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　７月16目、新潟県上中

越沖にてM6.8の強い地

雲が発生｡ ＡＭＤＡ は、岡

山県老人保健施設協会

（岡山老健協）と連携し

て、新潟県下で支援活動を開始することを決定しました。介護老人保健施

設春風堂様との全面協力による支援を予定しています。なお、ＡＭＤＡは、

2004年の新潟県中越地震被害に対し、岡山老健|烏と協働で､春風堂様への

人的協力を約２ヵ月にわたって実施しました。

　続報はＡＭＤＡホームページを→　　http://www.amda.oｒ.ｊp

【第一次チーム】7/16出発　　　　【第二次専門職チーム】7/17出発

山岡　憤（写真右）介護福祉士　　　佐藤克義　介護福祉IJ

　介護老人保健施設すこやか苑サブリー　　　介護老人保健施設すこやか苑リーダー･

　ダー･アスカ会災害救援室サブリーダー　　アスカ会災害救援室リーダー

佐伯美苗（写真中央）　　　　　　三宅　潤　弁護士

　調整員、AMDA本部職員　　　　　　鑓老人保賄設いるかの釧ハビ訴-ｼｮﾝｾﾝﾀｰ

山上正道（写真左）　　　　　　　笹潜泰介　介護士

　調整員、AMDA本部職員　　　　　　介護老人保健施設和光園

【実施協力団体】（医社団）慶友会キタムラ･介護老人保健施設春風堂様（新潟県小千谷市）

パキスタン南部サイクロン

　６月下句､パキスタン南部で暴風

雨による水害が発生し、200万人近

い人が被災しました。パキスタン

最大の都市、カラチ市があるシン

ド州でも死者は約250人､25万人が

住宅を失い、30万人が避難生活を

余儀なくされているとの報道発表

もありました。また、インフラも多

大な影響を受け、停電や上下水道

の停滞も発生したため、住民への

負担は更に重くなりました。この

ような甚大な被害に際し、ＡＭＤＡ

は調査として本部から佐伯美苗、

ニティアン・ヴィーラヴァグの2人の

調整員を派遣いたしました。

　６月28目出発、30目に到着した調

整員は､200人以上の死者を出したカ

ラチ市とその周辺地域で調査を開始

しました｡被災地域では､幸い伝染病

の流行は見られませんでしたが、被

災住民の間では、インフラ復旧の遅

れや、食料や飲料水の配給の遅れか

ら不満が出てきているということで

した。そこで、AMDAでは、被災者

へ医療支援活動を指揮するカラチ市

保健局に対して、復旧活動の促進を

後押しする為に、非常灯､長靴、ガス

コンロ、飲料水等の物品の寄贈を行

いました。また､現地の協力団体であ

るハムダード財団が運営し、被災者

に支援を行っている巡回薬草薬局

（注1）にも寄付を行いました。

　ハムダード財団理事長、サディア

ラシード氏より「AMDAのパキスタ

ンヘの平素よりのお気遣いとご支援

に心よりお礼申し上げます」という

メッセージをいただきました。

　今後、被災された方々がいち早く

通常の生活を送れるように心よりお

祈りしております。

注1）現地の民間伝統医療薬を､車両に載せて市内

を廻りながら､患者に薬を処方する移動薬局のこと。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　AMDA代表　菅波　茂

　AMDAの理念は「多楡|生の共存」です。ミッションステートメントは「A Global Network of Partner-

ship for Peace through Projects with Sogo-Fujo Spirit under Local lnitiative」です。具体的には「国民参

加型相反扶助人道支援外交」です。簡単に言えば、苦労を共にすることにより「尊敬と信頼の国際ネ

ットワーク」を拡充することです。世界の８割の人たちは血縁共同体社会に所属しています。信頼の

キーワードは「家族」です。冠婚葬祭では葬と祭が大切です。困ったときが真の友です。

　AMDA多国籍医師団がその象徴です。 ASMP （AMDA医療と魂のプログラム）は葬と祭に対応しま

す。AMDA多国籍医師団とASMPの組み合わせがAMDA相互扶助人道支援外交の新基軸のつです。

　137番目の国連経済社会理事会総合協議資格団体として政策提言活動も本格的に考えています。

ＡＭＤＡ国連スタディツアー

(inニュヨーク)

