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移動式青空教室がやってきた！

駅で電車を待っている子供たち。そのように

ダッカにあるBUBT大学の側で、子供たちがあ

るものを待っています。それはなんと青空教

室！現在日曜日と火曜日に行っているエクマ

ットラの青空教室は、移動式という新しい形

で行われています。屋台のような車が遠くか

ら見えた時には、子供たちは歓声をあげて駆

け寄って来ます。遠くから見てもとてもカラ

フルなその車には、色々な楽しい絵が描いて

あり、その中には青空教室で使う様々な道具

が収納されています。時には子供たちへのサ

プライズとして扉が開くと共にスーパーマン

が飛び出してくることも！！こうして子供た

ちは楽しいイベントに参加するように、移動

式青空教室にやってくるのです。

この青空教室の先生として教えている一人の

青年の名前はマハディ。彼は言います。

「エクマットラの活動の全ては、路上生活をしている子供たちに青空

教室を通じて勉強の機会を与えることから始まります。それは子供た

ちに新しい世界に触れてもらうとても重要なステップです。青空教室

自体は多くの団体が運営していますが、まず場所の確保がとても難し

い。地域の人達の協力が得られなかったり、邪魔をされたり、ひとつ

の場所で長く教室を行うことはダッカではとても困難です。また道に

住んでいる子供たちは、仕事や親の事情で多くの場合は定期的に来る

ことができません。そのため毎回授業来られるのは一握りの子供たち

で、多くの子供たちは毎回授業を受けることができないのです。この

移動式青空教室は、その日の子供の集まり方を見てその日行う場所を

決めることができ、結果多くの子供に授業を行うことができます。ま

た、今までは限られた道具の中で行っていた授業が、道具を持ち運べ

る事で色々なバリエーションをもって子供たちに楽しさを提供できま

す。」

マハディの他にも、もう一人ディプーという先生がいます。

「何より重要なのは、子供たちに楽しんでもらうこと。それが僕達の

クラスです。新しいことを知ることは楽しい、学ぶのは楽しい、と子

供たちに感じてもらう中で勉強への意欲を培っていきます。路上生活

をしている子供たちにありがちなケースは、青空教室が読み書きや計

算の授業ばかりで勉強をつまらないと感じてしまい、学ぶ機会があっ

ても自ら遠ざかってしまうことです。そうなると彼らに教室に来させ

るのは至難の技です。楽しいと感じられる授業であれば、子供たちは

自らやって来るのです。また通常のクラスではペン、ノート、教科書

といろいろ必要です。それらを毎回子供の数だけ用意して運ぶのは大

変な作業です。

このようなことを考えて、ある発想が頭に湧いたのです。クラスに子

供たちが来るのではなく、僕たちがクラスを必要としている子供たち

の側に行けばもっと多くの子供たちが授業を受けられるのではないか

と。そしてそのクラスで行うのは、無理やり勉強をさせることではな

く、学ぶことが楽しいと子供たちに感じてもらうこと。それが実現で

きたら子供たちの学ぶ意欲を引き出すことができ、路上生活から脱す

るために色々な団体が差し伸べている手を、もっと積極的に子供たち

自身が掴むことができるでしょう。」

こうした青空教室の活動には、現在エクマットラのセンターにいる高

学年の子供たちもスタッフとして参加しています。彼ら自身も10年前

に路上生活をしていてエクマットラの青空教室を経てセンターに入所

し今に至るので、今の子供たちの大先輩、そして気持ちの分かる先生

として色々な意見を出したりや工夫をしてくれています。

進化し続けるエクマットラの青空教室にこれからも目が離せません！

青空教室の子供たち
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2エクマットラニュース

エクマットラのセンターで戦勝記念日のプログラムが行われました

過去に路上生活をしていた子供たち、そんな彼らに国の歴史を知

りこの国に生まれた誇りや喜びを感じてもらうためにエクマット

ラでは毎年12月16日に戦勝記念日のプログラムを行っています。

様々な記念日にセンターではプログラムを行いますが、この日は

特別に子供たちが作ったボードにお花を捧げて戦勝記念日の一日

が始まりました。

そして11時からはスポーツ大会が行われました。子供たちはみん

な外でのびのびと遊び、センター前の空き地には笑顔が溢れまし

た。そして戦勝記念日は子供たちにとって自国の歴史を知る大事

な日です。夕方５時にはそうした戦勝記念日について子供たちに

伝える授業が行われました。

ゲストに子供たちの学校の先生を呼び、エクマットラのメンバー

と共に独立戦争の経緯、どうしてバングラデシュという国ができ

たのかという歴史を子供たちに伝えました。小さい子供たちの中

にはそうしたことを初めて聞く子もいて、「今日がとても大事な

日だということがわかった」と真剣な表情をしていました。

そしてこの日の最後にはバングラデシュの有名な独立戦争の映画

「Amar Bandhu Rashed」を見てみんなでピタを食べました。

子供たちにとって、自分のルーツを知るとても有意義な一日にな

ったことと思います。

こうした大切な記念日を、エクマットラではこれからも大事にし

ていきたいと思います。

一日中遊んだ！踊った！楽しかった！                                                       写真：エクマットラ

エクマットラニュース
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エクマットラの子供たちが、絵画クラスで

自由に描いた絵を紹介いたします。
子供たちの展覧会



エクマットラには毎月新しい子供たちが入ってきています。
ここではその新しいメンバーを紹介しています。今回はその新しいメンバーから
トゥヒンとラミアという子供の紹介です。皆さんよろしくお願いいたします！

