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①ランガマテ県で現在仏陀バンク（Bank Of Buddha）を展開している
チャクマ、マルマ、トンチョンガ族の４カ所の訪問と追加投資 

②３カ所での仏陀バンク（Bank Of Buddha）新規開設。 

③四方僧伽ショップ（Catuddisa-Sangha Shops） 

④四方僧伽・バングラデシュ総合ミーティング 
⑤日本人僧侶山本氏とマハムニでの仏陀バンク 
⑥ジナマイズ孤児院 
⑦文房具ミッション 
⑧今後の展望と感想 
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①ランガマテ県で現在
仏陀バンクを展開して
いるチャクマ、マルマ、
トンチョンガ族の４カ
所の訪問と追加投資 

ラガマテ県ディグリバンダコッ
プ村(マルマ族) 

１１月２８日、ランガマテ県チャクマ
族のディグリバンダコップ村を訪問 
この村は人工ダム、カプタイ湖の中に
浮かぶ島の上にあり、現在まで最も良
い成果を出して来た村である。信頼の
ある、村のカリバラ（リーダー）と僧
侶とが中心となり、まとまったこの村
ではパイナップルの生産などで大きな
収益を出している。ローカルNGO
「ASIKA」 マネージャー・ピブロップ
さんによる推薦でスタートした場所。
村へのアクセスはボートのみである。
昨年は過激な政治活動「ホルタル」に
より、近くまで来ながら訪問すること
が出来なかった。 

それも手伝ってか大勢の村人が迎えに
出ており集会場には１００人近くの村
人が集った。 

※仏陀バンクが2周目に突入。4年目で
利息が初期投資を超える。原資を他の
村に移行する事を期待。（上川） 



2010.6～原資 69.000タカでスタート、 
その後、21.000,15.000,2回追加し、 
合計1.05.000の原資 
利息 74.000  

合計1.79.500 

メンバー69人 87家族 

15.000追加 

村の全世帯が受益者となるまであと１
８家族。達成すれば原資を他の村へ移
すという、次の段階に入る最初の村と
して大きな期待を持たせてくれている。
２年前訪れた時はあと２７家族と言っ
ていたので、少しずつだが確実に進ん
でいるので先がたのしみ。 

ランガマテ県チャクマ族モク
バン•ゴラストリ村　担当ディ
パンチャクマ 

昨年（2013年）、仏陀バンクを開設し
たばかりの村。ローカルNGO
「ASHIKA」 でピブロップさんの秘書
を務めるコクシさん。彼女のご主人
「ディパンさん」出身の村。彼が担当
しているため、信頼度も高くコミニュ
ティーの結束も固い印象を受ける。 

　翌日に訪れることになる同じ名前の
大きな村モクバンから半ば強制的に分
離した村である。４年程前にようやく
幹線道路が引かれ、アクセスが容易に
なった。それまではディグリバ村のよ
うにボートだけが交通手段であった。
わずかな果物の農園と漁業だけの孤立
した村で電気は来ていない。仏陀バン
クに積極的に協力してくれるお寺の住
職は若く２１才。 



　到着が一時間近く遅れたのに、大勢
の村人が列を作り、旗をなびかせ迎え
に出てくれた。お寺のすぐ横にある集
会場には１００人以上の老若男女が集っ
ており気持ちの温かさを感じる。カリ
バラさん（村長）、僧侶、役員とが一
体となって仏陀バンクを運用している
ようだ。その結果として一年半前１９
人から始まった仏陀バンクは現在まで
４２人に貸し出され飛躍的な伸びを見
せている。 

※１年半で42人の貸し出しは順調との
印象。村人が150家族なので、4年目に
は確実に全員が借りられると予想。使

用目的は、農産物、フルーツ栽培、ター
メリック、学費など（上川） 

2013.4～原資35.000タカでスタート 

①19人②23人 合計42人(2013.4～2015.4) 

原資35.000 

利息 20.000  

合計 55.000 

10.000追加 

ランガマテ県ラジャストリ地
区、マルマ族のナランギリボ
リバラ村訪問、担当シュモナ
ジョラ僧。 



　この村もディグリバンダコップ村と
同様に2010年バングラデシュの仏陀バ
ンク開設時から始めた村。他との大き
な違いは、年に一度の収穫時に合わせ
返済及び貸出しが行なわれる。当初こ
ちらの説明不足と村人の理解不足で、
運用に不備があったが、その問題を修
正した後、堅実に運用されていた。と
ても勤勉で誠実な村民である。 

