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モハマッド シャザード ホセイン
（スラボン）
　７月20日、７才の男児スラボンが妹シャプ
ラと共に入園しました。彼はメグナ家に受け
入れられ、入園後小学校２年に入学しました。
　出身地はダッカの北東キショルゴンジです。彼の父は会社員
でしたが、昨年12月、心臓病で亡くなりました。母親はその
時々に得られる仕事をしながら細々と暮らしており、子供を育
てることは困難なためホームでの養育を依頼されました。

　スラボンは入園後１日２日は寂しそうにしていましたがすぐ
に慣れ、皆と仲良く暮らしています。

サディア アクタル シャプラ
　７月20日、スラボンの３才の妹シャプラ
も兄と共に入園しジョムナ家に受け入れら
れました。
　とても人なつっこい性格で、来た日から
皆と一緒にはしゃぎまわっています。

入　園　・　入　学

新しく２名の児童を受け入れました
� �

　ファルザナは軽い知的障害が有り
私たちも将来を心配していましたが、
底抜けに明るい性格が買われたのか、
イベント会場設営業を営んでいる男
性アリフ アーメドと結婚しました。
ホームの比較的近くに住んで平穏に過ごしています。

　７月14日、卒園生タハミナと夫ラズ
の間に第一子オラフ アーメド イアッ
ドが誕生しました。父親似の可愛い男
の子です。

　５月４日、卒園生ショリファと夫ド
ウロトの間に第一子ヌルウッラ ファ
ヒム（男児）が誕生しました。

結　婚　・　誕　生

就　職

　卒園生ルベルが
国境警備隊に就
職したと報告して
きました。ミャン
マーとの国境の地
カプタイに駐留しているそうです。

コンピュータ教室授業開始

　ラズ先生の指導の下、完成したコンピュータ教室での授業を開始致しました。

初等クラス補習授業新先生
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　子供たちが通学しているシャルナ小学校で永年教鞭をとってこ
られ、この度定年退職されたワヒダ ベゴム先生に、ホームの初等
クラスの補習教育をお願いすることになりました。先生は以前に
も補習をお願いしたこともあり、ホームのことはよくご存じなの
で心強い協力者です。
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サクラファミリーホームの出来事　　（2016年4月1日～2016年9月30日）

４月１日  近年恒例となった
バルーカへの行楽
が本年もスフィ・
ジャハナラ夫妻の
招待により行われ
た。

　　４日 会長・マネージャー地方初等教育官訪問。
  シャヒンが受講した職業訓練所U-SEPの紹介により、縫製

工場に入社。
　　８日  卒園生モニール、ローション、フェルドウス、オバイドゥー

ル、ショリファと夫会長と面会に来園。
 卒園生スウィーティ、シブリー会長と面会に来園。
　　14日  ポヘラボイシャーク（バングラ旧正月）の祝典を卒園生参加で

催す。卒園生多数来園。この機会に同窓会をも催す。
　　15日   高校生の児童が小遣いをもらい、ボイシャキメラ（旧正月の

市）を教育係の引率で楽しむ。
　　25日 コンピュータスクールの開所式を催す。
　　26日  会長・マネージャー協力者アワル氏を訪問。多大の支援に表敬。
 会長・マネージャー初等教育専門家シャモル氏と面談。
　　29日  卒園生ムンニ会長と面会に来園。会長・マネージャー彼女の

家を訪問。
  近隣のメヘール病院モイジュッディン院長、会長と面談に来訪。
　　30日 全児童・スタッフのミーティングを行う。
５月１日 中川会長帰国。
　　８日  下半期収支報告書
 NGO局へ提出。
  母の日の祝典を開催。

この日１日は児童が全
ての家事を行いマに休
養して貰う。

　　11日  マネージャー、シャルナカレッジの校長と面会。
　　17日 全児童・スタッフのミーティングを行う。
　　18日  小学校の成績が発表される。２年生のシャンタ学年で１番、

１年生のタイエバ学年で２番となる。
　　22日 半期収支報告書NGO局へ提出。
　　30日  ジャハナラ べゴムさんより中古のソファーセット、テーブル、

椅子などの寄付を受ける。
６月15日 全児童・スタッフのミーティングを行う。
　　21日 支援者スフィ・ジャハナラ夫妻来訪。断食後の食事を提供。
 卒園生ルベル来園。
　　23日 マネージャーNGO局訪問。
　　25日 マネージャー、キショルゴンジヘ入園希望児童の調査に行く。
　　27日  ハフィズル職業訓練校宿舎より15日間のイード休暇のため来園。
　　29日  卒園生モリヨム看護学校宿舎より12日間のイード休暇のため

