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輝く日本人 in Myanmar 過去の記事
第 28 回 田中 和雄さん
会社を辞めて事業を起すことを目論んでいたはずなのに、２００１年１２月にモン州の孤児院トーカミ
ャンチャンを訪れることで、方向がすっかり変わりました。ミャンマーには支援を必要としている人々が
大勢いることを知り、私のような１老日本人でもできることが沢山あることを認識しました。そこで上記
孤児院の校舎の建設に賛同して、何度か通う内に各方面からの資金協力もあって立派な校舎がで
きました。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101028.tanaka.kazutake.pdf
第 27 回 原 尚美さん
戸沢暢美財団は「いつでも頼れる遠くの親戚」をモットーに、児童養護施設を卒業した子供たちをサ
ポートする団体です。活動の一環として、自己肯定感が低くなりがちな施設の子供たちに、「キミたち
は生きてるだけで価値のある存在なんだよ」というメッセージを伝えるため、NPO 法人心魂プロジェク
トによるソング&ダンスショーを日本とミャンマーの両方で開催しています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101027.hara.naomi.pdf
第 26 回 河野 朋子さん
ジャパンハート は「医療の届かないところに医療を届ける」ことを基本理念に、2004 年からミャンマー
にて活動を行なっています。大きく分けて医療活動と社会福祉活動を行なっているのですが、私自
身が看護師であることから現在は医療活動、その中でも日本からの医療専門家を招いてミャンマー
の主に子ども病院などの政府系病院にて、手術や現地人医師への指導を行う「ミャンマー専門医療
プロジェクト」を担当しています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101026.kouno.tomoko.pdf
第 25 回 真貝 祐一さん
ピープルズ・ホープ・ジャパン（PHJ）は、米国に本部を置く国際 NGO Project HOPE の日本法人とし
て設立された国際保健医療支援団体です。アジアの途上国へ「保健・医療の教育」を中心とした支
援活動に取り組んでおります。ミャンマーでは、ネピドーから車で 1 時間ほどに位置するタッコン・タウ
ンシップにて、農村部の妊婦及び産後の女性を対象とした母子保健改善事業を行っております。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101025.magai.yuichi.pdf
第 24 回 田中 成興さん
私は都市政策アドバイザーとして、建設省と YCDC（ヤンゴン市開発委員会）に派遣されています。
建設省では現在、都市地域開発計画法という、都市の成長を適切に促進・管理するための法律を作
っているところですが、その支援を行っています。また、地方都市における開発計画の策定・実施に
関する支援や、地域・州レベルの計画策定支援なども行っています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101024.tanaka.shigeoki.pdf
第 23 回 野田 勝也さん
私は、こちらの市役所にも該当し、インフラ整備、管理を所管するヤンゴン市開発委員会（YCDC）に
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所属し、主に浸水対策、廃棄物対策、上下水道などの分野における技術支援の取り組みをサポート
することにより，ヤンゴン市職員の知識・技術レベルの向上に努めています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101023.noda.katsuya.pdf
第 22 回 富田 倫史さん
私は現在、JICA 国家技能標準（NSS）開発支援プロジェクトに携わっています。本プロジェクトは、
2018 年 8 月から 2021 年 7 月の期間、「自動車整備」と「電気」の２つの分野において、①「National
Skills Standards」と②「Assessment Test」を開発することを目的としています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101022.tomita.norifumi.pdf
第 21 回 百瀬 雄太さん
ジャパンハートは、2004 年に設立された日本発祥の国際医療ボランティア団体です。「医療の届か
ないところに医療を届ける」を基本理念に、アジアの途上国へ日本の医療者を派遣し、無償で治療を
行っている認定 NPO 法人です。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101021.momose.yuta.pdf
第 20 回 中川 善雄さん
障がい者の方々へ「技術訓練と就労支援」を行っています。AAR Japan[難民を助ける会]（以下
AAR）は、1979 年に日本で設立され、政治・宗教・思想に偏らず幅広い活動を行う NGO です。AAR
は、2000 年からヤンゴンで「障がい者のための職業訓練校」を運営しています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101020.nakagawa.yoshio.pdf
第 19 回 松本 敏秀さん
