2015年度

年次報告書

2015年4月1日～2016年3月31日

タンザニア・タボラ州の病院にて

わたしがあなたがたを愛したように、
あなたがたも互いに愛し合いなさい。

ヨハネによる福音書 13 章 34 節

日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）は、日本がア
ジアの人々に対して犯した戦争への深い反省に立ち、和解と
平和の実現を願って１９６０年に設立されました。ＪＯＣＳ
は、キリストの愛の精神に基づき、困難の中にある人々の健
康といのちをまもり、人々と苦悩と喜びを分かち合います。
ＪＯＣＳは、岩本直美ワーカーをバングラデシュのラル
は こぶ ね

シュ・マイメンシン・コミュニティに派遣しています。ラル
シュとは、フランス語で「方舟」を意味します。知的な障が
いのゆえに自分のいのちをまもることのできない弱い人たち
と、障がいのない人が共に暮らす共同体です。コミュニティ
には、 人の知的な障がいのある人たちが暮らしていますが、
その多くは親や家族から捨てられた後、路上をさまよいなが
ら、何とか生き延びてきました。彼らは心の奥に深い痛みと
ゆる

傷を負っています。コミュニティは、一人ひとりの傷や悲し
み、孤独を受け容れ、共に支えあい赦しあいながら、そこか
ら新たに歩み出そうとしています。
岩本ワーカーは、２００８年からこのラルシュ・マイメン
シン・コミュニティの基礎づくりに携わってきました。外国
人のクリスチャンが始めたこのコミュニティを、今はバング
ラデシュの地元の多くのイスラム教徒も共に支援してくだ
さっています。
国や宗教の違いをこえ、
いのちをまもり共に生きる活動は、
隔ての壁を取り除き、いつの日か平和な社会の実現につなが
ると、私たちは信じています。

知的な障がいのある女性の手をひいてマイメンシンの町を歩く岩本ワーカー
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JOCS とは
JOCS は、キリストの愛の精神に基づき、アジア・アフリカの国々への保健医療従事者の派遣や奨学

感謝と新年度への期待をこめて

金支援、および現地団体との協働プロジェクトを通じて、保健医療協力を行っています。1960 年の創
立以来、
60 人を越える保健医療従事者を派遣し、
600 人以上への奨学金支援を行ってきました。JOCS は、
すべての人々の健康といのちがまもられる世界を目指しています。

様のお祈りとご協力に支えられて、2015 年度を無事に

ネパール

●2015年度

主のお恵みのもと、JOCS と共に歩んでくださる皆

活動地・支援先

終えることができました。本当に感謝でございます。
2015 年度から会長をお引き受けすることとなり、例
年にもまして祈りの日々でした。JOCS と歴史的に深
い関係をもつネパールの大地震に始まり、中東をはじ
め世界中でますます激しくなる戦争とテロの応酬の中
日本

で、人間のつくりだす不幸により困難の中に投げ出さ
れる人々のことを思うと、祈っても祈っても足りない
年であったと思います。私たちのワーカーや奨学生、

カンボジア

パートナー団体の人々が、守られて無事に活動を続け
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ることができましたことを、主のお恵みとして感謝す

世界のラルシュ・コミュニティの多くがキリスト教を

るばかりです。

基にしている中にあって、唯一イスラム教徒のメンバー

JOCS の奨学金は、草の根の人々の中で働く方の能

を含む理事会を活動運営の中心に据えるという、ラル

力を強めるために用いられています。歴史の積み重ね

シュとしても世界で初めての試みを進めています。知

により、現地における医療活動の中心として働いてく

的障がいのある方々との共同生活のみならず、組織を

ださる元奨学生の姿が多く見られるようになりました。

支える人々の育成にまでおよぶ働きです。岩本ワーカー

JOCS の会報誌などを通じても、これらの協働者であ

は、2016 年 3 月から 6 月まで日本国内で報告会を行い、

る元奨学生の姿をお読みいただけます。これらの奨学

2016 年 7 月から次の任期に入ります。山内章子ワーカー

生の活躍の物語を、もっとご紹介することができれば

は、理学療法士として地域に根差した理学療法の確立

と願っています。

と働き手の育成に努めています。弓野綾ワーカーも、

協働プロジェクト「プロジェクト・りとる」も、そ

医療従事者の少ないタンザニアで、クリスチャンとイ

の活動のひとつとして、学校保健という日本では普通

スラム教徒の人々が仲よく協力して働いている様子を

に行われている課題をとりあげてまいりました。保健

伝えてくれています。派遣 2 年目を迎え、いよいよ良

知識の子どもへの普及が、こうした地域では決定的に

い働きをすることができるでしょう。

欠けていたからです。しかし、嬉しいことに、この活

私たちは小さな群れにすぎません。しかし、世界を

動の大切さがプロジェクト地域の周辺の学校でも認め

より良いものにしたいとの祈りと願いをもって歩み続

られ、地域の人々自身の努力で拡がりを持とうとして

ける責任はますます大きくなっております。
「医療を通

おります。2016 年度からは、ケニアで、障がいのある

じて、愛を世界へ」
。みんなで生きることのできる世界

子どもたちと家族へのプロジェクトを現地団体と協力

を共に求めて歩み続ける 2016 年度といたしましょう。
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JOCS の活動の原点・中心としてワーカー派遣があ
ります。岩本直美ワーカーのバングラデシュにおける
ラルシュ・マイメンシン・コミュニティでの働きは、

