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メータオ・クリニック支援の会（ＪＡＭ）
会報メール 第 41 号
〔201
2012 年４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 41 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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平成２４年度総会および活動報告会のお知らせ

１．日 時

平成 24 年 5 月 20（日）
20（日） 13 時 30 分～17
分～17 時

・総 会 13 時 30 分～14 時 30 分
・報告会 14 時 30 分～16 時
・懇親会 16 時～17 時
＊総会へ参加していただけるのは賛助会員の方のみです。
報告会はどなたでも参加できます。

２．場 所

JICA 地球ひろば ３階 セミナールーム３０１号室
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-2-24
東京メトロ日比谷線 広尾駅下車（3 番出口）徒歩 1 分
地図 http://www.jica.go.jp/hiroba/about/map.html

３．内 容
＊総会
事業・会計報告
＊活動報告会
「院内感染予防への取り組み ～メータオ・クリニックから病院へ～」
当会はクリニックと共同で院内感染予防対策の活動に取り組んでいます。
今回は、現地スタッフの前川由佳よりクリニックで実施している院内感染予防対策の現状
と今後の課題について報告します。

４．定 員

５．参加費

先着 60 名

総会・報告会：無料
懇親会費：１人 500 円

６．申込み
参加ご希望の方は、(1)氏名 (2) 住所 (3) 電話番号 (4) 所属 (5) 懇親会参加ご希望の
有無をご記入のうえ、前日までにメールでご連絡ください。
support@japanmaetao.org 担当：淵上
尚、総会または報告会のみご参加の方はその旨をご記入ください。

皆様のご参加をお待ちしております。
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マウンマウンティン氏

展覧会および座談会のお知らせ

メータオ・クリニック職員であり、ビルマ人難民画家であるマウンマウンティン氏が初来
日することとなり、東京、横浜、大阪の計４会場にて展覧会および座談会を開催いたします
タイ・ビルマ国境の町、メーソットにあるメータオクリニックの職員、マウンマウンティ
ンはこの十年間、数々のビルマ難民の日常の姿を描いてきました。ビルマ軍の攻撃から逃れ
てきた難民、山中やジャングルで避難生活を続ける国内避難民、ビルマ国内から生活困窮の
ためにやむなく仕事を求めて国境を越えてきた移民労働者、ゴミ山の上に暮らす人々とその
子どもたち。彼の描く絵は彼のことばとともに、声なき人々の声を伝えてきました。
これまでに日本、アメリカ、カナダ、イタリア、ベルギー、フランスで彼の絵は展示され、
大きな反響を呼びました。
マウンマウンティンの作品は報道では伝えられていない多くの人々の日常を教えてくれま
す。来日にあたり、マウンマウンティンを囲み、彼の絵をとおしてタイ・ビルマ国境の現状
を学ぶ会を開催いたします。
主催：日本ビルマ救援センター（BRC-J）http://www.brcj.org/
メータオクリニック支援の会（JAM）http://www.japanmaetao.org/
お問い合わせ： （中尾） brcj@syd.odn.ne.jp
（田辺） ayatanabe@hotmail.com
（日時/会場）

◆2012 年 4 月 29 日(日)14 時～16
時～16 時(15 時から座談会)
時から座談会)
JICA 地球広場セミナー室 401
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-2-24 03-3400-7717
http://www.jica.go.jp/hiroba/about/map.html

◆2012 年 4 月 30 日(月)14 時～16
時～16 時（15
時（15 時から座談会）
横浜市社会福祉センター会議室 901
〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１ 045-201-2060

◆2012 年 5 月 5 日(土)14 時～16
時～16 時(終了後、座談会
終了後、座談会)
座談会)
クレオ大阪東２階研修室
〒536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目１&#8722;２１ 06-6965-1200
http://www.creo-osaka.or.jp/east/access.html

◆2012 年 5 月 11 日(金)19 時～20
時～20 時 30 分
阪南大学サテライト教室
お問い合わせ：（守屋） tmoriya@hannan-u.ac.jp
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目２&#8722;１６ 大阪朝日生命館 6F
大阪市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」下車、12 番出口すぐ
京阪本線「淀屋橋駅」下車、御堂筋を南へ約 400m
*1 階に「タリーズ」、スーパー「KOHYO」があります。
http://www.hannan-u.ac.jp/satellite/mrrf43000000e33j.html
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JAM スタディツアーのお知らせ
平成２４年７月にスタディツアーを開催することとなりました。
めったに見ることのできない難民キャンプにも、足を運びます。
実際に JAM が活動している場所で現地の様子を見てみませんか。

