
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶     理事長 山下 潔 

 

お陰様でＮＰＯ法人イルファーの第１期が終了

しました。ご支援有り難う御座います。 

ＮＰＯ法人イルファーは、米国のイナダ－ラングエ

イズ研究財団（略称ILFAR）の全ての活動を引き継

ぐべく設立されました。 

昨年3月の東日本大震災の被害者の救済、復

興への寄付の集中は、NPO法人イルファーの資金

集めに逆風となり、2012年春の無料診療キャンプ

は予算上無理と判断し、残念ながら中止しました。

また、2011年初冬の稲田理事の日本エイズ学会へ

の参加を兼ねての帰国時、新たに面談をお願いし

た250社のどこからも面談の機会を頂戴できません

でした。 

 そのような状況にも拘わらず、7法人と32名の個

人から210万円の寄付を頂戴しました。 

会員登録も、個人正会員35名、個人賛助会員9名、

団体正会員1社を得ました。 

 ケニアにおけるHIV/AIDS患者のフォローは、稲

田理事のケニア駐在で定常的に行えるようになり

ました。その結果、患者間でＮＰＯ法人イルファー

の活動のメリットが浸透し、フォローを希望する患

者が増加しています。また、患者が現地医療機関

に有用性を訴えるようになってきました。 

 第2期は、公的資金の導入に全力を注ぎ、２回の

無料診療キャンプを実行するとともに、現地の患者

フォローをより充実したいと考えています。 

 

頑張りましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナイロビから  理事 稲田 頼太郎 

 

私がHIV/AIDS事情調査の目的でケニアの地を

踏んだのは 2000 年 1 月末のことであった。いまか

ら 12年も前の話である。その年の 7月、ナイロビ市

はずれのプムワニ村スラム地区で地域住民を対象

とした無料診療を米国 ILFAR のもと、賛同者と共

に開催した。ナイロビ市長、地区選出国会議員も

その同僚の国会議員も駆けつけて、盛大に第一回

目の診療が始まった。初めて経験するアフリカの

大地でアフリカ人（ケニア人）を対象としたエイズ医

療体制構築（いまから思えばそんな大義名分はな

かったのかもしれない）の第一歩を印した。しかし、

想像を絶する HIV 感染率の高さに愕然とした。こ

のまま帰国して良いのだろうかと何度も思った。差

別、偏見、貧困、恐怖の中で薬剤もなく、多くの患

者がその後亡くなっていった。 

それから 10 年、米国をはじめとする多くの工業

開発国では HIV 感染症は慢性病となっている中、

何とか薬剤の恩恵をこの地の人々へ届けたい一心

でひたすら走り続けた。NYでの仕事の合間をぬっ

て慣れない資金集め、米国から、日本から賛同者

を募り、毎年この地へ出かけた。振り返ればあっと

いう間の 10 年であったような気がする。気がつけ

ば４００００人を超える地域住民を診ていた。この間、

現地での嫌がらせにもあった、盗難にもあった、騙

されたこともあった、興奮した住民に命の危険さえ

感じたこともあった。活動から離れていった人もい

れば、新たに賛同してくれる人もあった。 

この活動を始めて 11 年目２０１０年、現地での

365 日間継続の必要性を痛感し、現地での活動に

専念することを決意した。しかし、私の居ない米国

ジャンボはスワヒリ語で『こんにちは』です。 

Jambo 

ジャンボ 
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ILFARの管理、継続が危うくなった。その時点で日

本での NPO 法人立ち上げに多くの賛同者が集ま

ってくれた。過去、現在そして将来も私一人では決

してなし得ない活動である。 

NPO法人の会報第一号が発行される。今から 

12年前にケニアの地に立った時のような感動がよ 

 

 

 

 5月 22日 NPO法人イルファー設立総会 

 9月 17日～26日 第 20回 ケニア無料

診療キャンプ（ILFAR） 

日米の医師（内科小児科外科歯科）および薬剤師、

日本・ケニアのボランティア等、30 人態勢で臨みま

した。成人 1129 名、小児 636 名、歯科診療は 169

名で合計 1934名の診療を行いました。詳しくはイル

ファーのホームページをご覧下さい。 

 10月 7日 NPO法人イルファー設立認可 

 12 月 10 日 NPO 法人イルファーを知っ

て貰う会＆ 

チャリティー 

コンサート 

ラフマニノフのロマンス他 

 