公益社団法人

日本キリスト教海外医療協力会
会長
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ワーカー派遣

アジア・アフリカの
地域の人々とともに歩む

バングラデシュ

派遣されたワーカー（保健医療従事者）は、地域の人々とともに、苦悩や喜びを分かち合いながら、健
康といのちをまもるために活動し、任期終了後も、派遣先団体や地域の人々によって活動が引き継がれて

地域で働いてくれる理学療法技術者を育てています。
あや こ

山内章子（理学療法士）

2015 年12月から約半年の予定で、8 人の受講生を対象に理学療法の

いくことを目標としています。
2015 年度はバングラデシュに 2 名、タンザニアに 1 名のワーカーを派遣しました。ワーカーが現地に溶け

講習会を実施しています。その講習会では、
受講生は座学と実習によっ
て理学療法を学んでおり、私は受講生たちの成長を見守っています。

込むにつれて、活動の成果がますます上がってきています。

受講者の一人、モモタースさんは、2013 年にも私の講習を受けたこ
とがあります。当時の彼女は他の受講生と比べると、座学も実習もか
なり遅れをとっていました。習ったことを覚えられないのです。しか

タンザニア

し、この数年間、彼女はこつこつと自分が学んだ知識と技術を磨いて
きていました。今回の講習で会った彼女は、外来実習では、学んだと

「病気でも家で過ごしたい」という願いをかなえるために。

おり優しく子どもたちに触れ、治療をし、また家族にもわかりやすく

弓野綾（医師）

説明するのです。彼女には障がいのある妹があり、理学療法を通して
たくさんの子どもたちを助けたい、という強い思いを持っています。
他の受講生たちの背景も様々ですが、それぞれが、貧しい地域の子
どもたちのために今よりももっと何かができるように学びたいと、真
モモタースさん

剣に参加しています。

バングラデシュの貧しい地域では特に、障がいを持った人

障がいのある人に理学療法を提供すると同時に、障がいに対

たちが理学療法を受ける機会がほとんどありません。それだ

する人々の意識を変えていかれる人が必要とされています。

けでなく、周囲の人や家族から虐待や暴力を受けたり、見捨

山内ワーカーは、都市から遠く離れた地域で、そのような

てられたりすることもあります。そのため、貧しい地域で、

人材を育てる活動を行っています。

ラルシュの人の輪づくり、平和づくりが、静かに進んでいます。
岩本直美（看護師）

ラルシュ・マイメンシン・コミュニティの理事会副会長である
K.R. イスラム医師は、地域の有力者たちが、知的な障がいのあるメン
バーたちのいのちを守り、その暮らしを共に支えてくれるよう精力的
に働きかけています。あちらこちらに電話をかけ、人を訪ね、製薬会
診察する弓野ワーカー（左）

ある朝、私たちと同じ敷地で暮らす高齢のシスターが、

にしました。時に停電するため、インスリンは冷蔵保管で

とって、最初は、知的な障がいのあるメンバーたちを受け入れること

よろよろと歩いていました。
「最近糖尿病の症状が悪くて足

きません。夜は懐中電灯で注射を準備しました。さらにイ

は容易ではありませんでした。ラルシュのメンバーたちの大歓迎を受

が痛いの」と言われ、見ると、両足が腫れて潰瘍が多数で

ンスリン自己皮下注射の方法をシスターに教えねばなりま

けるうちに、徐々に彼の心の壁が取り払われていったのです。

き化膿していました。病院で検査したところ、血糖値が通

せん。自宅療養がタンザニアで難しいこと、普段からの病

また、イスラム医師の知り合いで、重い自閉症のある息子をもつ

常の 5 倍で、膿の溜まりを切開しつつ「インスリンと抗生

気の重症化予防の大切さを感じました。幸いシスターは自

父親が「自分の息子を誰よりも愛おしく感じる」と静かに語る姿に

剤の注射が必要なので入院しませんか」と尋ねました。と

己注射に意欲的で、血糖値が安定し、2 カ月後、きれいに

も、彼は心を打たれたようです。イスラム教徒である彼は「自分も

ころが、シスターは「慣れた家で過ごしたい」という意思

なった足を見せてくれました。今後もタボラの皆さんが健

死ぬまでに、
神様に本当に喜んでもらえることをしたい」と話します。

が固かったので、朝晩訪問し、薬を注射して足を洗うこと

康に暮らすお手伝いを進めていきます。

タボラ州は、人口当たりの保健医療従事者数、施設数が
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社等の会社役員に寄付を呼びかけ、本当に一生懸命です。しかし彼に

ラルシュの人の輪づくり平和づくりは、音をたてることなく静かに
K.R. イスラム医師（中央） 進みます。

て、現地スタッフへの技術移転などを行っています。また、

タンザニアの中でもとても低い水準にあり、東アフリカの

JOCS とタボラ大司教区保健事務所（TAHO）が協力して

ラルシュ・マイメンシン・コミュニティでは、知的障がい

ここで活動する岩本ワーカーは、コミュニティが地域に受

中でも最も医療が行き渡っていない地域のひとつです。弓

行っている協働プロジェクトでは、診療統計のデータ分析

のある人々と、彼らの生活を支えるアシスタントが共に暮ら

け容れられ、バングラデシュの人々により支えられ運営され

野ワーカーは聖アンナ・ミッション病院での診療を通じ

などに協力しています。

しています。

るよう、人材育成と人の輪づくりに力を入れています。
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奨学金事業