文章：Osman Gani Dipu

エクマットラの新しいメンバー紹介

ラミア

トゥヒン

トゥヒンが自分の父親を最後に見たのは6歳でした。父親は、幼い

トゥヒンを置いて出て行ってしまったのです。他に家族がいなか

ったトゥヒンは、その後ひとりでガブトリのバス亭の近くの路上

で紙やゴミを売っていました。生活のためにそれらを売ってなん

とか食いつないでいたのです。

そこで彼は、子供の権利のために活動している Brother Lusio と

いう人物と出会い、ポトシシュシェバという団体を紹介され２年

間そこで過ごしました。そこでは安心して眠れる場所や食べ物が

与えられましたが、トゥヒンは将来のことを考えダッカにやって

きました。

そしてまた以前のような状態に戻ってしまいました。学校にも行

けずきちんとした仕事にもつけず、路上で物売りをする日々…そ

こで運命的にまた Brother Lusioと偶然出会ったのです。

ブラザールシオは、彼の学校へきちんと通いたいという意思を聞

いて今回はエクマットラに彼を連れて来ました。そして今に至り

ます。

トゥヒンはとても芸術家肌で、絵を描くことや物をつくることが

とても得意な男の子です。そして彼は今料理人になるという夢を

持ち毎日学校に通っています。皆さん応援してあげてください！

10歳のラミアは去年の12月15日にエクマットラにやって来まし

た。

ここに来る前、ラミアはお母さんとボンゴボンドゥスタジアム

で路上生活をしていました。ラミアの母親はそこに20年住んで

いましたが、娘には自分のような路上生活者ではなくきちんと

教育を受けさせまっとうな人生を歩んでほしいと考え、なんと

かしてラミアを学校へ入学させました。ラミアも母親の期待に

応えようと努力をし、クラス３まで勉強を頑張りました。しか

し、いくら学校へ通わせても路上生活をしたままでは生活環境

は変わりません。女の子であるラミアのために今の環境はよく

ないので、なんとかよい環境をあげられないかと悩んでいた時

に、子供の権利について働いていたParbeen Akter という人物

と出会いエクマットラを紹介されました。

ラミアの母親は実際にエクマットラのセンターを見学し、そこ

に住んでいる子供たちのことも見て、良いと思ったのでラミア

をセンターに入れることにしました。ラミアは歌を歌ったり、

おしゃれをしたりするのが大好きなおしゃまな女の子です。毎

月の母親面会日には、必ずラミアの母親も面会に来て、お互い

近況を報告しているようです。きちんと成長してほしいという

母親の想いを私たちスタッフもきちんと胸に感じ、責任を持っ

て子供たちを育てていきたいと思います。

3エクマットラニュース
2016年2月　発行　ダッカ



4里親のインタビュー

林　京子さん

自分の中には里親ということに対して
それほどの決心というものはなく、

ただ活動を応援したいという気持ちからでした。

新聞：バングラデシュの子供たちについて

のイメージがあれば教えてください。

林さん：バングラデッシュの子供たちへの

イメージとしましては、現実を知るまでは

とても可哀想なイメージしかなかったので

すが、初めてエクマットラの子供たちの写

真を見た時、とても笑顔で元気で可愛いの

が印象的で貧困というのは大人たちの世界

のことで、子供には関係ないことと認識し

ました。

今はとても元気で頑張りやで可愛いいイメ

ージしかありません。

新聞：ご自身は、どんな場所でどのように

過ごした子供時代でしたでしょうか？

林さん：私の実家はお寺で、父は僧侶でし

た。東京からすると岩手県というローカル

な地方ですが、それほどの田舎というほど

ではなく、不自由なく育ったほうではない

かと思います。

ただひとつ子供時代の思い出として記憶に

あるのが、小学校の遠足のおやつのことで

した。遠足といえば他の子供たちは沢山の

おやつを持っていったのですが、なぜか我

が家だけ質素で親に抗議したら、あなたが

沢山のおやつを持っていったら、もし何も