　村は農業が中心で山奥にあり、近く
の街まで１時間程歩かなければならず
村が孤立している。そのため村人の結
束も固く、仏陀バンクの原資も村の中
で回りやすいのでは？と、以前から予
想していた。また担当のシュモナジョ
ラ僧の信頼は非常に厚い。四方僧伽
ショップの構想に最も需要がある村と

して昨年開店した。（四方僧伽ショッ
プは別枠で説明します） 
2010.6～原資69.000タカでスタート、 
その後、10.000,10.000,2回追加し、合計
89.000の原資 

貸し出し人数 

①14人②1人③13人④19人⑤30人 合計77人 

利息合計 32.600  

合計121.600 

仏陀バンク使用用途  

・ジンジャー栽培 タネを40㎏3.000タカで購
入。1年後280㎏収穫21.000タカで売却。返済
3.300タカ 収入17.700タカ 

・小豚飼育5匹5.000タカ。1年後30.000タカで
売却。返済5.500タカ。収入24.500タカ(餌代
含まず) 

・ヤギ2匹6.000タカで購入。1年後20.000タカ
で売却。返済6.600タカ。収入13.400タカ(餌
代含まず) 

ランガマテ県トンチョンガ族
マニュモチョリ村担当ロニ　



(Roni) ジョティ ビカシ(Joti 

Bikash)  

　この村もモクバン•ゴラストリ村と同
様、昨年初めて訪れ仏陀バンク開設を

決定した。カピタイ湖の中にあり船で
なければ行けない孤立した村である。
トンチョンガ族では初めての仏陀バン
ク開設ということになる。 
　村あげての歓迎は昨年にも増し、民
族衣装に身を包む女性達の踊りや演奏、
歓迎のセレモニー。目を引いたのは正
月の時にしか作らない装飾したデコレー

ションをこの日のために設置してくれ、

村民と一体になってお祝いの儀式に参
加出来たことはとても印象深い体験と
なった。 
　※申込書チェック 。125人分 ・使用
用途、生姜、野菜、バナナなどを栽培。
利息が高すぎないか？借りたお金を返
済後、新たな受益者への貸し出しをす
ぐに行っているか？行っているとした
ら利息の合計が合わない。アウンさん
に確認を要請（上川） 

2013.4～原資40.000タカでスタート 
①(2013.5～2013.11) 
原資 40.000 貸し出し人数40名 5%×6ヶ月
=30% 
利息 12.000  
合計 52.000 
②(2014.1～2014.6) 
原資 52.000 貸し出し人数40名 5%×6ヶ月
=30% 
利息 16.000  



合計 68.000 
③(2014.6～2015.3) 
原資 68.000 貸し出し人数30名 5%×8ヶ月

=40% 
予想(利息 27.200 合計95.200) 
15.000追加 

　この日の夜、現地スッタッフの家に
招待されご馳走になった際、この村で
の仏陀バンクのやり方が他とはずいぶ
ん違うことが分かり、問題を感じた。
内容は上記にあるように高い利息の設
定、さらに独自の方針（トンチョンガ
の村では従来の方針）緊急事態の場合
のみ、優先的に借りられる仕組みなの

だが、その場合、年利６０％の高い利
息となる。また、オークションにかけ
るような、高い利息を払う人に優先的
に貸し出すという、危険な融資方法で
ある。 
　約２年で原資が３倍になるかもしれ
ない、この高い伸び率の理由がそこに
あるようだ。これは明らかに仏陀バン
クの考え方とは違い、いずれ大きな問
題をおこしかねない。新しく開設した
他の村でも同じやり方を思考する危険
性もあり後日、厳重に注意した。 

今後、一定のルールの統一が不可欠と
感じた。 

②４カ所での仏陀バン
ク新規開設 



最初はラガマテ地区 ガグラ村 
チャクマ族 担当スチャリタさ
ん  

　昨年、新規仏陀バンクサイトの候補

地として初めて訪問したのだが、その
翌日に、トンチョンガ族のマニュモチョ
リ村とチャクマ族のゴラストリ村２カ
所に決定したため、ここでの仏陀バン
クの開設は見合わせた経緯がある。 
　理由は８００世帯と大きな村で原資
が足りなかったことがある。また他の
村が貧しく孤立していて村人に強く懇

