかかっているとアピールした。難民の悲惨

な状況は国際社会の同情を誘った。 

„ハ‟８月、ムジブルが秘密軍事裁判に付されると発表されるや否や、ガンディーは各国首脳に親書を送り、ムジブル助命

の働きかけをするよう訴えた。第２の国際キャンペーンである。民主的選挙で勝利したムジブルが、国軍により秘密軍事裁

判を経て処刑される。これは、どの首脳にとっても、民主主義の原理と人道主義の精神に反する蛮行であった。 

„ニ‟第３„最終‟の国際キャンペーンは、ガンディー自身が欧米を歴訪し、全面戦争に向けて外交戦の総仕上げを図ること

であった。歴訪のねらいは、①印として政治的手段を尽くした形を作り上げる、②印が軍事進攻した場合の各国の反応を

見極める、③メディア・世論キャンペーンを行う、の３点であった。出発に先立つ 23 日、ソ連のフィリュービン外務次官がニ

ューデリー入りし、27 日には共同コミュニケが採択された。印ソ条約第 9 条の協議に基づき、印ソは東パ情勢評価につき

完全に一致し、ソ連は印を全面的支援すると示唆していた。ガンディーは百万の味方を得た思いであったろう。 

 

„２‟ガンディーの欧州歴訪 

ガンディーは、欧州ではベルギー„この年に安保理メンバー‟、オーストリア、英、仏、西独を歴訪した。 

„イ‟ガンディーは、欧州首脳に次の通り、訴えた。 

①印は大量難民の負担にあえぎ、もはや限界で耐えられない。 

②東パ難民が安全に帰還できる環境を創り出すことが急務である。 

③そのためには東西パ„ムジブルを含む‟の対話による東パ問題の政治的解決が必須である。 

④政治対話のためにはムジブルが即時釈放されるべきである。 

⑤これが容れられなければ、印として最終的な手段をとらざるを得ない。 

 そしてガンディーは、会談相手の首脳に対し、ヤヒアへ親書を送付し、①ムジブルの即時釈放、②ムジブルを交渉相手と

する政治的解決を働きかけるよう訴えた。 

„ロ‟欧州首脳がヤヒアに対し、ムジブル釈放と政治的解決を働きかけ、ヤヒアが応じなければ、欧州諸国としても、印の軍

事的解決を容認・黙認せざるを得ない。印としては戦争の『大義名分』を得ることとなる。 

 英、仏、西独の首脳は、ガンディーとの会談後、ヤヒアに対し親書を送付した。 
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これら欧州首脳とは異なり、ホワイトハウス„ニクソン・キッシンジャー‟とイスラマバード„ヤヒア・ブットー‟は、亜大陸の

現実を直視できず、また直視しようとしなかった。  

 

２．インドと米国：ガンディー訪米„11 月 3～7 日‟ 

„１‟ガンディー・ニクソン会談 

„イ‟11 月４日と５日、ガンディーとニクソンは２回にわたり会談を行った。この会談は、

ニクソンが大統領在職中に行った会談のうち最も不幸なものだったとされている。も

ともとガンディーとニクソンはウマが合わなかった。この会談では、ガンディーが戦争

への道を走り、ニクソンが„中国イニシャティブが台無しになりかねないと‟戦争を止

めさせようとしていたので、二人の立場は真逆であった。二人が折り合う余地はどこ

にもなかった。 

„ロ‟ニクソンは„努めて感情を抑えて‟、①事態は深刻であるが、その解決策を戦争

に求めることは容認しない、②米国の外交努力を受けてヤヒアが確言・提案した、次

の諸事項につき協議をしたいと述べた。 

・ヤヒアはムジブルを処刑しないと確約した。 

・ヤヒアは西パ国境より一方的に撤兵する用意がある。 

・ヤヒアは、AL 指導者と対話の用意がある 

そして現時点でムジブルを釈放すれば、ヤヒア政権が持つだろうか„？‟と問いか

けた。 

„ハ‟これに対し、ガンディーは冷然とニクソンの説明に耳を傾けた後、次の通り応え

た。 

・印としては、亜大陸から混乱を排し、安定を取り戻したい。 

・パは、分離独立以来圧政を繰り返し、自治権を否定し、東パで武力弾圧を行った。 

・大量の東パ難民流入により、印は財政負担に苦しみ、社会/安全保障問題となっている。 

・ムジブルは自治の象徴となっており、その命運は決定的に重要である。 

„ニ‟ニクソンとガンディーとは、激しく議論しているようであるが、議論は全くかみ合っていなかった。ガンディーは、自分の

原則論を強調しつつ、ニクソンの具体的提案をサラリとかわした。5日朝、大統領執務室で、キッシンジャーはニクソンに「イ

ンドはワルだ。戦争を始めようとしている。東パなんてもう問題にしていない。昨日、大統領はbitch„雌犬/あばずれ女‟をや

り込めた」と述べた。ニクソンは「まさに old witch„老いた魔女‟によだれを垂らしてやったわけだ」と応えた。 

 

