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  事 業
  報 告

　オープンキャンパス「やまなし YIA 国際塾」は、国
際感覚豊かな人材を育成するため、海外で活躍してい
る方や、国際分野で活躍している方を講師として招き、
実施している開放講座です。
　今年度は延べ１０４名の方が参加し、講師には、都
留市出身のジャーナリスト 故 山本美香さんと戦地取
材を重ねたジャパンプレス代表の佐藤和孝氏や、ブー
タン・チベット文化圏・教育をテーマに活動する写真
家の関健作氏を迎えました。また、東京都新宿区にあ
る「JICA 地球ひろば」を訪問し、「日本発　防災・復
興支援展」の見学を通して、発展途上国での復興支援
や国際緊急援助隊の活動を学びました。

●１１月９日（土）
「JICA 地球ひろば」訪問
（地球案内人による体験ゾーン見学、JICA ボランティ
ア体験談）
●１１月３０日（土）
国際理解講演会
「生きた　愛した　伝えた」
講師：佐藤和孝 氏　（ジャーナリスト、ジャパンプレス代表、
山本美香記念財団理事長）　
●１２月 7日（土）
講演会「幸せの国ブータンに学ぶ」　　
講　師：講師：関健作氏（写真家）
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青年海外協力隊 活動紹介

ビル一般建物の総合清掃管理 ・ 一般廃棄物、産業廃棄物処理

山梨県甲府市和戸町353-24　　本社TEL 055-235-1712㈹　石和支店TEL 055-263-5165

全国ビルメンテナンス協会員
山梨県ビルメンテナンス協会員
山梨県産業廃棄物協会員

甲府市廃棄物事業協同組合員
クリーンネット笛吹協業組合員

山梨管財株式会社山梨管財株式会社
●
●
●

●
●

全業種
無料にて御見積いたします。
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＊ Há casos em que as prefeituras possuem um sistema de ajuda de custo próprio, além do "sistema de ajuda de custo para entrada em
     escolas".

＊ O telefone de contato de cada província está disponível no site do Ministério da Educação e Ciências abaixo.
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Instructions:
◉ Preparation:　
   ★ Mix the sauce's ingredients together. 
   ★ Thinly sliced onion and green onion, and a carrot shredded.
◉ Heat the oil in a deep pan, and fly beef. 
     Add the sauce above, and mix together. 
◉ Add the shredded carrot and bean sprouts, and keep 

     it covered. Cook over medium heat. When vegetables   
     are thoroughly cooked, mix together.     
◉ Add the sliced onion and green onion, and keep it 
    covered again. Cook over medium heat for about 
    10 minutes. If it tastes a little weak, add Gochujang, 
    soy sauce and salt.
◉ Sprinkle white sesame on Bulgogi. Wrap it with
     Korean lettuce and eat it.
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☎055-235-6010㈹
〒400-0032 甲府市中央3丁目8-10  FAX：055-232-4098 E-mail：info@ozp. jp

h t t p ： // w w w . o z p . j p
伝えたいをカタチにする一滴

　看護師としての経験を生かし、2012 年よりバングラデシュ
へ長期滞在を決めた小林さん。文化も習慣も医療に対する考え
方も違う「山形ダッカ友好病院」で、毎日忙しい日々を送って
います。昨年一時帰国した小林さんにお話を伺いました。

■ バングラデシュへ長期滞在を決めた理由は？
K: 理由は二つありました。2011 年に「山形ダッカ友好病院」
のラーマン院長との出会い。院長は、1992 年に留学生とし
て山形大学の医学部で学びました。先生は自分を育て、支え
てくれた日本人に感謝し、今度は私が返す番と山形大学整形
外科教室、山形済生（さいせい）病院・山形ライオンズクラ
ブほか多くの協力によって 1997 年にバングラデシュダッカ
市に「山形ダッカ友好病院」を開設しました。バングラデシュ
で暮らす日本人も多く受診しています。真摯な院長の姿勢に心
撃たれ、お手伝いがしたいと思いました。
　もう一つの理由は、21 年前に訪れた “子供病院” で活動中
の青年海外協力隊員から聞いた「日本との看護教育の違いか
ら起っている "患者サービス "の不在」。そのことは、現在も
全く変わっていないことにとても衝撃を受けたこと。私の経
験が患者サービスの向上に役立つのならとラーマン院長にボ
ランティアを願い出て、2012年 4月から滞在しています。
■ バングラデシュの現状や課題は？
＊伸び悩む識字率
K: 25 年前は 30%、現在は義務教育も徹底され、56.8%（Human 
Development Report 2011 年）と政府は発表していますが、
学校をドロップアウトする子どもたちは依然として多く、親
のため、自分自身のために幼くして働かなくてはなりません。
最貧国であるゆえに、教育の基盤作りは大きな課題です。
＊看護師不足と資質の低さ
K: バングラデシュでは、" 看護師は人の体に触れる卑しい仕
事 "と見なされていた時代を経て、ようやく少しずつですが、
"職業 "として認知されつつある状況。しかし、平均月収3,800
円と言われるこの国で、高額な学費を捻出できる家庭も限ら
れています。

