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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 27 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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ミャンマー／ビルマ難民 緊急救援基金開設のお知らせ 

 

2010 年 11 月 7日総選挙が行われたミャンマー／ビルマ。 

 

その東部カレン州に位置するタイ国境地域では 

反軍政を掲げる少数民族の武装勢力とミャンマー／ビルマ国軍が交戦する事態となり、 

戦闘を逃れた 1万人以上もの難民がタイ側へ流入しています。 

 

最近のメソト周辺の様子などの映像が現地から届きました。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MhxhDJ-T8qg（映像） 

 

シンシア先生のプレゼン 

http://www.youtube.com/watch?v=Fgbk0bhYDOk 

 

 

今後もメータオ・クリニックではクリニックやその周辺の食糧や医療を必要とする多くの

人々に手を差し伸べていく予定です。 

 

当会からも、皆様からいただきました寄付金は 

１１月１５日に３５万円、 

１１月１６～１２月１７日に集まった 312,377円(3672.44 ドル)を 

メータオ・クリニック緊急支援基金宛に海外送金いたしました。 

ご支援ありがとうございました。 

 

メータオメータオメータオメータオ・・・・クリニッククリニッククリニッククリニック支援支援支援支援のののの会会会会ではではではでは    

メータオメータオメータオメータオ・・・・クリニッククリニッククリニッククリニックをををを通通通通じてじてじてじて    

戦火戦火戦火戦火をををを逃逃逃逃れてきたれてきたれてきたれてきたミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー／／／／ビルマビルマビルマビルマ難民難民難民難民のののの方方方方々々々々にににに対対対対してしてしてして    

緊急救援基緊急救援基緊急救援基緊急救援基金金金金をををを開設開設開設開設していますしていますしていますしています。。。。    

    

皆様の温かいご支援をお待ちしております。 

 

 

↓↓↓↓↓↓↓↓おおおお振込先振込先振込先振込先↓↓↓↓↓↓↓↓    

 

銀行名：ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行銀行銀行銀行    

金融機関コード：９９００９９００９９００９９００ 

店名：〇〇〇〇〇〇〇〇八店八店八店八店（（（（ゼロゼロハチゼロゼロハチゼロゼロハチゼロゼロハチ店店店店）））） 

店番：００８００８００８００８    

預金種目：普通普通普通普通 

口座番号：２５７７０１０２５７７０１０２５７７０１０２５７７０１０    

    

＊＊＊＊通信欄通信欄通信欄通信欄ににににビルマビルマビルマビルマ難民緊急募金難民緊急募金難民緊急募金難民緊急募金とごとごとごとご明記明記明記明記くださいくださいくださいください。。。。    



ＪＡＭ会報 第２７号 

2010年１２月発行 

 

 

シンシア医師の本 発売中！  

 

    

『『『『タイタイタイタイ・・・・ビルマビルマビルマビルマ    国境国境国境国境のののの難民診療所難民診療所難民診療所難民診療所――――    

女医女医女医女医シンシアシンシアシンシアシンシア・・・・マウンマウンマウンマウンのののの物語物語物語物語』』』』    

（新泉社、1800円） 

    

全国全国全国全国のののの書店書店書店書店、、、、またはまたはまたはまたはアマゾンアマゾンアマゾンアマゾン等等等等でででで発売中発売中発売中発売中ですですですです！！！！！！！！    

 

 

 

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。 

 

 

 

 

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。 

 

 

スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル・・・・インタビューインタビューインタビューインタビュー    

国際国際国際国際ボランティアスタッフボランティアスタッフボランティアスタッフボランティアスタッフ    

アメリカアメリカアメリカアメリカ人医師人医師人医師人医師    テリーテリーテリーテリー先生先生先生先生                    

【聞き手・文：梶 藍子（日本事務局）】 

    

テレンステレンステレンステレンス・・・・スミススミススミススミス（（（（Terrence SmithTerrence SmithTerrence SmithTerrence Smith））））    