„２‟ガンディーのキャンペーン 

ガンディーはワシントンの後、ニューヨークを訪問したが、国連には立ち寄らなかった。 

ガンディーが訪米で重視したのは国際キャンペーンであった。米国でのメディア発信は国際社会への発信につながる。

ガンディーは、National Press Club、NBC の“Meet the Press”、New York Times に出演・インタビューなどを行い、

東パ問題の国際世論作りに精力を注いだ。また学生たちとの市民集会などで演説を重ねた。ガンディーは、米国のメディ

アと市民とのやりとりから、東パ問題の最終的解決に向けて確かな手ごたえを得、ホワイトハウスの主張は米国内で少数

派に属することも確認できた。 

 

３．パキスタンと中国：ブットー訪中„11 月 5～8 日‟ 

„１‟パキスタンの現実認識 

パは、3 月の武力弾圧で東パの国家反逆分子を駆逐し、東パ全土を制圧したと認識しており、印パ戦争など想像すらし

ていなかった。８～９月になり、印のただならぬ動きから戦争になる可能性が浮上してきたが、回避は可能であり、また戦争

になっても敗れることはないと判断した。 

これは、一つに国軍内に「ムスリムの剣がヒンドゥーに屈することはない」という独善的な信仰が根強かったことがある。

また今一つ、パはかねてより東パで戦争が勃発した場合、東パで印軍を釘付けにし、その間に西部戦線で攻勢に出るとの

作戦シナリオを描いており、その有効性を信じていた。このシナリオに沿い 8 月にニアジ東パ軍司令官が作戦計画を起草

し、ハミッド参謀総長の裁可を得ていた。この作戦計画には、印中国境に印軍 10 個師団が張り付かざるを得ないことを前

1971 年 11 月 4 日 栄誉礼をけるガンデ

ィーとニクソン 
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提としていた。しかし印は、印中国境６個師団を、東西パ国境へと配置転換した

のだった。  

10～11 月になると、パにも戦争は不可避と認識が広がり、急遽米中に助けを

求めた。しかしニクソンはガンディーを抑えきれなかった。次の頼みは中国であ

る。 

„２‟中国の立場 

„イ‟中国は、3 月の武力弾圧で東パの親中勢力まで弾圧したことに、強い不快

感を抱いた。 

中国は、国内の権力闘争、ソ連軍の脅威などがあり、亜大陸の紛争に関わりたく

なかった。中国は 4 月にパに対し「亜大陸の戦争には介入しない」と極秘に外交

ルート„北京とイスラマバード‟を通じ伝達した。また米国が 65 年の第二次印パ

戦争以降に武器供与を取りやめたため、中国は、パの主要な武器供与国となっ

ていたが、4 月以降対パ武器供与を停止した。 

„ロ‟ブットーは 11 月５～８日訪中し、6 日に周恩来と会談した。予想されたとはいえ、中パ両国の間で情勢認識がかけ離

れていた。周恩来よりは、次の発言があった。 

・東パ問題はパ国民の政治対話により解決すべし 

・中国は亜大陸の安定を応んでおり、戦争は起きないだろう 

 ・戦争となれば、米国がパの軍事支援に駆けつけて呉れるのではなかったか？ 

・中国は、戦争の場合には軍事介入しない。但し、国連などで政治的な支援はする。 

ブットーは、「これでは手ぶらで帰ることになる」と頭を抱えた。 

„ハ‟ブットーは帰国後「中国は、印パ戦争の場合にはパを支援すると確約した」と声明を発表し、内外で反響と波紋、そし

て憶測を生むこととなった。ブットーは、パ国内向けのみならず、印に対し戦争を思い留まるよう牽制するためメッセージを

発出したと推察される。この牽制メッセージも空振り。パは、窮地に追い込まれてしまった。 

 