願されたことも、この地域を見送った

経緯の一つである。ガクラ村は電気も
通じていて、学校などの教育施設など
も充実している。そんなこともあり、
仏陀バンクの理解も早く手応えもあっ
た。 
　それだけに期待させておいて、実行
出来なかったのがとても心残りで申し
訳なく思っていたので、渡航して最初
にこの村を訪問することが出来てほっ
とした。 
　寺院の石段には大勢の人が迎えに出
ていて、会場は村人でいっぱいだった。
民族衣装をまとった女性の唄と演奏な

ど、心のこもった歓迎に感激した。ま



た仏陀バンクへの期待もそれだけ大き
く団結力も高い。 

2014.12～ 60.000タカ 800家族（Sucharita） 

２カ所目バガイチャリー地区 
マグバン村 チャクマ族 担当ス
ジャルカンテ（SujalKanti) 

　村は丘陵地帯3県のひとつ。ラガマテ
地区から北側にあるカルガチョリ方面
のバガイチャリ地区。この地域での仏
陀バンクの開設は初めてである。担当

となるスジャルカンテさんは現地NGO
「ジュマファンデーション」代表でも
あり、アウンさんやビプロップさんか
らの信頼も厚い。 

　この土地は７０年代イギリス指導の
もと、造られたダムによりできた「カ
ピタイ湖」の底に沈み、散りじりに
なった多くの村の住民が集って出来た
村である。そのため５００家族と人口
も多い。 



　ランガマテからすし詰め状態の小さ
な高速ボートで2時間半、到着すると大
勢の村人が道の両脇に並び地面には、
この日のために引いたシートが会場ま
で続いていた。他の村同様に花束が渡

され、両脇に並ぶ若い女性と子ども達
が花びらを撒く、まるでバージンロー
ドのよう！会場ではセレモニーが行わ
れ演奏と唄、そして民族衣装に着飾っ
た少女達が伝統舞踊を舞う。 

　この式典には地域の行政も関わり準
備していて３００人以上があつまった。
にもかかわらず、行政の担当者は時間
が無くて満足な準備ができず申し訳な
いという。 

　長老で７８才の住職は聡明で住民に
信頼が厚く、また長い間、敷地内に孤
児院を営み、多くの孤児を受け入れ、
面倒を見てきたらしい。この孤児院出
身でタイで修行中の僧侶が帰郷してお

り、「住職のおかげで、今こうやって
海外で勉強させてもらえている。」と
しみじみ語っていたのが印象的であっ
た。 

2014.12～ 30.000タカ　３００家族  

　 
新たなボルワの人材を早急に探さなければ
いけない状況があり、アウンさんが若いと
き修行し最も信頼の置けるボルワの僧侶を
紹介いただいた。次の２つの村を昨年訪問
し、仏陀バンク開設の準備をしていた。 

３カ所目ラグニア地区、シア
ルブッカ村　ボルワ族 

　ラグニア地区はランガマテからチッ
タゴン市との間に位置し、主にボルワ



族（ベンガル系仏教徒）の人たちが暮
らす。 
　昨年この地域を訪問した大きな理由
は、信用を失い関係修復が難しい四方

僧伽・バングラデシュのアシッシュや
シャンガピオ僧侶など、ボルワ族のメ
ンバーに代わって、他の信頼出来るボ
ルワ族の人に関わって頂こうという方
針にシフトしたためである。 

　シアルブッカ村の説明会には男性や
主婦あわせて４０人程が集った。やは
りボルワ族の人々は行政や政府に裏切
られて来た経緯があるので、初めて聞
く仏陀バンクの話に半信半疑のようで
あった。「返済出来なかったらどうす

る？」あるいは、「死んだらどうする
のか？」などの質問が続き、議論し合っ
た。最終的には、仏教徒としての精神
である「慈悲の心」から行なっている
ことが伝わり、村一丸となって協力し
て行くことを確認した。 

　そのあと立候補の形式で、男性４人
女性１人が立ち上がり５人の役員をそ
の場で決定した。そのあと原資の受け
渡しが行なわれ無事スタート。 
2014.12～ 30.000タカ (Sumangal Thero) 



