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NPO 法人イルファーの活動目標は先進国で当

たり前に行われている HIV 感染者/AIDS 患者

（以後、感染者等とする）に対する医療をケ

ニアで普及させることす。 

感染者等の病状や健康状態を把握し、適切な

薬を提供する医療体制を作ることであり、感

染者等が適切に薬を飲むような環境作りや管

理も含んでいます。 

 

ケニアでは、予算、医療制度、医療関係者の

レベル等の様々な要因で、感染者等には、あ

てがい扶持の薬が無料で提供されているだけ

で、病状の把握や健康状態の管理はふつうに

は行われていません。 

病状や健康状況の把握を感染者等が望んでも,

検査には膨大な費用がかかりますし、検査を

行う医療機関も殆どありません。 

 

日本では、そんな状況であれば、感染者等を

中心に「医療体制の改善・適切な医療行為の

実施」を訴える活動が巻き起こるでしょうが、 
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感染者等であることを知られると、村八分を 

含めた様々な不利益をうけるケニアでは、そ

んな行動が始まりません。また、訴えるとい

う行動で、改善を勝ち取るとの常識もありま

せんし、適切な医療体制・医療行為に関する

知識も普及していません。 

 

そこで、NPO 法人イルファーは、感染者等及

び、感染者等の面倒を見ている医療機関/医療

従事者に病状、健康状況の把握に基づく適切

な治療薬の提供の有用性を実感してもらうべ

く、同意を得た感染者等の病状把握や健康状

況を把握し、そのデータから読み取れるアド

バイスを感染者等へ提供しています。 

感染者等が、そのアドバイスをかかりつけの

医療機関に示すことで、治療に反映され、先

進国と同様な治療が行われるようになります。 

 

NPO 法人イルファーの狙いは、病状や健康状

況を把握した上で治療することの有用性を実

感した感染者等から、医療体制改善の声が上

がり、国を動かす行動が始まることです。 

 

既に、NPO 法人イルファーがフォローしてい

る患者さんが、このような治療の重要さを語
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り出しています。また、医療機関からは、面

倒を見ている難しい状況の患者さんをイルフ

ァーでフォローしてほしいとの要請が増えて

います。 

 

このアプローチはなかなか理解されません。

公的資金の申請に際しても、理解していただ

けず切歯扼腕しています。「発展途上国におけ

るモデル医療体制の構築」と仰々しい看板を

掲げているからかもしれません。 

私も稲田副理事長に、感染者等のフォローに

平行して、医療制度・医療体制改善の要求活

動の先頭にたったらどうかと提案しましたが、

そんなことをしたら「殺されるかもしれない」

との答えが返ってきました。ケニアは残念な

がらそういう世界なのです。地道に動きを創

り出してゆくしか無いのです。 

 

従って、NPO 法人イルファーは, ケニアの医

療制度・医療体制が改善されることを目指し

て、HIV 感染者がエイズを発症しないように、

エイズ患者が死に直面しないように面倒を見

続けるつもりです。 

 

ケニアで動きが始まれば、その動きが HIV/エ

イズに苦しんでいる発展途上国に伝播し,多

くの国での改善に繋がります。 

 

秋の無料診療キャンプは実施を決断し,準備

に入りました。 

 

資金繰りが苦しい状況ですが第３期も頑張り

ますので、ご支援・ご声援宜しくお願い申し

上げます。 

    

    

ケニアでの活動はケニアでの活動はケニアでの活動はケニアでの活動は    
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２０１０年３月、エイズ医療のあるべき姿を

見せるため私はケニア移住を決めた。現地で

の３６５日の継続的なエイズ医療体制構築の

活動が始まった年である。 

 

事務所施設の確保、改築工事、スタッフの確

保、プログラムへ参加する患者集め等が仕事

始めであった。更に最低限の検査設備の確保

と続いた。 

 

我々の施設では一切 HIV や HBV（B 型肝炎ウ

イルス）の治療薬は出していない。患者から

のデータ（彼らの通う診療施設で行われた検

査結果）と必要に応じて我々のところで行っ

た検査結果（ウィルス量、CD4 数等の検査結

果）を総合し、適切な治療の方向性を患者に

助言する。いわばコンサルテーションである。 

 

