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メータオ・クリニック支援の会（JAM）支援者の皆様 

 

いつもご支援していただき、誠にありがとうございます。  

JAM 会報メール第 35 号をお送りします。 

 

JAM は 2008 年 3月に発足された NGO です。ビルマ／ミャンマーからタイへ貧困や戦火を

逃れてきた人々の病院、メータオ・クリニックの活動を支援する目的で設立されました。 

 

 

支援者の皆様へ JAM の最新の活動を毎月中～下旬ごろ、会報メールにて発信いたします。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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メソトマンスリー 

 

現地スタッフより現地スタッフより現地スタッフより現地スタッフより        
                                                    

                                                【メソト＝前川 由佳】 

 

いろんな方から無事かどうかのご連絡を頂きました。 

 

クリニックのスタッフからも、心配の電話をもらいました。 

昨日会ったけどな…と思いつつ、いつも気にかけてくれてる多くの方の優しさを感じます。 

 

 

メソトにいるとビルマの人はみんないい人ですが、 

 

 

身の安全を第一に、慎重に過ごします。 

 

私は無事です。 

 

こんな感じで。 

 

 

 

 

 

ドナーミーティング開催ドナーミーティング開催ドナーミーティング開催ドナーミーティング開催    

 

10 月 17、18 日の 2 日間、メータオクリニ

ックにてドナーミーティングが開催されまし

た。 

ビルマの人々の医療を支えている組織は、メ

ータオクリニックはじめ、ビルマ国内での医療

を支えているビルマメディカルアソシエーシ

ョン、ビルマ国内で移動診療活動を行っている

バックパックヘルスワーカーチームなど、その

地域と役割を分けて存在しています。これら医

療組織の運営はそのほとんどが寄付によって

成り立っており、このドナーミーティングは各

組織と寄付団体とが一堂に会し、対面しての意

見交換が行われる唯一の場となっています。 

 

寄付団体は、アメリカ、イギリス、オースト

ラリア、カナダなど世界各国に渡ります。遠方

から訪れた寄付団体に生の声を届けるべく、各

組織の報告内容には力が入ります。 

寄付団体もその熱い声を受け止め、時にはす

るどい質問も飛び交います。 

 

拡大するクリニックの役割、移民学校の進む

道、ビルマ国内での医療の現状、決して終るこ

とはなく増え続ける多くの課題に対して医療

組織と世界の寄付団体が一丸となってその未

来を模索します。 

 

もちろん、次年度の予算も発表されました。

どの寄付団体も真剣な面持ちでその発表に耳

を傾けます。2012年の予算額は約 5億円。し

かし、現在、確保できている金額は、2億円の

み。不足金額は約 3億円にも及びます。いかに

して不足金額を補うか、各寄付団体もその膨大

な金額にすぐに答えは出せません。 

 

ただ、ビルマの医療を支えるべく奮闘する医

療組織の人々、同じ想いで世界から集まる多く

の寄付団体の姿、そこにこの答えを見つけるた

めの一筋の光があることだけは間違いありま

せん。 
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（写真左下）：会場の様子。 

世界各地から多くの寄付団体が参加しました。 

 

         
 

（写真右上）：シンシア先生からクリニックの現状報告の様子。 

すべての参加者がその報告に聞き入ります。 

  

 

 

 

きょうのゆめきょうのゆめきょうのゆめきょうのゆめ    
 

今月の主役はレッレッウィンちゃん、13歳です。 

3 年前に家族全員でカレン州ミャパタイからタイに移り住んでき

ました。 

両親はバンコクで働き、お姉ちゃんとレッレッウィンちゃんは、

Rocky Mountain School という山の上にある学校の寄宿舎に住

んでいます。 

 

学校で勉強するのが好きだというレッレッウィンちゃんの将

来の夢は、学校の先生になること。 

 

高学年のお姉さん達が勉強する教室を覗きに来ては興味津々、

見慣れない日本人の私を見つけては興味津々…好奇心旺盛な女

の子です。 

 

その抜群の好奇心で多くのことを吸収して、知識と経験豊富な

素敵な先生になってね。 

  

 

恥ずかしがってなかなか写真を撮らせてくれなかったレッレッウィン

ちゃん。 

出会って 2日目にやっと撮らせてくれました。ちょっと照れてるかな。 

 