４カ所目ラグニア地区でもう
ひとつ、ボルワ族のデワンバ
ザル村。 

　５０家族程の小さい村で回りをイス
ラム教徒に囲まれている。 
地元のお寺に集った村民老若男女４０
人程、説明会では初め、疑心暗鬼の住
民から、「何が望みで何がしたいの
か？」などの質問を受けるが、先のシ
アルブッカ村と同様、対話が進むにつ
れ、こちらの誠意と想いが伝わり、理
解が広がった。最後に役員を選出し原
資の受け渡しが行なわれた。 

　どちらのバルワ村も少数民族ジュマ
と違い、明確にこちらの意図、特にビ
ジネスのように、こちらが利益を求め
るものではなく、あくまでも救済活動
の一貫として行なっていること理解し
てもらうことが大切と感じた。 

2014.12～ 30.000タカ(Sumangal Thero) 

③四方僧伽ショップ 

　四方僧伽ショップの先駆けとなった
バンダルバン方面へは今回は時間が合
わず訪問出来なかったので昨年のレ
ポートを記載します。 
　アウンさんに直接推移を聞いてみま
した。これらのお店から返済された金
額より利息分の収益として２万タカの
ストックがある。この収益は新しい四
方僧伽ショップまたは仏陀バンクに反
映される予定である。 
　四方僧伽ショップ ２０１２年 6月スタート時
1.Wholesale shop 100.000 



2.Green vegetable shop 30.000 

3.Green vegetable shop (by road side) 
15.000 

4.Tea stall with snacks shop 40.000 

計 185.000 

アウンさんが5.000プラスして総額は190.000。
No.3の15.000を20.000に追加 

四方僧伽ショップのシステムは2年払いで、現在
まで10ケ月、総額で65.000タカの返金がある。

その予算を基に5軒目、新たな四方僧伽ショップ
が数日前、バンダルバンから20キロのバクマラバ
ザマラ村に誕生した。 

ランガマテ県ラジャストリの四方僧伽ショッ
プの経緯（昨年のレポートから） 

　ナランギリボリバラ村は山奥にあり孤立してい
て、交通手段は歩きのみ。従って収穫された作物
は、近くの町まで往復約３時間近くかけて、売り
にいかなければいけない。朝早く出て昼過ぎには
村に戻らなければいけない。時間と労力を消耗す

るだけではなく、売り場を持たないため市場で(ほ
とんどはベンガル人)値段を安く叩かれるという不
公平な現実があり、暮らすだけが精一杯という厳
しい現状を強いられている。そもそも四方僧伽
ショップ構想はこんな地域のために存在する。 

　 村人とスノモジュテ僧侶は街のメインロードに
良い物件を見つけたようだ。村から約8キロ、村
人の足で1時間半ほどのラジャストリストリート
に８坪程と比較的広い。3年契約で使用料
270.000タカ。月にすると9000タカと破格で
ある。立ち上げに必要な総予算は１０万タカ。厳
しいがこれで一件の店が出来、村人の苦しい生活
が改善されるならと了解した。 

　そんなわけで今回、まだ見てない、
ナランギリボリバラ村の受益者が開店
した、四方僧伽ショップを訪問する事
を、とても楽しみにしていた。 

　場所はラジャストリの街のメインロー
ドに面していた。一見普通のグロサリー
ショップと変わらないが、毎週水曜日
が売り買いの日ということで、沢山の
作物が並べられ、ナランギリボリバラ
村だけではなくマルマ族の人を中心に
賑わうそうだ。店を運営する家族も是



非水曜日に来てみて欲しいという。聞
いていた通り、周辺のお店はベンガル
人のお店で、ジュマの人が運営するの
は四方僧伽ショップのみのようだ。ほ
んとうにベンガル人以外は店を持つの
は難しいようである。嫌われたり、い
やがらせなど起きないのかと懸念して
いたが、周りの地域住人は、ほとんど
マルマ族などの少数民族の人たちなの
で大丈夫だという。 

　※四方僧伽ショップでは毎週水曜日に
市場を開催。これにより、農産物が買
い叩かれる問題は完全に解消された。
それ以上に、近くのマルマ族の人々も、
四方僧伽ショップで農産物を売り、必
要な食材を買うセンターとなっている。
マルマ族の団結を促す最高の効果を得
ている。それにより、四方僧伽ショッ
プの返済も順調で、来年には2店舗目が
できる予定。（上川） 