医療環境に恵まれないミャンマーの人々に無償での歯科治療や保健衛生指導を行っています。要
請があればミャンマー各地に行きます。対象者は、民族、宗教、経済力などを問わず、“医療に恵ま
れない”方を幅広く対象としています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101019.matsumoto.toshuhide.pdf
第 18 回 宮原 光さん
JICA ミャンマー国初等教育カリキュラム改訂プロジェクトは、2014 年 5 月から 2021 年 3 月までの
予定で、ミャンマーの小学校 1 年生から 5 年生までの教科書と、先生用の指導書をそれぞれ 10 科
目分作成し、新しいカリキュラムでの教え方を現職の先生方とこれから先生になる教員養成校の方々
にお伝えするのが、主な活動です。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101018.miyahara.hikaru.18.pdf
第 17 回 柴田 京子さん
地球市民の会(TPA)は、1983 年に佐賀県で設立された非営利活動法人です。「人、社会、自然の
相互依存を十分認識し、すべてのいのちを慈しみ、強く、優しく、豊かに、美しく育てる」地球市民運
動を通して、世界の平和と親善に貢献し、地域社会の向上発展に寄与することを活動の目的として
国際協力、国際交流、中山間地支援などに取り組んでいます。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101017.shibata.kyoko.17.pdf
第 16 回 菊池 淳子さん
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ミャンマー経済の中心地、ヤンゴンから車で１時間のところに、日・緬の官民連携事業によるティラワ
経済特区があります。この開発のために、これまでに約 160 世帯が、ミャンマー政府が新たに整備し
た移転地に引っ越しをしました。JICA は、移転した住民の生活再建を支援するために 2014 年から
「ミャンマー国非自発的住民移転に伴う生計回復支援に係る計画策定・実施能力等向上支援」を行
っています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101016.kikuchi.junko.16.pdf
第 15 回 平野 喜幸さん
日本財団の支援を受け、イラワジ管区の全タウンシップで学校建設と建設した村を中心に地域開
発プロジェクトを実施しています。これまでに建設した学校は、5 年間で 20 のタウンシップで 70 校。
あと 6 つのタウンシップが残っていますが、来年には全タウンシップでの建設を完了予定です。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101015.hirano.15.pdf
第 14 回 伊藤 路子さん
国際移住機関（IOM）は、1951 年に設立された世界的な人の移動（移住）の問題を専門に扱う国際
団体です。2016 年に国連の関連機関となりました。ミャンマーでは、2005 年から活動を始め、13 州
管区で活動を現在行っています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101014.ito.michiko.14.pdf
第 13 回 塩野目祥子さん
認定 NPO 法人ブリッジエーシアジャパン（BAJ）は、カレン州パアンで技術訓練学校を運営してい
ます。自動車整備、電気、建築、溶接の 4 科を設け、理論と実習による 5 か月間の訓練を実施して
います。企業様からの求人、ご見学を随時受け付けています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101013.shionome.13.pdf
第 12 回 伊藤 哲さん
クリニックがある LEO Medicare は、Victoria Hospital 内にあり、コールセンターを設置しており、24
時間外来受診が可能な施設です。病院内にある検査機器や検査室を利用でき、また各専門科の協
力も得られることで、迅速かつ的確な診断と治療を提供させていただけるものと考えています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101012.ito.satoshi.12.pdf
第 11 回 名知 仁子さん
MFCG は、病気になった人たちを治療するだけでは根本的な解決にはならないと考えています。
一番重要なことは、「病気にならない健康な身体を作ること」なので、衛生指導や家庭菜園の支援に
力を入れています。手洗いやトイレの使い方等の指導を行うことで衛生面を向上し、また、村の人々
が自ら栽培した野菜でバランスの良い栄養をとって健康な環境をつくっています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101011.nachi.11.pdf
第 10 回 和田 直子さん
2002 年からこれまで、260 校の校舎を新しく建設し、また 70 校余りの校舎の修繕･増築を支援しま
した。セダナーの学校建設の目的は、地域に教育を根付かせることでその地域が発展・自立すること
です。そのため、校舎建設も建設会社に委託するのではなく、村の人たちが中心となり自分たちで施
工管理を行いながら事業を進めます。
