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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 34 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のボランティアスタッフ大募集！ 

 

今年も、グローバルフェスタ JAPAN 2011（http://gfjapan.com/）に出展することが 

決まりました。 

ぜひ、ふらっとお気軽にお立ち寄りください。 

 

開催日時開催日時開催日時開催日時    ：：：：2010201020102010 年年年年 10101010 月月月月 1111 日日日日((((土土土土))))・・・・2222 日日日日((((日日日日)10)10)10)10：：：：00000000～～～～17171717：：：：00 00 00 00     

入入入入    場場場場    料料料料    ：無料：無料：無料：無料    

開催場所開催場所開催場所開催場所    ：日比谷公園：日比谷公園：日比谷公園：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２０１１の携帯サイト 

 

ブースではブースではブースではブースでは JAMJAMJAMJAM のののの PRPRPRPR だけでなく、だけでなく、だけでなく、だけでなく、    

メソトから届いた民芸品メソトから届いた民芸品メソトから届いた民芸品メソトから届いた民芸品ややややシンシア医師についての本シンシア医師についての本シンシア医師についての本シンシア医師についての本も販売します。も販売します。も販売します。も販売します。    

 

１０月２日は、１０月２日は、１０月２日は、１０月２日は、ワークショップもワークショップも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実施します実施します！！！！    

1 場所、時間等詳細については、追ってお知らせします！ 

 

 

 

そこで  

当日の運営をお手伝いしてくださるボランティアを募集します！！当日の運営をお手伝いしてくださるボランティアを募集します！！当日の運営をお手伝いしてくださるボランティアを募集します！！当日の運営をお手伝いしてくださるボランティアを募集します！！    

 

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、数時間でもかまいません。 

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：８名程度    性別、年齢：問いません    報酬等はありません。 

 

■お申込み方法■お申込み方法■お申込み方法■お申込み方法    

参加ご希望の方は、 

    

件名に「グローバルフェスタボランティア申し込み」件名に「グローバルフェスタボランティア申し込み」件名に「グローバルフェスタボランティア申し込み」件名に「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、 

本文本文本文本文に 
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 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） 

５．参加可能日時（いつ、何時から何時までならブースに滞在できるか） 

 

をご記入の上、 

 

JAM日本事務局日本事務局日本事務局日本事務局 E メールメールメールメール    ： support@japanmaetao.org  までお知らせください。 

 

■ お申し込み締め切り 

９月２７９月２７９月２７９月２７日（水）日（水）日（水）日（水）２１時２１時２１時２１時    

    

当日の集合場所や時間などは締め切り後に 

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。 

事前にはやくわかりたいとのことであれば、個別のご相談をいただければ、対応します。 

ただし、例年、ブースの場所が決定するのがぎりぎりなのでその点につきましてはご了承く

ださい。 

 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

メソトマンスリー 

 

新現地スタッフよりご挨拶新現地スタッフよりご挨拶新現地スタッフよりご挨拶新現地スタッフよりご挨拶        
                                                    

                                                【メソト＝前川 由佳】 
 

みなさま、こんにちは。新現地スタッフとして 8月から赴任しました前川です。 
現地に入り、１カ月近くが経ち、なんとなくメソトの住人らしくもなってきたように感じてい

ます。現在はメータオ・クリニックの外科病棟に勤務しながら、院内感染対策と学校保健活動に

参加しております。 
朝には、外科病棟に出勤し処置などを行っていると、感染対策チームのミーティングがあるか

らと急遽入るミーティングに参加したり、学校を訪問して現状調査を行ったりそのような毎日を

過ごしております。 
日本の病院とは設備も勝手も異なる状況で戸惑いながらも介入できる手立てを考えたり、ビル

マ語のみのミーティングで理解できず、書いてもらった議事録を手に翻訳してもらえるように奔

走したり、まだまだ課題が山積みな現状でありますが、なんとか活動を遂行できるようにと試行

錯誤の日々を過ごしております。 
 
日本の皆様から頂きました多くのご声援と想いに一日でも早く応えられるように日々前進して

いきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

今月号から新現地スタッフ前川がメータオの今をお伝えしていきます。 
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第第第第 3333 回学校保健セレモニー開催回学校保健セレモニー開催回学校保健セレモニー開催回学校保健セレモニー開催    