 

 

日本はGW真っただ中、ケニアは、雨季の

真っただ中です。ケニアには、2 回の雨季が

あり、3月から 5月は、大雨季になります。 

2007年 3月に初めて ILFARの無料診療キャ

ンプに参加させていただいたとき、夜になる

と雨がザーと朝まで降り、朝の気温は低め、

しかし、日中は、カラッと暑かったのを覚え

ています。 

ケニアは、干ばつが続いていたため、ここ数 

年、まとまった雨を経験することはありませ

みがえる。日本発信の新たな活動の出発である。 

 

何故この地なのか？賛同者の一人によれば、

“この地が好きだから・・・”。  

Y. Inada at Nairobi 

 

 

 

 

ピアノ、ヴァイオリン、ビオラによる演奏、ならび

にイルファーの活動について説明をしました。 

ケニアグッズや無農薬野菜の販売もありました。 

 11月 28日 チャリティーバザー見学 

ロイヤルパークホテルで開催された日本中近東アフ 

リカ婦人会主催の第16回チャリティーバザーを見学

しました。各国大使夫人が来場者に対応していまし

た。後日、婦人会から寄付を頂きました。(細渕) 

 11月 4日～12月 4日 稲田理事帰国 

1 ヶ月の日本滞在中、17 社を訪問、また 4 つの大学

や病院で講演を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

んでした。しかし、今年の雨季は、予想以上、

例年以上、そして、異常な雨量を観測してい

ます。 

雨季の始まりは遅く、通常 3月に始まるはず

の雨が降り始めたのは 4月。本格的な雨季が

始まってから、毎日午後 4時頃からアラーム

がセットされているかのように、豪雨・雷雨

が始まり、この１か月、この豪雨が毎日休み

なく続いています。 

さて、そんな雨季の晴れ間の日曜日(4月 29 

「恵みの雨と大洪水」と「5月の給食サポート」 2012年 5月 10日   五十嵐 真希 
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日)、いつものように、ちゃこさんとお米の配
達に行ってまいりました。 

物価高騰の折、様々な生活必需品が庶民の手

から遠くなる一方ですが、プムワニの子供た

ちは、ILFARの支援によって、２００８年よ

り引き続き、おいしいご飯を一日一回食べる

ことができています。 

大雨の影響でドロドロの

プムワニを想像していま

したが、道路の水は、あ

る程度はけており、すべ

って転ばずにすみました。 

しかし、連日の雷雨のせ

いで、１週間電気が止ま

っているとのことです。

１週間電気なしは、ちょ

っと辛いですね。日本人には、想像できませ

んが、これが「ケニアの通常生活」で、みな、

朗らかに「またか・・・。仕方ないね。」と、

生活は続いていきます。 

いつものように、笑顔のトムとアリが迎えに

来てくれ、お米４０ｋｇ、食用油１０L、そ

して、木炭を２袋、ママ・マジワに届けまし

た。 

ママ・マジワによると、現在、学校が休みな

ので、約１１０人の子供たちが、お昼を食べ

に来ているとの事でした。更に、先日、前 

 

 

 

 今回ケニアでのメディカルキャンプに参加

させて頂き感謝しています。医療に関する知

識はないものの、ケニアでの活動を通して学 

べることは多く、ケ ニアでの生活は刺激的で 

考えさせられる毎日でした。今までアフリカ

触れも無く訪れたケニア人が、缶スープと栄

養パウダーを寄贈していってくれたとの事で

す。 

ILFARだけでは支援しきれない部分を、この

ように、この（ケニア）人たちが、サポート

してくれるのは、とても

嬉しい事だと思いました。

そして、もちろん、ママ・

マジワの弛みない努力と

奉仕の精神に感謝です。 

２００８年１０月に始ま

ったこの「給食支援」は、

現在まで、１，５６２Kg

のお米、１５０L の食用

油、そして、８１袋の木

炭をプムワニの子供たち

に届けています。 

大雨の合間の美しい夕焼け、そして、厳しい

スラムの環境の中の子供たちの笑顔。私たち

は、やっぱりケニアが大好きです。 

 