持っていけない子がいたらその子がかわい

そうでしょ！といわれ、そのかわいそうな

子は私なんだけどな、、、と子供心に思い

ながら、なぜか何も言えませんでした。よ

く、他人の立場になって考えなさいとは言

われましたが、その頃の自分はその意味も

よく考えず他人を思いやるなどなかったな

と、、、と今回の質問で懐かしく思い出さ

せてい ただきました。

子供の頃になりたかったものといえば、ス

チュワーデス。今は機内アシスタントとい

うのでしょうか。英語力が足りずにあきら

めましたが、今思うとなんでもう少し努力

しなかったのかなと、、、家人の反対もあ

りなぜか一年の挑戦であきらめましたね。

何が何でもという強さがなかったのかもし

れません。そんな若い頃でした。

新聞：日本の子供たちは今どのような環境

にいるでしょうか。バングラデシュの私た

ちに教えてください。

林さん：今の日本の子供たちの環境は決し

て良いものとは言えないかもしれません。

確かに物はあふれていて何不自由ないかも

しれませんが、精神的な心というものが置

き去りにされているような気がします。

今教育現場で問題になっていることはいじ

めの問題で、いじめを苦にして何人もの子

供が自殺するという考えられないことが現

実に起こっております。親とすれば耐えら

れない悲しみです。なぜ簡単に子供が自殺

などしてしまうのか、、、そしていじめる

子供が後をたたないのか、、、本当に悲し

い現実です。それに若い親がしつけと称し

て子供に暴力をふるったり、可愛い盛りの

子供が命を落としている現実もあります。

思いやりの心というのはどこにいってしま

ったのか、悲しい現実であります。

新聞：日本は豊かな国ですが、ホームレス

などもいると聞きました。日本にもやはり

まだ貧困があるのでしょうか？ 

林さん：確かに日本は先進国で豊かなイメ

ージですが、この頃では子供たちに学校の

給食費が払えない家庭があるなど、貧富の

差が生まれつつあるようです。それにホー

ムレスがいることも確かです。ただまだ日

本ではそういう現実があればそれなりの援

助が受けられるというか政策がなされるの

が、救いではないかと思います。しかし日

本にも程度の差こそあれ、貧困があること

は事実です。

新聞：どのようにしてエクマットラを知っ

たのでしょうか？

林さん：私は自分の息子が海外協力隊にな

ったのをきっかけに世界の貧困の現実を知

り、渡辺大樹さんの活動を知ったのが最初

でした。

たまたま息子と大樹さんが同じ歳というこ

とに驚き感動したのがきっかけでした。

次の頁に続く

林京子さんはエクマットラの活動を知ってから

里親という形でずっと私たちのファミリーメンバーとして

活動を支えてくださっています。

林さんが里親をしている少女の名はナスリン。

里親になった当初は丸刈りで男の子のようだった彼女も、

今はすっかりお姉さんになり高等学校に通っています。

エクマットラでは里親の皆様に３カ月に１回

子供たちからの手紙とギフトをお送りしていますが

林さんにお手紙を書くのがいつもとても楽しみだと、

ナスリンは言います。

そんな彼女の成長を見守り続けてくれている林京子さんに

今回はいくつかの質問をお願したところ、

大変快く引き受けてくださいました。

皆様にもそのインタビューの様子をご紹介いたします。

インタビュアー：渡辺　麻恵

2016年2月　発行　ダッカ



5手記

編
集
者
の
手
記

「幸せ」と「喜び」には違いがあります。幸せは、多くの場合自分以外のものからのアプローチによって感じら

れる場合が多いでしょう。美味しい料理を食べたり、美しいものを見たり聞いたり、第五感で感じられる幸せも

たくさんあるでしょうし、環境や状況の中で「ああ幸せだなあ」とふと感じる静かな幸せもあるでしょう。

それに対し、喜びとは自発的な行いにより獲得できる湧き上がるような感情でもあります。幸せを感じられる人

生、はとても素晴らしいものだと思いますが、魂がふるえるような、そんな喜びを感じられる人生は更に幸せな