 

教室を覗きに来ていたレッレッウェイちゃん。 

何を勉強しているんだろうと気になってしょうがありません。 

 

 



ＪＡＭ会報 第３４号 

2011年９月発行 

 

 

 

新現地スタッフのブログがスタート！ 
 

新しく現地スタッフとして赴任している看護師、 

前川由佳のブログです。 

 

 

人、想い、メータオへ。人、想い、メータオへ。人、想い、メータオへ。人、想い、メータオへ。    
http://omoimaetao.blog.fc2.com/ 

 

 

現地の様子や現地での彼女の生活っぷりなど、不定期に更新の予定です。 

 

ぜひ、ごらんください。 

 

 

国内から 

    

メータオクリニックとの出会いメータオクリニックとの出会いメータオクリニックとの出会いメータオクリニックとの出会い                

【東京＝田辺 文】 

 

日頃より JAM をご支援いただきありがと

うございます。 

JAM 日本事務局の田辺と申します。2009 年

～2010 年、メータオクリニックでボランテ

ィア医師として勤務しました。 現在は都内

の病院で働きながら JAM を通じてクリニッ

クを支援しています。 

  

メータオクリニックとは、タイに流入した

ビルマ難民が、不法移民の立場から医療や教

育を受けられない同胞のために作った自助

組織で、診療所や移民学校、孤児院などを運

営しています。そこは政府の存在しない国と

国の狭間。診療所で診療に当たるのはクリニ

ックが独自に育てたヘルスワーカーたちで

す。 

  

病院の同僚を中心に結成された JAM は、新し

い運営スタッフやあたたかい支援者に恵ま

れ、少しずつ現地にまとまった支援を送った

り、現地派遣ボランティアに最低限の生活費

や渡航保険を提供したりできるようになり

ました。心から感謝いたします。 

  

どういうきっかけでメータオクリニックを

支援するようになったのか、とよく聞かれま

す。私事で恐縮ですが、今回はそのことをお

話しようかと思います。 

 

 

 ビルマ軍事政権の民主化運動弾圧や民族

紛争、大量の難民流出、20 年以上存在する

国境の難民キャンプ・・・。 

恥ずかしながら、メータオクリニックをと

りまくこうした情勢を知ったのはクリニッ

クで働こうと決めた後のことです。 

 

JAM ができた 1年目の夏、看護師の同僚と

初めてメータオクリニックを訪れました。ク

リニックは病人やけが人、付き添いの家族と

スタッフ、研修中の若者、数え切れないその

子どもたちで賑わい小さな村のようでした。

誰かが手術を受ける傍らでカラオケが大音

量で流され、スタッフと家族がお昼のおかず

を煮る。子ども達はクリニックから学校に通

い、放課後は若いスタッフから蹴鞠を教わる。

そして誰かが臨終を迎える・・・・。 

 

病気や怪我から不本意な共同生活を強い

られ、日常から完全に切り離された入院患者
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さんを診てきた私にとって、それは「病院」

のイメージを大きく変えた体験でした。 

 

「こんな病院で働いてみたい。」 

 

不謹慎ながら、そんな興味が私の最初の動

機だったのです。 

 

 

その 1 年後、メータオクリニック外科病棟、

院内感染予防チーム、学校保健チームの一員

として勤務を始めました。そして改めて、彼

らが「不法移民」としてタイで不安定な生活

を余儀なくされた背景を知る事になるので

す。民主化デモに参加して地元にいられなく

なったこと、民族語で教える母校が燃やされ

たこと、家族でジャングルを逃げたこと、兄

弟で違う軍の兵隊にとられたこと、たくさん

税金を取られながら病院にも学校にもいけ

なかったこと。患者さんの傷を洗いながら、

一緒に昼寝をしながら、クリニックの裏で缶

ビールをのみながら、彼らの思い出と苦悩を

通して、ビルマと国境の現状について学ばせ

ていただきました。 

たくさんの事を教えてくれた彼らの仕事

は、自分のいる場所に関わらず、手伝ってい

きたいと思っています。 

 

