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ＮＰＯ法人メータオ・クリニック支援の会（JAM）支援者の皆様 

 

いつもご支援いただき、誠にありがとうございます。  

JAM より、2022年 8月号の会報をお送りします。 

 

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。 

 

 

 

＜目次＞  

 

総会・活動報告会のご報告 

 

 

現地（メソト）から 

 

 

国際保健医療協力の中で（52） 

 

 

国内から 

 

 

編集後記                                            

 

 

次号の予定                                                         

 



ＪＡＭ会報 133 号 

2022 年 8 月発行 

 

総会と活動報告会のご報告 

【日本事務局：前川・佐藤】 

 

令和 4年 6月 26日(日)に第 10期総会が開催されました。正会員 14名(委任状提出者含

む)が参加し、令和 3年度事業・会計報告および令和 4年度の事業・予算計画の報告が行わ

れ、審議のもと可決されました。 

 

 総会後には、オンラインにて活動報告会を開催し、23名の方にご参加いただきました。

メータオ・クリニック院長のシンシア医師のビデオレターから始まり、地域保健責任者のタ

ーウィン氏によるビデオでのミャンマー国内および国境地域の現状など現地の声をお届けい

たしました。 

 

 そして現地派遣員である有高医師からミャンマーでの軍事クーデターにより負傷した患者

や避難民への支援、新型コロナウィルス感染症の流行により対応を迫られるメータオ・クリ

ニックの様子について写真を添えて報告いたしました。JAM代表小林医師からは、メータ

オ・クリニックの今後から世界における移民難民の現状と支援といった、広く専門的な視点

でのお話がありました。 

 

 お忙しい中、ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。日本の皆様から

いただいた緊急支援やご寄付により、医薬品及び食料生活物資の支援や COVID-19対策の強

化など多くの活動が実施され、現場でどのように活かされたかを知ることができ、JAM事務

局として参加した立場ではありましたが、胸が熱くなりました。 

 

 長年ご支援くださっている方も初めてご参加いただいた方も、普段はメールなど文字を通

したやり取りが多い中、画面を通じてお会いできたことが嬉しく、つながることの大切さを

実感し大きな励みとなりました。 

 

 今回ご都合の合わなかったみなさまも、定期的にオンラインイベントを企画していきます

ので、次回ぜひご参加いただけますと嬉しいです。 

 

 今年度も感染症対策の強化、緊急支援活動など現地の状況に即した支援を続けて参ります

ので、引き続き応援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

現地（メソト）から 

【メソト：有高 奈々絵】 

 

 8 月、日本は酷暑のようですが、メソトは雨季真っ盛りで最高気温 30℃以下の日が続いて

います。町中には少しずつ、ミャンマーから最近やって来た人の増加の兆しが見られるよう

になりました。また市民的不服従運動 (civil disobedience movement,CDM)に参加したため

指名手配されるなどして逃れてきた人々を支援する目的で、最近ふたつもカフェができまし

た。店内では本格的なミャンマー料理が提供され、一見普通のカフェのようですが、壁には
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戦闘が激しい地域の名前がいくつもビルマ語で書かれています。1988年 8月 8日の民主化運

動を記念する 8 月 8 日には、やはりメソトに避難中の著名作家のブックフェアや抵抗運動の

写真展が開かれ、大勢のミャンマー人でごった返していました。こんなに大っぴらで大丈夫

かと心配になるほどですが、第三国定住を待っているビルマ族の知人の話では、今のところ

メソトは彼らにとってかなり安全だそうで、それが続くことを祈るばかりです。 

 

 ミャンマー国内では、カヤー州やカレン州など少数民族支配地域のみならず、ビルマ族が

多く居住するザガイン地方域でも戦闘が続き、政治犯の死刑執行、それに対する市民の抗議

活動再燃など、依然、情勢の悪化は続いています。混乱の長期化に伴う国内経済の落ち込み

やインフレ、今年多くの農民が村を追われ農作業ができなかったことなどにより、今後飢餓

が発生するのではという懸念もあります。 

 国境沿いの各地では、タイに暮らすミャンマー人の民族医療団体、市民団体、人権団体な

どが、避難民に対する食料、衛生用品、医薬品などの支援を継続しています。どこの団体も

避難民の増加、避難の長期化に伴い、資金調達や輸送の困難さに直面しながら、それぞれの

ルートを使って最大限の活動を展開しており、本当に頭が下がります。 
 

 先日、JAＭが以前から親しくさせていただいている日本ビルマ救援センター（Burmese 

Relief Center - Japan, BRCJ）の方々がメソトを訪問されました。BRCJは 1988年からビル

マ民主化と難民支援を行っている関西の NGO で、2021 年のクーデター以降は 30 回にのぼる

街頭募金活動、継続した支援を続けて下さる支援者からの資金で、草の根レベルの避難民支

援を続けていらっしゃいます。今回 BRCJ が長年支援している移民学校が避難民に食料を届け

る活動を、BRCJ の方々と一緒に私も見学させていただく機会に恵まれました。JAM にとって

実際の支援活動への同行は諸々の問題で容易ではなく、今回の見学は避難してきた方々の苦

労やたくましさ、また支援している方々の努力に触れる貴重な経験となりました。あのクー

デターさえなければこんなはずではなかった大勢の人が不安定な暮らしを強いられているこ

とに、改めて憤りを感じます。今回の見学を可能にして下さった BRCJはじめ関係者の方々に

感謝いたします。 

 