将来を担う人材を育てる

～保健医療従事者の育成と能力強化のために～

タンザニア

シスター クリスチナ・マプンダ（ンダラ病院・医師）

JOCS の奨学金を受け、タンザニアの大学で医学
を勉強しました。卒業後、自身が所属していたン
ダラ病院に戻り、現在は医師として働いています。

アジア・アフリカの国々には、人々が保健医療サービスを受けにくい地域が多くあります。JOCS では、
そのような地域で働く保健医療従事者に、奨学金による支援を通して研修の機会を提供することで、その
地域の保健医療レベルの向上に協力しています。選考の際には、研修後にその地域にとどまり、その地
域の人々のために働きたいと願う人を奨学生として選んでいます。

2015年度の奨学生の数 67人
ネパール 16人

=5人

28人
28人
ウガンダ
ウガンダ
バングラデシュ 4人

=1人

インド 3人

インドネシア 6人

地域の人たちのために、祈り、医師として奉仕していきたい。

タンザニア 10人

JOCS の奨学金で研修を受ける前、私はンダラ病院で医
保健医療従事者として、地域の人々のために活躍する元奨学生たち
右 上 ： インドネシア（ 薬 剤 師 ） 右 下 ： ネパール（ 看 護 師・大 地 震での
被災者のための医療支援活動） 左 ： タンザニア（看護・助産師）
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を復習しました。同じときに、やはり JOCS の奨学金で看

療助手として働き、シーツの交換や受付での書類の整理な

護師を目指すシスターがいて、一緒に勉強できたことも心

どをしていました。そのときの私には、できることがとて

強い支えとなりました。

も限られていました。目の前に苦しんでいる患者さんがい

JOCS の奨学金のおかげで大学に進学し、医師になるこ

ても、私には患者さんやその家族のために祈ることしかで

とができました。研修を終えた後はンダラ病院に戻り、医

きず、
もっと私にできることはないかと、
いつも神様に祈っ

師として働いています。今は、病気やけがで苦しんでいる

ていました。

患者さんのために日々祈り、加えて、苦しんでいる人たち

同じ病院で事務責任者を務めているシスターにこのこと

のために医師として奉仕できるようになったことがとても

を相談したところ、JOCS の奨学金に応募し、大学に進学

うれしいです。まだ医師としての経験が浅いため、手術の

して医師になることを勧められました。そのシスターの話

前や重い症状の患者さんを前にした際には、緊張やプレッ

では、病院では医師や看護師がとても不足しており、シス

シャーから怖くなるときもあります。そのようなときは、

ターである私たち自身が資格をとれば、患者さんたちの役

深呼吸をして神様に祈ると落ち着くことができます。

に立つことができるだけでなく、病院としても医療従事者
が増えるためとても助かるというのです。

私が医師になって一番良かったと感じるのは、新しい命
の誕生に立ち会うときです。大きな感動と神様の愛を毎回

私は、小さいころから算数や理科は得意でしたが、シス

強く感じます。生まれてくる赤ちゃんはみな光り輝いてい

ターになりたいと思っていたため、神学に比べると算数や

て、私たち一人ひとりが神様の祝福を受けて生まれてきた

理科の勉強にはあまり力を入れていませんでした。でも、

のだということを思い起こさせてくれます。これからも少

自分が医師になることで困っている人たちの助けになるな

しでも地域の人たちのために役に立てるよう、祈り、働い

らと思い、ぼろぼろの教科書を引っ張り出して学校の勉強

ていきたいと思います。
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現地の力を活かした協力の形

協働プロジェクト

（プロジェクト・りとる）

現 地の人々や団 体と話し合って活 動の目標と内 容を決め、 協 力して保 健 医 療 活 動を行っています。
2015 年度は、バングラデシュ、タンザニアに加え、カンボジアでもプロジェクトを行いました。

タンザニア

診療統計分析能力強化プロジェクト

【パートナー団体】

タボラ大司教区保健事務所（TAHO）

【支援対象者】

TAHO とその傘下の 10 の保健医療施設（病院や診療所など）

【活動の背景・目的】

患者の人数、性別、病名などの情報を収集、分析し、その

結果を医療施設と共有することは、その地域の保健医療状況
を把握し、保健医療サービスの改善を行う上で非常に重要で
す。タンザニア政府も診療統計を収集していますが、その結
果は医療施設とほとんど共有されていません。このプロジェ
クトでは、それらの情報の収集・分析と結果の活用を通じた
医療サービスの向上を目指しています。