通称テリー。 

アメリカ・シカゴ出身。産婦人科医師。 

カリフォルニア大学バークレー校にて公衆衛生修士号取得。 

国際 NGO「世界の医療団」の医師としてメキシコ、ベトナムで医療活動に従事。 

現在、米国・カリフォルニアにて病院勤務を行う傍ら、国際ボランティアスタッフとして年

の半数をメータオ・クリニックで過ごしている。 

 



ＪＡＭ会報 第２７号 

2010年１２月発行 

 

 

メータオ・クリニックで活動をはじめておよそ 10 年に及ぶという米国人医師テリー先生が

休暇をとり、2010 年 11 月末初めて日本に 10 日間訪問されました。 

現在のメータオ・クリニックの状況から JAM への抱負、日本の印象をテリー先生にうかが

いました。 

 

――――最近最近最近最近ののののメータオメータオメータオメータオ・・・・クリニッククリニッククリニッククリニック及及及及びびびび国境国境国境国境のののの状況状況状況状況についてについてについてについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

    

今年 11月 7 日にビルマ国内で総選挙が行われ、引き続き軍事政権が政権を継続することに

なりました。その結果軍事政権はタイ・ビルマ国境沿いの州、少数民族に対し、軍の国境警

備に参加することを強制しました。しかしカレン州、カチン州、モン州などの多くの民族グ

ループがその軍に参加することを拒否し、国境沿いの国内避難民の中で緊張が高まっていま

す。（メソト（メータオ・クリニックが位置する市）の隣の町、ミャワディー（ビルマ側）の

中で、総選挙が終わった翌日、軍事政権とそれに反発するカレン軍隊が衝突しました。結果、

2 万人の避難民の方がタイ側へ避難し難民キャンプを設営しました。 

現在、軍事政権と少数民族武装軍による戦闘が停戦したため、ほとんどの方がビルマ国内

へ帰還しています。 

しかし、緊張は続いたままで、軍事政権とそれに反対する民族間での問題はまだ完全に解

決されていません。また、継続した戦闘に怖れた人々が、国境沿いのポット・プラという郡

（メソトの隣の群、タイ側）近くに流れています。 

ポット・プラ地域付近では新たな戦闘が勃発し、新たな問題を生み題しています。 

ほとんどの人がこの情勢がここ数か月で悪化することを懸念しています。食糧の不足、学

校に通うことができない子ども、医療を受けるアクセスが断たれています。農作物を育てる

ことができない、商業を継続することができない、収入がない、安定した場所に住めない、

安全を求めて他の場所に移動せざるを得ないという状況が生まれてきています。 

今後、状況はどう変化するかわかりませんが、ここ 2，3 か月間でこの状況が悪化するので

はないかと予想しています。 

 

 

――――このこのこのこの緊急状態緊急状態緊急状態緊急状態のののの中中中中ででででメータオメータオメータオメータオ・・・・クリニッククリニッククリニッククリニックはどういったはどういったはどういったはどういった活動活動活動活動をされていますかをされていますかをされていますかをされていますか。。。。    

    

メータオ・クリニックは避難民の方々とつながりを持ち、その援助の努力をしています。

クリニックはチームを編成し散在した難民の方々をみつけ、毛布や食糧の提供、医療サービ

ス、例えば、子どもの中には高熱や下痢、また、場合によっては、マラリアにかかった子ど

もたちへのケアを行っています。 

メータオ・クリニック内の医療スタッフは、クリニック外への支援に精通していないので、

クリニック内でアウトリーチ・チーム（遠隔チーム）を編成し、その支援に努めています。

また、クリニックは他の NGO Back Pack Health Worker Team（バックパック医療団）や BMA

（ビルマ医療協会）とも協力し活動しています。メータオ・クリニックはビルマ国内の方々

のために国境を越えられないため、国内避難民の方々へ医療を提供する他の組織と手を組み、

彼らにも支援を行っています。 

 

（テリー医師が日本からタイへ帰国した後、現地からの情報によると、約 1000 人のカレン

族の難民の方がポット・プラ付近に留まり、メータオ・クリニックからの食糧や医療支援を

行っているということです）。 

 