ものだと思います。

そう、幸せと喜びという二つは実は異なるものであり、別々にも感じられるし深く繋がっていて、この二つが揃

うことにより無限大にそれぞれが膨張するのです。

私たちエクマットラの活動も、喜びと幸せ、この二つと共にあると思います。

子供たちにたくさんのことをあの手この手で伝え、それが「子供たちの成長」という形で表れた時に、心に大き

な喜びを感じます。

そして子供たちの笑顔を見る時、彼らを抱き締める時、心に幸せを感じます。

大変なこともあるけれど、そうしたことを感じられる活動に携わっているということは私たちの誇りでもありま

す。そしてそうした私達をいつもサポートしてくれる皆様には感謝してもしつくせません。

エクマットラに時間やお金や心や…色々な形で支援をしてくれた方が、子供たちの成長を見て喜びや幸せを感じ

てくださっている姿を見ると、私たちは更に幸せな気持ちになります。自分のことのように、同じく共感してく

れている方々のことも同じく誇りに思っています。本当にありがとうございます。

「バルタポットロ」はエクマットラの活動を伝えるためのものでもありますが、ただエクマットラの活動だけで

はなく、この国のストリートチルドレン全体の危険な状況を知らせています。もっともっと多くの人が、子供た

ちの笑顔に繋がる活動をしてほしいと願っているからです。

この「バルタポットロ」は路上にいる子供たちの声を届ける媒体として、これからもたくさんの人に届けていき

たいと思います。

今回も、この新聞を作るためにたくさんの方々が協力してくださいました。その方々に心から感謝をお伝えいた

します。

エクマットラは13年間活動をしてきて、その活動の集大成としてのアカデミーが今年いよいよ開校されます。そ

こでは、幸せを感じ喜びを得られるような環境で子供たちにたくさんのことを学んでほしいと思っています。そ

してその子供たちが社会に出て大切な役割を担えるようになるまで、私たちは子供たちを連れて未来まで一歩一

歩歩いていきたいと思っています。

皆様はここまで私たちと共に歩いてきてくれました。これからも共に歩いてくださることを願っています。

2016年2月　発行　ダッカ

新聞：里親になられると決心した理由はなんでしょうか？

林さん：先の質問と重なりますが、大樹さんの活動がまず自分の

息子と同じ歳というのに驚き、何か手助けをしたいという思いか

らでした。それが結果的に里親という方法になったのですが、、

、自分の中には里親ということに対してそ

れほどの決心というものはなく、ただ活動

を応援したいという気持ちからでした。で

も今は里親になりナスリンと一緒に成長さ

せてもらい、とても感謝しています。

新聞：これから大学受験を控えているナス

リン、そしてエクマットラのメンバーに応

援メッセージがあればお願いします。

林さん：ナスリンの大学受験はもちろんの

こと、子供たちも自分の夢や好きなこと、

将来やりたいことなどがあったらそれにむ

けて一生懸命勉強や努力をしてほしいと願

っています。必ず自分の道が開けてくると

思うので！今あなたたちはそういう環境に

いるということを忘れないでほしいと思っ

ています。そしてそんなあなたたちを見守

り応援している人が沢山いることも忘れず

に頑張ってほしいと願っています。

林京子さん、たくさんの質問にもとてもご丁寧にお答えいただき

本当にありがとうございました！

私が里親になったのはただ活動を応援したいという気持ちからでした。
4頁からの続き



6インタビュー

Abdus Shahid Mahmudはバングラデシュ・シシ

ュ・オディカル・フォーラム（BSAF）のディレ

クターで、1990年に18の社会活動団体により

このファーラムは始まりました。

現在参加している団体の数は267団体に増え、

今も精力的な活動をしています。

この団体はこの国の子供たちの

危険な状態を見て、どのような救済が必要かと

子供の権利を守るために始まりました。

インタビュー Jubair Shawan & 
