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特定非営利活動法人　日本バングラデシュ協力基金
郵便振替口座：名義／特定非営利活動法人　日本バングラデシュ協力基金 
　 　 　 　 口座番号／00170-6-766054
会　　　　費：正 会 員／月額500円
　　　　　　　賛 助 会 員／1口月額500円
　　　　　　　フォスターファミリー会員／1口月額1,000円

事務局：業務／月～金、10時～16時
住所：〒286-0114　千葉県成田市本城83-40　
TEL ：0476-33-4839　　FAX ：0476-33-4859
E-mail: sakura-jbcf@kss.biglobe.ne.jp
URL：http://www.sakura-family-home.org

SAKURA FAMILY HOME: SOUTH SALNA, SALNA BAZAR, JOYDEBPUR, GAZIPUR, BANGLADESH    Phone: 880- 1714133035
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��事務局より

パソコン事務ボランティア募集
　現在運営費節減のため有給の事務員を置かず会長がほとんどの事務一切を処理しております。またこのサクラファミリーニュースの印刷・
発送（編集・デザインは日本の業者にお願いしています）やフォスターファミリー会員様へのお手紙など日本語不要の作業は現地職員や年長
児童の協力でお届けしています。このため連絡の遅延や不行き届きなどご迷惑をおかけすることにもなっておりますが、この点を改善すべ
く事務を手伝ってくださる方を募集しております。

内　容

１．パソコン使用が全てですので、多少操作やインターネットの経験がある方にお願いします。
２． パソコン操作はこちらでお教えしますので知識・経験不足の心配は有りません。逆に経験豊富な方には当方の質問に答え
て頂くパソコン指導ボランティアもお願いしたいです。これは臨時で構いません。ワード、エクセルなどはサポートに入っ
ており自身で解決可能です。弥生会計、アクロバット、ピカサ、写真撮影などに堪能な方にはご指導をお願いしたいです。

３．事務連絡はEメールか電話で済ませますので事務所へ来ていただく必要はありません。
　　直接の相談が必要な場合はこちらからお伺いします。
４．仕事の範囲はご都合に合わせ本部事務のごく一部でも構いません。
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3.
下の支払い画面に変わる

払い込み先を 4つから選択しクリック
して下さい。日本の通販購入と同様の
方法で各項目を記入してください。

一番上にあるGiving Cartをクリック4.

5.

事務局お問い合わせ　TEL : 0476-33-4839　携帯 080-1125-0737（中川）          sakura-jbcf@kss.biglobe.ne.jp
もしお分かりにならない点が有りましたらご遠慮なく事務局までお問い合わせください。

Sakura Family Home 

ミネソタにて本多、エヴァン、スフィ氏と会談しました ��
　本誌2015年4月号にて、米国の団体 ｢グ
ローバルギビング｣に参加してサクラファミ
リーホームにパソコン教室を開設する事業
計画につきご案内を致しましたが、この度
の訪米で米国在住で本活動の責任者本多定
晴、エヴァン クロップ両氏と面会し計画の
進行状況につき詳しく報告を受けました。
そして米国では12月のクリスマスの時期が
寄付が多く行われるので、最初の7月という

予定を変更し12月に行うことにしたとのこ
と、またこの期間は募金活動のみで目的施
設の開設作業はその後で良いことも分りま
した。
　付きましてはもしこの事業に関心を持っ
て頂ける方が居られましたら10ドル（1200
円）程度のご協力を頂ければ大変有難いで
す。これは1事業につき5000米ドル（60万
円）以上という課題もありますが、寄付者数

も40名以上と決められておりその達成も重
要なためです。

　期間は12月1日より31日までですのでそ
の期間にお願いします。特に12月16日午
後11時が過ぎた直後に操作して頂くと寄付
額を20%増加して貰える制度があります。
期間外はサクラのページは有りません。ど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

Global Giving ｢グローバルギビング｣　インターネットによる送金の手順  Sakura Family Home
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入園・入学� �� � ��
モハマッド　アルアミン　（ベラル）

