
PHJ メールニュース２０１０年１０月号 

送信日時：２０１０年１０月１５日 

 

PHJ メールニュース読者の皆様 

 

実りの秋、読書の秋、運動の秋、皆様お元気ですか？PHJ メールニュース 2010年 

10 月号を配信いたします。 

 

PHJ メールニュースは PHJ の活動を支援してくださっている皆様に本部、タイ、 

インドネシア、カンボジアでの活動をより広く深く知っていただくために毎月メール 

でご報告するものです。 

 

このメールニュースは配信を希望するとの連絡を送っていただいた方々、ＰＨＪ 

運営委員（オブザーバーとして出席されている方を含む）の方々、およびＰＨＪを 

支援してくださっている方々にお送りしています。 

 

PHJ メールニュース 10 月号目次 

1. PHJ 本部のニュース 

1-1． 第 41 回運営委員会のご案内 

1-2． むさしの国際交流まつりでお会いしましょう 

1-3.  ホープニュース 54 号を発行しました 

1-4． 2010 年版パンフレットを発行しました 

1-5.  グローバルフェスタ 2010JAPAN、ＭＤＧsワークショップへの出展   

1-6.  スタッフブログ 

 

2. PHJ タイ事務所のニュース 

2-1.  タイ障がい児への支援募金にご協力ありがとうございました 

2-2． HOPE パートナー教育プログラム 

2-3.  先天性小児心臓病手術 

 

3. PHJ インドネシア事務所のニュース 

3-1.   助産室、保健･センターのオープニング － トウンダ島 

3-2.   狂犬病予防教育 － バリ地区 

 

4. PHJ カンボジア事務所のニュース 

4-1.   母子保健・助産師トレーニング － プレイベン州 



4-2.  妊婦健診、分娩奨励キット ―コンポントム州  

 

 

1. PHJ 本部のニュース 

 

1-１. 第 41 回運営委員会のご案内 

PHJ は 3 ヶ月ごとに運営委員会を開催して活動を報告すると共に、委員の方のご提案、 

ご意見を伺って活動に反映しております。第 41 回運営委員会は 11 月 18 日（木） 

午後 5時から 7時 30分 日本 GE 株式会社（住所：東京都港区赤坂 5-2-20 

赤坂パークビル）の会議室をお借りして開催いたします。会員の方も先着 25 名様まで 

参加いただけることになりました。 

出席をご希望される会員の方は info@ph-japan.org あるいは Fax 0422-52-7035 で 

お申込み下さい。http://www.ph-japan.org/news/detail.php?q=news4cb3ff000d1cb  

 

1-2. むさしの国際交流まつりでお会いしましょう 

11 月 21 日（日）11:00-17:00 武蔵境スイングホールで武蔵野国際交流協会（MIA） 

主催のおまつりが開催されます。PHJも 10 階のホールで「アジアのおはなし」 

カレンダーの展示とお話の語りを行う予定です。武蔵野市に住む留学生や外国人の方 

も参加される楽しいおまつりです。皆様もどうぞお越し下さい。 

 

1-3. ホープニュース 54 号を発行しました 

世界で話題となっている国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）について PHJ の取り組み 

を紹介し、巻頭言には PHJ 理事で初代 NGO 担当大使、元駐ザンビア、駐マラウイ大使の 

五月女光弘氏に「私はかって嫌いな人にであったことはありません」を寄稿していた 

だきました。FY2010 の事業・会計報告と FY2011 の事業計画、新役員、各国の報告、 

インターンの方の報告などを掲載しています。 

http://ph-japan.org/about/newsletter/newsletter.html 英文 PHJ News54 も同時に 

発行しました。http://ph-japan.org/about/newsletter/newsletter_en.html 

 

1-4. 2010 年版パンフレットを発行しました 

PHJ の使命、活動方針、最新の活動を紹介するパンフレットを発行いたしました。個人、 

法人の会員にはホープニュースと共に配布いたしました。 

http://www.ph-japan.org/about/guidance/guidance.html 

 

1-5. グローバルフェスタ 2010JAPAN、ＭＤＧsワークショップへの出展 

PHJ は 10 月 2 日(土)、3 日(日)東京日比谷公園で開催された第 20 回グローバルフェスタ 



2010JAPAN に出展いたしました。今年のグローバルフェスタのテーマ MDGｓ“それは私たち 

の約束”に沿ったタイ、インドネシア、カンボジアで行っている活動をパネル展示しまし

た。また「アジアのおはなしカレンダー」作成のために集めた絵を紹介いたしました。 

子供たちの絵とお話は多くの方の関心を呼び、2日間で 250 名の方が熱心にカレンダー 

の絵と、ＭＤＧsの展示を見て下さいました、日本のおとぎ話の絵の作者である武蔵野市 

の子供たちもご家族と一緒に見学に来てくださいました。10 月 2 日(土)2:00-2:30pm  

MDGs スクールで「命がけで子供を産むカンボジア、を知る」というタイトルのワーク 

ショップを開催しました。 

 