Osman Gani Dipu

2016年になってもバングラデシュの児童労働の状況は変わらない

インタビュー　Abdus Shahid Mahmud

Abdus Shahid Mahmud 写真：エクマットラ

新聞：バングラデシュフォーラムはなぜ始

まったのですか？

AS Mahmud：国家としてその国の子供の権

利を守っていこうと、1990年に世界22カ国

でそうした活動をするフォーラムが作られ

ました。その時もバングラデシュでは、そ

うした活動が行われていなかったので、こ

の国でもそうしたフォーラムを作りたいと

思い私自身が立ち上げました。

バングラデシュの政府もそうした活動をす

るフォーラムを求めていましたが、たくさ

んの団体が個々に活動を行っている状態で

、政府だけでは手に負える状態ではなかっ

たのです。そういうわけで、そうした活動

をしている色々な団体と連絡を取るプラッ

トフォームとしてBSAFが作られました。

BSAFには三つの目的があります。一つ目は

、子供たちの権利について多くの人々に伝

えて分かってもらうこと。

二つ目は政府や行政にに支援してもらうこ

と。

三つ目は国として子供の権利に関するきち

んとした法律を作ること。

新聞：1990年から現在まで約25年の月日が

流れました。その間にどのくらいの成長が

ありましたか？

AS Mahmud：私たちがこのフォーラムを始

めた時は18個の団体から始め、それから少

しずつこの活動に賛同してくれる団体が増

え、現在は267個になりました。その数を

見ればたくさんの人々を巻き込んで進んで

来れたと言えるでしょう。

しかし、始めた当初に掲げた三つの目標は

いまだ達成されていません。子供たちの権

利について、この国の人々や行政や政府に

分かってもらうために私たちは努力をして

いますが、その活動の進み具合はとても遅

いと言えるでしょう。それはまだまだこの

国多くの人々がそうした問題に無関心であ

ることも理由の一つです。そうした問題も

ありますが、私たちは解決しながら進んで

いけると信じて活動しています。

新聞：バングラデシュ政府は2010年に、

2015年までに児童労働はなくなると発表を

しましたが、いまだに路上や様々な場所で

子供たちが働かされている姿を目にします

。そのことについてどう思いますか？

AS Mahmud：政府からそうした発表の後、

私たちは講演会やワークショップなどを行

い、政府も計画を立てて段階を踏みつつ皆

を巻き込んで進めていく予定でした。

しかし、児童労働をしている子供たちへの

調査、その後の子供たちのリハビリテーシ

ョン、そうした子供たちのための施設の建

設など、全ての活動が遅れてしまいまだま

だ前に進めていません。

児童労働は2015年の内になくすのが私たち

の目標でもありましたが、計画書を作り直

し2016年の12月までになくそうという新し

い目標が掲げられました。私は今毎日その

仕事に携わっていますが、正直なところ

2016年までに終わるとは思えません。

それは調査を開始したところ、予想以上に

児童労働している子供の数が多かったこと

、そうした環境にいる子供たちを保護する

のはとても困難だという現状があるからで

す。

親や家族がいない子供もいますが、多くの

場合は親や周りの大人達が子供を働かせて

います。そうした大人達にとっては子供は

労働力でしかなく、子供たちをそこから引

き離すのはとても難しい。そうした大人達

の同意を得なければなりませんから。

しかしどんなに遅れても私たちはやります

。たとえ少しずつでも、やるのとやらない

のでは違いますから。0と１は大きく違う

のです。

この新聞を通じてたくさんの方がこうした

活動の重要性を感じてくれることを願って

います。

新聞：今日は本当にありがとうございまし

た。

AS Mahmud：僕もありがとうございました。

児童労働は2015年の内になく
すのが私たちの目標でもありました