診療統計のデータを入力するアレックス神父（左）と TAHO スタッフ

統計には、ただの数字の羅列を越える大きな力がある。
TAHOのスタッフが、集めた診療統計のデータを、パソ
コンを使って入力できるようになりました。これまでは、医

で把握できるようになり、達成感を味わうことができるよ
うになりました。

療施設が提出用紙を紛失したり、誤った用紙を使用したり

現在は 2015 年の報告書を作成しています。報告書には

するなどの間違いが多く見られました。そこで、各医療施

グラフを多く入れ、数字が苦手な人にもわかりやすくなる

設に提出用と保管用の用紙2部とそれを整理するためのファ

よう心がけています。統計は、保健医療スタッフや患者さ

イルを配布したところ、紛失や誤使用が大きく減りました。

んたちと共有されるほか、政府にタボラの保健医療状況と

また弓野ワーカーのアイデアで、データの提出や入力が

その改善を訴えるための資料として活用されています。
「統

終了した際に、一覧表にある医療施設名に色ペンで印をつ

計にはただの数字の羅列を超える大きな力があると信じて

けるようにしました。これにより、作業の進捗状況が一目

います」と TAHO のアレックス神父は語っています。

プロジェクターを使ったインさんの授業の様子
※

カンボジア SALT プロジェクト
（地の塩プロジェクト）
【パートナー団体】

バッタンバン司教区、同司教区運営のヘルスセンター（診療所）

【支援対象者】

※ SALT:Sokkapheap Anamai La-or sumrup samai Thmey
（次世代のための健康と衛生）

【活動の背景・目的】

バッタンバン司教区の運営するヘルスセンターでは、

治療だけでなく予防にも力を入れています。このプロ

バッタンバン司教区運営のヘルスセンターと協力関係に

ジェクトでは、子どもの健康に関する知識の普及や向上

ある小・中学校 15 校の生徒約 800 人。

を目的とした健康教育を、JOCS と共に実施しています。

えっ、電気が安定していない農村で、
コンピューターとプロジェクターを使うんですか？
健康教育を学校で実施しているのは、バッタンバン司教
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国の農村でコンピューターとプロジェクターを使用するの

バングラデシュ 学校保健教育プロジェクト
【パートナー団体】

学ぶ機会は少なく、多くの人は、それらについての基礎

【支援対象者】

れば治る病気でも命を落としてしまうことがあります。

【活動の背景・目的】

では、子どもたちに健康や保健衛生について学ぶ機会を

Basic Development Partners（BDP）
ダッカ管区内の BDP の運営する学校に通う生徒（約 3,000 人）
バングラデシュでは、学校で健康や保健衛生について

的な知識をもっていません。そのため、適切な治療をす
そのような状態を改善するために、このプロジェクト
提供しています。

完成した指導教本は、これからへの第一歩。
1 年間の延長期間を終え、2015 年度末をもってプロジェ
クトを終了しました。

の担当者、アイザックさんは誇らしげに語ってくれました。
子どもたちへのインタビューやアンケートでは、知識の

目に見える成果として挙げられるのが、保健教育の教本

定着を正確に把握することは難しかったものの、教員たち

スクリーンに画像が映し出される様はとても新鮮だったよ

の完成です。BDPの小学校に通う子どもたちの多くは、貧

からは、病気で休む子どもが減った、子どもの皮膚病が少

ジアの農村部の子どもたちの興味を引き付ける方法をよく

うで、みんな熱心に画面に見入っていました。使える技術

しいスラム地区に住んでいます。対象をそのような子どもた

なくなった、という声が多く寄せられています。

知っています。

は適切に使った方が良いのだと気づかされたときでした

ちにしぼり、その子どもたちがかかりやすい病気への対処

保健教育の時間になると、インさんは白布で作ったスク

（停電のとき、もしくは電気のきていない学校でも保健教

法や、子どもにもできる健康を保つための知識などを取り上

研修を受けて保健教育に自信をもった教員たちが、これか

リーンにプロジェクターを使ってコンピューターの画面を

育を実施するため、同じ内容が描かれた紙教材ももちろん

げています。
「政府やほかの団体からも注目されていて、問い

らも自分たちの手による保健教育を続けていくことでしょ

映し出しました。当初は、電気の安定供給のない発展途上

用意されています）
。

合わせが来ているんだ」と、この教本の制作を担ったBDP

う。

区のヘルスセンターで働くインさんです。彼女は、以前働

はどうかと思いました。しかし、子どもたちにとっては、

いていた団体でも健康教育事業の担当だったので、カンボ

プロジェクトは終了しましたが、
完成した教本を用いて、
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被災者支援活動
（日本・ネパール）

国内での活動

被災地の人々に寄り添う

国際保健人材育成事業

各地域の支援団体などと連携し、それぞれの地域のニーズに合わせた活動を行っています。特に弱い
立場におかれた人たちの支援に力を入れています。

将来、国際保健医療協力活動に携わることを希望する人を対象
に、2015 年度は以下のプログラムを実施しました。
■国際保健医療勉強会
「バングラデシュをケーススタディとした国際保健医療協力活動」
2015 年 5 月：みんなで生きる：障がいを持つ人々と関わって

岩手県釜石市
【活動の背景】

（講師：山内章子ワーカー）

力しました。2015年度は計5回、延べ20名を派遣しました。

震災から 5 年が経過し、多くの団体が支援活動を終えて

【成果】

（講師：乾眞理子元短期ワーカー・医師）

います。一方で、被災地では復興への焦りや不安、避難生

家族や健康の問題など、身近な人には話しにくいような

活からくる疲れやストレスから、心身の不調を訴える方が

内容について看護チームが耳を傾けることが、被災地の人

今も多くいます。また、復興住宅に移った方の中にも新し

たちの支えになっています。

い環境になじめず、
孤立化している方が少なくありません。
【支援内容】
看護チームが仮設住宅や復興住宅などを訪問し、傾聴や
健康相談などの活動を継続しました。また、特定非営利活
動法人カリタス釜石の行う、
「お茶っこサロン（仮設住宅集
会所などで開かれている地域の人たちの交流の場）
」にも協

ることのできない子どもが生活しています。原子力発電所

被災時の様子や気持ちを詳しく話してくださった方がいま
した。 いろんな思いを抱えている人が自分一人で抱え込
みすぎないよう、すべてを解消できなくても、少しでも心の
重荷を解いていけたらと思いました。