 

――――なぜなぜなぜなぜメータオメータオメータオメータオ・・・・クリニッククリニッククリニッククリニックでででで働働働働くことになったのですかくことになったのですかくことになったのですかくことになったのですか。。。。    
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私は長い間、母子保健のケアに興味があり、他の国でも母子保健を中心とした活動を行っ

ていました。 

2001 年、NGO世界の医療団のメンバーとともにメータオ・クリニックを初めて訪れました。

院長であるシンシア医師、メータオ・クリニックで働く人々のことがとても好きになりまし

た。彼らも私にもう一度メータオ・クリニックで活動をしてほしいと声をかけてくれました。

それ以来、私は毎年クリニックで活動しています。 

ほとんどの活動は母子保健に関連することです。助産師の育成、EMOC(Emergency 

Obstetrics Care:緊急お産のケア)の推進などを行っています。EMOC というのは生まれてく

る赤ちゃんの死産や身体障害の率を減らすために妊婦さんや産婦さんのケアを中心としたも

のです。 

 

 

――――メータオメータオメータオメータオ・・・・クリニッククリニッククリニッククリニック支援支援支援支援のののの会会会会（（（（JAMJAMJAMJAM））））へへへへ期待期待期待期待することはありますかすることはありますかすることはありますかすることはありますか？？？？    

    

メータオ・クリニックは日本からメータオ・クリニックを支援する JAM の活動をとても嬉

しく思っています。 

以前、クリニックでは、日本からの支援をあまり受けていませんでした。JAM の国際ボラ

ンティアスタッフがメータオ・クリニックで活動し、クリニックのことを学び、日本へ帰国

する。そのボランティアスタッフが日本の人々へメータオ・クリニックについての情報を流

してくれ、その中からメータオ・クリニックへ寄付してくれるたくさんの方々が生まれてく

る。それは本当にすばらしいことです。これらの大きな支援によりクリニックは運営を継続

することができると思っています。 

私がメータオ・クリニックのことを気に入っているひとつの重要な理由でもあるのですが

クリニックは独立した組織であり、自身で運営をしています。クリニックは決して大きな国

際機関ではなく、異なる国々の人々からの寄付によってなりたっています。 

アジア、アメリカ、ヨーロッパ諸国、オーストラリア、そういった世界中からの支援によ

りクリニックは日々活動できるのです。JAM はそのうちのひとつでありメータオ・クリニッ

クについての情報を発信しクリニックを支援するすばらしい組織と思います。 

 

 

――――このこのこのこの度度度度、、、、テリーテリーテリーテリー先生先生先生先生はははは日本日本日本日本をををを訪問訪問訪問訪問されていますがされていますがされていますがされていますが日本日本日本日本のののの印象印象印象印象はいかがでしょうかはいかがでしょうかはいかがでしょうかはいかがでしょうか。。。。    

    

私はいつも何年も前から日本を訪れたいと思っていました。なので、実際に来て訪問でき

ていることは嬉しいです。 

たくさんの国々、台湾（日本に来る前にメータオ・クリニックを支援する TOPSという台湾

の NGO を訪問されていました）、アメリカ合衆国もそうですが、日本はなかでもとても発展し

美しく、なおかつ便利です。 

今回、東京、京都、広島を訪れましたが、京都のような伝統的な古都はアメリカにはなく、

非常に興味深いものでした。そしてこの時期は、とても紅葉が美しく、壮大で印象的でした。

今回の日本訪問は本当に楽しく過ごすことができました。もちろん、今回日本を案内してく

れた私の友達、JAM のスタッフ方々にはとても感謝しています。 

 

 

 

 

 

    

    

写真左：広島・厳島神社を訪問する

テリー医師 



ＪＡＭ会報 第２７号 

2010年１２月発行 

 

    

    

    

    

シンシアシンシアシンシアシンシア医師医師医師医師のののの誕生日誕生日誕生日誕生日        

１２月６日はシンシア先生５１歳の誕生日でした。 

今年は、避難民発生などの動乱により大きな式典はなく、

クリニック近くの CDCという学校でささやかに開かれま

した。 

写真は学校の子供たちがカレン族ダンスを踊っている

写真です。 

 