が、計画書を作り直し2016年の12月
までになくそうという新しい目標が
掲げられました。私は今毎日その仕
事に携わっていますが、正直なとこ
ろ2016年までに終わるとは思えませ
ん。
それは調査を開始したところ、予想
以上に児童労働している子供の数が
多かったこと、そうした環境にいる
子供たちを保護するのはとても困難
だという現状があるからです。

Ô
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チッタゴン

クルナ

チッタゴンでもダッカのように多くの子供たちが路上生活をして

います。彼らは安全な場所で守られるべき存在の年齢の子供たち

ばかりです。

約100名の子供たちは寄付で運営していたシェルターホームに住

んでいたけれど、その寄付が急になくなったため、住む場所を失

ってしまいました。

何名かは親族の元へ行ったり、別の場所に行けたけれど、そうし

た居場所をもらえなかった子供たちはストリートチルドレンとな

ってしまいました。

チッタゴンにはAporajeyo Bangadeshのセンターがあり、そのア

シスタントディレクターMustafa Rahman は言います。

「ユニセフなど大きな団体がたくさんのサポートをしてくれてい

ましたが、今はそれが全てなくなってしまったので地域の中で支

援者を募り、協力してもらいなんとか運営しています。」

また、Services for Children at Risk(SCAR) のプロジェクトデ

ィレクターであるNur-E-Alam Siddikiは言います。

「チッタゴンで二つのシェルターホームがあり、一つは100人の

男の子、もう一つは100人の女の子が住んでいます。チッタゴン

にいるストリートチルドレンのためにはこの二つのシェルターで

は十分ではありません。しかしまた一時的な寄付やプロジェクト

による支援に頼ると、同じことの繰り返しとなってしまいます。

大人の都合で、一度は安全な場所が見つかっても突然また路上に

放り出される子供たちがたくさんいるのです。私たちはそうした

問題を解決していかなければいけません。自分達でランニングコ

ストを作れたらよいですが、全ての団体がそうできるわけではあ

りません。国からの継続的な支援が必要です。」

寄付に頼らない継続的な支援を
文章：Kamrun Nahar

去年の8月3日、クルナの修理工場でラキブという少年が殴り殺さ

るという悲惨な事件がありました。犯人は修理工場のオーナーで

す。この出来事により公判が行われ、死刑判決が出ましたがまだ

刑は執行されていません。あの事件から6カ月経ちましたが、今

でもクルナではそうした児童労働や児童虐待が続いています。

子供に教育の機会を与えている団体World Visonは言います。

「この事件のように、毎日たくさんの子供たちがこのような危険

にさらされています。悲しいことに、クルナの修理工場のオーナ

ーのように子供を奴隷のようにこき使い虐待するような大人がた

くさんいるのが、この国の現状なのです。」

クルナの修理工場で働く人たちを束ねるKulna Bivagio motor

cycle garege malik samiti の代表Sheikh nurul Haque も言いま

す。

「昔はこうした仕事にたくさんの子供たちを雇いました。今はそ

うしたことは公には禁止されているので良識のある大人は子供を

働かせたりはしていません。私たちも注意して情報交換をしてい

ますが、残念ながら子供たちがそうした場所で働いている姿は毎

日のように目にします。全てを取り締まることは困難な状況です

。どうしたらこうした状況が改善されるのでしょうか。地域の住

民みんなと政府の大きな協力が必要だと私は思います。」

クルナでも、児童労働はまだ行われています。
文章：Ehsanul Haque Uday & Amit Kundo
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新聞：子供の頃はどんな子供でしたか？

