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メータオ・クリニック支援の会（ＪＡＭ） 

会報メール 第 116 号  

〔2019 年 10 月発行号〕 
 

  

ＮＰＯ法人メータオ・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 116 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２カ月に一度、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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グローバルフェスタ JAPAN 2019 のご報告 

  

いつもご支援くださりありがとうございます。JAMの池村と申します。 

 

台風１５号および１９号の被害に遭われた地域の方々に心よりお見舞い申し上げます。1

日も早いご再建をお祈りいたします。 

 

9月28,29日に行われた「グローバルフェスタJAPAN2019」（以下、「グロフェス」）のレポー

トをさせていただきます。 

 

 

さかのぼること2019年6月のJAM定例会でのミャンマー祭りの振り返り。 

 

 「展示パネルが随分と古くなったから新しくしてはどうか」 

 「ブースを手伝ってくださる方々がJAMの活動を説明するのが大変」 

 「書籍をPRする動画を作ってはどうだろう」 

 

そして、グロフェスに向けて３つの計画が立ち上がりました。 

 

 ①展示パネル刷新 

 ②JAMの活動を分かりやすく表わす横断幕の作成 

 ③書籍「国境の医療者」PR動画制作 

 

 

 

 

① 展示パネル刷新 

 近年グロフェスがメインテーマとして掲げている「SDGs」（※）に合わせ、メータオ・クリ

ニックのホームページにあるSDGsへの取り組みの日本語訳と、JAMの活動にSDGsアイコンをつ

けたパネルを制作しました。 

 完成したパネルはカラフルで項目一つ一つが分かりやすく、活動内容がよく伝わるものに

なったと思います。 

 また、「国境の医療者」に写真を提供してくださっている写真家・渋谷敦志さんの写真、難

民画家マウンマウンティンさんの作品など、新パネルは60枚を超えました。 

（※）Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標） 2015年9月の国連サミットで

採択された17のゴール・169のターゲットで構成される国際目標 
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② 横断幕の作成 

 お母さんが子供にキスをしている写真を大きく目立たせて、JAMの活動を伝える“私たち「メ

ータオ・クリニック支援の会（JAM）」は、彼らの権利と幸福を守るため、メータオ・クリニ

ックとクリニックを応援する世界の支援者とともに、医療支援と保健活動を行います”の言

葉と、「国境の医療者」表紙・JAMホームページや各SNSのQRコードを添えたポスターサイズの

横断幕を作成しました。 
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③ 書籍PR動画制作 

 この8月にメーソットへ行き、メータオ・クリニックおよび国境周辺を撮影してきました。

（ちなみに私、素人です。。。） 

 PR動画が諸々の準備の中で最も苦戦しました。撮影時も内容が固まっておらず、とにかく

素材集めに東奔西走し、帰国してからも思い出す度に頭痛（笑）、完成したのはグロフェス直

前の9/24でした。 

 

 

上記を含めグロフェスでは下記を実施しました。 

 ・新パネル展示 

 ・横断幕掲示 

 ・「国境の医療者」PR動画展示 

 ・特設ブースの「活動報告コーナー」にてプレゼン 

 ・ミャンマー少数民族女性グループの手工芸品展示 

 ・ミャンマーの伝統美容「タナカ」フェイスペイント体験 

 ・ブースにて「タイ・ミャンマー国境の現状」と題したミニ講演会 

 ・「国境の医療者」と渋谷さんの著書「まなざしが出会う場所へ」の試読・販売 

 

 

何よりも心がけたのは展示物やJAMスタッフを通して来場者の皆さんに、 

 ・メータオ・クリニックを知ってもらうこと 

 ・JAMの活動を知ってもらうこと 

 ・タイ・ミャンマー国境周辺の人々を身近に感じてもらうこと 

でした。 

 

みんなの思いが国境周辺の人々に届きますように。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

「国境の医療者」PR動画 

https://youtube.com/IWgU6bEo4kM 

 

□JAMブースの全天球写真です。当日の雰囲気を感じていただけましたら嬉しいです。 

https://theta360.com/s/f6IdX58c4TtWB8hlqYJ54qg6a?utm_source=app_theta_ios&utm_medi

um=referral 
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国内から 

【東京＝神谷 友子】 

みなさまこんにちは。メータオ•クリニック支援の会(JAM)日本事務局の神谷です。2015〜2017

年に JAM から現地派遣員として、2 年間メータオ・クリニックで活動させて頂きました。早いも

ので、任期を終えて帰国してから約 2 年が経とうとしています。 

  

 メソトで生活し、メータオ・クリニックのスタッフや現地で出会った様々な人と過ごしていく

中で、地域の中で地域住民の暮らしをサポートする事の大切さを感じていました。海外で生活し

ていると、はて私の住んでいた日本は一体どうだったのか？とかえりみて疑問に思う事がありま

した。日本の地域福祉の現場をもっと知り、貢献したいという想いから、任期後は地元の埼玉県

にある障害福祉活動を行なっている団体で看護師として仕事をしています。 

  

 医療的なケアが必要なこどもは、通常の保育園や幼稚園、学校で受け入れてもらえない事が多

く、行き場がなくなってしまいます。そのため、人工呼吸器や経管栄養などのケアが必要なこど

もが安心して通う事ができるデイサービスが少しずつ増えてきました。未就学のこどものための

「児童発達支援」、小中高校に通うこどものための「放課後等デイサービス」などです。 

  