＊五十嵐真希さん：日本赤十字社国際部から派遣、

ナイロビでケニア赤十字社の保健衛生事業を担当。

ちゃこさん（冨塚比咲子さん：日本ケニア交友会

勤務）と共に、ボランティアでイルファーを助けて

くれています。2人は頼もしい「ケニアの女神」です。 

 

 

 

の文化に触れる機会がなかったので、ケニア

の人々の国民性や国に対する意識の強さや文

化 を感じることができ、自身の考え方に大き

な刺激を与えることができたと思います。 

国旗を降ろす時間に国民が動きを止めるとこ 

 

ケニアから学び，感じたこと 

 

北大大学院 流体力学専攻 宮城島 圭人 

 

今日も、お米 40ｋｇ持ってきましたぁ。 

http://inadaetal.files.wordpress.com/2012/05/e4bb8ae697a5e38282e38081e3818ae7b1b3efbc94efbc90efbd8befbd87e68c81e381a3e381a6e3818de381bee38197e3819fe38181e38082-2.jpg


ろには愛国心の強さを感じ、それを自然に持

たせる教育に重点が置かれていることを知り

ました。日本のような島国 であり隣国が存在

しない国においてはその意識が比較的薄くな

ってしまうのだろう、と国の文化や国民性、

教育というものがその国の独立の仕方によっ

て大きく 左右され、このために外国の人の多

くは自国の歴史や他国とのつながりに強い興

味を持てるのだなと気づかされました。 

ケニアにおいては異文化に貧困が加わり、自

分の生活の感覚が通用しないことをより感じ

させられました。一番印象に残っているのは、

ケニアの人は一日に昼の一食しか食べない場

合があるために、 一日三回食後に服用する薬

を渡す場合、at morning、after lunch、at 

night の三回と説明する必要があるというこ

と。ケニアに行くということで発展途上国の

イメージを持って今回のキャンプに参加した

はずなのに、この話を 聞いたときにハッとさ

せられました。自分の感覚ではそこまで考え

がおよばなかったことへの空しさと、如何に

自分の思考が日本の環境によって作られてい

たか を痛感しました。 

ケニアの環境に注目すると、やはり自動車と

排気ガス、砂埃が印象的でした。車文化が急 

激に普及したために道路には人も車も入り乱 

 

 

 

ケニアには、日本や今までに訪れたどの国

にも存在しない価値が存在していた。数セン

チ単位で人と車をよける運転、土埃とともに 

宙を舞う声の掛け合い。子供たちの好奇心に

満ちた目と笑顔。そんな中で今日の日を精一

杯生きるために行きかう人々。美しいものも、 

れ、交通ルールも整備されていない環境で事

故が多発し多くの死者を出している状況があ

ること。そして排気ガスと、道路整備が追い 

付いていないことが原因である砂埃によって

空気が汚 いこと。交通システムよりも先に自

動車が普及することによる弊害が人々の生活

環境の質を下げているのは明白で、日本の自

動車会社が発展途上国に交通システムを輸出

しようとしている意図とその意味を理解する

ことができました。日本を出て行う仕事が医

療活動以外にも具体的にイメージでき、この

ケニアでの活動は 僕自身のキャリアプラン

を考える貴重な体験になりました。 

最後に一つ書くとすれば、それは目標や志を

一つにしたチームの中に加えてもらい仕事が

できたことです。集まった人がみな同じ強い

志を持ち活動できることは ボランティア特

有のものであるかもしれませんが、言わば理

想的な環境での仕事と思います。このような

環境を知ったことで、仕事というものに対し

明確な印象 を持つことができました。 

今回のキャンプに参加してよかったと強く感

じています。稲田先生をはじめ、ケニアでの

活動を支えている皆様にはお世話になりまし

た。本当に感謝しております。有難うござい

ました。Asante Sana. 

