ＪＡＭ会報

第２４号

2010 年９月発行

メータオ・
メータオ・クリニック支援
クリニック支援の
支援の会（ＪＡＭ）
会報メール
会報メール 第 24 号 〔2010
2010 年９月号〕
月号〕

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 24 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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グローバルフェスタに JAM も出ます！
グローバルフェスタ JAPAN 2010（http://gfjapan.com/）に出展することが
決まりました。初出展です。
ぜひ、ふらっとお気軽にお立ち寄りください。
開催日時 ：2010 年 10 月 2 日(土)・3 日(日)10：
)10：00～
00～17：
17：00
入 場 料 ：無料
開催場所 ：日比谷公園
◇
◇
◇
◇

東京メトロ丸の内線・千代田線 「霞ヶ関駅」 下車徒歩 2 分
都営地下鉄 「内幸町駅」 下車徒歩 2 分
東京メトロ日比谷線 「日比谷」 下車徒歩 2 分
JR・東京メトロ 「有楽町駅 (JR) (東京メトロ) 」 下車徒歩 6 分

←グローバルフェスタ２０１０の携帯サイト

ブースでは
ブースでは JAM の PR だけでなく、
だけでなく、
メソトから
メソトから届
から届いた民芸品
いた民芸品や
民芸品やシンシア医師
シンシア医師についての
医師についての本
についての本も販売します
販売します。
します。

１０月
１０月３日は、ワークショップも
ワークショップも実施します
実施します！
します！
10 月 3 日 14 時～14 時 30 分
ターフエリアにて
テーマは「
「国境の
国境の診療所から
診療所から見
から見たビルマ/
ビルマ/ミャンマーの
ミャンマーの難民と
難民と移民」です。
移民

そこで
当日の
当日の運営をお
運営をお手伝
をお手伝いしてくださる
手伝いしてくださるボランティア
いしてくださるボランティアを
ボランティアを募集します
募集します！！
します！！
フェスタ当日に JAM のスタッフと共にブースにて
JAM やメータオ・クリニックについて説明や多くの方への呼びかけをしていただきます。
いずれか１日でもかまいません。
気軽にわいわい楽しくすごしていただければと思っております。
募集人数：５名程度

性別、年齢：問いません

報酬等はありません。

■お申込み
申込み方法
参加ご希望の方は、
件名に
件名に「グローバルフェスタボランティア申
グローバルフェスタボランティア申し込み」とご記入の上、
本文に
本文
１．氏名（フリガナ）
２．連絡のつくメールアドレス（集合場所、時間等をお知らせするために使います）
３．当日連絡のつく電話番号（携帯番号など）
４．参加しようと思った動機（簡単でかまいません）
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５．参加可能日時
をご記入の上、
JAM 日本事務局 E メール ： support@japanmaetao.org

までお知らせください。

■ お申し込み締め切り

９月２９日
２９日（水）２１時
２１時
当日の集合場所や時間などは９月３０日頃に
お申し込みの際に教えていただいたメールアドレスにメールでお知らせします。
よろしくお願い致します。

シンシア医師の本 発売中！

『タイ・
国境の
の難民診療所―
タイ・ビルマ 国境
難民診療所―
女医シンシア
女医シンシア・
シンシア・マウンの
マウンの物語』
物語』
（新泉社、1800 円）

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

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。
ぜひお買い求め下さい！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイ・ビルマ国境の町メソット。
ビルマ軍事政権の弾圧を逃れてタイにやってきたものの、
お金がなく、病院に行くことができない難民や移民に
無料診察を続けている診療所「メータオ・クリニック」。
自身もカレン難民である院長のシンシア・マウン医師と診療所の
20 年以上にわたる取り組みを紹介する。
（本書帯より
本書帯より）
より）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
根本 敬氏（
敬氏（上智大学外国語学部教授）
上智大学外国語学部教授）
「私が尊敬してやまない女性医師シンシアさんの地道な医療活動と、
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彼女の人格的な魅力について、本書はとてもわかりやすく紹介してくれている。
メータオ・クリニックが抱える日常の苦難についても明確に書かれている。
本書の日本語訳出版を心から喜びたい。」
（本書解説より
本書解説より）
より）

現地スタッフ帰国報告会及び平成２１年度ＪＡＭ総会の報告

去る９月５日、平成２１年度総会・報告会が開催されました。
全国各地から５２名の方々にご参加していただきました。
皆様どうもありがとうございました。
１年間、当会をあたたかく見守ってくださった皆様にお会いできたことを
スタッフ一同、心より嬉しく感じております。
写真は報告会の様子です。
報告内容は当会ＨＰ（www.japanmaetao.org）に掲載しております。
ぜひ、ご覧ください。