  現場で仕事をしている中で、様々な課題がある事を知るようになりました。まずは、入院での

治療が落ち着き自宅へ帰れるとなったとしても退院後のサポート体制が整っていないこと。こど

もをみてくれる訪問診療や訪問看護が少ないのです。児童デイサービスも十分足りているとは言

えない状況です。こどもたちの安全と健康をサポートしながら発達を促していくために、保育士、

看護師や、理学療法士、作業理学療法士、言語聴覚士といったリハビリ職員のなり手が少ないと

いう現状です。障がいのあるこどもたちが通う特別支援学校では、医療ケアのある子は、通学バ

スに乗れずに保護者が送り迎えをしたり、学校での医療ケア対応のために付き添いが必要なこと

もあります。自治体や学校により対応は異なりますが、体調が悪くて休まなければならないとい

う状況ではなくても学校での教育を受けたり、お友だちと一緒に遊んだりといった活動が制限さ

れてしまいます。また、ここ最近では、地震や台風などの自然災害時の問題もあります。停電時

に、人工呼吸器や痰の吸引器の電源はどう確保するのか？浸水や倒壊で自宅を離れて避難する時

はどこへ行けばいいのか？ 

  

 先日の台風では関東地方のあちこちで川が氾濫し、私の自宅近くの家は浸水してしまって自治会

館に避難した住民もいました。いざ、という時に頼りになるのは近くに住んでいる人でしょう。

メソトでは、普段から地域のみんなでこどもを育てたり、隣の部屋の高齢者の様子を覗きに行っ

たりとご近所のコミュニティがありました。地域のどの家に、どんな人が住んでいるのか？普段

の生活でどんな困り事があって支援を受けているのか？災害時など誰が安否確認や必要なお手伝
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いをするのか？災害時に自力での避難が難しいため配慮が必要な人たち、いわゆる災害弱者とし

て、障がいのある人、病気のある人、高齢者、妊婦、こども、外国人、旅行者といった人たちが

いたらお手伝いが必要となります。地域に生活する住人として、またコミュニティナースとして、

できることを考え、実践していきたいと思います。 

 

 

 

国境の医療者 全国の書店で絶賛発売中！ 

 

メータオ・クリニック支援の会(JAM)が設立 10 周年を記念して出版い

たしました『国境の医療者』は、引き続き絶賛発売中です。 

 

歴代派遣員がそれぞれ試行錯誤しながら、体当たりで経験したストー

リーをリレーエッセイにしています。また、JAM に関わる様々な方か

ら寄せ書き形式でいただいたメッセージも盛り込まれています。 

写真家の渋谷敦志さんのご厚意で掲載させていただいた写真もあり、

とても印象的な一冊です！ 

 

日刊ゲンダイ Web での書評をはじめ、様々なメディアで紹介していただいております。以下

で一部を紹介いたします。 

 

 

◎JICA 広報誌「mundi」7 月号に掲載していただきました。 

 

 

 

新聞でも紹介していただきました。 

◎ 沖縄タイムス、7 月 6 日、21 面「読書」欄（下） 

◎ しんぶん赤旗、5 月 26 日（右下） 
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◎ 「Yahoo!ニュース 本屋大賞 2019 年ノンフィクション本大賞」で、いとうせいこうさんが

「おすすめノンフィクション本」として紹介してくださいました。 
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いとうせいこうさんには、5 月 18 日の「朝日新聞」にも書評を書いていただきました。

 
 

編集後記 

たまたま耳にした歌。なんだか前向きな気分になれたので何というタイトルかな？と思い、

聞こえてきた歌詞の一部だけでネットで検索したら、簡単に YouTube で動画が見つかりまし

た。なんと便利なことでしょう。 

ジャニーズ WEST の「人生は素晴らしい」という歌でした。この編集作業をしながら何度も聞

いたので今日の作業はいつもよりはかどったかも？！ 

さて、YouTube といえば。 
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このたび、JAM の書籍「国境の医療者」の PR 動画を作成しました。YouTube にアップしてお

ります。約 4 分の動画です。本の宣伝でもありますが、当会の活動について知ってもらえる

ように編集しております。まだ閲覧数が少ないのでぜひ、皆さまに見ていただきたく、どう

ぞよろしくお願いします。 

「国境の医療者」PR 動画 

https://youtube.com/IWgU6bEo4kM 

 

次号の予定 

次号は、12 月中～下旬ごろ配信の予定です。 

現地からの最新情報は、インスタ、ツイッター、ホームページでも、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(JAM)の活動を支援して下さり、心より御礼を申し上げます。JAM

の活動は皆さまからの温かい寄付によって支えられ、院内感染予防活動、移民学校での啓発活動

など様々なプロジェクト・設備投資を実施しています。 

支援の輪が広がっていけるよう、どうぞ当会の Facebook もフォローして「いいね」や「リツイー

ト」で応援してください。 

 

当会では、都度の支援金の受け入れとともに、「1 日 10 円からの支援」を基本とし、継続的なご

支援をお願いする賛助会員制度を用意しております。 

【一般会員】3,650 円/年   【学生会員】1,825 円/年   【法人会員】36,500 円/年 

当会ホームページにアクセスしていただき、お申し込みフォームから会員登録のうえ、指定の口

座へのお振込をしていただきますと、賛助会員として登録させていただきます。詳しくは当会ホ

ームページをご覧ください。 

 

 

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

ＮＰＯ法人メータオ・クリニック支援の会  Japan Association for Mae Tao 

Clinic（JAM） 

 

日本事務局宛て 

E メール 

support@japanmaetao.org 

JAM ウェブサイト www.japanmaetao.org 

Facebook 

 

Japan Association for Mae Tao Clinic (JAM) で検索して下さい。 

https://www.facebook.com/JapanAssociationforMaeTaoClinic/ 

Instagram https://www.instagram.com/japan_association_maetaoclinic/ 
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Twitter https://twitter.com/japanmaetao 

 

※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。 

 