 
8月 10日、今年で 3回目となる学校保健セレモニーが開催されました。 
2008 年から取り組みを始めた学校保健活動の中で、ひとつの重要なイベントとなっています。

安全で衛生的な学校生活が送れるように自主的に取り組み、改善の見られた上位校を金賞、銀賞、

銅賞としてこのセレモニーの場で表彰します。表彰される学校は名誉なことなのでさらに頑張り

たくなり、表彰はされなかった学校も表彰されている学校を見て、いつか自分たちも表彰される

ようにと頑張りたくなります。 
そんなやる気を促す役割が、この学校保健セレモニーにはあります。 
 
今年の参加校は 44校。受賞校は、金賞 6校、銀賞 10校、銅賞 5校となりました。 
受賞校にはシンシア先生はじめ学校関係者から表彰状と盾が授与されます。 
受賞校が発表される度に、会場は拍手で溢れ、受賞校の先生も生徒も嬉しそうに壇上に上がっ

ていきます。 
 
今年は、環境エッセイコンテストも同時開催され、低学年から高学年まで多くの学生が賞を受

賞していました。同時に学校からの様々な出し物も披露され、学生にとっては楽しいイベントの

ひとつにもなっています。 
様々な民族衣装を身に纏いダンスを披露する学生たち。先生のギターに合わせて熱唱する学生

たち。抜群のチームワークで会場を沸かせる学生お笑いグループ。 
その会場全体が子どもたちの笑い声と笑顔に溢れていました。煌びやかなステージに元気あふれ

る出し物の数々、沢山の学生達が楽しむ様子、そこにいるだけで楽しい気分になる学校保健セレ

モニー、みなさまも機会がありましたら一度見に来てみませんか。 
 
 
 
   

 

写真左）それぞれの民族衣装を纏い踊る学生 
左から、ビルマ、カチン、カレン、シャン、チン、モン、ラカイン、ラワン、カヤー族 
 
 
写真下）学生でいっぱいの会場の様子 

                                                                       

写真上）受賞した学校の学生、誇らしげです 
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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、サムナーちゃん、7歳です。 
3人兄弟の真ん中さんで、お兄ちゃんと妹がいます。 
メソトから車で 4時間のところにある、ウムパーン地区の寄宿舎に 40人のお友達とお兄ちゃんと

共に暮らしています。 
昨年 11月、総選挙後の内戦激化によってビルマ国内にいることを心配したお母さんが、お兄ち

ゃんとサムナーちゃんを寄宿舎に預けました。 
 
将来の夢は、お医者さんになること。 

「小さい時は身体が弱くて、お母さんがよく面倒をみてくれたの。だからお医者さんになって、

今度は私が身体の弱い人を助けたい。」 
 

まだまだ小さいのに、しっかり者のサムナーちゃんです。 
離れて暮らすお母さんも応援してくれているよ。いっぱい勉強しなくちゃね。 
 

           
 
サムナーちゃんとお兄ちゃん    一緒に暮らすお友達と歌を披露してくれたサムナーちゃん 
 
 
 
 
 

新現地スタッフのブログがスタート！ 
 
７月２８日に日本を出発し、新しく現地スタッフとして赴任した看護師、 
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。 
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国内から 

    

福岡からグローバルフェスタ２０福岡からグローバルフェスタ２０福岡からグローバルフェスタ２０福岡からグローバルフェスタ２０１１の紹介１１の紹介１１の紹介１１の紹介                

【福岡＝千々岩 友梨（旧姓：村瀬）】 

 

いつもメータオ・クリニック支援の会をご支援頂きましてありがとうございます。 
広報担当、千々岩(ちぢいわ)と申します。主に HPの更新や、メールマガジン・メーリングリス

