
 

 

何故そこに日本人？何故そこに日本人？何故そこに日本人？何故そこに日本人？                                      

イルファー理事長  稲田 頼太郎 

 

1996年、カナダのバンクーバーで開かれた第

11 回国際エイズ学会

で、プロテアーゼ阻害

剤という今までとは作

用機序の異なる新抗

HIV 薬が発表された。

日本人の手によって開

発された AZT が初め

て認可された 1987年から 9年後のことである。

1996 年以前の薬剤と新薬の組み合わせによ

る、いわゆるカクテル療法といわれる画期的

な治療法の始まりであった。 “One World, 

One Hope”という学会の合言葉の中に、新薬

への期待がこめられたエイズ治療への革命の

時でもあった。  

しかし、その間この新薬を待てずに多くの患

者が亡くなっていた。あと数ヶ月生きていれ

ばこの薬剤の恩恵にあずかれた 26 歳の患者

のことを今でも忘れない。1995年 11月 23日、

彼は息を引き取った。 

  1998年、スイスのジュネーブで第 12 回

国際学会が開催された。1996年の新薬の成果

が続々と発表されたが、全ては富裕開発国の

できごとであった。そこでこの回の学会の合

言葉は次回の南アフリカ共和国（アフリカで

は初めて）で開催される第 13回国際学会を見

越して“Bridging the Gap”, 富裕層と貧困層と

の治療の格差を埋めようとの合言葉になった。
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年後のことである。

“One World, 

の治療の格差を埋めようとの合言葉になった。 

その 2 年後 2000年、南アフリカ共和国ダーバ

ンで開催された第 13 回国際エイズ学会総会

に参加した。その帰路(７月)、ナイロビの現

在のこの地で支持者とともに第一回無料診療

を行った。実はその半年前の 2000年 1 月、ア

フリカのエイズ事情の現実を知りたくなり、

ケニア、ウガンダ、エチオピア 3 カ国を訪れ

た。そこには 1980年代のアメリカで起きてい

たよりもさらに悲惨な出来事が起きていた。 

 

 

 

 

 

 

   あれから 15年、時の経つのは本当に早

いものである。ケニアでは 2006年 6 月によう

やく抗 HIV 薬が無料配布となった。その間の

6 年間、ケニアの感染者患者に対してはただ

指をくわえて見ているしかなかった時代であ

った。少しお金に余裕のある患者は自費で薬

剤を購入していたようだ(本物か、ニセモノか

も定かではなかった)。しかし高額のため途中

で断念という患者から相談を受けたこともあ

った。得体の知れない草木をいろいろ持って

来ては、“これを調べてくれ”、と言われても、

そう簡単にできるものではない。裏を返せば
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皆生きたかったの一言である。一方、薬剤の

無料配布は良い結果も、また悪い結果(危惧し

ていたこと)ももたらした。総論では政府の資

金難でエイズ医療政策が軌道に乗らない。い

までもエイズ医療に関する財源は、そのほと

んどが外国からのものである。各論的には医

療従事者の経験不足、一生飲み続けなければ

ならないことへの服薬指導がなされていない、

それに伴う患者の知識不足、差別、偏見等、

数えれば切がない。何とかケニアに薬剤の恩

恵をと思い立って 15年、ケニアに単身根を下

ろして 5 年になる。その成果は限局した地域

ではあるが、患者や医療従事者からの反応で、

着実に前に歩み始めていることを肌で感じて

いる。エイズ医療に飢餓状態だった医療従事

者がケニアにもいたのである。  

  “継続は力なり”、継続は私の帰る国をな

くしたのかもしれない。 

        だから、そこに日本人！！だから、そこに日本人！！だから、そこに日本人！！だから、そこに日本人！！ 

 

 

ケニアでのケニアでのケニアでのケニアでの活動報告活動報告活動報告活動報告 

 
☆☆☆☆医療体制構築活動医療体制構築活動医療体制構築活動医療体制構築活動 
1)     コンサルテーションをベースにした感コンサルテーションをベースにした感コンサルテーションをベースにした感コンサルテーションをベースにした感