更に、患者はコンサルテーションのコメント

を彼らの通う医療施設に提示する。すなわち

患者を通じて治療の真のあり方をケニアの

医療従事者に知らしめるのが我々のメイン

の活動である。 

HIV 陽性者への投薬治療はあくまでも現地の

医療施設である。ウイルス量を測定するのも、

“測ってみれば治療が成功か失敗かが判る”

という訳で，彼らがウイルス量を調べたくな

るように仕向けるわけである。検査は全て無

料で行っている。 

 

我々の施設では、免疫能の高低で予約を取る
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間隔が違う。簡単な検査を行う時期も違う。

現地スタッフが電話で予約を取る。来診時、

２０項目以上の質問を行う。その結果、無症

状が確認されれば、次回の予約を取る。有症

状の場合、医療者が診察する。少ない医療者

で多くの患者をフォローできる体制作りの一

環である。 

検査結果は、現在何が起こっているのか、ま

た将来何かが起こるのかを調べるものである

ことを十分に理解させるため、目で確かめら

れるよう電子カルテ（まがいのもの）を作成

し、図やグラフを活用している。患者が検査

の結果に興味を抱くような工夫である。 

患者を無症状で健康に保てば保つほど来診の

機会は減ることになり、医療者の診る患者数

は減少するはずである。 

 

スタッフは適切な時期の予約取り、来診でき

ない場合のコンタクトの方法、来診を無断で

キャンセルすれば最適な恩恵を受け難くなる

などの提言、定期的な検査の重要性、検査項

目の重要性を認識させることで患者教育を行

い、そのコンサルテーションの内容を現地医

療施設に提示することで医療従事者への情報

伝達及び医療教育を行っている。診療所であ

って、診療所でない所以である。 

 

我々が投薬を含めたすべてを行ってしまって

は、ケニアの医療従事者は現状が満足できる

状態にないことに気づかないまま過ぎてしま

う。 

ほとんどの諸外国の NGO の活動は医療施設の

ないところで投薬医療をするというスタンス

であるが、我々の活動の目的は少し違う。我々

の施設は診療所であって、診療所ではない、

検査施設であって検査施設ではないという意

味である。多くの人たちは我々がここでただ

単に他がやらないエイズ診療 をしていると

思っているかもしれないが、違いをご理解い

ただければ幸いである。 

 

昨年のはじめごろから、少しずつこの活動に

芽が出はじめた。現地医療施設からの依頼が

増えてきている。多くの感染者や患者がプロ

グラムへの参加希望を伝えて来るようになり、

スタッフも今後は増やしていかなければなら

ない状況である。 

         4 月 ケニアにて 

    

プムワニ便りプムワニ便りプムワニ便りプムワニ便り     ４４４４

月月月月    

    

2013/4/282013/4/282013/4/282013/4/28    

ボランティアボランティアボランティアボランティア        

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    真希真希真希真希    

   

ケニアは、３月の大統領選挙も無事に終わり、

大統領、副大統領、そして、主要官僚も決ま

り、新政府が起動し始めようとしております。 

ナイロビ市内は、ほぼ平穏な日々が続いてい

ます。まあ、「ナイロバリー（ナイロビ＋犯罪）」

という異名を持つほどですから、通常の軽犯

罪やカージャックなどは、頻繁に起こってい

ることは間違いありません。 

 

そして、３月末から始まった雨季 (３月から

５月まで) により、ケニアの各地で大きな洪

水の被害がでています。 現在まで、５０名

以上の方が命を落とし、６万人ほどが家や家

畜、そして、農地を失っています。毎年のこ

 

プムワニ便りプムワニ便りプムワニ便りプムワニ便り    ４月４月４月４月    

    

2013/4/282013/4/282013/4/282013/4/28    

ボランティアボランティアボランティアボランティア        

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    真希真希真希真希    

 

 

 

 

     - 3 - 



とではありながら、ケニア国内の支援団体は、

さまざまな支援（救命、保健医療、水、食糧

支援など）を展開しております。 まだまだ、

この被害は５月にかけて大きくなっていくと

思われます。 

 