メソト・マンスリー
今月のメータオ・クリニックの様子をお届けします。
【メソト（タイ北西部）＝米田 哲】

初めまして。9 月からこの病院で働き始めました、米田といいます。
小児科医で、救急、集中治療（ICU）、感染症を特に勉強してきました。
まだこちらに仕事に慣れてなくてあっぷあっぷしていますが、
できる範囲で、こちらの情報をお届けしようと思います。
よろしくお願いします。
ちなみに、御覧のとおり坊主頭ですが、宗教や政治、右翼や左翼とい
った団体とは一切関係ありません。
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つなげ、
つなげ、命のリレー
なんだか、どこかで見たことがありそうな
タイトルですが、今月は、メータオ・クリニ
ックで働いている、他の医療団体を紹介いた
します。
毎日、大勢の患者さんがメータオ・クリニ
ックを受診されます。
ほとんどの場合、ここを受診する患者さん
は、経済的に、あるいは政治的に、他に受診
できる病院がありません。でも、中には残念
ながらメータオ・クリニックでは対処できな
い、高度な医療を必要とする患者さんがいま
す。
そのような場合、まずは地元の公立病院で
あるメソト総合病院に紹介するのですが（も
ちろん治療費はメータオ・クリニックが持ち
ます）、メソト総合病院でも対応ができない
場合、車で丸 1 日の距離にあるチェンマイと
いう都会の病院まで搬送しなければなりま
せん。
お金もなく、言葉も通じず（ほとんどのビ
ルマの人はタイ語を話すことができません）、
土地勘もなく、何より、いつ不法滞在で逮捕
されるか分からない、そんな彼らに、自力で
チェンマイまで行け、というのは、死刑宣告
に近いものがあります。

そして、多くの病気では、1 か月に 1 回程
度、定期的に受診して薬の量を調節する必要
があります。1 回だけでも大変なのに、それ
を毎月だなんて！！

「 ビ ル マ 子ど も 医 療基金 （ 英 語名 Burma
Children Medical Fund）
」は、そういった患
者さんを、安全に、確実に、チェンマイの病
院まで行けるように、車の手配だけでなく、
地元政府と交渉して、ビルマ人の難民や移民
でも、病院できちんと治療を受けられるよう
にしてくれます。
僕がメソトに来て、わずか 1 週間でチェン
マイに行かねばならないような重症の心臓
病の子どもに 3 人も出会いました。
ビルマ難民・移民に携わる、いろんな職種
の人達が、心を一つにして、連携することで、
このような重症の子供たちを救うことがで
きます。
元気になった子ども達の笑顔を見ると、人
と人がつながると、1+1 が 2 ではなくて 5 に
も 10 にもなるんだなあ、って思います。

写真は、バンコクの病院で心臓病と診断されたけど、その後の治療に通えなくてメータオ・
クリニックを受診された赤ちゃんとそのお母さんです。
彼も無事にチェンマイの病院に行くことができました。
ビルマ子ども基金 http://www.burmachildren.com/

ＪＡＭ会報

第２４号

2010 年９月発行

★ ★ 現地での
現地での活動
での活動を
活動を日々、更新中
々、更新中です
更新中です！
です！ ★★ ぜひ、
ぜひ、ご覧ください。
ください。
いまを生
いまを生き、明日をつくる
明日をつくる (医師 米田 哲のブログ)
ブログ)

http://kodomonoegao.blog74.fc2.com/

国内から

JAM のロゴが
ロゴが決まりました
【東京＝岡谷 賢孝】

先日の総会にて、JAM のロゴ発表および入賞者の表彰を行いました。
入賞者は以下の 4 名です。

シンシア・
シンシア・マウン賞
マウン賞
ターウィン賞
ターウィン賞
ターウィン賞
ターウィン賞
JAM 特別賞

東京都・
東京都・高橋正広 様の作品
東京都・
東京都・若松雅通 様の作品
大阪府・
大阪府・MP グラフィック 様の作品
愛知県・
愛知県・佐々木久子 様の作品

当日は、MP グラフィック様を除く 3 名が出席され、表彰の後、簡単なスピーチをされました。
入賞の感想および作成意図は以下の通りです。

【高橋様】
高橋様】
「会の活動がひとめで理解して頂けるように子どものイメージを jam という小文字に重ねて
表現しました。
WEB サイトで使われている素晴らしい子ども達の画像と組合わせたり、小さなサイズでアイ
コンやバッジなどにも展開できることを意図しています。
報告会にも参加させて頂き強い印象を受けました。
わたしにできることから協力させて頂ければと感じた次第です。」
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【若松様】
若松様】
「多くの作品の中から選ばれて大変光栄です。
貴ホームページの右上にある楽しそうな子供たちの写真をシルエットにしました。
子供たちを”輪”が包んでいます。これはＪＡＭに寄せられた暖かい支援です。
Ｊの頭の赤の楕円はＪＡＭの更なる発展を表しています。」

【MP グラフィック様
グラフィック様】
「このたびは栄えある賞を頂き大変嬉しく思います。
ロゴデザインには、国境など関係なく子供達は平等であり幸せになって欲しいという思いを
込めました。」