【成果】

測定し、外部被ばく量の可視化に役立てられました。甲状
腺検査では、一人ひとりに検査結果を見せながら理解力に

「特定非営利活動法人福島県の児童養護施設の子どもの

合わせて説明し、検査を続ける必要性の理解を促進しまし

健康を考える会」をパートナー団体とし、施設入所中の子

た。尿中セシウム検査は内部被ばくの査定に、食品の放射

どもと職員の個人被ばく線量測定、甲状腺検査、尿中セシ

能測定は内部被ばくの予防に役立てられました。

ネパールの協力団体から要請を受け、支援金を送りまし
た。協力団体は、大地震直後から被災者への支援物資の配
布や医療チームの派遣を行い、その後は心理社会的カウン
セリングや看護学校の再建、ハンセン病や障がいのある人
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アジア・アフリカの保健医療の現状やJOCS
の活動について学んでいただく機会を提供し
ています。当会事務局職員が教会や学校など
各種団体を訪問する講師派遣や、グループの
2015 年度講師派遣：16 回
2015 年度事務局見学受け入れ実績：10 回

たちの生活の再建に取り組んでいます。JOCS からの支援
金はこれらの活動の一部に充てられ、被災者のための医療
支援活動には多くの元奨学生が参加しました。

インターンシップ受け入れ
2015 年度は 1 名の大学生
を、インターンシップ生と
して JOCS 東京事務局で受
け入れました。主な内容は
「仙台・絆をつなぐ旅」
企画・
引率と、ワーカー活動報告
会への同行、事務局での事 「仙台・絆をつなぐ旅」 参加者の皆さん。
前列右がインターン生の横山さん
務作業でした。
インターンシップを通して支援者の皆様にお会いし、お話を聞く

地 震 直 後に屋 外で治 療を
行う元奨学生（医師）
。

【支援内容】

講師派遣・事務局受け入れ

事務局見学受け入れを行っています。

ネパール

看護師、看護学校講師などの育成を支援しています。

病気の知識としては理解していましたが、その人を知ろうとしていなかった部分があったと気づかされました。 今回、実際に

除染と自然減衰により空間放射線量は減少してきていま

検査を継続して受ける必要があります。

をネパールに派遣してきており、現在は、奨学金で医師や

フィールドセミナーでの炊き出し準備の様子

寿地区の人たちと接し、人を理解するということはどういうことなのか、再度考えるきっかけとなりました。（20 代女性）

市の「青葉学園」および「福島愛育園」で個人被ばく量を

をもたらしました。JOCS は、これまでに多くのワーカー

ね、その働く姿勢を学ぶ」

セミナーに参加して一番気づかされたことは、自分の中に強い偏見があったということです。 病院で看護師として働く中で、

将来の健康被害を防ぐため、
最大限の予防を図るとともに、

2015 年 4 月にネパールで発生した大地震は、大きな被害

「横浜市寿地区で弱い立場におかれた人々と活動する人たちを訪

フィールドセミナー参加者の感想文から

すが、福島には依然放射線量が高い地域があります。福島

【活動の背景】

■国際保健医療協力フィールドセミナー

2015 年 12 月 29 日～ 30 日 横浜市寿地区

の事故による低線量被ばくの長期的な影響は未知数です。

【支援内容】

（講師：小宅泰郎元ワーカー・医師）
（講師：森田隆事務局長）

看護チームの感想から

ウム検査、食品放射能測定器の校正費用を支援しました。

福島県内の児童養護施設には、様々な事情から親元に帰

勉強会講師の小宅元ワーカー

2015 年 11 月：バングラデシュで学んだこと
2016 年 1 月：国際協力とプロジェクトマネジメント

福島県内児童養護施設
【活動の背景】

2015 年 9 月：バングラデシュの田舎のクリニックで活動して

機会がありました。お話を聞いて、JOCS の活動に対する一人ひ
とりの思いや支援することの意義を知ることができました。そして海
外で保健医療活動を行うには、国内から多くの人が支えることが
不可欠だと気付きました。 国、性別、年齢関係なくさまざまな違い
を乗り越え、みんなで支え合うことが、JOCS の掲げる「みんな
で生きる」 の意味なのだと実感しました。
夏休みの自由研究のために小学生が来てくれました

2015 年度インターン生

横山菜穂
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支援者の皆様と共に
使用済み切手運動

JOCS のつどい
支援者の皆様へ活動を報告し、また多くの方に JOCS の活動を知っていただくために、東京と大阪で「JOCS のつどい」

1964 年の開始以来、JOCS の使用済み切手運動は、

を開催しました。11 月 23 日に東京・信濃町教会で開催した「東京のつどい」では、山内章子ワーカーによる活動報告と

「子どもから高齢者まで、だれでも参加できるボランティ

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団の合唱が、2 月 14 日に大阪教会で開催した「関西のつどい」では、楢戸健

ア」として親しまれ、多くの方々に参加いただいています。

次郎元ワーカー（ネパール派遣・医師）によるネパールの地震後の活動報告と大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団の