プログラムの案内
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イ=ンドネシjア医師会と災害

協定を結ぶ。万金の価値。

　２００フ年６月にＡＭＤＡはインドネシア医師会と災

害協定を結びました。 ＡＭＤＡインドネシア支部が立

会人です｡自然災害の多発するインドネシアにおける

ＡＭＤＡ多国籍医師団の救援活動支援体制強化です。

国全体を網羅する医師会のネットワークは万金の価値

があります｡引き続きアジアの国々の医師会との災害

協定を進めています。
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　ＡＭＤＡは２００６年８月に

１３フ番目の国連絡済社会理事会

総合協議資格団体として認定さ

れました。ニューヨークとジュ

ネーブがＮＧＯにとって重要な

活動場所です。 2008年９月に

第一回ＡＭＤＡ国連スタディツア

ー（inニュヨーク）の計画を

ＡＭＤＡニューヨーク連絡事務所

が中心となって進めています。

「国民参加型相互扶助人道支援外

交」の場となるニューヨークに

ある国連諸機関に対する理解を

深めることが目的です。

写真左

写真下

国連本部と認定状

AMDA多国籍医師団

(2004・2005スマトラ島沖

大地震・津波緊急救援活動)



特定非営利活動法人ＡＭＤＡ社会開発機構　理事長

　これまで何度か言及させて頂いていたAMDA社会開

発機構が、特定非営利活動法人として７月に出航いた

しました。事務所を岡山県所管の総合福祉・ボランテ

ィア･NPO会館2階のゆうあいセンター内に移し、気

分も新たに業務を開始いたしました。ただ現行事業に

対する実施責任から、当分の間特定非営利活動法人ア

ムダの海外事業本部としての立場を兼ねたかたちの船

出です。当面は近海を航行する小さな船ではあります

が、「多楡昨の共存」という帆を張り、貧困削減という

壮大なテーマと向き合い、大海原に漕ぎ出していきた

いと思います。

　ＡＭＤＡは平和を阻害

する要因として戦争､大

災害、そして貧困を挙げ

ています。また平和を今

日の家族の生活と明日の

希望が叶う状況と定義し

ています。３つの阻害要

因に翻弄されることな

く、また取り除くことが

できれば､地球上どこに

いても一定レペルの平和

を享受できるのではない

かと思います。　しかし、

本来そうした状況を生み

鈴木　悛介

　一方貧困も平和を妨げる原因の一つです。貧困は、

教育機会を十分に受けることができない、安定した雇

用機会が得られない、悪天候や害虫など発生により収

穫が減少する、急な出費により貯蓄がなくなる、元本

十高利返済のため生産資本である土地を失う、安全な

飲料水や十分な生活用水を得ることができない、保健

医療や交通手段などの公共サービスヘのアクセスが容

易でない、など様々な側面が複雑に絡み合い、悪循環

として家族やコミュニティーを覆い包んだ結果です。

悪循環は多面性を持っているため、その軽減、解決に

　　　　　　　　　　　　　　あたってば多角的な取

　　　　　　　　　　　　　　り組みが必要となりま

　　　　　　　　　　　　　　す。さらに､個人あるい

　　　　　　　　　　　　　　は家族の単位を対象と
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ニアス島緊急復興支援事業

出し維持するのは国家や国連の仕事ではありますが、

そうしたアクターが時に紛争や弾圧、または不作為の

当事者になることは歴史が証明するところです｡戦争

と災害については、その発生原因に対し自らの関与が

影響を及ぼし難い「外部要因」の影響力があまりに大

きく、たとえば個人や家族、コミュニティーといった

小さな行動主体がこれを防ぐことは不可能です。「地

域」を越えた大きな枠組による解決が必要になります。

しかし、そうした枠組みによる努力が実らない場合も

多く、紛争や災害が発生し、難民や避難民への医療支

援が急務となった場合は、緊急救援チームを送るとい

う手段が唯一一の選択肢となります。

したミクロアプローチ

から国家レペルを対象

としたマクロアプロー

チまで、様々なレベル

における介入が可能で

す｡従って､協力支援の

形式、手法については

多彩な選択肢を採用す

ることができます。た

だし、難点は上記悪循

環の仕組みや複合的な

アプローチをよく理解

し、現場における実施能力を会得しなければならいな

いこと、そして長期戦を闘い技く体力を備えなければ

ならないということです。

　AMDA社会開発機構は、こうした専門性と実行力を

高める決意とともに新たな一歩を踏み出しました。以

下に、当法人の目的をご紹介します。皆様のご理解と

ご支援を賜りたくお願い中し上げます。

－
－

｜

｜

｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
特定非営利活動法人ＡＭＤＡ社会開発機構　　　　　　　　　　　Ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ（現行事業については、特定非営利活動法人アムダ海外事業本部として実施中）Ｉ