来園。
７月３日  地域の一女性より子供たちのため断食後の食事の寄贈を受け

る。
　　４日  全児童・スタッフのミー

ティングを行う。
　　７日  断食明けイードの祝賀。

卒園生フィロズ、フェ
ルドウス、ラベヤ、ロ
ビン来園。

７月10日  中川浩人副会長来訪。子供たちと
イードを楽しむ。

　　11日  中川浩人副会長、卒園生モリヨム、
ハフィズルホームより滞在先へ帰
る。

  マネージャー、シャルナハイス
クールの校長と面会。

　　13日 ホームの収支にたいし会計監査を受ける。
 スフィ氏を通じ、知人よりの寄付金を受け取る。
 マ達やスタッフとミーティングを行う。
 マネージャーNGO局を訪問。
　　20日 車の下で寝ていた山羊の子が引かれて死亡。
 スラボン、シャプラの兄妹が入園。
  ラズ（卒園生タハミナの夫）が第一子誕生の内祝いとしてお菓

子を持参して来園。
　　24日 ライムの樹を植樹。
　　26日  ラキブ古いブリキのひさしに乗り壊れて転落。足にけがする

も大事に至らず。
８月２日 卒園生モニール相談のため来園。
　　６日 創立22周年記念式典を内輪で催す。
  支援者ジャハナラさんと妹さん、サラームNGO局理事が同

席。寄付金を受ける。
　　10日 マネージャージョイデブプール郡の社会福祉担当官と面会。
　　14日 支援者小林レイ子さん来訪。衣類の寄贈を受ける。
 子供達とのミーティングを行う。
　　15日  子供達、国立博物館を観覧。内部

撮影不可。 
　　22日  マネージャーガジプール県庁を訪

問。
 卒園生フェルドウス、ロニー来園。
  ラビ、ポッダ家より年長男子寮へ

移動。
　　23日 マネージャー、シャルナ小学校の校長と面会。
 ガジプール県の初等教育担当官来訪。
９月２日 卒園生ラベヤ来園。
　　４日  BNWLA（婦人弁護士協会）のカウンセラーが児童養育につい

てスタッフへの講義のため来訪。
　　６日  支援者小林レイ子さん宅訪問。滞在中の卒園生モリヨムを７

日間の犠牲祭休暇のため引き取る。
　　８日 ハフィズル６日間の犠牲祭休暇のため来園。
　　11日 犠牲祭のための牛を購入。
　　13日  犠牲祭祝典。ホームの男性は近隣のモスクの礼拝に参列。女

性、小児は自宅で礼拝。
  卒園生ロニー、シブリー、オバエドゥール、モニール来園。

子供たちと祝日を楽しむ。
  中川浩人副会長、マネージャーが休暇で不在中の監督を兼ね

て来訪。２日間滞在。
　　14日 卒園生シュミ、ムンニ犠牲祭を祝うため来園。
　　23日 卒園生フィローズ来園。
　　25日 マネージャー、シャルナ小学校長と面会。
　　28日 中川会長来訪。
　　29日 卒園生スウィーティ会長と面会に来訪。
　　30日 卒園生ムンニ会長と面会に来園。
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　　４日 会長・マネージャー地方初等教育官訪問。
　　13日 ホームの収支にたいし会計監査を受ける。

　　11日  マネージャー、シャルナカレッジの校長と面会。
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７月10日  中川浩人副会長来訪。子供たちと
イードを楽しむ。

　　11日  中川浩人副会長、卒園生モリヨム、
ハフィズルホームより滞在先へ帰
る。

  マネージャー、シャルナハイス
クールの校長と面会。

　　13日 ホームの収支にたいし会計監査を受ける。
 スフィ氏を通じ、知人よりの寄付金を受け取る。
 マ達やスタッフとミーティングを行う。
 マネージャーNGO局を訪問。
　　20日 車の下で寝ていた山羊の子が引かれて死亡。
 スラボン、シャプラの兄妹が入園。
  ラズ（卒園生タハミナの夫）が第一子誕生の内祝いとしてお菓

子を持参して来園。
　　24日 ライムの樹を植樹。
　　26日  ラキブ古いブリキのひさしに乗り壊れて転落。足にけがする

も大事に至らず。
８月２日 卒園生モニール相談のため来園。
　　６日 創立22周年記念式典を内輪で催す。
  支援者ジャハナラさんと妹さん、サラームNGO局理事が同

席。寄付金を受ける。
　　10日 マネージャージョイデブプール郡の社会福祉担当官と面会。
　　14日 支援者小林レイ子さん来訪。衣類の寄贈を受ける。
 子供達とのミーティングを行う。
　　15日  子供達、国立博物館を観覧。内部

撮影不可。 
　　22日  マネージャーガジプール県庁を訪

問。
 卒園生フェルドウス、ロニー来園。
  ラビ、ポッダ家より年長男子寮へ

移動。
　　23日 マネージャー、シャルナ小学校の校長と面会。
 ガジプール県の初等教育担当官来訪。
９月２日 卒園生ラベヤ来園。
　　４日  BNWLA（婦人弁護士協会）のカウンセラーが児童養育につい