1-5. スタッフブログ 

http://blog.livedoor.jp/ph_japan/  

****************************************************************************** 

 

2. PHJ タイ事務所のニュース 

 

2-1. タイ障がい児支援募金へのご協力ありがとうございました 

2009 年 10 月 PHJ はチェンマイ県にある障がい児専門の研究･医療機関（RICD）が 

行っている障がい児のサポートを支援する募金（リハビリ用のトレーニングキットの 

贈呈）を開始しました。この募金は当初の目標を達成し、9月に終了しました。63 名の 

個人および団体からのご支援をいただき、大キット８セット、小キット７０セットを 

チェンマイ県の 10 の病院、保健センター、などにご寄付いただいた方のお名前を 

つけて寄贈いたしました。 

http://www.ph-japan.org/supportPHJ/personal/kikaku.html#jirei_03  

 

2-2. HOPE パートナー教育プログラム 

1998 年以来、累計 200 名の患者を支援、117 名が卒業。現在 65名のドナーが 67名の 

患者を支援しています。9月にはドナー1名増で新たに患者 1名をうけいれましたが、 

患者 1名が心臓病に伴う喘息と地中海性貧血で死亡いたしました。サンパトン病院、 

チェンライ病院、サンサイ病院、RICDで行った「頭と心の知能指数パート２、物語の 

読み聞かせ」には合計 48 家族が参加しました。9月 26 日ラジオ企画パート 2を実施 

しました。慢性病を抱えた子供 11 名が訓練を受けた後、来年 3月まで、月に 2回  

ラジオで保健に関する情報を伝えます。9月 1-23 日、チェンマイ大学教育学部の教授、 

学生 20 名とこれまでの活動のレビューを行いました。9月のラーニングセンター 

利用者は 87名で先月より 47名増えました。 

 

2-3．小児先天性心臓病手術 



9 月に 1名の手術を終えました。10 月には 2名の患者の手術を予定しています。 

***************************************************************************** 

 

3. PHJ インドネシア事務所のニュース 

 

3-1. 助産室、保健･センターのオープニング － トゥンダ島 

富士電機ホールデイングス様のご支援で建設したトゥンダ島ワルガサラ村の「助産室」 

と「保健センター」は 10 月 25 日にオープンを予定しています。夜間照明用ソーラー 

装置も同社から寄贈いただきます。 

 

3-2. 狂犬病予防教育 － バリ地区 

バリ地区で深刻化している「狂犬病」予防教育を実施しています。PHJはワクチン提供 

と摂取対象者の管理体制支援を行っています。 

****************************************************************************** 

 

4. PHJ カンボジア事務所のニュース 

 

4-１. 母子保健・助産師トレーニング － プレイベン州 

8 月にトレーニングを実施した保健センター助産師 2名と 8村で保健教育を行い、592 名 

が参加しました。9月20日プレイベン州病院で助産師トレーニングの終了式を行いました。 

PHJ の活動についての保健行政の評価が高いのは次の理由によります。１．トレーニング内 

容が現在の現地政策とニーズに合致している。２．修了者へ分娩用器具を寄贈したこと。 

３．病院と保健センターの連携改善に注力したこと。４．州保健局と病院の協力関係が 

改善されたこと。５．活動が進むにつれ、患者数が増加したこと。 

 

4-2. 妊婦健診･分娩奨励キット － コンポントム州 

日本では 2月に始めたカンボジア「安全なお産」支援募金は現地では 5月にキャンペーン 

をスタートしました。第 1期分として各ヘルスセンターに健診奨励キット、分娩奨励 

キット 各 125 個を配布しました。9月には妊婦健診キット 93個、分娩奨励キット 58 個 

を贈りました。累計で妊婦健診キット 323 個、分娩キット 194個を配布しました。 

******************************************************************************** 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□ ■ クリック募金にご協力ください！ 

 

イーココロ！クリック募金 

ピープルズ・ホープ・ジャパンは募金サイト イーココロ！｢クリックから世界が変わる、毎日無料 



でできるいいこと」に参加しています。 

http://www.ekokoro.jp/ngo/195/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

PHJ メールニュース 2010 年 10 月号を最後まで読んでいただきありがとうございます。 

このメールニュースへのご意見、ご要望は info@ph-japan.org までお送りください。 

次号の参考にさせていただきます。 

 

またこのメールニュースの配信を希望されない方は info@ph-japan.org までメール 

ニュース配信不要とご連絡ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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