Soumya Sarker：シャトキラという場所で

子供の頃過ごしました。その頃からクリケ

ットが大好きでしたがとにかく遊ぶことが

大好きで、おはじきや凧揚げなどもして毎

日友達と村を駆け回っていました。雨が降

れば雨に濡れて、池では水浴びしたり、自

然の中で育ちました。

新聞：学生時代は？

Soumya：僕が通っていたのは、公立の男子

校の生徒でした。

学校ではとにかく勉強の毎日でしたが、そ

の中でも友人と過ごした日々は本当に楽し

い思い出です。今も学生時代の友達と交友

はあります。忙しくて会えない時もあるけ

れど、自分の中ではとても大切な人達で、

会えないととても懐かしくて会いたくなり

ます。

新聞：クリケットプレイヤーになる夢はい

つから？

Soumya：学生時代からでクリケットがとて

も好きだったから、クリケットチームに所

属していました。クリケットプレーヤーに

なる、と初めて思ったのはそのチームで試

合をするようになってからです。クリケッ

トが好きで、勝ちたくて、試合をしながら

色々な県に行くようになりました。そして

2006年BKSP（バングラデシュの有名スポー

ツ学校）に入学しました。そこで正式なク

リケットを学びました。

under17で対外試合で外国にいけるチャン

スがありました。けれどそこでパスポート

がなかったことから選抜から漏れてしまい

インドに行けませんでした。そこから、自

分の意識が変わりました。とても悔しくて

…これからはプレイも、プライベートも全

てにおいて、クリケットプレイヤーとして

第一線に立てるように精進していこうと心

に誓いました。

新聞：クリケッターになる前は何を思って

いましたか？

Soumya：始めはお父さんのように先生にな

ろうと思っていました。その後医者になろ

うと思った時期もあります。

子供の頃に友達と遊んでいて、誤ってカミ

ソリでお腹を切ってしまったのです。その

時にたくさん血を見てとても怖くなって、

友達はどうなってしまうんだろう、お父さ

んお母さんはなんて言うだろう、と頭を抱

えて村を出ようと思いました。その後、友

達に謝り医者になろうと誓いました。今思

うと笑いがこみあげてきますが、その時は

真剣でした。

新聞：良いプレイをするための原動力は何

ですか？

Soumya：それは怖さです。あの時代表選手

を外された時の悔しさ、プレイができない

かもしれないという怖さ。その怖さがここ

まで自分を連れてきました。今思うとあれ

はとても大事な経験だったのだと思います

。

僕は思います。クリケットのプレイヤーの

仕事の一つは練習すること。練習は厳しい

ですが、あの時の気持ちを思い出すと絶対

に良いプレイをしなければという強い気持

ちが湧き上がります。

新聞：私たちの国では子供たちは路上に住

んでいたり危険な状態にいます。それをど

のように考えますか。

Soumya：彼らが危険な仕事をしたり路上に

住んでいるのは本当に嘆かわしいことです

。しかし子供たちに罪はありません。その

子供たちの裏には悪い大人の存在があるの

です。彼らに万引きをさせたり、悪い仕事

を教えたり…子供たちがどのように生きて

いくのかは彼らに主導権はなく、大人が主

導権をにぎっています。

新聞：エクマットラは、そうした子供たち

に勉強をしたりきちんと生活をする機会を

与えるための活動をしています。

Soumya：それは本当に素晴らしいことです

。けれどとても大きな、果てしない仕事で

もあります。私たちは皆でその活動をして

いかなければなりません。エクマットラの

活動は素晴らしいですが、できる範囲に限

界があるでしょう。エクマットラの活動に

もっとたくさんの人間が参加すれば、更に

大きなことができるでしょう。僕はそれを

願っていますし、僕自身もサポーターとし

て応援したいと思います。

新聞：最後に子供たちへのメッセージをい

ただければと思います。

Soumya：小さな夢ではなく、大きな夢を見

よう。そしてその夢を実現するためにたく

さんの努力をしよう。努力した分だけ、夢