「金持ちの子どもは高収入が見込める医師に、貧困層の子ど
もは学力あっても進学できない。」という現状があり、慢性
的な看護師不足が続いています。バングラデシュの総人口
1億 5,250 万人（2013 年 3 月／バングラデシュ統計局）、日
本の人口は1億2,722 万人（2014年 1月現在／総務省統計局）
なので、約 2,500 万人多い。しかし、医師は 58,000 人に対し、
看護師はやっと 30,000 人を満たす状況です。
【参考 : 日本の医師 295,049 人（厚生労働省 医師・歯科医師・
薬剤師調査）、看護師 1,315,500 人（日本看護協会 看護統計
資料）】これでは、質の高い医療を受けられるチャンスは皆
無と言っても過言ではありません。正規の免許を持たずに短
期間の研修を終えた者が医療従事者として患者に関わること
の危険性だけでなく、正規の免許を持った看護師でさえ資質
は高いと言えず、卒後教育の必然性を感じています。
＊看護師の現状
K: バングラデシュでは入院患者の世話をするために家族も泊
まり込みます。看護師は " 注射、薬を時間ごと与え、処置時
に付き添い、医師の介助をするだけ " なので、患者をトータ
ルで観察する術を知りません。
■ 主な仕事は？
K: 看護師としての仕事全般、看護師たちへの気配りトレーニ
ングほか、昨年 8月から日本人の入院患者のために 3食の和
食を提供しています。日本人の患者の多くは、発熱・下痢で
の入院。バングラデシュの食事は油の量と辛みが半端でない
ことから「山形病院へ入院すると日本食が食べられる。」と
口コミで広がりつつあります。

山形ダッカ友好病院 HP   http://www.bbweb-arena.com/users/
suzudes2/YAMAGATADHAKA/index.html
小林レイ子さんの BLOG　http://www.bbweb-arena.com/users/
suzudes2/YAMAGATADHAKA/yamagatadakka_011.htm

＊次号も引き続き、小林レイ子さんのインタビューをお届けします。
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nformation

2,260円

   740円

3,410円 3,410円 9,080円

1,130円 1,130円 3,000円

   750円

   250円

　  

　

リフォーム部門 楽水クラブ

TOTO リモデルクラブ会員TOTO リモデルクラブ会員

0120-86-3246
ハロー み  ずリフォーム

400-0047 -40
TEL.055-228-8821（代）
400-0047 甲府市徳行二丁目10-40
TEL.055-228-8821（代）
400-0047 甲府市徳行二丁目10-40
TEL.055-228-8821（代）

信頼と実績、まかせて安心!

リフォーム実績500件以上！
1969年設立

信頼と実績、まか

ハロ

TTTTEEEEEEEETTTTEEEETE

心!
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The International centre is open daily from 9:00am to 9:00pm
except on Mondays and on the day following a national holiday.

URL     www.yia.or.jp
MAIL  webmaster@yia.or.jp

YIA Event Calendar

編集後記
　

「にほんご講座」
と　き　 毎週金曜日　午後７時～９時
ところ　 県立国際交流センター
対　象　 県内在住で日本語を勉強したい人

「外国人なんでも相談」（予約制）
と　き　第１水曜日　午後６時３０分～９時
　　　　第３日曜日　午後１時～４時
ところ　県立国際交流センター
相談員　法律専門家 上條　醇 氏、金  亮完 氏
通　訳　林ジョニー氏
言　語　ポルトガル語、スペイン語、英語、インド
　　　　ネシア語、日本語
　　　　※必要に応じてその他の言語対応可
費　用　無　料