帰国後は 1 年半という長い離職にもかか

わらず、理解ある上司と同僚のおかげで職場

に復帰することができました。日本の病院ス

タッフのチームワーク、責任感、そして患者

さんへの細やかなケア。いまさらながら、世

界に誇れる質の高さだと実感しています。一

緒に手術や包帯交換をしながら、居酒屋で生

ビールを飲みながら、また勉強を続けさせて

いただいています。 

 

3 年目となった JAM は、新たな看護師のボ

ランティアを派遣しました。 

移民学校児童の栄養改善プロジェクト、寄

宿学校の子どもたちの心理的サポートなど、

息の長いプロジェクトを実施すべく準備を

進めています。宣伝下手は自覚していますが、

毎年 10 月におこなわれるグローバルフェス

タにも 2年続けて出展しました。ブースやワ

ークショップにて、足を止めて話を聞いてく

ださった方がいたことはとても嬉しかった

です。 

 

ビルマでは約 2000 人いた政治囚のうち

200人以上が釈放されるなど、新政権発足後、 

人権問題は少しずつ改善してきているよう

にも思われます。しかし、国境での戦闘が終

わり、安定が得られ、無数の難民や移民労働

者が自国で安心して暮らせるようになるま

でにはまだまだ時間がかかるでしょう。その

ときまで、子ども達がお腹をすかさず、そし

て、クリニックの同僚たちが、希望を持って

仕事を続けてくれればと切に願って止みま

せん。 

  

 

これからもどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

   

 

 

 

 

  

シンシア医師の本 発売中！  

 

    

『タイ・ビルマ『タイ・ビルマ『タイ・ビルマ『タイ・ビルマ    国境の難民診療所―国境の難民診療所―国境の難民診療所―国境の難民診療所―    

女医シンシア・マウンの物語』女医シンシア・マウンの物語』女医シンシア・マウンの物語』女医シンシア・マウンの物語』    

（新泉社、1800円） 

    

全国の書店、またはアマゾン等で発売中です！！全国の書店、またはアマゾン等で発売中です！！全国の書店、またはアマゾン等で発売中です！！全国の書店、またはアマゾン等で発売中です！！    

グローバルフェスタ２０１１でも、販売します！グローバルフェスタ２０１１でも、販売します！グローバルフェスタ２０１１でも、販売します！グローバルフェスタ２０１１でも、販売します！    
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当会が編集協力した『タイ・ビルマ国境の難民診療所―女医シンシア・マウンの物語』 

（新泉社、定価 1800円）が発売中です。 

 

本書は、当会の支援先であるメータオ・クリニックとその創始者シンシア・マウン医師に

焦点をあてたものです。 

当会は、さまざまな現地情報の提供、スタッフの梶藍子看護師による体験記の収録等で協

力しました。 

 

本書の印税は、当会を通してクリニックへ全額寄付されます。 

 

 

編集後記 
 

今年も、グローバルフェスタが無事に楽しく終わりました。 

お手伝いに来ていただいた方々、様子を見に来てくださった方々、本当にありがとうございまし

た。 

一点ものの小物類もたくさん売れました。 

現地の民族衣装がだんとつ人気！！で午前中には完売してしまいました。 

 

そして・・・今年は・・・なんと！！！ 

 

大女優、藤原紀香さまさまが！！！ 

われら JAMブース！！ 

 

 

・・・の前を優雅に通っていかれました。 

 

 

いやぁ、うつくしかったです。ほんと。 

手を振ったら、手を振ってくれました。（あれは、きっと、私に手を振ってくれたはず！） 

その瞬間、うつくしさに悩殺です。メロメロです。 

 

いやぁ、しかし、うつくしかったですよ。何度も言いますけど。ほんと、うつくしかった。 

 

 

次号の予定 
 

次号の JAMの会報は、１１月中～下旬ごろ発行の予定です。 

ホームページは、随時更新していきますので ぜひ、お時間があるときにご覧ください。 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

メータオ・クリニック支援の会メータオ・クリニック支援の会メータオ・クリニック支援の会メータオ・クリニック支援の会        Japan Association for Mae Tao Clinic（（（（JAM）））） 

 
日本事務局宛て日本事務局宛て日本事務局宛て日本事務局宛て E メールメールメールメール    ： support@japanmaetao.org 

 

ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス         ： www.japanmaetao.org 

 

※掲載されている全ての内容、文章の無断転載を禁止します。 
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