しかし、雨にも負けず、プムワニのメンバー

（アリ、マママジワ）、そして、たくさんの子

供たちは、今日も元気に大きな笑顔で稲田先

生と私の到着を待っていてくれました。 「名

ドライバーDr. INADA」は、ナイロビの雑踏も

プムワニの狭い道もすーいすーい、すばらし

い運転技術です。 しかし、ナイロビでの運

転は、根気、特殊技術、そして、異常な判断

力が必要です。 というのは、多くのドライ

バーは、ルールを知らないか守らない、運転

が下手、そして、主要公共交通手段であるマ

タツー（ミニバス）は、ひどい運転をします。 

こんな状況ですから、早く先生のナイロビ渋

滞ストレスを改善してくれる良い運転手さん

が見つかるといいなぁと思います。  

 

さて、４月の給食支援は、前月と同様、お米

６０キロ, 食用油１０リットル、木炭２袋で 

す。３月からお米を４０キロから６０キロに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増やし、子供たちの食べ損ないを減らせてい 

るようです。 しかし、ジーコ（木炭を使用

するストーブ）の底に大きな穴が開いてしま

いました。早々に取替えが必要なので、ママ

マジワに購入をお願いしました。道具を大切

に使ってくれるマママジワに感謝です。 

これでまた、１ヶ月間、子供たちはおいしい

お昼を食べられます。 ありがとうございま

す。 

 

最後に、先日３月２５日に享年６７歳（１９

４６－２０１３）で亡くなったイルファー運

転手のトムのお墓参りをしてきました。 イ

ルファーのクリニックから、どろどろのギコ

ンバマーケットを抜け、１５分くらい歩いた

ところに共同の墓地があります。 緑豊かな

落ち着いた墓地に、トムは、安らかに眠って

いました。 お墓は、大雨のせいで一部崩壊

していたので、その修理も含め、もう少しき

ちんとしたものにしてあげたいと稲田先生、

アリ、そして、お墓の管理人たちと話し合い

ました。 長年イルファーのために働いてく

れた、笑顔のトムのご冥福を心からお祈りい

たします。 長い間、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トムのお墓  

長い間ありがとう  

やすらかに…  

ドロドロの  

ギコンバマーケット  

何でも売っています。 

 

 

ジーコ  

これで煮炊きをします。  

子供たち、マママジワ

と稲田理事  

 
底に穴が空きました。  

買い替えます。  
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2001 年に始めてケニアを訪れた時、プムワ