３月
「外国人住民の暮らしを考える意見交換会」
と　き　３月８日（土）午後１時３０分～４時
ところ　県立国際交流センター

５月
「外国語＆外国文化講座」
英語、フランス語、スペイン語、イタリア語等の語
学の他、様々な国の文化を学ぶ講座です。
と　き　5月第 2週目から全 3～ 10 回
ところ　県立国際交流センター
※4/12（土）午後、受講前にすべての講座を体験でき
　る「オープンクラス」を予定しています。
※募集開始は、4月以降となります。

　　問合せ（公財）山梨県国際交流協会   
　　　　　　TEL 055-228-5419
　　※各イベントの詳細はチラシをご覧ください。

Free Legal Consultation for 
Foreigners - on Wednesdays and Sundays
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Data:![!3-%c1!U(dHVI!Z-(!>8089!\(!>60
Local:!C$,)%1!A,)$%,-G.1,-B!+$!@-3-,-(0.
.,+$:$,+$,)$(!e!J$+.+1!+$!(=H#$,cf1

Maio
Curso de Cultura Estrangeira
C=%(1(!+$!Bb,/=-!.,/B$(-I!2%-,G$(-I!.)-B.-,-!$!-=B-(!
:-%-!-:%$,+$%!(1H%$!-!G=B)=%-!+$!+.2$%$,)$(!:-b($(4
Data:!-!:-%).%!+-!Rg!($3-,-!+$!3-.1!U8Q>9!-=B-(V!
Local:!C$,)%1!A,)$%,-G.1,-B!+$!@-3-,-(0.
*inscrições abertas a partir de abril.

Informações:!F$B7!9hhXRR[Xh?>;!_!5-i7!9hhXRR[X
h?j8_!$X3-.B7!&.-$#$,)k/3-.B4G13
O3-.(!.,21%3-cl$(!,1(!:-,m$)1(

　

4 カ国語版ウイークリーニュース山梨！
山梨日日新聞社では、県内の一週間の主な
ニュースや山梨県国際交流協会からのお知らせ
を、日本語、韓国語、英語、ポルトガル語の 4
カ国語で紹介しています。
　　　　　　●山梨日日新聞、毎週火曜日発行

“JORNAL SEMANAL MULTILINGUE DE 
YAMANASHI EM QUATRO IDIOMAS”
OO jo rna l  Sann ich i  Sh imbum pub l i ca 
semanalmente as  pr incipais  not íc ias  e 
acontec imentos  da  prov ínc ia  a lém de 
informações da Associação Internacional 
de Yamanashi em quatro idiomas: japonês, 
coreano, inglês e português.
●Publicado todas as terças-feiras no jornal Sannichi.
 
“YAMANASHII MULTILINGUAL NEWS 
WEEKLY ”
The Yamanashi Multilingual News Weekly is 
issued every Tuesday on Sannichi Shimbun, 
featuring major issues and information from 
the Yamanashi International Association.  
Available in Japanese, Korean, English and 
Portuguese.

　今回の Voice は、バングラデシュに滞在し
ている小林レイ子さん。山形ダッカ友好病院
で、今まで培ったスキルを現場の看護師たち
に伝えています。多忙な毎日を送りながらも
日本人の入院患者のためのケアも大切にして
います。衛生面でも気を配り、ほぼ毎日シー
ツ類を持ち帰り自宅で洗濯、また、日本食を
３食提供し、心も体も弱っている彼らにほっ
とするやさしい味を提供しています。
　小林さんが初めてバングラデシュを訪れて
から 25 年。今、新たに取り組んでいる教育
プログラムが動き始めました。小林さんを通
して、「続けていくこと」が夢や理想を現実
にする唯一の近道なのかもしれないと感じて
います。
　
　5 月の連休明けには外国語・外国文化講
座がはじまります。まずは最初の一歩から。
4/12（土）のオープンクラスをのぞいてみて
くださいね。雨 宮

　   Yamanashi   
　2014年3月・4月・5月号
●　発　行　公益財団法人山梨県国際交流協会
●　編　集　雨宮由里恵   
●　翻　訳　豊田実紗　林マイザ
●　イラスト　松岡瑠理子　
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             Yamanashi International Association
●　Edited by     
             Yurie Amemiya   
●　Translated by     
             Misa Toyota       Maisa Hayashi
●　Illustrated by   
             Ruriko Matsuoka
　　　

〒 400-0035　甲府市飯田 2-2-3
tel 055-228-5419 fax 055-228-5473
2-2-3  Iida, Kofu-Shi, Yamanashi-ken,
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