〒700-0807　岡山市南方2-13-1

岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館２階（ゆうあいセンター内）

TEL　086-232-8815　FAX　086-232-8816

　この法人は、主に開発途上国において、

生計､健康､生活環境の向上を通じて貧困

からの脱出を願う人々と共に、社会開発

を中心とした国際協力事業を実施し、ま

た、国境を越えた市民社会のつながりを

基盤とした社会教育の推進を図る活動等

を通じ、貧困の軽減､社会の発展､平和の

構築に寄与することを目的とする。
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津波で壊滅したギソ島沿岸部のティティアナ村

　４月に発生した地震・津波によって

大きな被害を受けたソロモン諸島。

AMDAは､機材の供与を中心とした医

療支援プロジェクトの実施に向けて、

７月４日館野和之調整員を派遣しまし

た。州の保健局担当者などと復興計画

について協議し、計画を策定します。

　災害後の医療ニーズとして感染症予

防は優先順位が高く、また、一般に当

国は一級のマラリア汚染地域といわれ

ています。ギゾ地区の基幹病院とヘル

スセンターでは、予防接種のワクチン

保管用冷蔵庫などが災害によって破

損、故障していて、アイスパックはじ

め付随的な資材や修理に必要な部品の

不足も指摘されています。

―

Ｓ●

唄川
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高台にあるティティアナ村住民の避難キャンプ

ササムンガ病院の看護師長

から届いた感謝状

ソロモン諸島沖地震･津波

緊急支援活動

　AMDAは、４月21目～５月５日、

ササムンガ病院（チョイスル島）

で、ＡＭＤＡインドネシア支部派遣

の医師がソロモン諸島政府派遣の

看護師6人と協働し、24時間体制で

診療を行ないました。

　病院のスタッフ及び私たちの家族に

代わって、二週間、ササムンガの地で

私だちと共にいてくれたことに感謝し

ます｡AMDAが来てくれて本当に助か

りました｡被災者の診療を行ってくれ

たことはもちろん､災害後の悲惨なサ

サムンガ村の状況を他のNGOなどに

発信し続けてくれたことにも感謝しま

す｡AMDAが来てくれて、本当に安心

しました。また､AMDAがいてくれる

ことで､自分たちのことを心配してく

れる人がいることが分かり、勇気づけ

られました。（以下略）

Ａ　　●Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　勁

　昨年８月１日付けで国連経済社会理事会において「総合

協議資格」を授与されたＡＭＤＡは、さらなる社会的ニー

ズヘの対応をめざし､同月記者会見で発表いたしましたと

おりの組織改変を進めてまいりました。 AMDAグループ

は、AMDAインターナショナル、ＡＭＤＡ：（特活）アムダ、

ＡＭＤＡ社会開発機構、ＡＭＤＡ国際医療情報センター、ア

ムダ国際福祉事業団の5団体で構成されます｡緊急救援の

実施とグループ本部機能を有する（特認）アムダの中に、

AMDAボランティアセンターが誕生しました。［救える命

があればどこへでも］の精神で､いち早く飛び出すAMDA

の緊急救援を、物・心・時問・手･間・能力・様々な形で応

援くださるボランティアの方々のお力を､存分に発揮して

いただける場所としての機能を果たすことで、「多楡陛の

共存」の実現の場にもなるものと確信しております。ま

た、このセンターの役割の柱の一つに、御支援者への木目

細やかな活動報告を行うことを掲げております｡年間を通

じての各地域の支援者･支援団体の方々に活動報告訪問に

伺う計画を立てて参ります｡訪問を御希望の方はどうぞ御

｜

｜

｜

｜

遠慮なくお中し出ください｡そしてＡＭＤＡの活動に対する

ご意見･ご助言もお聞かせいただければありかたい限りで

す｡このセンター内には団塊の財代のボランティアの方々

により運営されるＡＭＤＡ設立25周年記念資料室（AMDA

ジャーナル07年2月号紹介）も設置されています。様々な

ご経験を有する各財代の多くの皆さまのご参加をお待ちし

ております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

電話:086-284-7730　Fax:086-284-8959

Eメール　member⑨amda.or.jp

　　AMDAシニア･ボランティア・アドバイザー

　　小池彰和からのボランティアのすすめ：

　ＡＭＤＡで活動して10年になります。様々な異文化の財

界と長く広く接した社会経験を生かせる今の仕事に､やや

もすると76という歳を忘れて努めています。

　ボランティアのキイワードは楽しいということです｡国

内外の困っている人のためにあなたのできることを楽しく

役立てませんか｡活動内容は様々です｡ご相談させて下さい。

４　Ａ／咀Ｍ知ru/2㈲Z夏号
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平成18年度決算報告

平成18年度も多くの皆さまの温かい御支援により事業を実施することができました。

ここに御礼と共に御報告申し上げます。

特定非営利活動法人アムダ：ＡＭＤＡ

　　　　　収支計算書

自

今

平成18年４月　１目

乍成19年３月31日
(単位：円)

科　　目 金　額 科　　目 全　額

Ｉ収入の部

年会費

補助金

海外契約金’

