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という社会的な認知をいた

員困︑飢餓︑難民︑環摘などの地球的問題に取り組むＮＯＯ︵非政府組織︶の活動が年々活発化して
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︵非政府組織︶は役に立つ

いるが︑日本のＮＧＯ支援は︑欧米に比べ︑まだ﹁人灘援助大国﹂とは程還い状況といわれる︒そこで︑

私たちの基本的な行動

理念の原点の

ＡＭＤＡの

生活ど︑家族のあすの希望
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です︒その中
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は政府ですが︑政府つまり
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性を珊していますね︒

近代国民国家では最大民族

鶯波 一番大きな問題

医師団を形にして︑世界中
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撃ｘたいと考えています︒
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受ける側にもプライドがあ
るＩＩという三原則があり
ます︒その寒味で︑援助す
る側と︑される側の人間関

なりません︒

アフガン難民医療支援

ありません︒

多国籍医師団の原形がで

どの国の人たちも９に立

ベトナム・ストリートチルドレン医塵
彙パール子ども病院建設
// 7−タン難民放済
ﾒy カトマンズ握傭医療向上
パングラデシュ地域一個衛生
ミャンマーメテぞーう地区偏傭医療
＜アフリカ＞
ジプチ医療
ウガンダ子ども病院建設
/y ●歯訓繍・衛生教育
ケニア職業剃維・衛生教育
ザンビア保健衛生教育・住民自立支援
スーダン国内避難民救援
ルワンダ咎塵所再建・
// ￨日ザイール難厘シヱルター建股
// 女性自立支援
// 病院再建
jj 祗チュープ難民テント建設
〈申●米＞
ボリビア放鳥救命研修

私たちのようなＮＯＯ

−ＮＧｏの役割は重要

カンボジア陣害者生活向上

係はパートナーシップ︵互

【地域倆鍵・自立支援覇業】
〈アジア＞

き︑次は︑アフリカ多国籍

インド地域医業
インドネシア佩鍵衛生

いに支えおう協力関係︶で

ペルーエイ ズ結核巡回診療
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あることが大事で︑尊敬と
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信頼の人間関係が広がり︑

バル︵地球規模︶になって

【緊急救援】
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パートナ Ｉシップがグロー

地摺被害者治塵

いけぱ︑﹁民間からの戦争

佩鐘医●豊及

//

抑止力﹂として育つのでは

//

ないかと考えています︒

11月

−−代表がこの活動に取

９月

り机Ｃきっかけは︒

７月

雪波もともと︑知的

５月
６月

好奇心や冒険心が強く︑大

２月
４月

学時代の一九六九年︵昭和

中国河北省地震緊急救援
アフガニスタン震災緊急救援
北朝鮮緊急物資支援
ボリビア震災緊急支援
インドサイクロン援助物資空輸
サハ洪水被災者救援物資空輪
パプアニューギニア津波災害緊急救援
バングラデシュ洪水緊急救援
中米ハリケーン緊急救援
１月

四十四年︶に単独でアジア
十二力国を訪問したりして
きましたが︑七一年にタイ

ルワンダ難民を車で移勤しながら診療するＡＭＤＡの