2015 年度は、個人・団体を合わせ 14,302 件もの使用済

合唱が行われました。

み切手や書き損じハガキ、外国貨幣などのご寄付をいた

なら と

だき、2,467 万円もの換金額となりました。
あたたかいご支援をありがとうございました。

心しているのですが、このとき、一瞬にしてこの邪心は吹

切手運動が自分の悦びに

き飛ばされ、私の心に満ちあふれたのは最高の悦びでした。

私は、住んでいる高齢者施設や関係している団体などに
〈東京〉

〈関西〉

〈東京〉

〈関西〉

地区 JOCS

こうした良き出会いを準備し、悦びを与えてくださった

声をかけて使用済み切手を集めています。

のは JOCS という組織。なんと感謝してよいかわかりませ

「このような大事な取り組みをしてくださる方がこのホー

ん。私はまだまだ心の弱い人間であり、どこまで続けられ

ムにいらしたのですね。とても嬉しい、
ありがとう」
と、
先日、

るかわかりませんが、「喜びを運ぶ器になりなさい」を忘れ

90 歳を越えたご高齢の方から嬉しい言葉をいただきまし

ることなく、残された余生を一歩一歩、歩み続けていこう

た。

という思いを新たにしました。

ふとすると、何かをしてあげる、助けてあげるという思

このような出会いに恵まれたことに深く感謝いたします。

い上がった気持ちが私の心の隅に出がちであり、普段から

N.H 様（神奈川県）

地域の皆さんと共に切手を集めています

地区 JOCSは、地域のJOCS 会員と教会やYMCAなどで組織され、JOCSの活動を
支えるための自主的な活動を行っています。2015年度の主な活動は以下のとおりです。

2016 年 2 月、神戸市灘区の新聞販売店、株式会社サン

■仙台

ライズの方が 16 万枚もの使用済み切手を関西事務局に持っ

⃝毎月第 2 土曜日：使用済み切手整理作業「きってきっぺ」
⃝せんだい地球フェスタに出展（10 月 25 日）

■足利

てきてくださいました。株式会社サンライズは創業後、17
〈仙台〉

日目に阪神淡路大震災により被災。壊滅的な状況の中、ボ
ランティアの方々など多くの人に助けられ苦しい時期を乗
り越えることができたそうです。

⃝山内章子ワーカー報告会（4 月 12 日）
⃝足利市民クリスマス（12 月 12 日）

「この恩返しをしたい」との思いで 2003 年から使用済み

⃝毎月第 3 土曜日（10 月まで）、毎月第 3 水曜日（11 月から）使用済み切手

購読者にも協力を呼びかけ、毎年約 10 万枚の切手が集ま

たかい繋がりを持てるのは大きな喜びです。
」
（代表取締役：

るようになりました。

馬場秀将さん

切手やベルマークなどの収集運動を続けています。新聞の

■町田					
整理作業

〈足利〉

■京都

⃝第 11 回チャリティーウォーカソン（4 月 4 日）
⃝山内章子ワーカー報告会（5 月 30 日）

「新聞を購読する多くの方が、集めた切手を集金の時など

写真中央）

13 年前に始まった株式会社サンライズの「恩返し」は、

に配達員に渡してくださいます。単に新聞を売るだけでな

共感する地域の皆さんと一体となって大きなムーブメント

く、切手運動を通じて社会に貢献し、地域の方々とのあた

になっています。

⃝第 37 回チャリティーコンサート（7 月 31 日）

■大阪

⃝第 9 回大阪 JOCS カフェ

ゲストスピーカー：東岡牧看護師・JOCS 理事

（9 月 26 日）

〈京都〉

したり、破れている切手を取りのぞいたりして、換金できる状態に

⃝山内章子ワーカー報告会（5 月 31 日）

整えてくださっているのがボランティアの皆さんです。それぞれの

■四国高知

事務局に毎日 4 ～ 5 名の方が来てくださっています。

⃝畑野研太郎 JOCS 会長講演会（10 月 17 日〜 18 日）
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毎日、東京・関西両事務局にはたくさんの使用済み切手が全国か
ら届きます。それらを開封し、切り方が整っていない切手を切り直

■芦屋

⃝高知スタンプショーに出店（10 月 24 日～ 25 日）

切手ボランティア

〈大阪〉
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2015 年度会計報告
■正味財産増減計算書

皆様のお支えにより、2015 年度も海外での保健医療協力事業を遂行するとともに、
東日本大震災被災者支援活動を実施できたことを感謝申し上げます。

公益法人の会計について
公益法人には「貸借対照表」と「正味財産増減計算書」の作成が義務付けられています。
「貸借対照表」とは、
年度末時点での法人の資産、負債、正味財産の有高を示すものです。正味財産とは、資産から負債を引いた金額
です。活動の結果、正味の財産が 1 年間でどれだけ増えたのか、もしくは減ったのかを、その原因（収益、費用）
とともに表したのが「正味財産増減計算書」です。なお、使用済み切手運動が、2015 年度から公益目的事業に
統合されたことに伴い、収益事業等会計は廃止されました。

JOCS の財務状況
2015 年度に皆様からいただいた会費は前年度より約 12 万円減少しました。一方、寄付金は前年度より約 6％
増加しました。これは、長年支援してくださっていた方のご逝去によるご遺族からの相続財産のご寄付が増えた
ことが大きな要因となっています。経常費用は前年度より減少し、その結果、正味財産は約 19 万円の減少にと
どまりました。
2016 年度は、活動への共感・賛同をさらに得られるように、岩本直美ワーカー活動報告会と JOCS 職員に
よる教会や団体訪問を行っていきます。
なお、ホームページ上で、より詳しい内容をご覧いただけます。また、ご希望の方には、2015 年度事業報告・
会計報告書、2016 年度事業計画・予算書をお送りいたします（送料実費）
。事務局までお申し付けください。
■貸借対照表