  
（写真左：食料品の購入）        （写真右：避難場所への輸送）   

 



ＪＡＭ会報 133 号 

2022 年 8 月発行 

 

 さらに今月は JAM 代表理事の小林とともに琉球大学の学生さん 3 人、また JAM 賛助会員の

Yさんもメソトに来訪されました。メータオ・クリニックではシンシア院長と面談し、クリニ

ックの現在の取り組みや JAMの今後の支援の在り方について協議を行いました。 

 

 
（写真：メータオ・クリニックのシンシア院長、ターウィン副院長、琉球大学の学生さん、小林代表と） 

 

 また JAMが支援している移民学校のひとつ、Hope Migrant Learning Center も訪問しまし

た。タイの学校は政府による新型コロナウイルス感染症対策として、この 2 年間対面授業が

できませんでした。一部オンライン授業が行われましたが、学校によってはスマートフォン

などでインターネットに接続できる生徒は限られており、先生たちがコミュニティの中に出

かけて授業をすることもあったそうです。Hope校も今年 6月ワクチン接種率や消毒液設置な

ど、感染対策に関するタイ保健省によるチェックをパスし、やっと対面授業を再開したとこ

ろです。JAMは先生たちと相談し、教室で使う机やカーペット、サッカーボールを寄付しまし

た。2年ぶりに先生たちに会い、夢中になってボールで遊ぶ子供たちや、それにじっと見入る

子供たちを見て、学校が再開できてよかったとつくづく感じました。学校に通うという日常

がなくなることで児童労働や早すぎる結婚などのリスクが高まるとも言われており（幸い、

この学校ではそのような事例はなかったそうです）、学校に通えること自体が子供たちにとっ

て重要なのだと思います。 

 

  
（写真左：サッカーに興じる子供たち）      （写真右：移民学校へ寄贈したカーペットや机） 

 

 1 月から開始した NGO 連携無償資金協力によるミャンマー移民支援プロジェクトもまずま
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ず順調に進んでいます。各民族医療団体への医療物資、移民コミュニティへの医療用品・衛

生用品の提供はほぼ完了し、これから使用されるのを待っている段階です。今後は医療団体

での新型コロナ対策などのワークショップ、移民コミュニティでの健康教育の実施に注力す

る予定です。 

 

   
（写真左：プロジェクトの活動としてメータオ・クリニックにオートクレーブ 1台を提供） 

（写真右：提供する物資の詳細を双方で確認） 

 

  
（写真左：飲料水タンクの提供）         （写真右：物資の積み込みの様子） 

 

 

 国境で暮らす人々は新型コロナやクーデターによる困難な状況のなかでも、互いに協力し

知恵や経験を生かして生き延びていく術を十分に持っています。メソト滞在が長くなるほど

それを強く感じ、教えられることばかりで、我々のすべきことはその人々が独自の活動を続

けられるよう後方からサポートすることなのだろうと思います。来年、避難民の状況はさら

に厳しくなると多くの支援団体が予想しており、JAM もそれらの移民コミュニティとともに

最大限の努力を続けていきます。 
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（写真：Hope 校の子供たちと） 

 

 

国際保健医療協力の中で（52） 

【小林 潤】 

 

3 年ぶりにメータオ・クリニックを訪問した。飛行場は新しくなり、ミャンマーや中国をつ

なぐ交易・旅行の玄関口として作られた。現在はバンコクからの国内便が一日 1－2便やっと

再開したというところで、ターミナルは閑散としており、空っぽな大きさを感じた。中国人

が目立つのでビジネスが再開されたかと思ったが、プロジェクトのドライバーさんによると

カジノが目当てだそうだ。内戦がつづいているミャンマーにおいて国境にあるカジノは爆撃

もうけず、粛々と営業を続けているらしい。 

 