 

 

 

 

 

 

国内から 

 

    

ニジェールニジェールニジェールニジェールのののの学校保健学校保健学校保健学校保健についてについてについてについて                    

【東京＝加藤 好美】 

    

いつもＪＡＭを支援してくださり、ありが

とうございます。 

先月号で記事を書かせて頂いた加藤好美

です。 

 

今、私は西アフリカのニジェールでこの記

事を書いています。 

 

青年海外協力隊でニジェールの学校保健

に携わり、今回は学校保健調査のためにニジ

ェールに来ています。今回の調査内容を説明

しながら、ニジェールの学校保健について考

えてみたいと思います。 

もし、良かったら皆さんも、子ども達の健

康を守るためにはどうすれば良いのかを一

緒に考えて頂けたらと思います。 

 

まずは、ニジェールの基礎情報の説明です。 

就学率は男子 46％・女子 33％、識字率は

男子 43％・女子 25％です。 

人間開発指数は、182ヶ国中 182 位の最貧

国です。 

写真左：クリニック内科病棟にてテ

リー先生と日本人医師齋藤先生 
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５歳未満児死亡率は1000人中256人です。

5歳になる前に 4人に１人の子どもが亡くな

ります。 

48％の小学校はコンクリートなどで作ら

れていますが、52％の小学校は藁などで作ら

れた小学校です。3/4の小学校にはトイレが

なく、5/6 の小学校には水(井戸・川・池な

ど)がありません。水を汲みに行くのに、ロ

バの背中に乗り片道 1 時間かかる村の小学

校もあります。 

 

今回の調査では、2008 年にニジェールの

一部地域に配布された自己評価表が継続的

に使用されているか、配布した地域の人達か

らフォーカスグループインタビューのかた

ちで、意見を聞きました。 

自己評価表は、お金がないニジェールの小

学校でもお金がかからずに、学校の環境改善

ができるように開発されたものです。自己評

価表の内容は、定期的に教室や校庭の掃除を

生徒達がしているか？教室にそうじ道具や

ゴミ箱があるか？食事の前後に石鹸を使っ

て手を洗っているか？子ども達はトイレを

使っているか？などの１０個の質問があり

ます。 

自己評価表を用いて、教師たちが自分の学

校の問題点に気が付き、改善できるように、

改善方法も書いてあります。 

今回のフォーカスグループインタビュー

では、今も自己評価表を用いている、学校の

環境衛生が改善された、子ども達が手洗いを

するようになった、病気が減ったなどの肯定

的な意見が多く聞かれ、自己評価表を配布し

ただけでも、インパクトは大きかったように

感じます。  

 

その一方で、小学校にはトイレや水がない

のが問題である、資金援助をして欲しい、地

域住民を巻き込んだ支援をして欲しいなど

の意見も聞かれました。フォーカスグループ

インタビューはサブ的調査で、同時に量的調

査も行われています。結果は、今まとめてい

る最中です。 

小学校にトイレや水があり、手洗い・身体

の衛生などの基礎衛生行動が取得でき、病気

予防の知識や教育が受けられて、子ども達が

元気に過ごせるようになって欲しいと心か

ら思います。そのためには、問題点や改善点

がいくつもあります。これからも、子ども達

が健康でいられるように、学校保健について

考えていけたらと思います。 

 