2016年3月31日現在（単位：円）

資産の部
1

流動資産
現金預金

2

負債の部
44,705,714

貯蔵品

8,469,600

前払金

73,920

固定資産
特定資産
その他固定資産

資産合計

511,512,200
14,129,769
578,891,203

1

流動負債

2

固定負債

負債合計

5,489,472
1,980,000
7,469,472

正味財産の部
1

指定正味財産

31,151,689

2

一般正味財産

540,270,042

正味財産合計

571,421,731

負債及び正味財産合計

578,891,203

■東日本大震災復興支援指定寄付
寄付総額：23,264,147 円
（2010 年度 70,000 円、2011年度 12,153,111円、2012 年度 6,088,125 円、2013 年度 4,828,599 円、2014 年度
112,892 円、2015 年度 11,420 円）
2015 年度末までに使用した金額の内訳は、以下のとおりです。
（単位：円）
活動地
岩手県釜石市
福島県いわき市
福島県内児童養護施設
宮城県仙台市
その他（共通費用）
合計

2011年度
1,588,740
55,290
987,000
877,760
80,749
3,589,539

2012 年度
1,900,595
945,745
2,554,614
960,600
277,071
6,638,625

2013 年度
1,854,956
449,570
810,370
936,000
0
4,050,896

2014 年度
2,220,143
705,440
1,240,503
0
0
4,166,086

2015 年度
1,543,970
0
1,321,410
0
0
2,865,380

合計
9,108,404
2,156,045
6,913,897
2,774,360
357,820
21,310,526

残額 1,953,621円は、2016 年度以降の活動に使わせていただきます。指定寄付の受け付けは終了いたしました。
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科

2015年4月1日から2016年3月31日まで（単位：円）△はマイナスを表す

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
①特定資産運用益
②受取会費
③事業収益（使用済み切手等を含む）
④受取補助金等
⑤受取寄付金
⑥雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
海外派遣費
奨学金
協働プロジェクト費
海外出張
国内活動費
災害救援復興費
研究活動費
会議費
募金・寄付経費
人件費
事務所費
事務用品費
通信費
支払手数料
旅費交通費
諸費（租税公課）
退職給付費用
減価償却費
賞与引当金繰入額
②管理費
人件費
事務所費
事務用品費
会議費
通信費
保険料
支払手数料
旅費交通費
退職給付費用
減価償却費
賞与引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
①受取指定寄付
②一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
海外保健医療協力事業

法人会計

合

計

2,928,796
13,600,162
25,036,002
0
80,030,268
198,022
121,793,250

114,245
13,600,160
0
400,000
8,218,859
0
22,333,264

3,043,041
27,200,322
25,036,002
400,000
88,249,127
198,022
144,126,514

124,673,184
20,756,249
8,256,744
4,346,170
834,461
14,793,705
4,087,380
531,638
261,680
3,565,364
45,040,500
10,432,975
2,066,040
1,681,016
19,848
307,322
307,400
2,998,600
1,685,718
2,700,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124,673,184
△ 2,879,934

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,215,454
11,260,111
2,608,235
516,489
1,577,070
420,233
171,300
3,975,265
76,829
513,400
421,429
675,093
22,215,454
117,810

124,673,184
20,756,249
8,256,744
4,346,170
834,461
14,793,705
4,087,380
531,638
261,680
3,565,364
45,040,500
10,432,975
2,066,040
1,681,016
19,848
307,322
307,400
2,998,600
1,685,718
2,700,374
22,215,454
11,260,111
2,608,235
516,489
1,577,070
420,233
171,300
3,975,265
76,829
513,400
421,429
675,093
146,888,638
△ 2,762,124

0
0
0
△ 2,879,934
506,151,749
503,271,815

0
117,810
36,880,417
36,998,227

0
△ 2,762,124
543,032,166
540,270,042

5,439,082
△ 2,865,380
2,573,702
28,577,987
31,151,689
534,423,504

0
0
0
0
0
36,998,227

5,439,082
△ 2,865,380
2,573,702
28,577,987
31,151,689
571,421,731
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広がる支援の輪！ いろいろな協力の形

ぜひ会員となって JOCS の活動を継続的にお支えください

JOCS の保健医療協力は、多くの方々に支えられています。

社員
会員

JOCS を構成する会員。総会の議決権、理
事の選挙権及び被選挙権をもちます。
（社員会費：年 10,000 円以上の任意の額）

一般
会員

JOCS の活動を支える会員。総会の議決権や
理事の選挙権、被選挙権はありません。
（一般会費：年 5,000 円以上の任意の額、18
歳未満の方は年 2,000 円以上の任意の額）