 

 

 

きれいでないものも、ここには混在する。 

しかし、その根底には貧困というものが今な

お少なからず存在し、人の命がここでは軽い。

いつ死ぬか分からない。だから、マナーなん

てものは存在しないし、誰かがモラルに反し

たことをして得をしていれば、自分もやらな

Pumuwani村でのキャンプを終えて 

 

富山大学医学部 山本 健登 

 



きゃ損、そんな感情さえ見え隠れする。 

もちろん、今回キャンプで一緒に働いてくれ

た現地のスタッフ達のように、命や将来を考

えて生きている人々もいる。しかし彼らもこ

のケニアではほんの一握りの人間なのである。 

そんな中で行った医療キャンプで様々なこと

を学んだ。 

今回、幸せなことに自分はほとんど稲田先生

のそばで主に検査を担当させてもらったので、

多くのことをつきっきりで学ぶことができた。 

毎日、無料診療に訪れる 300～400 人近い患

者さんのうち、採血でHIV検査を希望する人

がおおよそ 30人。そしてそのうちHIV陽性

者がおおよそ 3 人前後、すなわち、約 10 人

に１人の割合で陽性がでる。 

最も重要なことは、単にこのキャンプで検査

して終わりではなくて、陽性患者には定期的

に CD4 の値をチェックし、先生がアフター

ケアをして くれるということである。このよ

うな地域に根付いた医療をしていくことで

HIV が死に直結するような恐ろしい病気か

ら、ガンや糖尿病のように長く付き合いなが

ら生きていく病気へと変化しているというこ

とが、患者の笑顔、診察の雰囲気から感じる

とることができた。 

以前自分は、糖尿病やガンなどの慢性疾患の

治療なんて生活習慣病で完治も困難な、やり

がいの少ない治療だと考えていた。しかし、

今回このキャンプで患者を 叱り、なだめ、ア

フターケアをしていくから一緒に頑張ろうと

いう先生の信念と、それに感謝をしている患

者の姿を間近で目の当たりにして、このよう

な慢性的 な疾患を通して患者と長く付き合

っていく、そんな医療も悪くないな、と考え

を改める機会を得ることができたことは、訪

れた意味があったと思う。 

今回、診察、治療にあたって下さった先生方

は、本来HIVとは遠く離れた環境で仕事をな

さっている人たちばかりであったが、それで

もこういった活動 に理解と共感を示し、積極

的に診療を施している姿を見て、医療の原点

を垣間見ることができ大変勉強になった。 

またこういう医師になりたいという具体的な 

医師像を得ることができ、自分もこのような

医師を目指してがんばろうと思った次第であ

る。 

何より、住む場所や言語が違う人たちと一緒

に楽しく仕事ができたのは本当にうれしく思

うし、何にも代えがたい経験であった。 

最後にこのようなチャンスを与えて下さった

ILFARチームの皆様、稲田先生、そして父に

心から感謝したいと思う。 

 

  

 

 

稲田先生と山本さん 

中央が宮城島さん 

 



□ 2011年度会計報告 

収入
入会金・会費・寄付その他 3,924,099
支出
事業費 624,458
管理費 76,855
次年度繰越 3,222,786

単位円

 

□ 2012年度活動予定 

 7 月 21 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 

 9月 第 21回無料診療キャンプ 

 11月 稲田理事の講演会 

 2013年 3月 第 22回無料診療キャンプ 

 

NPO 法人イルファーとは 

1993年、ニューヨークでM.・ラングと 

稲田頼太郎が中心となり ILFAR を設立しま

した。2011年、活動の拠点を日本に移しNPO

法人イルファーを設立、米国での ILFAR の

活動を継承・発展していくことになりました。 

NPO 法人イルファーは、ILFAR が 2000 年

より実施しているケニア・ナイロビでの無料

診療キャンプ、HIV/AIDS患者のサポートも

引継ぎました。 

2010 年 3 月から稲田がケニアに在住して

日々の HIV/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

るなどの活動を行っています。日本ではケニ

アの活動の支援や 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。 

 

 

会員を募集しています 

 正会員  

団体 年会費 一口 10000円 

   入会金    10000円 

個人 年会費 一口 3000円 

   入会金    3000円 

 賛助会員  

団体 年会費 一口 5000円 

   入会金    5000円 

個人 年会費 一口 1000円 

   入会金    1000円 

（入会申込書をお送りいたします。） 

 

会員の皆様へ 

・2012年度年会費の納入をお願いします。 

住所変更の方はお知らせください。 

（口数は任意です。） 

郵便振替(振込用紙をご利用ください。) 

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 

 

 
 

 

 

 

特定非営利活動法人イルファー  

発行人 山下 潔 

〒192-0023 

東京都八王子市久保山町1丁目9番地18 

TEL： 042-691-9755  

Home Page : http://inadaetal.wordpress.com/   

E-Mail: ilfar-jimukyoku@asahi.email.ne.jp  
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