参加してみたい、興味がある、詳しく聞かせてほしい等、お問い合わせは、
support@japanmaetao.org 担当：渡辺 まで
メールのタイトルに「スタディツアーの件」と記入の上、お気軽にお問い合わせください。

○ツアー期間○

平成２４年７月２９日（日曜）～平成２４年８月４日（土曜）
平成２４年７月２９日（日曜）～平成２４年８月４日（土曜）

○スケジュール○
7 月 29 日（日）：朝、成田空港集合。成田 11 時発、バンコク 16 時着、（ディナー、
）
夜バスでメーソットに移動
7 月 30 日（月）：朝メーソット着、メータオクリニック見学
7 月 31 日（火）：支援をしている学校の見学
8 月 1 日（水）：支援をしている学校の表彰セレモニー
8 月 2 日（木）：難民キャンプ見学
8 月 3 日（金）：朝バスでメーソット発、夕方バンコク着、
（バンコク解散も可、）
バンコク 22 時発
8 月 4 日（土）：羽田 7 時着、解散
＊飛行機の時間・到着空港（羽田・成田）等は変更となる可能性があります。
＊使用する航空会社は、未定です。東京からバンコクへは、直行便を利用予定です。

○価格○
130,000 円
ただし、飛行機チケットをご自分で取られる方は 60,000 円。

○備考○
上記日程は、JAM スタッフ（日本人）が添乗します。
3 日(金曜)にバンコクにて解散も可能です。
その場合、航空券の値段が変動する可能性がありますのでご了承ください。
ツアー代金に現地でのバス代・宿泊費、難民キャンプ入場料は含みます。
食費・お土産代、空港使用料、空港までの交通費などは含みません。
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メソトマンスリー

Small Awarding Ceremony

【メソト＝前川 由佳】

現在、移民学校は夏休み期間中です。3 月の学期テスト終了後、続々と修了式が行われていき
ました。当会が支援している Hope Learning Center も 3 月末に修了式を迎えました。
修了式を準備する段階で、学校の先生からひとつの提案がありました。
「今年度良く出来た生徒を表彰したいのだけど…。
」
日本でもよくある皆勤賞やなんとか優秀賞のようなもの。ならば、ぜひ学校保健優秀賞も組み
込んでもらおうと、一つのイベントを企画することになりました。
“Hope School Health Awarding Ceremony”
移民学校全体で行っている学校保健表彰式の小さいバージョンです。
年間で学校保健に関して最も頑張って取り組んだ人を選んで表彰する。
修了式では、生徒が歌や踊りを披露するため、多くの両親や地域の人々が訪れます。学校保健
をアピールするには絶好の機会です。清潔に関して最も頑張った生徒を選んで、積極的に取り組
んだ先生も選ぼう、学校保健に最も協力的だった両親や地域の人々も選ぼう。生徒だけの表彰で
なく、先生、両親と地域の人々も表彰することにしました。
学校保健は、生徒だけが関わるものではなく、それぞれが協力して取り組んでいくものだとア
ピールするためです。そして、修了式のイベントとして楽しく、皆の注目を集めるように各賞の
選出は投票形式にすることにしました。学校保健が企画する初めての投票形式のイベントです。
修了式当日。
投票ボックスを持ったスタッフが、来場者一人一人に説明して回ります。誰にしようか？
投票するのは初めてという人もいます。なかなか決められなくて相談する人々の姿も見えます。
なんだか楽しそうな様子です。
いざ、開票の時。1 枚 1 枚、投票用紙が広げられ、名前が読み上げられます。
開票するスタッフと、投票数が書かれていくホワイトボードを交互に見ながら、「お～！え
～！！」と歓声を上げる生徒たち。投票された人々の嬉しそうな恥ずかしそうな表情。予想以上
に会場は盛り上がっていきます。
見事選ばれた、生徒は誇らしげに、先生はちょっと恥ずかしそうに、地域の人は嬉しそうに壇
上に上がっていきます。

会場からの拍手と共に、授与される表彰状に衛生キット。衛生キットは、石鹸やタオル、歯ブ
ラシなどです。学校保健ナンバー1 として選ばれた生徒に、それぞれのグッズの使い方、なぜ必
要なのか、簡単な質問をしてみます。楽しいイベントとしてだけでなく、学校保健の再教育も同
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時に行っていきます。さすが選ばれた生徒は、次々に答えていきます。そして、その様子を会場
から見つめる生徒たち。
翌年、そこに立っているのは…私かな、君かな。どの先生、だれの両親だろう。
表彰された人が、今回はそうでなかった人々のモデルとなり、憧れとなり、自分もそうなるよ
うにと、次年度の学校保健に頑張って取り組んでいってくれる人々が増えていくはずです。