原資100.000タカでスタート 

① 100.000タカの貸し出し1年間10%の金利(場
所の3年分の賃貸料) 
1年目ー 60.000タカの返済(50.000元本と
10.000の利息) 

2年目ー55.000タカの返済予定(50.000の元本
と5.000の利息) 

　　 ー仏陀バンクで66.000タカの返済予定(1
年目の四方僧伽ショップ返済金を、仏陀バン
クとして3名に貸し出し) 
利息 21.000 合計121.000(2015.4～四方僧伽
ショップの2店舗目開設予定) 

仏陀バンクと四方僧伽ショップの合計金額 
2.42.600 
15.000 追加 

④四方僧伽・バングラ
デシュ総合ミーティン
グ 



　ミーティングはラグニア地区の中心
シャモンガルテル僧の寺院内にて、午
後、式典のあと行なわれた。 
　シャモンガルテル僧、アウン、上
川、伊勢、山本、ラグニア地区のカリ
バラ（リーダー）、ラジャストリ地区ナ
ランギリボリバラ村のスノモジュテ
僧、新しく担当となった女性ラーメ
トィ・マルマさん、今回から仏陀バン
クを始めたランガマテのガクラ村担当
のチュチュリタ・チャクマさんとバガ
イチャリ地区 マグバン村 担当スジャル
カンテさん、地元僧侶４名の合計１４
名で行なわれた。四方僧伽の理念、仏

陀バンクのありかたと今後の方針を話
し合い、新体制として新たな法的登録
に向け、名簿の作成を開始した。１３
人の署名を必要とする。残念ながらビ
プロップさんは多忙のため出席出来な
かった。 

　ちなみに以前苦労して認可を受けた
NGO登録及び権利は、すべてアシシュ

とシャンガピオ僧侶に剥奪されている。

　結果、最初からのやり直しである
が、以前から言われてるように別組織
の形態にする必要に迫られていたため、
これを機に一新する機会を得たと感じ
ている。 
　そのうえで創立者井本氏の望む、仏
陀バンクの意義とも言える、絶対外せ
ないボルワとジュマのソリダリティは
新ボルワ、シャモンガルテル僧とラグ
ニアの受益者を取り込むことで守られ
たことになる。 

⑤日本人僧侶山本氏と
マハムニ村マハムニ母
子寮 

　山本僧が在籍するマハムニ母子寮は、
僧侶の渡辺天城師が７０年代の内戦で
発生した孤児や未亡人を救済するため



設立され、以来日本の援助のもと運営
されている。 
　山本さんはその３代目を継承する僧
侶である。まだ３６歳と若い彼は、な
んと無償で働き教育改革などに献身し
ている。さらに自分の貯金を切り崩し
ながら生活しているという。 
　バングラデシュの事情に非常に詳し
く、一本気で納得のいくまで追求する
タイプという印象を受けた。 
　初日、我々が到着した日にホテルで
懇談し、偶然にもマハムニはラグニア
のすぐ隣りであることもあり、後日、
四方僧伽のミーティングに参加しても
らうこととなった。 

　その当日はミーティングとラグニア
での新たな仏陀バンク開設の説明会な
どに参加して、その一部始終を見ても
らった。そこで、ありがたいことに仏
陀バンクの仕組みと理念に共感した彼
は、自分で資金を出すのでマハムニ母
子寮で仏陀バンクを始めたいと言いだ
した。 

　そこでその日の夜、急遽マハムニ母
子寮へ向かい施設の関係者と住職との
懇談の席がもたれたのである。 
　大きな寺、大勢の子ども達、いまま
でいろいろ見て来たが、学校や孤児院
を営む施設で、こんな巨大で立派な寺
院は初めてだ。さすが日本の支援で運
営されてるだけある。 
　事務所らしき部屋に住職と、施設の
幹部の男性２人が待っていた。 
初めは素っ気なく、僕らが何者かも分
からず、何がしたいのか？という感じ
だった。仏陀バンクの話をしても、「北
部の貧しいアボリジニに、施しをして
みては」とか、「法律に引っかかるこ
とは立場上関われない」などと、最初
から否定的だった。 
　しかし、せっかく山本さんが自腹を
切ってまで仏陀バンクでここの住人を
助けたいと決意してる以上、「はい、
そうですか」とは引き下がれない。 
　そんな中、四方僧伽の創設者である
井本さんの名前が出た。そう、井本さ
んは以前ここを訪れていたのだ。そし
てマハムニの人たちは彼に対して非常
に良い印象を持っていた。そこでチャ
ンスと思い、すかさず四方僧伽を設立
したのは彼であり、仏陀バンクの構想
は彼のアイデアであることを伝えた。
そのことをきっかけに聞く耳を持って
くれた。 