てスタッフへの講義のため来訪。
　　６日  支援者小林レイ子さん宅訪問。滞在中の卒園生モリヨムを７

日間の犠牲祭休暇のため引き取る。
　　８日 ハフィズル６日間の犠牲祭休暇のため来園。
　　11日 犠牲祭のための牛を購入。
　　13日  犠牲祭祝典。ホームの男性は近隣のモスクの礼拝に参列。女

性、小児は自宅で礼拝。
  卒園生ロニー、シブリー、オバエドゥール、モニール来園。

子供たちと祝日を楽しむ。
  中川浩人副会長、マネージャーが休暇で不在中の監督を兼ね

て来訪。２日間滞在。
　　14日 卒園生シュミ、ムンニ犠牲祭を祝うため来園。
　　23日 卒園生フィローズ来園。
　　25日 マネージャー、シャルナ小学校長と面会。
　　28日 中川会長来訪。
　　29日 卒園生スウィーティ会長と面会に来訪。
　　30日 卒園生ムンニ会長と面会に来園。

サクラファミリーホームの子供たち
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ホームの子供たち
35 名全員をご紹
介します。
９月 30 日現在の
状況です。

ドゥリスティ
12年生　17才

ロクサナ
12年生　17才

ハフィズル
11年生　16才

アル-アミン
10年生　15才

ジャスミン
８年生　15才

シハブ
10年生　15才

ジョイ
９年生　14才

ミトゥ
７年生　13才

シャヒン
１年生中退　12才

ラハート
６年生　11才

シファット
６年生　11才

マムン
５年生　11才

ケヤ
１年生中退　10才

ラキブ
３年生　10才

シアム
４年生　10才

ラビ
４年生　９才

スマイヤ
４年生　９才

ヌスラット
５年生　９才

ウサド
３年生　９才

シャンタ
２年生　９才

サッビール
２年生　９才

スラボン
２年生　８才

ジョニー
２年生　８才

ベラル
２年生　８才

ウサム
４年生　８才

アナス
３年生　８才

ナフェス
３年生　８才

アッバス
１年生　７才

タイエバ
１年生　７才

ズバエール
未就学　６才

ナズニン
１年生　６才

ライマ
１年生　５才

ズナエート
未就学　４才

シャプラ
未就学　３才

ラフィ
未就学　２才
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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
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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
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就　職

初等クラス補習授業新先生

　７月１日のダッカ人質殺害事件はまだ皆様の記憶に新しい
ものと思います。
　在バングラデシュ日本大使館では日本人の安全を図るべく
厳戒態勢を引いているようで、我々NGO団体には頻繁に安
全確認の連絡が入ります。ただ外人相手の事件だったせいか、
バングラ人の人たちには関心が薄いようです。
　事件当時、大勢の方からご心配の電話やメール頂き有難う
ございました。私は日本在住だったため報道で初めて知って
驚いた次第です。現地滞在中であった私の長男、浩人ナカガ
ワトラスト副会長は現場近くに居りましたが、幸いにも事件

に巻込まれずに済みました。
　また、現在私の滞在中である10月８日に、ホームの所在
地であるガジプール市や隣接するタンガイルにおいても治安
部隊が過激派の鎮圧作戦を行い、銃撃戦の末過激派11名を
殺害しました。
　私は極力身の安全に気を配りつつ活動は続けますが、サク
ラファミリーホームの敷地は上部に鉄条網付のレンガ塀に囲
まれており、ホームにいる限りは比較的安全ですので、他事
ながらご安心ください。
 （会長　中川恵資）

ダッカ人質殺害事件およびガジプール過激派鎮圧事件

バングラデシュ交通事情─電車バス編

　国鉄の駅で、出発時刻より30分も過ぎた頃の乗客と駅員の
会話です。

乗客「８時の列車はいったい何時に来るんだ？」
駅員「あと１時間ぐらいかな」
乗客「どうしてそんなに遅れるんだ？」
駅員「客車は有るけど機関車が無いんだ」

　列車内で車掌が切符の検札販売に回ってきました。
　その背中を学生たちがゾロゾロと反対方向へ移動してゆき
ますが、車掌は全く気にかけません。学生に対する思いやり
でしょうか？　どうせ給料に響かないからどうでも良いので

しょうか？　バングラデシュでは乗客の半分が無賃乗車だそ
うです。屋根の上も無料席です。母親が赤子を抱いて連結器
の上にアグラをかいています。ここなど絶好の無料席なので
しょう。見ていてゾッとしましたけど。
　バスの屋根に乗ったことがありますが、このときは車掌が
切符切りに上がってきました。バスは基本的には停留場で止
まりません。スピードダウンだけして飛び降り飛び乗りが基
本です。大きなカバンを肩から下げて全速力でバスを追いか
け飛び乗る人も見ました。女性や老人には極力低速にしてく
れます。ですから日本のように「バスが完全に停車してから
席を立つ」のでは終点まで行く必要があります。
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