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http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101010.wada.10.pdf
第 09 回 水口 知香さん
OISCA(The organization for Industrial Spiritual and Cultural Advancement International)は、現在
34 の国と地域を中心に活動する、公益財団法人で、主にアジア・太平洋地域で農村開発や森林整
備による環境保全活動を展開しています。特に人材育成にも力をいれていて、オイスカの研修を終
えた青年たちは、それぞれの国で農村開発に取り組んで活躍中です。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101009.mizuguchi.09.pdf
第 08 回 間遠 登志郎さん
日本財団（旧日本船舶振興会）は、国内外で、海洋・保健・教育・障害者支援、ネットワークの構
築、農業開発を支援している公益財団法人です。 ミャンマーにおいては、１９７０年代からハンセン
病撲滅のために、保健省を通じて治療薬配布を支援し、その後、農村保健、農村教育支援を続けて
きました。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101008.mado.08.pdf
第 07 回 藤野 康之さん
Save the Children International は、すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られる・参加する「子
どもの権利」が実現されている世界を目指し、日本を含む 14 カ国で活動を実施しています。ミャンマ
ーには 2002 年に事務所が開設され、保健・栄養、教育、HIV/AIDS、水と衛生、生計向上、子どもの
保護などの多岐にわたる分野で活動をしています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101007.fujino.07.pdf
第 06 回 松岡 賢さん
２０１２年４月から、ヤンゴン市生活用水給水アドバイザー（ＪＩＣＡ長期専門家）として、福岡市*から
ヤンゴン市開発委員会給水衛生局に派遣されている松岡賢さん。 高い無収水率*（約６６％）が課
題となっているヤンゴンで、現状に沿った解決策を提案し、ヤンゴン市職員と一緒に漏水削減（漏水
率：約５０％を２０４０年には１０％に）や適切な料金徴収への取り組みを行っている。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101006.matsuoka.06.pdf
第 05 回 北 朱美さん
ヤンゴンとカレン州パアンの２か所に事務所を構え活動する、認定 NPO 法人「AAR Japan 難民を
助ける会」。 ヤンゴンでは障がい者の支援、パアンでは地雷被害者を含む障がい者や国内避難民
が住むシェルターの施設整備や衛生啓発活動を行っています。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101005.kita.05.pdf
第 04 回 江橋 裕人さん
ミャンマー、ネパール、インドネシア、ホンジュラス、シエラレオネの 5 か国で活動する NPO(特定非
営利活動法人)で活躍する江橋裕人さん。 「今日の家族の生活と明日の家族の希望」 が実現でき
る状況を目指し、包括的な取り組みを行っています。 ミャンマーでは「AMDA」の名で、日本人スタッ
フ 3 名、ミャンマー人スタッフ 120 名とともに、中央乾燥地帯のマンダレー、マグウェイと北シャン州を
中心に活動。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101004.ebashi.04.pdf
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第 03 回 森 晶子さん
日本での企業勤務、タイでの日本語教師を経て、同国のＹＭＣＡで社会開発事業の調整員として
活動されました。その後 2003 年 BAJ に入職され、ヤンゴン事務所調整員、中央乾燥地域給水事業
プログラムマネージャーを努めた後、2011 年から BAJ ミャンマー国代表に就任されました。ミャンマ
ー在住歴 10 年です。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101003.mori.03.pdf
第 02 回 柴田 京子さん
ミャンマーでは各国の NPO・NGO 団体が様々な支援を国内で行っていますが、そのなかでも「食」
につながる活動をしているのが「地球市民の会」の柴田京子さん。 もともと他の NGO 団体の有機農
業指導員としてミャンマーへ派遣されたのがこの国で活動するきっかけ。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101002.shibata.02.pdf
第 01 回 鹿田 光子さん
第１回目は、神戸発の防災ＮＧＯでご活躍中の SEEDS Asia 鹿田光子さんを取材しました。これま
でミャンマーの学校で｢移動式防災教室｣をおよそ３００校で実施されてきました。今回６月１７日（火）
には日本人学校でもお願いすることになりました。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101001.shikada.01.pdf

5