　そこで仏陀バンクとはどうゆうもの
かを熱弁。仏陀バンクはあくまでも慈
悲と救済で行なわれる自律独立の支援
であることを熱弁、名前は仏陀バンク
だが、原資は全てお布施で、出資者へ
の返済義務も無いため通常の銀行業務
とは違うこと、布施が新たな受益者を
作り、周り続けること。形はお金だが、
信者が感謝のしるしとして、寺に供養
したものを僧侶が社会的弱者に分け与
えるのと何ら変わりないと等と説明し
た。熱意が通じたのか、先方も目つき
が変わり積極的に。最後には、マハム
ニ母子寮が責任を持って年明けから実
行することを約束してくれた。 

　この時の山本さんのうれしそうな顔
が忘れられない。 
※山本上人のリクエストで訪問。組織が
しっかりしているので上手く回りそう。
周りにイスラム教徒が多いのが不安材
料。原資は山本上人が出資。（上川） 

2014.12～ 50.000タカ(山本成尊) 

⑥コックスバザール県
ラム地区ジナマイズ孤
児院とBOB (Ven. 

Nandamala Bhikku) 

　昨年初めて訪れたジナマイズ孤児院
は、初期四方僧伽メンバーのチャンド
ラバングシャ僧が創立以来、理事を務
める。 
　３年程前に設立され、開校の式典に
も参加の呼びかけを受けていた。それ
に答え、タイ在住の矢野さんが最初に
訪問している。孤児院は２カ所あり、
こちらは生徒数５６人、親に見放され
た中学生の少女達と小さな子どもを主
に受け入れている。 
　人望の厚いナンダマラ僧侶が院長を
務める。 



　歓迎の式典では５人程の僧侶も参加
し、この日のために作られた垂れ幕が
用意されていた。 
　少女達の踊りなどが披露されたのち、
スピーチには孤児院の現状などが伝え
られた。その後、日本から持参した文
房具の贈呈が行なわれた。昨年訪問時
にチャリチーカレンダーより寄贈した
寝具の２段ベットがそれぞれの女子寮
に設置してあるのを確認した。昨年ま
では、硬いコンクリートにビニールシー
トを敷いただけの床に寝ていたため、
寄付をさせてもらった。 

　ベットの寄贈は、伊勢の帰国後アウ
ンさんの手配で行なわれた。四方僧伽・
日本から５万タカ、実際はそれでも足
りなく、アウンさんのポケットマネー
から３万ほどが足されている。 

　すっかり様変わりした少女達の生活
は、やっと少しは女の子の寮と呼べる
ような姿になっていて、喜びもひとし
おだった。 

　ここでの仏陀バンクについて言及し
ます。このような施設を訪問すると、
決まって現状の厳しさを切実に嘆願さ



れる。昨年訪れた時にもそのような話
になった。特に教育のための費用であ
るが、四方僧伽が出来る、ものやお金
のサポートは限られているため、堅実
で末永く自分たちで運営出来る仏陀バ
ンクを提案した。それで得た利益分を
教育費に転用する。しかし、やはり、
どこの僧侶もそうであるが、お金を扱
い管理することに、戸惑いがある。 
　そこで彼等自身に自主性と可能性を
検討してもらい、後日、決断を促し
た。結果、翌日には始める意志が伝え
られた。 

　原資をアウンさんに預け、僕達の帰
国５日後には、無事ナンダマラ僧侶に
手渡された。これで今年のバングラデ
シュ最後の新規仏陀バンクがスタート
したことになる。 

　これは現在までにない新しいタイプ
の仏陀バンクである。仏陀バンクで寺
院の所有する広い土地に苗を植え、野
菜や果物の栽培を行なう。作るのは先

生や生徒達である。作られた作物は市
場に出荷され、その売り上げで原資を
返し、残りの利益を教育費に回すとい
う仕組みである。 

　これが成功すると仏陀バンクの可能
性が、また大きく広がることになるの
で大いに期待したい。 

2014.12～ 30.000タカ 

⑦文房具ミッション 

　今年のカンボジア視察で四方僧伽・
日本、事務局メンバー・鈴木玲子さん



の提案もあり、子ども達へ文房具を持
参するため、集った約４０キロの文房
具の残りを、今回のバングラデシュ視
察に合わせ、僕と上川さんと２人で２
５キロ程持参した。内容はノート、ペ
ン類。ラグニアのシャモンガルテル僧
の孤児院とジナマイズ孤児院の２カ所
で配給。 
　それとは別に、持参したTシャツ２７
枚をジナマイズ孤児院に、ラグニアで
はリクエストに応え、現地で購入した