　5月29日、7歳の男児ベ
ラルが入園し小学校保育家
庭に入学しました。父親は
5年前に死亡、母親は家政
婦として生計を立てていま

すが彼を養う収入がなく、ホームに養育を依
頼されました。大人しくまじめな性格です。

モハマッド　サッビール　アーメド
　11月2日、8歳 の 男 児
サッビールが入園しまし
た。3人兄弟の長男です。
次男ズバエール、三男ズナ
エットと共に入園しまし

た。父親は家族を捨てて失踪しました。母
親は自身の母（彼の祖母）のもとを頼りまし

たが祖母、母とも定職がなくホームに3人の
養育を依頼されました。サッビールはいつ
も笑顔で明るい性格です。
　
モハマッド　ズバエール　アーメド

　3人兄弟で入園した5歳
の男児です。入園当日は連
れてきた祖母が帰った後泣
き続けていましたが、翌日
からはケロッとして他の子

供たち共に元気に遊んでいます。
　
モハマッド　ズナエット　アーメド

　3人兄弟で入園した3歳
の男児です。まだ赤ん坊ら
しさが残っておりますが、
泣くこともなく新しい母親
に抱かれて大人しくしてい

ます。

ロクサナ　ヤスミン　二パ
　ハイスクールを卒業した
ロクサナは7月1日、サル
ナ　カレジ（ハイスクール
後の2年間）に入学しまし
た。成績が良くなかったら

中退させるという厳しい条件付きです。

ラジア　スルタナ　ドゥリスティ
　ハイスクールを卒業した
ドゥリスティも7月1日、
サルナ　カレジに入学しま
した。やはり成績が良くな
かったら中退させるという

条件付きです。

京都市、瑞雲院様のご協力

　京都市上京区にある瑞雲院という寺院の坊守さん福井亀代様が本年6月7日にご
逝去されました。ご冥福を心よりお祈り申しあげます。福井様は仏教寺院の管理者
でありながら、生前イスラム教国での当会の活動を大いにご理解くださり、折に触
れ多大のご支援をしてくださっていました。福井様のご逝去に伴い生前の活動を尊
重された志水智則住職始めご遺族のご意思により当会へ多額のご寄付を頂きました。
　本紙面にて改めて深く感謝の意を表させて頂きますとともに瑞雲院様、檀信徒様
およびご会葬者の皆様のご好意ご理解に対し心よりお礼申しあげます。
　瑞雲院様は本尊、阿弥陀如来像（有髪の稚児如来）が京都の「名弥陀」のひとつと
して有名ですので、ご来京の節はぜひお参りください。
〒602-8304　京都市上京区千本上立売上る作庵町　Tel 075-462-8097　

（注：下京区の瑞雲院様は別のお寺です）
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註　 太文字部分がホームでの呼び名です。（　　）は呼び名が正式名に含まれない場合です。

卒園・就職

アリザ　ヤスミン　ショナリ
　ショナリはSSC（10年生卒業試験）に合格しまし
たが、進学より自立の道を選び8月2日に卒園しま
した。ホーム近隣の縫製工場に就職し住まいも工場
近くです。0歳で入園して16年余りをホームで過
ごし、立派な女性に成長してくれたことは嬉しい限

りです。

モハマッド　フィローズ　ホセイン
　フィローズはSSCに合格しましたが、彼も自立
の道を選び8月3日に卒園致しました。
ホーム近隣の縫製工場に就職し勤務管理係として
働くことになりました。母を幼少時に亡くし父は耳
も口も不自由で彼を育てられなかった不幸な境遇か

らこうして立派に成人してくれました。

註　  サクラファミリーホームの卒園は普通の学校とは違い全員一斉ではありません。家庭を出て自立するのですから、各児童の状況に応じて卒園して
行くことになります。
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ホームの出来事　　（2015年4月1日～11月2日）
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７月１日 ロクサナ、ドゥリスティがカレジに入学
 協力者ルミさんと娘婿来訪、子供たちに果物を寄贈
　　11日 協力者スフィ、ジャハナラ夫妻来訪、断食後の食事会