Hygiene クイズに答える生徒、これは何かな？

ん～どの先生かな。投票用紙を前に考える両親たち

きょうのゆめ
今日の主役はソーティンソンちゃん、0 歳 6 カ月の男の子です。
移民学校の健康を支えているメータオ・クリニック学校保健チームスタッフの第一子ちゃ
ん。
クリニックに来院する人々の夢は聞いてきたけど、ここで働いているスタッフの子どもち
ゃんはどうなのかと気になり、今回の主役に選ばせてもらいました。
まだ話せないソーティンソンちゃんにかわってお母さんに将来のゆめを聞いてみると、有
名なお医者さん、とのこと。
ダントツ 1 位のお医者さんに加えて有名な、というお母さん希望です。
自分の子どもにベストになって欲しいと思うのはどこの親も同じよ～っといつもの元気な
調子で話してくれました。お母さんゆずりの明るさと元気を兼ね揃えつつ、子どもたちの健
康を守る有名なお医者さんになるかな。
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学校保健のオフィスでお母さんのお仕事が終わるのを待っているソーティンソンちゃん。
お母さんの仕事ぶりを見つめながら、まだかな～。いつもおりこうさんにして待っています。

国内から
【東京＝高澤 彩】
こんにちは、JAM 事務局の高澤と申します。
昨年の夏より事務局に入り、今年から会計を担当させて頂くことになりました。国境地帯の人々
や子どもたちが少しでも安心して日々送ることができるよう、JAM を通してお手伝いしたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。
私は学生のころに何度かメソトを訪れました。難民問題に関心があり、難民キャンプの生活や
教育、支援はどのようなものなのか、知りたかったのです。
メソトから車で１時間ほどの山の中にあるカレン族難民の小学校を訪ねたとき、子どもたちに
「大きくなったら何になりたい？」と質問したことがあります。返ってきた答えは、
「お医者さん」
「学校の先生」
「兵隊」の３つでした。どの子に聞いても、そのうちのどれか。周りの大人の職業
の選択肢も限定されるので当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんが、３つしか出てこな
いことが衝撃でした。
（１年生くらいの小さな男の子の口から兵隊と聞いた時にはさらにドキッと
しました。
）
また学んでいる教科について、歴史や地理はどのようなこと学ぶのか聞くと、カレンとミャン
マーの歴史、国境周辺の地理とのこと。
「この地域以外で起こっている時事問題とかは？世界史とかは勉強しないの？」
（私）
「だって教える人もいないし、先生もあまりよく知らないし、別に知らなくても生きていけるか
ら。」（カレン人の先生・欧米 NGO スタッフ）
「・・・
（えーーー？？？そうかもしれないけど・・・そうなの？いいの？そんなこと言ってたら、
自分たちの全てが当たり前で、他の何とも比較することもできないし、何に対しても問題意識だ
って生まれないんじゃないの？？？しかも将来兵隊になりたいとか言う子がこんなにたくさ
ん・・・）」
（私）
その時、私は何と言ったら良いのか分かりませんでした。
ですが、それぞれが世界にはもっと沢山の職業があることを知り、夢を持ち、一人ひとりの才
能がより活かされるような職業の選択ができれば良いなぁ・・・、と強く感じました。まだ同時
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に、何事にも限界はあるけれど子どもたちの選択肢を増やし、可能性を広げて行くことに限界は
ないはず、と。
一生懸命勉強をして、友達と遊び、全身でたくさんのことを吸収できる場所である学校は、子
どもたちにとってとても大切な場所だと思います。メソトの周辺の移民学校も、タイの中では決
して恵まれた環境に置かれているとは言えませんが、気候に左右されず学ぶことのできる校舎が
できたり、衛生的に学校生活を送るための知識を得るきっかけが増えたりと、子どもたちがより
安心して学校生活を送ることができる環境が出来つつあるのではないかと感じます。
子どもたちの選択肢、可能性を広げていくための活動に、皆様にもお力添え頂けたらと思いま
す。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします！

私が大好きなメソトの夕焼けです。

編集後記
みなさん、ゴールデンウィークはいかが過ごされる予定でしょうか。
メータオクリニックで働くスタッフの一人が来日して展覧会と講演会を横浜と東京と大阪で開
催します。
絵がとても、上手なのです。写真みたいでしょ。
（下記参照）

横浜会場の帰りには、みなとみらいを散策して帰るもよし。関内駅まで足を伸ばせば中華街も
あります。
会場の裏手には、おいしいホルモン屋がひしめく地帯です。近所なので時々、行きます。
ぜひ、ふらりとお立ち寄りください。（講演会のほうに、ですよ。
）
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次号の予定
次号の JAM の会報は、５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

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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