毛布３０枚の贈呈を行った。 

　山本僧の話では、こちらのノートは
線が入ってないため、日本のノートは
現地の子ども達には使いづらい。新品
を買うのなら、現地の物の方が実用的
で安上がりである。との指摘を受けた。
今後、検討の余地あり。文具類を集め
るため、なかには、買ってまで届けて
くれた方が結構いたからです、、。 



　それらの問題点は別として、この活
動はとても分かりやすく、報告がしや
すい。沢山の協力者に四方僧伽の活動
を間接的に知ってもらうために、とて
も有効的であることを後日、実感して
いる。ネットなどを利用した写真やレ
ポートが一般の人の目に入りやすいか
らである。 

　何と言ってもうれしそうな子ども達
の姿に強い説得力がある。今後も続け

て行けたらと思う。 

⑧その他今後の展望と
感想 

　今回はバンバルボン地区マルマ族の
ラズビラ村とキャン族の地域は訪問す
ることが出来なかった。しかし、ラズ
ビラはアウンさんの管轄でバングラデ
シュ最初の仏陀バンクが生まれた土地
で、昨年にも追加投資しており、安定
しているとの報告。次回訪問する事に
した。 

ラズビラ村 139000 45メンバー(アウン) 

　またキャン族のゴンクルモ村とドッ
キンドルボバラ村の担当のターレロイ
さんと電話で話し、現在69700 で40人
のメンバーになったと、誇らしげに報
告を受けた。訪問と原資追加を望まれ
たが、残念ながら四方僧伽ミーティン
グに仕事の関係で参加出来なかったこ
ともあり、直接会えない以上、お金だ
け渡すのはどうかと考え、次回に延期
することにした。 

ゴンクルモ村・ドッキンドルビバラ村 
69700　40メンバー（ターレロイ） 

　毎回バングラデシュを視察し、それ
ぞれの仏陀バンクのサイトを訪問する



度に、必然的に場所によっては、追加
投資を期待される。よい成果が出ると、
協力して来た経緯もあるので、出さざ
るを得なくなる。 

　アウンさんとも話し合ったが、毎回
サイトの訪問をする必要は無く、現状
に合わせ、訪れるサイトを検討する事
にした。仏陀バンクのサイトが増える
事によって起きうる問題として懸念し
ていたことだ。訪れる場所を限定する
事で、時間や効率を良くし、無駄をな
くすことが出来るとの見解を示した。 

 　さらに今回訪問出来なかった場所、
３年前、矢野さんが初めて訪れたコッ
クスバザール県のアラカン族のバボ村。
そして昨年、伊勢が初めて訪問し仏陀
バンクを始めたドショパパラ村、亡命
アラカン族のリーダーで元将軍のモウ
ソンインのコミュニティ。どちらも担
当のスランとの連絡が取れず、前回訪問
以降の経過はわからない。 
　彼は現在、政治組織、８８年のメン
バーの一人としてビルマにおり、仲間
と活動しているようだ。この事は、本
人の口から事前に聞いていたのだが、
仏陀バンクのその後の経過や報告、ま
た、彼に代る担当者への引き継ぎなど、
責任や管理の問題で課題が残った。 

　そのほか必要性を痛感したこととし
て、四方僧伽の公式な英文紹介、いわ
ゆる、一目で四方僧伽が何をしている、
どんな団体なのか？が理解出来るよう
なパンフレットのようなものが必要。
マハムニ母子寮を訪問した時に強く感
じた。こちらの意図を伝えるため、ま
た相手に与える印象や信頼性を得るた
めにも、必要不可欠である。 
　仮にも多くの加盟国を持ち国際社会
で、緊急支援や自立支援など幅広い活
動をする非営利団体として、それを説
明する物の存在がないということでは
用をなさない。 
　このことは、以前から検討している
ことだが、業界に詳しく多くの海外か
らのドナーを持ち、現地NGOを運営し
ているアウンさんからも強く指摘され
たことのひとつである。 