助成金

寄付金

業務受託収人

販売収人

広告収人

雑収人

受限利息

為替差益

ﾏｲｸﾛｸﾚﾄﾄ桔

　10,885,500

　47,656,956

218,942,817

　6,576､071

178,418,505

　36,643,956

　　514,527

　　433,000

　　202,893

　1,101,204

　　899,277

　　571,552

II支出の部

渡航費

宿泊滞在費

旅費交通費

保険料

運搬費

栄養給食費

研修費

車輔維持費

燃料費

通信費

医薬消耗品費

建設費

什器備品背

事務消耗品費

記録費

会議費

図書購読料

人件費

派遣于-当

海外人件費

福利厚生費

水道光熱費

委託費

義援金

販売原価

印刷製本費

賃損料

修繕費

雑費

支払T-数料

広告料

負担金

租税公課

減価僻却費

固定資産廃棄損

19,034,897

　5,194,962

　9,869,564

　8,392,343

15,431,733

　1,092,451

　7,184,470

　3,774,364

　7,896,972

11,998,351

20,739,834

46,966,050

　4,921,607

　6,476,611

　1,397,782

　2,301,882

　　53,508

67,335,365

36,093,528

87,812､607

　1,451,879

　3,414,802

69,694,813

　　503,450

　　80,160

　9,805,781

27,762,642

　4,993,847

　　944,310

　1,583,462

　　　7,292

　　190,500

　　758,299

　　411,075

　　　54,492

収入合計 502,846,158 支出合計 482,625,685

当揖怖肢差額　　　　20,220,573

'海外契約金には、UNHCR、llNDP、WFP契約金が角まれる。

特定非営利活動法人アムダ：ＡＭＤＡ　役員名簿

理事長

副理事長

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

菅波

的野

小筒

日南

菅波

中西

鈴木

田村

竹元

　茂

秀利

光信

　香

知子

　泉

俊介

政志

武士

(医)アスカ会理事長

公設国際貢献大学校　校営管理者

両備グループ代表

元岡山県議会議員

(ﾈ土福)遊々会理事長

(医)慶泉会理事長　町谷原病院院長

アスカワールドコンサルタント(株)代表取締役

(株)中国銀行常勤監査役

(社福)新見市社会福祉協議会会長

特定非営利活動法人アムダ：ＡＭＤＡ

　　　　貸借対照表

　　　　平成19年3月31 L」現在
（単位:円）

（資産の部） （負債の部）

科　目 金額 科　目 金額

Ｉ流動資産

　（I -1.2.3.）

現金

外貨現金

現金計

酋通預金

郵便振替

外貨頑金

削金計

T -1現金預金計

T -2赦･附隋産

末収人金

立替金

仮払金

海外流動資産

I -3その融顛Ｏ

II固定資産

Ⅱ-1州濯定資産計

有形固定資産

車輛運搬具

器具備品

減価償却累計額

II -2投資その他資産

敷　金

210,236,011

　　315,504

　　109,804

　　425,308

　61,538,631

　17,919,514

　12,087,331

　91,545,476

　91,970,784

　1,887,524

　1,039,366

　　　22,500

　　710,425

114,605,412

116,377,703

　1,531,740

　1,321,740

　1,321,740

　　500,000

　5,402,135

　4,580,395

　　210,000

　　210,000

Ｉ流動負債

末払金

頑り金

Ⅱ．引当金

プロジェクト引当金