は現実になるから。

新聞：今日はありがとうございました。

Soumyo：こちらこそありがとうございまし

た。

失う怖さを知り、僕はここまで進んできた

彼の名前はSoumya Sarker

クリケットのバングラデシュ代表選手

2010年2012年にunder19で出場

2014年１dayの試合にジンバブエとの対戦で出場

彼の子供の頃の話、どうしてクリケット選手になっ

たのか、路上生活を送っている子供たちについて、

このバルタポットロのインタビューに答えてくれま

した。

インタビュアー：渡辺大樹　& Jubair Shawan

Soumya Sarker
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最後の頁

開校までもう少し！
エクマットラリポート

路上生活をする子供たちに安全な生活と教

育の機会を与えるために、エクマットラで

はハルアガットにアカデミーを建設してい

ます。

名前は「エクマットラ・ダッチバングラバ

ンク・アカデミー」。

このアカデミーが開校した暁には約180人

の子供たちに、安全な住居と

教育を受ける機会を与えるこ

とができます。

2月6日には、ダッカのKr-

ishibid institutionという

場所でアカデミー開校を記念

した「introducing Ekmattra

Duch Banga Bank Academy」と

いうプログラムが行われまし

た。そのプログラムには建設

を多大にサポートしてくださ

ったダッチバングラ銀行の総

裁であるAtiyur Rhaman 氏も

来てスピーチをしてください

ました。またこのアカデミー

のデザインはこの国の著名な

建築家であるIqbal Habib 氏

がエクマットラの活動に賛同

してくださり、子供たちのた

めにと自然との調和を考えてのデザインを

してくださいました。このように、ハルア

ガットの自然の中にアカデミーを作りのび

のびと子供たちに成長してほしい、という

私たちの想いにたくさんの方々が共感して

くださり、色々な方面からのサポートを受

けてこの４月にようやく開校にたどりつけ

ることになりました。日頃からエクマット

ラを応援してくださっている皆様には、心

からのお礼と感謝をお伝えいたします。そ

して今後もぜひ、私たちのパートナーとし

て色々な形でエクマットラの活動に参加し

ていただければと思っています。よろしく

お願いいたします。

アカデミーの支援者
セカイラボ　バングラデシュ

セカイラボはアジア最大のエンジニアネット

ワークを誇る日本のIT会社です。

セカイラボを通じて、世界のエンジニアチー

ムに技術開発の依頼を行うことができるとい

う画期的なシステムは2013年12月にアジアの

15カ国で始まり、バングラデシュには2015年

から参入しています。エクマットラのアカデ

ミーには、実際に世界ラボのCEOとスタッフの

方々が視察に来てくださり、エクマットラの

活動を見た上でアカデミーで行うコンピュー

タークラスにかかる費用をサポートしてくだ

さることになりました。将来このコンピュー

タークラスからセカイラボで働くような優秀

なエンジニアが輩出されることを願います。

マザーハウス

マザーハウスはバングラデシュ発祥の日本のブラン

ドです。

ジュートバックから始まり、皮小物、衣類など今は

幅広くアジアで展開をしています。

バックや布などを自社工場で作り、バングラデシュ

で雇用を生みだし、バングラデシュ発の国際的なブ

ランドとして多くのファンを獲得しています。

そんなマザーハウスとは、今までもエクマットラの

子供たちにバックを寄付してくださったりと交流が

ありましたが、今後アカデミーでのクリエイティブ

デザインコースを全面的にサポートしていただける

ことになりました。

実際に活躍されているデザイナーや職人の皆さんか

ら、子供たちは多くのことを学び感じ取ることがで

きるでしょう。
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