シンシア院長ともお会いでき、今後の活動について前向きな議論ができた。しかしなによ

り、彼女に活気のある笑顔をみることができて安心した。昨年からの激動のなかで、毎月積

み重ねているオンライン会議では疲れたようにも見えるときもしばしばだったので心配をし

ていた。クリニックの他のスタッフも同じような活気があるように感じられた。 

JAM が支援してきた、移民学校の一つである HOPE LEARNING CENTER にも訪問することができ

た。到着すると休日にもかかわらず、生徒と先生達が迎えてくれた。支援を開始した 2008年

とは見違えるようにきれいで快適な空間になり、先生達がリードしていい学校づくりをして

いるのが話だけでなく肌でも感じ取れた。新型コロナ感染症パンデミックにはここにも影響

し、長期の学校閉鎖となってしまったそうだ。その中でも、先生達が村落にアクセスして教

育をなんとか続けてきたとのこと。現在、通常どおり再開された学校で働くことには、誇り

をもっているようにも感じられた。子供達は、そこで真剣に学び、楽しく健康に遊ぶ姿も確

認ができた。 

 

軍部によるクーデター、長引く内戦、医療者の迫害を含む人権侵害等の NEWSを聞き、苦悩

を抱える人達との再会と思い、私自身も実は気負っていたのかもしれない。まさに“レジリ

エンス（跳ね返す力）”を肌で感じることができたと感じている。生きていくには、前向きに

進み跳ね返していかなければならない。もちろん、全ての人ではないことはわかっている。

しかしどこかに希望があるか、もしくは見えなくても希望を作り出していけば、跳ね返せる

のかとも思う。JAM 創立から 14 年、実は 15 年程度で多くの難民が帰還し使命が終わると 10

年を過ぎた時点で想定していた。これはかなわぬ夢となってしまったが、JAM に役割がある限

り、続けていかなければならないとも改めて思っている。 
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国内から 

【日本：西尾 浩美】 

 いつもご支援いただき、ありがとうございます。JAM会員の西尾です。 

私は JAMとは別の保健医療系 NGOで、４年ほどミャンマーに駐在していましたが、今年 4

月に任務を終え、日本に帰国しました。日本は停電もなく、突然インターネットが遮断され

ることもなく、銃を持った兵士に路上で荷物をチェックされることもありません。もちろん

日本にもいろんな問題はありますが、生存を脅かされることのない穏やかな国だと改めて実

感しています。 

 

そんなわけで私は、すっかり気を緩めて４年ぶりの日本の夏を満喫しているのですが、ク

ーデター後の混乱期をヤンゴンで過ごしたために、今でも時々クーデターの後遺症のような

ものが顔を出すことがあります。その最たるものが、打ち上げ花火の音。数日に一度、近所

のテーマパークで打ち上がる『ドーン！』という音が聞こえるたびに、毎回「えっ、爆

弾！？」と一瞬緊張してしまうのです。それから「いや、違う違う」と一人ツッコミ。ヤン

ゴンでそれほど頻繁に爆発音を聞いていたわけでもないのに、こんなに過敏になってしまう

のは、それが命の危機に直結する音だからでしょう。普段は意識していなかったけれど、そ

れなりに緊張して過ごしていたんだなぁと思います。 

 

ところで打ち上げ花火といえば、日本では『夏の風物詩』。一方、海外では、花火は『新

年のお祝い』であることが多いように思います。そこで日本の花火の来歴を調べてみると、

その始まりは江戸時代、享保 18年（1733年）の隅田川に遡ることがわかりました。その

頃、江戸や関西では飢饉や疫病で 100万人とも言われる死者が出ていたそうです。こうした

人々の霊を慰め、また疫病の退散を祈って、花火が打ち上げられたのが始まりとのこと。 

 

 
歌川広重が描いた江戸の花火 

 

コロナ禍で迎える３度目の夏。感染防止に試行錯誤しながらも、今年こそは！と花火大会

を復活させた地域も多いと聞きます。浴衣で花火大会に出かける若者たちを駅で見かけると

『日本の夏』が戻ってきたのだな、とホッとした気持ちになります。ですが今年は、伝統文

化や経済効果といった面だけでなく、打ち上げ花火の原点である、慰霊の気持ちも胸に抱き

たいと思います。未曾有の感染症で命を失った 600万人を超える人々の命、そして軍事クー

デター下で命を奪われたミャンマーの罪なき人々の命に思いを馳せたい。 

 

夏の夜空を見上げ、打ち上げ花火の『ドーン』を聞きながら、心の中でそっと灯火をとも

しています。 
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編集後記 
 
インターネットのおかげで何でもわかる世の中になりました。Google map を使えば道に迷

うこともないし、電車の遅延は分単位で通知される。一方、わかりそうで未だにわからない

のは『明日の天気』です。天気予報の的中率は８割を超えるそうですが、実感としては「雨っ

て言ってたのに降らなかったなぁ」なんてこともよくあります。でも、色んなことがスマホ

一つでわかる時代、こうした不確実なものがあることに、どこかホッとする自分がいるので

す。『わからない』ということが価値をもつ、それもまた新しい時代なのかもしれないなぁ、

と、折り畳み傘を見つめながらふと思うのでした。 

 

 

次号の予定 

 

次号は、10月下旬ごろ配信の予定です。 

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/ 
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Instagram https://www.instagram.com/japan_association_maetaoclinic/ 

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。 
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