を催す
　　13日 近隣の３人の人たちが子供たちに果物を寄贈
　　18日 断食明けイード、副会長中川浩人氏、卒園生たち来訪、

子供たちと祝いを楽しむ

　　20日 会員小林レイ子さん来訪、子供たちにお菓子を寄贈
　　26日 ラフィが風邪のため病院で受診
８月３日 フィローズ卒園、縫製工場プリティグループへ勤務管

理係として入社
　　５日 ヌスラットが喘息のため医院で受診
　　12日 ラフィが風邪のため病院で受診
　　24日 副会長中川浩人氏来訪
９月８日 ラキブ耳痛のため医院で受診
 ヌスラットが喘息のため医院で受診
　　17日 ナズニンが夜尿症のため病院で受診
　　21日 犠牲祭（コロバニイード）のための牛を購入
　　22日 卒園生モリヨム、看護学校の犠牲祭休暇で来園滞在
　　25日 本日犠牲祭、男子は全員モスクで礼拝、帰園後牛の賭

殺、一日楽しく過ごす
　　27日 副会長中川浩人氏来訪、子供たちと犠牲祭を楽しむ
10月４日 モシャラフマネージャーNGO局を訪問、会長ビザ＆

日本からの送金トラブル相談
　　14日 カレジ生ロクサナ＆ドゥリスティと進路相談
　　19日 ベラルが喉の痛みのため病院で受診
 ラフィが皮膚病のため病院で受診
　　21日 中川会長来訪滞在
　　27日 マネージャー、ハフィズルの入学願書提出にSOS職

業訓練所を訪問
11月２日 サッビール、ズバエール、ズナエットの三人兄弟が入園

2015年 
４月４日 支援者スフィ氏の招待でバルーカの私設リゾートへ遊

園に行く

　　20日 近隣の縫製工場プリティーグループの工場長ショフィッ
ク氏来訪

５月３日 教育係トゥリスナさんと３家族のお母さんが教育方針
についてミーティング

　　７日 副会長中川浩人氏来訪、年長児に衣類を寄贈
　　10日 母の日のお祝い
　　11日 やんちゃ坊主ラキブがいたずらをして猫に噛まれる
　　12日 縫製工場プリティグループの前工場長ジャマール氏来

訪、子供たちに衣類と食物を寄贈

　　29日 男児ベラル入園
　　30日 10年生卒業試験（SSC）結果発表、男児フィロズ、女

児ロクサナ、ショナリ、ドゥリスティの４名全員合格
６月15日 ロクサナが腹痛のため病院で受診
　　17日 ジョニーとナズニンが成長不良のため病院で受診
　　20日 協力者ジャハンギール氏断食後の食事費を寄贈

　　29日 男児ベラル入園

　　20日 会員小林レイ子さん来訪、子供たちにお菓子を寄贈
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　サクラファミリーホームの熱心な現
地協力者　アーメド　スフィ氏より、
米国の友人を訪ねて訪米するので支援
者募集を兼ねて一緒に旅行しないかと
誘いを受けました。
　氏の親戚、知人が米国の各地にいる
ので訪ねて回るそうです。日本やバン
グラデシュだけでなく米国はじめ他の
国々から支援が得られるようになれば
こんなに力強いことはなく、かつ別途
グローバルギビングに参加しての募金
活動を進めて頂いている本多定晴氏や
エヴァン クロップ氏にも直接お会い
できることも考え有難く氏の旅行に同
行させて頂きました。
　8月11日より9月2日までニュー
ヨーク、ボストン、コネクティカッ
ト、ワシントンDC、ミネソタ、ダラ
ス、サンフランシスコと廻り、その結
果大勢の方から暖かい歓迎や支援の申
し出を受けました。スフ
ィ氏を本多、エヴァン氏
に紹介してアメリカ、バ
ングラデシュ、日本の協
力関係を築くこともでき
　　ました。

　活動を強力に推
進するためには本
多、エヴァン氏が
制作にかかってく
ださっている英文
のホームページが
最も重要なことで
も皆さんの意見が
一致しました。

会長米国行脚

USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSA　　ました。USAUSAUSAUSAUSA
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