ニ村の埃（ほこり）、臭い、騒音で代表される

環境の悪さにカルチャーショックを覚えたと

同時に、住民の HIV 陽性率の高さに驚愕した

のを今でも思い出します。キャンプに訪れる

人たちの２５％近くが陽性で、女性のほうが

陽性率が高いという現実は、とうてい日本で

は受け入れがたいものでした。 

世界の HIV/AIDS と共に生きる人々の６

５％以上がサハラ砂漠以南のアフリカに住ん

でいます。しかも女性の比率が６０％を越え

ている地域です。生活のための売春の横行と、

男性上位の世界、そして一夫多妻制などの問

題から、アフリカでは女性、子供がもっとも

HIV 感染に弱い立場にいるのです。いまだに

MSM（男とセックスをする男）の感染者が 7

割近くを占める先進国とは、全く様相を異に

しています。 

日本も確かに MSM の感染者が多いのですが、

データを詳細に検討してみますと、大変な事

実が明らかになってきます。日本人の異性間

感染者の年齢別性別内訳を見ますと、30 代よ

り上の年代では、明らかに男性の比率が高い

（おおむね６０％強）のですが、20 代前半に

なりますと、男女比が五分五分となり、10 代

に至ってはなんと 60％が女性となるのです。

つまり、10 代の異性間感染による HIV 陽性者

の男女比はアフリカと同じなのです。 

そこには、10 代女性の奔放な（活発な）性

行動が見え隠れします。 

生活のために売春をせざるを得ないアフ

リカの女性たち、男性の性暴力に従わざるを

得ないアフリカの女性たちの感染理由とは全

く様相を異にする日本の若い女性たちではあ

りますが、結果はおなじ 60％。 

私は、この事実を理解したとき、アフリカ

の現実は他人事ではないと、痛烈に実感した

のでした。私たちの足元で、密やかに進行し

ているアフリカ化に鳥肌がたったのでした。 

皮肉にもケニアと日本はこんなところで繋が

っていたのです。 

ケニアと日本を行き来しているうちに、地

域で自分が何が出来るのかを自問し続けまし

た。そうして 2004 年に地元でイルファー釧路

を立ち上げることになったのです。 

地域で HIV を始めとした性感染予防啓発を図

ることが最重要課題と思ったからでした。 

それが、ケニアと日本の現実から得た自分の

答えでした。 

同時に稲田先生が立ち上げたケニア医療支援

を行う。このローカルとグローバルの活動を

車の両輪として、私たちのイルファー釧路は

活動しています。 

まだまだ評価すべきものは見えません。10

代の性感染が減ったという事実もありません。

しかし自信を持って、言えることがあります。 

釧路という辺鄙な地域のなかで、ケニアの現

状を知る人が、増えてきているということ。 

そして、イルファーという団体名が、素性の

分からない新興宗教ではなくて、HIV の予防

啓発を行っている団体だという認知度が明ら

かに上がっているということです。 

何をやっているかを知ってもらうという

ことは、今何が問題なのかを理解してもらう

ことに通ずると信じ、これからもケニアと釧

路を行き来していきたいと思っています。 

ケニアと日本を行き来してケニアと日本を行き来してケニアと日本を行き来してケニアと日本を行き来して    
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しっかり対策をとれば心配はありません。 

覚えていらっしゃいますか？昨年秋から、マ

ダニがニュースになりました。2013 年 4 月 8

日厚生労働省の発表では,国内でマダニが媒

介する SFTS ウイルスによって、重症熱性血小

板減少症候群を発症し、確認された感染者は

１０例、死亡者は６例でした。マダニには咬

まれても、うまく取ることができれば、感染 

しません。しかし大切なのは防御することで

す。 

 

 

 

 

 

これからの季節、これからの季節、これからの季節、これからの季節、マダニマダニマダニマダニ    にご注意！にご注意！にご注意！にご注意！    

都立駒込病院看護師都立駒込病院看護師都立駒込病院看護師都立駒込病院看護師    河瀬里美河瀬里美河瀬里美河瀬里美    

22222222000000001111111122222222 年年年年年年年年度度度度度度度度        

収入

前期繰越金 3,222,786

入会金・会費 217,000

寄付金 2,755,120

キャンプ参加者実費負担金 305,000

助成金 1,100,000

繰入金 422,683

その他 67,475

合　　計 8,090,0648,090,0648,090,0648,090,064

    

2012201220122012 年度年度年度年度    

7 月 21 日 

9 月 16 日～23 日 

10 月 20 日 

12 月 9 日 

第 4 回イルファーを知って貰う会＆チャリティーコンサート

第 21 回無料診療キャンプ

シナリー秋祭り参加 

第 5 回イルファーを知って貰う会＆チャリティーコンサート

 

 

 

マダニはつけたま

ま病院

ᚡᚡᚡᚡᚡᛞᛞᛞᛞᛞᛩᛩᛩᛩᛩᛰᛰᛰᛰᛰᚸᚸᚸᚸᚸᚥᚥᚥᚥᚥᚡᚡᚡᚡᚡᛞᛞᛞᛞᛞᛩᛩᛩᛩᛩᛰᛰᛰᛰᛰᚸᚸᚸᚸᚸᚥᚥᚥᚥᚥᚡᚡᚡᚡᚡᛞᛞᛞᛞᛞᛩᛩᛩᛩᛩᛰᛰᛰᛰᛰᚸᚸᚸᚸᚸᚥᚥᚥᚥᚥᚡᚡᚡᚡᚡᛞᛞᛞᛞᛞᛩᛩᛩᛩᛩ

 

 

 

     - 

 