り,470,037

8,684,964

　785,073

6,983,556

6,983,556

負債合計 16,453,593

純資産の部

正味財産

(うち顎紐畔減贈)

195,314,158

20,220,573

資産合計 211,767,751 負債及び正味財産合計 211,767,751

　　　　　平成18年度

特定非営利活動法人アムダ（AMDA）

　決算報告に関する監査報告書

白

至

平成18年４月１目

平成19年３月31目

ﾄ記の決算報告書は、監査の結果適正にして

妥当なものと認めます。

平成19年６几｡えy日

・市谷元ｙレ‾

平成19年６月ｊﾌ日

　　　　　　　　　　･/乙　咄監事、　　　尤　１　　＿

ルwa4./a｡s,/ 2削ﾌ�'-ひ５
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この1枚で国際貢献

ご入会募集中！
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VISA

ＡＪＡＭＤＡカードは「AMDA」の活動を通じて、社会貢献（ボランティア活動の支援）をしています。

「ＡＪ・ＡＭＤＡカード」をご利用いただいた場合に、ご利用金額の一部に相当する金額を全額AJで負担しＡＭＤＡへ提供

させていただきます。（お客様への負担はありません）現金や、他のカードでお買物されるかわりに「ＡＪ ＡＭＤＡカード」

をご利用いただくだけで自動的に資金援助が行われる仕組みとなっています。

海外での不安を解消。頼りになる

サービスデスク

ィザという時､お電話1本で日本語ｽﾀｯﾌがｻﾎﾟｰﾄします

Ｅ聖域｝

ｓｓ城i●

屁－城1●

トラベル＆エンターテイメントサービス

海外旅行のあらゆる情報のお問い合わせにお応えします。

緊急医療サービス

海外でのケカIや病気は、言葉の問題もあり心細いもの。このサー
ビスは24時間一年中無休で日本語での

医師・病院の手配などをお手伝いします

●●●●●●●a●●a●●●●●●●●●●■●●●●●･■●●●･●|

クレームサーピス

事故や盗難などの際に、受付、必要な手配、保険金の鏑求受付な

ど、親身になってアドバイスいたします。

旅行先での事故やトラブルも一切おまかせ!

ご入会後、出発される海外旅行については、

傷害保険が自動的にセットされています。

●死亡後遺障害･･･2,000万円

　(傷病による)
●傷害治療費用……200万円

下記

●救援者費用……200万円

●賠償責任･

●疾病治療費用……200万円●携行品･･

旅行費用を事前にカードでお支払いいただけば、国内
旅行では死亡・後遺障害を最高５００万円まで保障い

たします。

全国の主要有料道路もキャッシュレスで快適に!

お支払いはｶｰﾄﾞでOK､ｻｲﾝも必要ありません。
琵忿一塁S悶悶U量Sご?支払ぃにも

　　　　　　　　　　　携帯電話､公共料金(電気､ｶﾞｽ、Joyful Present新聞など)のお支払いも

　　ｼﾞｮｲﾌﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ　　　AJAMDAｶードにおまかせ!

;昌ゴごごユ　　... "･‾“加1.=!.呻ゃゆ741

ﾙﾎﾟｲﾝﾄの点敷が表示されます．　
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AMDAﾍﾎﾟｲﾝﾄを寄付することもできますo

AJオリジナル情報誌

毎月発行､請求書に同封されます。

会貴様へお得な情報をはじめ､ショップガイドやグルメ､旅行､音楽など旬の話題

ﾎｯﾄな情報が満里のオリジナル情報論をお届けします。

全日信販クレジットセンター TEL(086)292-4222

全日信販ホームページからもお申込みいただけます。

　　　　　　http://www.card.co.jp
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折晟

本社岡山市丸の内1-1-4