トなどのシステム管理などを担当しています。 
  
私事で大変恐縮ですが、今年春に結婚し、そして同時に主人の転勤に伴い、今は福岡にて生活

をしています。 

(写真：私の結婚お祝い会でＪＡＭメンバーと一緒に)。 

 
山と海に囲まれた自然いっぱいの福岡(私は福岡市の隣の粕屋町という場所に住んでいます)と、

もつ鍋、水炊き、鉄なべ餃子、玄界灘の魚といった福岡の食、2 時間以内で行ける有名なたくさ

んの温泉を満喫しつつも、時間を見つけては JAMの HPの更新を進めています。 
 
日本中、世界中にて活躍の場を広げる JAM メンバーにとって、今のインターネット環境はと

ても居心地がよく、メール、メーリングリスト、スカイプ、ブログ、レンタルサーバー等を利用

して 24時間、ネット環境があれば誰とでもやり取りができ、そして情報発信ができます。そして

離れていても私たちは気持ちを共有し、皆様へより多くの確実な情報を、そして緊急なものはな

るべく早く発信するように心掛けています。 
 
ホームページの更新は、私が担当させていただいており、メールにてメンバーからのホームペ

ージ更新依頼を私が受領することによって、皆様への情報をホームページ上に更新しています。

離れていてもそれぞれができることを実施する。東京でメンバーと顔を合わせることができない

けれど、このように遠くにいても、少しでもお手伝いをさせていただけることは私にとっても本

当に嬉しいことです。 
 
 でもやっぱり人です。 

人は直接触れ合うことで歓びを見出す…というのは私の考えですが、JAMメンバーや他の国際

協力に関心のある団体が集まる”グローバルフェスタ 2011”が、10 月 1 日(土)・2 日(日)と日比谷

公園にて開催されます。 
 
去年に引き続き JAMも出展させて頂くことになりました。 
 
去年初めて出展をした私たちは、どのような展示がいいのだろうか？どうやったら JAM ブー

スに少しでも関心をもってもらえるのだろうか？と前回のフェスタの前は試行錯誤で臨みました。

当日になってみると、他のブースのスタッフは様々な民族衣装を身に付け、かわいい小物を売っ
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て、そして自分たちの会をアピールする。そしてブースのスタッフ自身も皆、楽しむ。 
 
そのような他のブースのやり方も参考にしながら、私たちも最後には、より私たちらしいブー

スを作ることができました。そして支援してくださる方も多く訪ねてくださり、広がる人の輪に

とてもワクワクしました。 
 
１０月の日比谷公園は、秋の気持ちの良さを満喫することができます。 
そして世界各国の料理や飲み物を堪能しつつ、メインステージで開催される著名人の講演会な

ど好奇心がそそられる機会も、フェスタではいくつもあります(グローバルフェスタ 2011 のホー

ムページをご確認ください、随時情報が更新されていくと思います)。 
 
その中で、人々の助け合おうという気持ちに心安らぐと思います。 
そして、JAMのブースにもぜひ立ち寄って頂いて、私たちスタッフと触れ合って頂けたらと思

っています。メールでしかやり取りしたことないメンバーと会ってみると、思ってもいない発見

があるかもしれません。 

 

 

 

 

  

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！    

 

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への出展が決まりました！！ 
ＪＡＭにとっては、知名度をあげるためにも、これは一大イベントです。 
 
現地で買ってがんばって持って帰ってきた雑貨をたくさん販売します。 
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↑収益は、活動資金になるので売り上げが伸びるかどうか、とっても重要。 
 
おしゃれ女子目線でのチョイスなので（自分たちで言うのもどうかと思うけれど）お買い得にい

いものがそろってます。 
去年より、品揃えはいいのだけど、ほとんどがいっぴんものなので 早い者勝ちです☆ 
早めにのぞきに来てくださいね♪ 
 
しかし・・・ 
実は、今年は、去年中心に動いた事務局スタッフ数名がタイにいる前川をはじめ、 
東京、いゃ日本にすらいないという状況で人手がとっても足りません・・・。 
 
お手伝いをしていただける会員さん、ちょっとのぞきに来て３０分くらい店番をしてくれるだけ

でも十分ですのでご協力できるよーという方、メールをください。 
なにとぞどうぞよろしくお願いします。 
 
 
 
 

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・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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