不要になった本で
寄付ができる仕組み

ご入会・ご寄付の方法

私どもは中古書籍の買取販売業を営んでいます。古本
募金きしゃぽんは、着払いで受け取る宅配便での古本買

学校で JOCSの活動を
支援しています
本校は「道徳人・実力人・世界人の育成」とい

い取りのノウハウをもとに、
2011 年にスタートしました。

う教育目標を掲げています。困難な立場にいる人

昨年には、JOCS の古本募金を担当することとなり、

たちや世界に目を向けて、分かち合う喜び、人を

「家にある読み終えた本でも寄付ができます」とお知ら

支える喜びを感じてほしいと願いつつ、中学１年

せしましたところ、たくさんのお申し込みをいただいて

生から高校３年生までの学校全体の取り組みとし

おります。私どもを信頼してご寄付を託してくださり、

てコイン募金を２０年以上続けています。

誠にありがとうございます。

夏休みに入る前に、ＪＯＣＳの方に来ていただ

古本募金きしゃぽんからも、1 件のお申し込みにつき

き、礼拝の奨励の中でＪＯＣＳの活動についてお

100 円の協賛募金を査定額に追加して JOCS に寄付し

話を伺い、その尊い活動を知った上で、生徒たち

ています。

は夏休み中にコイン募金に取り組んでいます。９

郵便
振替

ゆうちょ銀行（口座：日本キリスト教海外医療協力会 募金部 00170-3-13986）

銀行
振込

三井住友銀行 高田馬場支店 日本キリスト教海外医療協力会

ご入会の場合は、
「入会申し込み」と払込票の余白にご記入ください。

口座番号：普通 4186361 ＊お名前とご連絡先を東京事務局までお知らせください。

クレジット
月々 500 円からの国際協力。ホームページ（http://www.jocs.or.jp）からお申し込みください。
カード
＊銀行・ゆうちょ銀行口座からの口座振替（月々又は年払）もご利用いただけます。
＊当会へのご寄付、一般会員の会費は特定寄付金に該当し、寄付金控除を受けることができます。

● JOCS 会員数
4,117 名（うち社員会員 332 人）2016 年 3 月 31 日現在

これからも皆さまが大切にされてきた品を 1 点ずつ確

月はじめに瓶や缶に集めたコインを持ち寄り、各

認して、適切にリユース・リサイクルし、皆さまとご一

学年のキリスト教活動委員がコインを集計し、Ｊ

緒に JOCS の活動を応援してまいります。

● JOCS 役員（五十音順）

ＯＣＳへお送りしています。生徒たちにとっては

会長 畑野研太郎（医師）

（古本募金きしゃぽん

佐藤若菜様）

教育目標を実践する大事な活動となっています。
（明治学院中学校東村山高等学校 曽武川道子様）

常務理事 大友宣（医師）

理事 植松功（自営） 土居弘幸（大学教員） 名取智子（JOCS 事務局次長） 榛木恵子（団体職員） 東岡牧（看護師）
平本実（団体職員） 眞鍋まり（大学教員） 森田隆（JOCS 事務局長）
監事 辻本嘉助（医師） 渡部芳彦（歯科医師、大学教員）

事務局内作業や
イベントでのお手伝い
事務作業のお手伝いをしてくださ
るボランティアや、コンサートや映
画会などのイベントを手伝ってくだ
さるボランティアなど、多くの方々
が、JOCS の活動を支えてくださっ
ています。

職場のボランティア休暇で
JOCSを訪問しました

会社のボランティア休暇を使って、JOCS のボランティア
に参加しています。今年は、職場の同僚４人で、切手貼りや切
手の仕分け作業のボランティアをしました。JOCS のボラン
ティアは 1 日単位で誰でも気軽に参加できます。日本にいな
がらにして、世界中で医療を必要としている方に医療を届ける
活動をしている JOCS を支援することで、国境を越えて、会
社の使命である「生きる喜びを、もっと」届けることに貢献で
きると感じています。今後とも継続して参加したいと思います。
（グラクソ・スミスクライン株式会社

井上理恵子様）

公益社団法人

日本キリスト教海外医療協力会
http://www.jocs.or.jp
info@jocs.or.jp
東京事務局（月～金 9:00～17:00、土日祝休み）
〒162-0045 東京都新宿区馬場下町1-1-4階

電話：03-3208-2416 FAX：03-3232-6922
使用済み切手運動に関するお問合せ
電話：03-3208-2418

関西事務局（月～金・第4土曜日 9:30～17:30、第4土曜日を除く土日祝休み）
〒530-0013 大阪市北区茶屋町2-30大阪聖パウロ教会3階
電話：06-6359-7277 FAX：06-6359-7278
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これは、JANICの「アカウン
タビリティ・セルフチェック
2012」マークです。JANICの
アカウンタビリティ基準の4分
野（組織運営・事業実施・会
計・情報公開）について、当
団体が適切に自己審査したこ
とを示しています。
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封筒やハガキに貼ってある切手を、まわり約１cm を残
して切り取ってください。消印が残りそうであれば残して
ください。切手を紙からはがす必要はありません。

封筒の切手の裏側の紙は切り取ってください。

●記 念 切 手と通 常 切 手を分けたり、
枚数を数える必要はありません。
●外国のものと日本のものを分けて
お送りください。

このような切手は、取り除いてください。

使用済み切手の送り先・お問い合わせ
使用済み切手のほかに、このようなものも集めて
います。

JOCS 東京事務局

●書き損じハガキ

〒 162-0045
東京都新宿区馬場下町 1-1-4 階
電話 03-3208-2418 Fax 03-3232-6922

●未使用切手 （古いものでも構いません）

JOCS 関西事務局

●外国コイン・紙幣、古銭

〒 530-0013
大阪市北区茶屋町 2-30 大阪聖パウロ教会 3 階
電話 06-6359-7277 Fax 06-6359-7278

使用済み切手が、このような保健医療協力につながります。

使用済み切手

5000枚で

約

タンザニアで、約1年分の
看護学校の教科書代に
なります

使用済み切手

18000枚で

約

ウガンダで、半年分の
助産師学校の実習費に
なります

使用済み切手

76000枚で

約

バングラデシュで、理学療法の
技術を学ぶ研修費に
なります