マダニに咬まれないように、マダニが生息す

るような藪や草むらに入るときは長袖、長ズ

ボン、足を完全に覆う靴を着用しましょう。

肌の露出を少なくすることが大切です。屋外

活動のあとはマダニに咬まれていないか確認

しましょう。マダニは全国的に分布していま

す。もし、マダニのようなもの（黒ゴマ程度

の大きさです）が肌にくっついた場合は、自

分で払いのけず、くっつけたまま病院にいき

ましょう。マダニにはとげがあるので、払っ

たことでとげが皮膚に残ってしまうと感染の

原因になります。病院でしっかりとってもら

いましょう。しっかり対策をしてアウトドア

を楽しんでください。咬まれても、慌てず医

療機関を受診すれば大丈夫です。 

 

        

    

会会会会会会会会        計計計計計計計計        報報報報報報報報        告告告告告告告告         

支出

3,222,786 事業費（ケニアでの支出） 4,543,947

217,000         内　キャンプ費用 (1,991,608)

2,755,120 　　　　内　給食支援 (106,905)

305,000 管理費（日本での支出） 216,570

1,100,000 次期繰越金 3,329,547

422,683

67,475

8,090,0648,090,0648,090,0648,090,064 合　　計 8,090,0648,090,0648,090,0648,090,064  

    活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    

 

回イルファーを知って貰う会＆チャリティーコンサート 

回無料診療キャンプ 

回イルファーを知って貰う会＆チャリティーコンサート 

 
 

マダニはつけたま

病院へ 

単位 円 
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2013201320132013 年度活動予定年度活動予定年度活動予定年度活動予定    

    

☆7月28日     第6回 NPO 法人イルファーを知ってもらう会＆チャリティーコンサート 

☆9月14日～23日  第22回 ケニア無料診療キャンプ 

☆12月       第7回 NPO 法人イルファーを知ってもらう会＆チャリティーコンサート 

☆12月       稲田理事講演会 

☆2014年3月    第23回 ケニア無料診療キャンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は 2013 年 7 月 28 日（日曜日）、＜音楽を届けようプロジェクト＞楽楽

らくらく

さんによる唱歌メドレー「ふるさとの四季」、

歌劇『フィガロの結婚』からの抜粋をお送りします。 

イルファーの紹介、ケニア産品他の販売、バザーも行います。皆様のご来場をお待ちしています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「NPONPONPONPO法人イルファー」を知ってもらう会＆チャリティコンサートの歩み法人イルファー」を知ってもらう会＆チャリティコンサートの歩み法人イルファー」を知ってもらう会＆チャリティコンサートの歩み法人イルファー」を知ってもらう会＆チャリティコンサートの歩み    

    

 イルファーを支援する会では、イルファーの活動を広く知っていただき、できるだけ多くの 

方にご協力をお願いしようと、チャリティコンサートを行ってきました。具体的にはスライドや資料を使っての

活動報告と質疑応答、ケニア産品や寄付していただいた衣類・雑貨、メンバーによる自家製野菜の販売などです。

これまで、コンサートにはさまざまな方がボランティアで出演してくださいました。 

第一回 2009年12月5日 弦楽二重奏（佐藤祥子vl.. 梶ひとみp.） 

シューベルト『幻想曲よりバリエーション』、ショパン『子犬のワルツ』他 

第二回 2010年6月5日 弦楽五重奏（結城ゆかりvl..佐藤祥子vl.久保由美vla.前嶋 正幸clo片柳茂cb.） 

モーツァルト『アイネ・クライネ・ナハトムジークより』、ビゼー『カルメン組曲』他 

第三回 2011年12月10日 弦楽三重奏（佐藤祥子vl..佐藤まり子vla.伊藤晴子p.） 

モーツァルト『二重奏曲 第一番k425』、ラフマニノフ『ロマンス』他 

第四回 2012年7月21日 声楽（齋藤義雄 テノール、田中翔一郞 p.）  

日本の歌『かやの木山』、日本語訳によるシューベルト歌曲集『菩提樹、セレナーデ、鳩の使い』他 

第五回 2012年12月9日 古楽器による演奏（島崎伸子sp.新井美江ob.  芝田多真美rcd.芦野豊 rcd.、 

小穴晶子vl. 谷口勤vla. 大軒由敬clo. 西川華織cembalo） 

 ヴィヴァルディー『ヴァイオリンと通奏低音のソナタ』ハ短調 

     テレマン『オーボエ、ヴィオラと通奏低音のソナタ』ハ短調 

サンマルティーニ『２本のリコーダーと通奏低音のソナタ』ヘ長調他 
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会会会会    員員員員    募募募募    集集集集    