青年海外協力隊の任期が終了し、今回は３

年ぶりのニジェール訪問でした。３年ぶりに

家族のように大切な人達と再会し、ニジェー

ル料理を作ってもらい、ひとつの大きなお皿

をみんなで囲って右手を使ってごはんを食

べたり、蚊帳を張ったひとつの布団に赤ちゃ

んと添い寝して眠ったりしました。寝食を共

にして、穏やかにすごく楽しく幸せな時間を

過ごすことができました。その一方で、一緒

に寝食を共にした女の子が亡くなっていま

した。子ども達の健康をどう守ればよいのか、

これからのニジェールの学校保健はどうす

れば良いのか？すごく考えます。きっと考え

るだけではなく、色々と勉強しなければいけ

ないことがたくさんあると思います。でも、

私の心の中心は、国境・人種・宗教など関係

なく、ニジェールの人達が大好きであるとい

う気持ちがあります。そういう気持ちがある

からきっと、今ここにいると思います。 

ニジェールの子ども達だけではなく、タイ

の移民学校の子ども達、日本の子ども達が健

康で健やかに成長できる世界になりますよ

うに・・・。ここから、できることを少しず

つしていきたいと思います。ひとりの力では

できないことも、みんなで力を合わせたら、

きっとできることが広がることができると

思います。ＪＡＭでは、タイの移民学校の支

援を行っています。皆さまのお力をお借りし

ながら今後とも、移民学校の支援を行ってい

きたいと思います。いつも心優しく支援して

下さる、皆さまに感謝しています。いつも本

当にありがとうございます。今後ともご支援

をお願い致します。 
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国際保健医療協力のなかで （１０） 

 

【東京＝小林潤】 

 

 

今年はミャンマーで総選挙が行われ、これ

と同時期にメーソットにも２万人の難民が

押し寄せる事態になってしまった。情報によ

れば、選挙後のミャンマー政府機関等の統治

体制は１月ぐらいにならないとはっきりし

たことはわからないとのことの様である。 

しかし、このようななか、明るいニュース

もあった。アウンサンスーチー氏が解放後、

「政府と積極的に対話を続けていく」と発言

された。アウンサンスーチー氏から出る言葉

としてはあたりまえかもしれないが、私自身

はあらためて大変感動した。 

今年初めに話題になった映画に、南アフリ

カのラグビーチームがワールドカップで奇

跡の優勝をしたことをとりあげた「インビク

タス」があるが、見た人も多いでしょうか。

見てない方は私としては是非お勧めしたい。

この映画は、実はネルソン・マンデラ大統領

が対話によって新しい国を作り上げていっ

た話でもある。白人の象徴的スポーツであっ

たラグビーを、周囲の反対を押し切って黒人

の大統領が支援した実話に基づいている。ア

ウンサンスーチー氏の解放についてはいろ

いろな考え方があるだろうが、今後対話によ

るよりよい社会が作られていくことを個人

的には願う。 

私としては、来年は「対話」を周囲の皆さ

んや、いろいろなかたと積極的にもっていき

たいと思っている。今年は多忙のあまり、い

ろいろなかた、また仲間との対話まで怠って

しまい自省するところが多かった。対話とは

回数もあるが、問題はその質なのではないだ

ろうか。マンデラ氏は多忙で倒れてしまうこ

とも多かったようだが、対話による和解と融

合を勝ち取った。私がそのようなことができ

るわけではないし、そのような立場の人間で

もない。歳をそれなりに重ねるうちに身の程

もある程度はわかってきて、できることも限

られていることは認識できてきたようでも

ある。しかし、偉人たちの「対話」とはどん

なものなのかぐらいは真剣に考えてみたい

と思っている。 

 

 

 

 

編集後記 

 

今年も昨年に引き続き、メータオ・クリニックにおける院内感染予防活動、医療技術支援、

地域の移民自治学校の学校保健活動を中心に支援を行ってまいりました。 

皆様からいただいた支援金は感染症隔離病棟の改築、衛生材料の購入などに活用させてい

ただきました。 

 

国内活動においてはロゴマークの公募、グローバルフェスタ出展と新しい試みに挑戦し、
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今後の発展につながる充実した１年とすることができました。 

 

皆様の多大なるご支援のおかげで今年も活動できましたことに深く感謝申し上げます。 

 

さまざまな問題を複雑に抱え「慢性的緊急状態」が続くメータオ・クリニックとその周辺

地域で生きる人々の命をしっかりと守りはぐくんでいけるよう、JAMは活動を続けていきま

す。   

来年も代表、スタッフ一同、より一層の努力をしてまいりますので、メータオ・クリニッ

ク支援の会（JAM）への変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

 