染者の継続経過観察診療染者の継続経過観察診療染者の継続経過観察診療染者の継続経過観察診療 

来診予約制の導入：172名の患者を対象とし、

12 ヶ月間の継続経過観察のため予約診療を

行った。予約達成率は 92％であった。今年度

のみならず、目標の 90%確保は 2010 年以来

続いている。携帯電話の普及による連絡方式

の充実が功を奏していることは明らかであっ

た。 

無料定期検査の実施：年間を通じて 300以上

の検体につき、血球細胞数測定、生化学検査、

CD4陽性細胞数測定、ウイルス量測定が行わ

れた。また、服薬失敗例と思われる患者につ

いては、遺伝子耐性変異検査を行った。 正

確な検査結果の判断を基にした治療の方向性

への情報の提供が健康の向上に繋がり、患者

との信頼関係を築き、患者の検査に対する重

要性への理解度が向上し、コンサルテーショ

ンの意義が十分に浸透してきたと言える。 

 

２）２）２）２）    近隣医療施設への適切な近隣医療施設への適切な近隣医療施設への適切な近隣医療施設への適切な HIV 感染者治感染者治感染者治感染者治

療の浸透療の浸透療の浸透療の浸透 

患者の病勢、検査結果、それに対するコメン

トの書面は患者を通じて患者の医療施設の担

当医にも手渡されている（年間 360通）。しか

し、患者の様子、患者の医療施設からの反応

を見ると、書面が渡されていないケースがい

まだに少数あるように感じる。すなわち我々

の施設に通っていることを伝えていない (伝

えたくない？)患者が数名いると思われる。 

9 月以降、施設との直接の話し合いを進め、

さらに１０月以降、書類の伝達方法を迅速化

するため、結果が出来次第患者の通う施設へ

E-mail による診療結果、コンサルテーション

コメントの送付を開始し、順調に滑り出した。 

年間を通して患者の通う 26 施設(国公立

13施設、私立 13施設)中 19施設(国公立７、

私立 12)から患者共有の意思有りの回答を

受け取り、その後も連携が継続している。

当診療を訪れた新患者 (特に服薬失敗例) 

29 名中 19 名が施設からの紹介であったこ

とからも共有化が進んでいる事が伺える。

我々の施設を訪問するわずか 200 名前後の

患者へのコンサルテーションが彼らの意識

を変えたことは、これら 19医療施設に所属

する合計約 30,000人の患者への恩恵に繋が

る事が予想され、本活動の大きな前進と言

える。 

2015年度は、ナイロビ市から 50km圏内

にある国公立、私立医療施設への連携拡大

を計画している。 
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☆☆☆☆学校へ学校へ学校へ学校へのののの教材、運動具のサポート教材、運動具のサポート教材、運動具のサポート教材、運動具のサポート 
毎年キャンプ時恒例の、スラム地区にある学

校への教材ならびに運動具等のサポートであ

る。この学校は Pumwani Survival Schoolとの

名前があり、貧困のため公立学校に通えない

（制服一式購入、給食費、教材費等が払えな

い）子供たちのための言わば半私立学校であ

る。ノートブック、ボールペン、画用紙、色

鉛筆、クレヨン、サッカーボール（空気入れ

付き、なんと気が利くことか）を贈呈した。

サポートは天から降ってきたものではないこ

とを理解し、勉学の励みにしてもらえれば幸

いである。 

 

 
 

 

☆☆☆☆ランチ食材サポートプログラムランチ食材サポートプログラムランチ食材サポートプログラムランチ食材サポートプログラム 
毎月末の食材サポート（２００８年１０月以

来国際ソロプチミスト安城ほかの方々による

支援）はお米６０ｋｇ、調理用オイル 10リッ

トル、炭俵 2 俵を毎月購入し、配達している。 

両親がそろっていない子供が多く、また、両

親を亡くし、親戚の家に引き取られているが、

親戚家族の負担になっている子供たちの一日

 

 

-

 

 

 

一回の食事への食材サポートである。1 日平

均 50-60名の子供達がお昼を食べに来る。１

ヵ月約１３００食, 年間で１５０００食以

上を提供してきた。２０１４年４月から２０

１５年３月までの間、お米６４０ｋｇ、食用

油１２０リットル、炭俵２４俵、野菜等を届

けた。 そこでは働き者のマママジワさん(時

折娘さんと一緒)が３６５日、雨の日も、風の

日も、停電の日でも昼食を作ってくれている。 
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参加者 

☆第☆第☆第☆第 24242424 回無料診療回無料診療回無料診療回無料診療（（（（2015/9/132015/9/132015/9/132015/9/13～～～～9/229/229/229/22））））    