【佐々木様】
木様】
「入賞と聞いて、家族みんなで大笑いです。
若い人達の作品を拝見して、そのすばらしさに、驚いておりました。
「もう、恥ずかしい、応募しなければよかったよ。」 と思っていたところ、
姪から、ほのぼのとして良かったよ、とメールが入り、少し救われた気がしました。
そして今度は特別賞ですからね、ビックリですよ。」

また、高橋様はその後、賛助会員にもなって下さいました。高橋様ありがとうございます！
このロゴは今後、さまざまなところで皆様のお目にかかると思います。
このロゴをぜひ会員の皆様の手で育ててください。
どこで、どのように使えるでしょうか。

ご意見は
意見は、support@japanmaetao.org までお寄
までお寄せください。
せください。

賛助会員の皆様へ、会員更新のお知らせ
初秋の候、会員の皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
日頃よりメータオ・クリニック支援の会（以下ＪＡＭ）にご支援いただき、心より感謝申し上
げます。
さて、賛助会員としてご入会いただいてから１年が過ぎました。
１年間ＪＡＭの活動を応援してくださり、誠にありがとうございました。
皆様の会費と寄付に支えていただき、私たちはメータオ・クリニックの院内感染予防活動およ
び移民自治学校における保健活動等、支援を展開することができました。
今後も現地の保健医療サービスの向上により、ひとりでも多くのビルマ/ミャンマーの人々が心
身ともに健康的に生活することができるよう、尽力してまいります。
引き続きＪＡＭの活動をご支援いただきたく、ご賛同いただける方は会員更新の手続きを宜し
くお願い申し上げます。
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なお、更新を希望されない方につきましては、手続きは不要です。またご支援いただける機会
をお待ちしております。

賛助会員 更新手続き（年会費入金）の方法について

■更新手続き
更新手続きの対象
2009
2009 年 7 月～9 月までに賛助会員となられた方
までに
※対象の方には別途メールにてご連絡いたします。

■更新を希望される方は
＜年会費＞
年会費＞

下記の年会費を郵便振込先へご入金ください。
一般会員：３，６５０円／年
学生会員：１，８２５円／年
法人会員：３６，５００円／年

＜振込先口座＞
振込先口座＞
銀 行 ： ゆ う ち ょ 銀 行 [金 融 機 関 コ ー ド ： 9900]
店 名 ： 〇 〇 八 店 （ ゼ ロ ゼ ロ ハ チ 店 ） [店 番 ： 008]
口 座 番 号 ： 普 通 2577010
口座名義：メータオ・クリニックシエンノカイ
※ 当会が入金の確認をもって手続き終了となります。
※ メールにて更新手続きの完了をお知らせいたします。

■ 注意事項

・会員の有効期間は、入金日から 1 年となります。
・住所、氏名、メールアドレス、振込名義に変更がある場合は、下記の事務局までご連絡く
ださい。

■更新期限

2010 年 10 月 31 日まで

※ 期限を過ぎてから入会する場合は、ホームページより新規の方法でお手続きください。

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
ホームページアドレス： www.japanmaetao.org
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編集後記
先日、空の日フェスティバルというイベントで
来月２１日開業の羽田空港の新しい国際線ターミナルに行ってき
ました。
至近距離でポケモンジェットーーーー！！
ポケモンジェットーーーー！！
思わず鳥肌が出るほど大興奮です。
今は、超大人気ジャニーズのグループ「嵐」の飛行機も飛んでいる
んだとか。この日は、見つけることができなくて残念・・・。
来月から、羽田空港―バンコク便が就航するそうです。私の中の「日本とメソトの距離」がも
う少し、近くなりそうです。（我が家から羽田空港まで３０分かからないから）
さて今月から、現地の情報を伝える担当者が変わりました。３代目です。
ブログも、書いております。ぜひ、ご覧ください。
グローバルフェスタも、出展が決まってどきどきわくわく。
今、スタッフ総出で準備中です。
でも、本音を言うと、どれくらいお客さんが来てくれるかな？
会員さんもどれくらい来てくれるかなぁ？JAM のことが知らない人も、興味を持って立ち止まっ
てもらえるかな？実は、ちょっと心配だったり。
グローバルフェスタ自体、実は私は行ったことがありません。
でも、ホームページを見ると、芸能人いっぱい来るみたいです！！さすが、東京！！

フェスタ当日
フェスタ当日、
当日、JAM のブースを
ブースを見つけたら
つけたら、
たら、
ぜひぜひ
「わたし
ぜひぜひ、
ぜひ、
「わたし、
わたし、会員です
会員ですー
ですー！！」と
！！」と教えてくださいね☆☆☆
えてくださいね☆☆☆

次号の予定
次号の JAM の会報は、１０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・
メータオ・クリニック支援
クリニック支援の
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 E メール ： support@japanmaetao.org
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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