    

入会申込書をお送りします。ご連絡ください。 
入会申込書はホームページから印刷もできます。 
 

入会金 年会費／1口 入会金 年会費／1口

3,000円 3,000円 1,000円 1,000円

正会員 賛助会員

個人会員

 
 

入会金 年会費／1口 入会金 年会費／1口

10,000円 10,000円 5,000円 5,000円

正会員 賛助会員

団体会員

 

 

寄付寄付寄付寄付だけでもおだけでもおだけでもおだけでもお受受受受けいたしますけいたしますけいたしますけいたします    

 
郵便振替(振込用紙をお送りします。ご利用くださ

い。) 

銀行振込みは 

銀行名  三菱東京 UFJ 銀行八王子支店 

口座番号 普通口座 0245769 

口座名  特定非営利活動法人イルファー 

ＮＰＯ法人イルファーとはＮＰＯ法人イルファーとはＮＰＯ法人イルファーとはＮＰＯ法人イルファーとは    

    

1993 年、ニューヨークで M.・ラング、稲田頼太郎が

中心となりイルファーイルファーイルファーイルファーを設立しました。2011 年、活動

の拠点を日本に移しＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーを設立、米

国でのイルファーの活動を継承・発展していくことに

なりました。 

ＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーＮＰＯ法人イルファーは、イルファーが 2000 年より

実施しているケニア・ナイロビでの無償医療キャンプ、

ＨＩＶの調査も引継ぎました。 

2010年3月からは稲田がケニアに在住して日々のＨＩ

Ｖ／ＡＩＤＳ患者のサポートや現地医療施設へ真のエ

イズ医療の在り方を浸透させるなどの活動のほか、子

供たちの教育支援や給食支援もしています。日本では

ケニアの活動のサポートやＨＩＶ／ＡＩＤＳ啓蒙のた

めのコンサート、チャリティーバザー、講演会などを

行っています。 

ケニア紅茶はいかが？ケニア紅茶はいかが？ケニア紅茶はいかが？ケニア紅茶はいかが？    

 

ケニア紅茶とは赤道直下のケニア山北東山麓で生産されたおいしい紅茶

のことです。そこではメルー族の小規模生産者が無農薬で茶葉を育て、全

員が所有する工場で製茶まで行っています。ナイロビに本部のある「日本

ケニア交友会」が助言、品質のチェック、テイスティングを行って日本へ

送り出しています。 

 ここの紅茶はコク、旨み、ボディーが特徴でミルクティーやスパイステ

ィーにぴったりです。また、お茶出しパックを使えば、簡単に色のきれい

な「水出し紅茶」も作れますので、暑い季節には、アイスティーとしてお

召し上がりいただけます。 
 

＊「イルファーを支援する会」では、この度、日本ケニア交友会のご厚意により、ケニア山の紅茶

を販売させていただけるようになりました。ぜひ味わって、美味しさを実感して下さい。 

 

  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

特定非営利活動法人イルファー特定非営利活動法人イルファー特定非営利活動法人イルファー特定非営利活動法人イルファー        発行人発行人発行人発行人    山下山下山下山下    潔潔潔潔    

〒〒〒〒192192192192----0023002300230023    東京都八王子市久保山町東京都八王子市久保山町東京都八王子市久保山町東京都八王子市久保山町 1111 丁目丁目丁目丁目 9999 番地番地番地番地 18181818        

TELTELTELTEL：：：：    042042042042----691691691691----9755 9755 9755 9755     

    

Home Page : http://inadaetal.wordpress.com/     E-Mail: ilfar-jimukyoku@asahi.email.ne.jp 
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