４．急迫する印パ戦線 

„１‟印の軍事行動の準備 

8月中旬、ガンディーはマネクショー統合参謀本部長に対し、東パ進攻作戦の準備命令を下した。9月、印軍が東パ国境に

大規模な移動を行い、9 月中旬には、７師団、１歩兵旅団、２ムクティ・バヒニ旅団が東パ国境に集結した。 

ムクティ・バヒニは戦力としてはともかく、『解放戦争の大義』を掲げる政治的象徴として重要であり、現地東パ住民内にネ

ットワークを有していた。10 月後半より、ムクティ・バヒニが東パ領内で攪乱工作を行い、印軍が砲撃などにより後方より支

援した。この連携作戦は効果を上げ、東パ領内の行政機能は麻痺し、ラザカールから離脱者が続出した。 

„２‟全面戦争の予備段階 

11月21日、印軍は東西北３面の主要国境地域„ジェソール、コミラ、シレットなど‟で越境、戦車/空軍を繰り出して、『解放

軍』の名の下に本格的攻勢を開始した。この攻勢の目標は、東パ領内にダッカ攻略のための前進拠点を構築することにあ

った。ジェソールの攻防は激戦となった。 

パの東パ駐留軍は、3月以降東パ内の治安維持に当たっていた。雨季が明けると 10月には、ムクティ・バヒニの攪乱工作、

印軍の越境ヒットエンドラン戦法にてこずるようになった。そして印軍が攻勢を本格化させると、その阻止のため防御・反撃

を行うことなり、ズルズルと戦争に引きずりこまれていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブットーと周恩来 
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■６）イベント、講演会の案内 

 

□日本バングラデシュ協会 第 22 回企業情報交換会開催のご案内 

 

 日本バングラデシュ協会 第 22 回企業情報交換会を下記の通り開催いたします。新型コロナウイルス感染症の拡大防

止のため、入場者数を２／３に制限し、来場者はマスク着用とします。 

〓 記 〓 

【日本バングラデシュ協会 第 22 回企業情報交換会】 

主   催： 日本バングラデシュ協会   

第二部後援： 独立行政法人日本貿易振興機構„JETRO‟、独立行政法人国際協力機構„JICA‟ 

日   時： 2021 年 12 月 8 日„水‟受付開始 12:50～ 

＜第一部＞ 経産省との経済対話 13：20～14：15 

＜第二部＞ 企業情報交換会   14：25～17：00 

＜第三部＞ 名刺交換会    17：00～18：00 

会   場： TKP ガーデンシティ渋谷„電話：03-6418-1073‟、及び ZOOM でのオンライン 

住   所： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 4F ホール４A 

参 加 費： 無料  

定   員： 先着 220 名。ご来場は、原則、1 社 2 名迄とします。3 名以上のご来場を希応される法人様は、下記まで

ご連絡下さい。ZOOM に関しては、人数制限はありません。 

 

【プログラム】 

＜第一部＞ 経産省との経済対話 

＜第二部＞ 企業情報交換会 

 開会の辞 日本バングラシュ協会 渡辺正人 会長    14：25～14：30 

 経済産業省通商政策局南西アジア室 福岡功慶 室長    14：30～14：45 

『経産省南西アジア室と日バ協会企業委員会との経済対話』  〒質疑応答 5 分 

 独立行政法人日本貿易振興機構„JETRO‟ダッカ事務所 安藤裕二 所長 14:50~15:05 

『バングラデシュ現地情報』     〒質疑応答 5 分 

 独立行政法人国際協力機構„JICA‟南アジア部 坂本威午 部長   15：10～15：40 

『„仮‟躍動するバングラデシュと JICA の活用策』   〒質疑応答 5 分 

 日本バングラシュ協会 朝田照男 名誉会長     15：45～16：05 

『バングラデシュにおける丸紅の活動状況と課題』   〒質疑応答 10 分 

 パネルディスカッション       16：15～16：55 

『日バ協会企業会員による、バングラデシュでの問題点と取り組み』 

 閉会の辞 日本バングラデシュ協会 神山秀夫 理事    16：55～17：00 

＜第三部＞ 名刺交換会        17：00～17：45 

※  プログラム・講演者は予告なく変更されることがあります。 

 

 参加をご希応の場合は、下記フォームに氏名、会社名、肩書、連絡先、メールアドレスをご記入の上、12 月 3 日(金)まで

にお申し込みください。 

参加申込みフォーム第一部 https://forms.gle/TAykeuYcqFyHkPycA 

    第二部 https://forms.gle/bL7mmajuS9xbEM9h6 

※ フォームにログインできない場合は、下記までメールにてお申し込みください。 

問い合わせ先：丸久㈱ 田村 E-mail: soumu@maruhisa.co.jp  電話 088-685-0151  以上 
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■７）『事務連絡』 

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/ 

 