　そこで検討して出たアイディアとして、

アウンさんの知人の公式翻訳者に原稿
を送り、国際的に恥ずかしくない文章



を作成してもらい、印刷代の安いバン
グラデシュで印刷するというものだ。
可能なら来年春ぐらいに制作する方向
で検討中である。 

　余談だが、我々が滞在中にアウンさ
んと彼の運営するエコプロジェクトの
長年の活動が評価され、首都ダッカに
て、「バングラデシュ マザーテレサ賞」
を受賞した。今年、同賞を受けたのは
全国で３人、その一人に彼が選ばれた
ことは快挙である。同じ四方僧伽メン
バーとして誇りに思う。そんな頼もし
いメンバーが四方僧伽のメインプロ
ジェクト仏陀バンクを牽引してくれて
いると思うと、こんな嬉しいことはな
いのではないか。 

　そんななか最終日、孤児院からの帰
りコックスバザールに立ち寄っていた
時のこと、ウノポンさんからアウンさ
んに電話があった。ウノポンさんは２
年半前、ボルワ族のポットバラ村で仏
陀バンクを始めた責任者で、昨年タイ
で行なわれたセカヘイに招待した人で
ある。アシッシュさんの親友でもある
彼は、最近、彼等ボルワの連絡係と
なっている経緯がある。（アシッシュ
さん、シャンガピオ僧に筒抜けという
意味） 
フェイスブックなどで我々のバングラ
デシュ滞在を知った彼は『なぜ隠して

た？なぜ我々に来てることを報告して
こない！』などとアウンに噛み付いて
来たのである。脅迫まがいなことを言っ
たらしい。 

　アウンさんには、こちらの気配りの
足りなさで迷惑をかけてしまったが、
今回はこれまでの経緯から、妨害を恐
れて、あえて連絡を取らなかった。最
終日のチッタゴン泊の時に、時間が許
せば、連絡し挨拶ぐらいしようかと考
えていたのだが、すでに夜でチッタゴ
ン着は深夜になるため中止と決めたま
さにその直後のことであった。 
　こちらとしてはやっぱりか？と言っ
た感じだ。毎回ミッションがコンプリー
トに近づき、気持ち良くなって気を緩
めた時、必ず水を差すのが彼等なのだ。

　きっと仏様の戒めだと受け取ってい
る。 
　懸念するのは今後、逆恨みした彼等
による、ジュマおよび、仏陀バンクへの
妨害行為である。この国ではなにがお
こるかわからないのだ、、、。 

　そこでアウンさんの要請もあり、今
後のためにも代表の上川氏から、彼等
に向け警告を促すことになった。 

以下が原文です 



ご無沙汰しています。四方僧伽日本の代表、
上川です。 
先日、バングラデシュへ仏陀バンクの視察に
入りました。 
既存のプロジェクトサイトと新規開設地を何
箇所かまわりました。 
ほとんどの村が良い結果を出していて嬉しく
思っています。 

今回の視察に関しては、ラガマテエリアから
の強い渡航要請があり、実現しました。プロ
ジェクトの報告も度々もらっています。 

前回、私が渡航した際に、お二人にもレポー
トを送ってくださいとお願いしましたが、リ
アクションはありませんでした。大変残念に
思っています。 

現在ボルワの村人たちは、仏陀バンクによっ
て幸せな生活が送られているのでしょうか？ 
是非とも詳細を送ってもらうことを重ねてお
願いします。 

それと、現在の四方僧伽・バングラデシュの
現状についてですが、残念ながらジュマエリ
アと貴方たちボルワの不仲が表面化していま
す。私たちは団結を期待していますが、当面
は別れて活動を行うことがベストと考えまし
た。 

そこで、今後バングラの仏陀バンクに関しま
しては、別々に進めていく方針です。お互い
に良い結果を出すことを期待しています。も
しも、お互いに足を引っ張ったり、邪魔をす
るようなことがありましたら、その方は四方
僧伽から脱退していただきます。規約にもそ
のことが明記されています。 

そんなことは起こるは思いませんが、お互い
切磋琢磨して、バングラデシュ仏教徒のため
に努力精進していただくことを期待していま

す。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

拝　上川 

ミッションコンプリート 
伊勢 