昨年、大好評だった「会員の方へのささやかなプレゼント」を郵送で送らせていただきま

した。もう、そろそろお手元に届いていることかと思います。 

今年のカレンダーの写真は、写真家の渋谷敦志さんよりご提供いただきました。 

ぜひ、リビングや職場のデスクなどで使っていただければ、幸いです。 

２０１１年のカレンダーのテーマは、「未来へ」です。 

 

それでは 2011年が皆様にとって実り多き年になりますよう、お祈り申し上げます。 

 

 

カレンダー販売します！ 

 

今回、賛助会員の皆様にお送りさせていただきましたカレンダーは、販売もいたします。 

お友達にも差し上げたい！自宅と職場と両方に置きたい！そんな会員の皆様に。 

 

１１１１冊冊冊冊からからからからでも、大量注文大量注文大量注文大量注文も、大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎です。 

 

 

１１１１冊冊冊冊    １０００１０００１０００１０００円円円円（（（（送料込送料込送料込送料込みみみみ）））） です。 

 

 

ご希望の方は、日本事務局宛日本事務局宛日本事務局宛日本事務局宛てててて E メールメールメールメール    ： support@japanmaetao.org に 

 

タイトルタイトルタイトルタイトルにににに「「「「カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー購入希望購入希望購入希望購入希望」」」」と書いていただき 

 

本文に 

 

①①①①おおおお名前名前名前名前    

②②②②郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号、、、、ごごごご住所住所住所住所    

③③③③ごごごご連絡連絡連絡連絡のつくのつくのつくのつくメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスなどのなどのなどのなどの連絡先連絡先連絡先連絡先        

④④④④会員会員会員会員のののの有無有無有無有無    

⑤⑤⑤⑤希望冊数希望冊数希望冊数希望冊数    

 

をご記入の上、日本事務局までお申し込みください。 

 

＜＜＜＜ごごごご購入購入購入購入までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ＞＞＞＞    
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①①①①カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー購入希望購入希望購入希望購入希望ののののメールメールメールメールをををを日本事務局日本事務局日本事務局日本事務局におにおにおにお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。    

  ↓ 

②②②②日本事務局日本事務局日本事務局日本事務局からからからから、、、、在庫在庫在庫在庫をををを確認確認確認確認しししし、、、、振込振込振込振込みみみみ先先先先などをなどをなどをなどを記載記載記載記載したしたしたしたメールメールメールメールがががが来来来来ますますますます。。。。    

（もしも、メール送信から、５日たっても連絡がなければ、お手数をおかけいたしますが、

再度ご連絡をください） 

  ↓ 

③③③③日本事務局日本事務局日本事務局日本事務局からのからのからのからのメールメールメールメールをごをごをごをご確認後確認後確認後確認後、、、、入金入金入金入金をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。（ゆうちょ銀行の予定） 

  ↓ 

④④④④入金入金入金入金がががが確認確認確認確認できしだいできしだいできしだいできしだい、、、、発送発送発送発送をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。    

 

注意注意注意注意：：：：事務局住所事務局住所事務局住所事務局住所ははははスタッフスタッフスタッフスタッフがががが常駐常駐常駐常駐していないためしていないためしていないためしていないため    

申申申申しししし込込込込みはみはみはみはメールメールメールメール限定限定限定限定ですですですです！！！！！！！！    

 

カレンダーの売り上げは、全額、 

メータオ・クリニックの院内感染予防活動および移民学校における保健活動等、 

事業に使わせていただきます。 

 

数に限りがありますので万が一、売り切れの際は、ご容赦ください。 

ご希望の方はお早めに。 

 

 

 

 

次号の予定 

 

次号の JAMの会報は、１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。 

 

 

 

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

メータオメータオメータオメータオ・・・・クリニッククリニッククリニッククリニック支援支援支援支援のののの会会会会        Japan Association for Mae Tao Clinic（（（（JAM）））） 

 
日本事務局宛日本事務局宛日本事務局宛日本事務局宛てててて 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。 

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



 

 9

 