・稲田頼太郎（理事長、ケニア事務所所長） 

・宮城島拓人（副理事長、釧路労災病院内科、

9 月時キャンプ連続 15 回参加）） 

・北原言（釧路労災病院研修医、初参加） 

・大坪誠治（釧路労災病院口腔外科、2 回目

参加） 

・得田慧（杏の種鍼灸師、初参加） 

・堀越裕歩（東京都立小児総合医療センター

感染症科、2 回目参加） 

・青山寿美香（大森赤十字病院薬剤師、3 回

目参加） 

・大倉敬之（神戸大学医学部付属病院感染症

内科、初参加） 

・工藤史明（神戸大学医学部付属病院感染症

内科、初参加）） 

・磯貝美穂子（東京都立小児総合医療センタ

ー感染症科、初参加） 

・エマ・スチュアード（ブロンクスレバノン

病院小児科、8 回目参加） 

・トーマス・スチュアード（ブロンクスレバ

ノン病院カウンセラー、初参加） 

・濱村千晶（大阪市名取病院歯科衛生士、2

回目参加） 

・柳瀬洋子（いしいクリニック産婦人科看護

師、2 回目参加） 

・柏谷茉由子（アフリカ児童教育基金看護師、

初参加） 

    

    

 

ありがとうありがとうありがとうありがとう    稲田頼太郎 

多くの先生方の参加のおかげで、第 24回無料

診療も無事終了いたしました。本当に有難う

ございました。 

今年は久しぶりの事務所の改築工事で、6 月

以来ほとんどの土日を取られ、自分としては

十分な準備が出来ていなかったのが気になっ

ていました。 

更に釧路組出発当日、台風 17号の影響により

空港が閉鎖され、釧路からの先生方の到着が

危ぶまれました。一時は日曜の HIV 診療患者

のキャンセルも考え、連絡先の書き出しまで

準備していましたが、最終便にて釧路脱出、

全員予定通りナイロビに到着し、心の底から

ホットしました。 

 

診療患者数はリムル市を合わせ、2500名を超

えたと思います。 

 

 

緊急搬送した患者あり、 

怪我人の手当てあり、 

小手術あり、 

子供眼鏡支援あり、 

 

めまぐるしいキャンプは毎年のことですが、

参加者全てが”逢う前からお友達作戦”で自分

の持ち場を事前に理解し、それぞれの専門分

野でその経験を駆使して頂けた事がキャンプ

の成功に繋がったのは疑いのない事実です。 
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キャンプ診療の質の向上は、国内外の方たち

へ我々の活動への理解の発信につながりまし

た。 

エリトリア大使 Russom氏、領事 Berhane氏

の訪問、 

アフリカ児童教育基金の会の現地事務所所長

塩尻氏の訪問、 

国際フォトジャーナリストの中野氏の活動記

録写真撮影、 

モヨチルドレンホームの松下氏の訪問、 

リムル市の無料診療キャンプ実行委員グルー

プの訪問、 

リムル選出国会議員 Chege氏の訪問など、 

質の高い活動への理解が深まりつつあること

に、数字では表せない実感があります。 

数多くの先生方、NPO法人事務局、そして企

業、団体、支援者の協力がなければ決してあ

りえないことばかり、個人のわがままな活動

にここまで多くの方々の賛同を得た私は本当

に幸せ者です。      

 

 

総括にかえて総括にかえて総括にかえて総括にかえて    宮城島拓人 

昨年に引き続き、国際経験の豊富な医療集団

が組織された。 

小児科の堀越先生、薬剤師の青山さん、看護

師の柳瀬さんに柏谷さん。 

堀越先生は日本の小児感染症のリーダーで、

東南アジアなどでの保健医療活動の実績も多

い。 

青山さんは東南アジアやネパールなどでの医

療支援に積極的な赤十字魂をもつ女性。 

柳瀬さんも赤十字病院勤務でアフリカでの活

動が長いし、柏谷さんは現在塩尻さんのとこ

ろのエンブで医療活動をしている真っ最中で、

我々のキャンプに参加した。 

しかも柳瀬さん、柏谷さんはスワヒリ語も堪

能ときている。 

そしてもっと興味あることに、柏谷さん以外

は、みなリピーターなのだ。 

つまり我々が継続しているプムワニでの医療

支援に対して参加すべき価値がある活動だと

無言のなかにも肯定しているから、二度三度

と参加してくれるのだと信じる。 

しかも堀越先生は弟子（磯貝先生）を連れて

来てくれた。 

意味のないところには連れてこないだろう。 

さらに、毎年二人の医師を派遣してくれる神

戸大学の感染症内科の専門医たち。 

今年は工藤先生、大倉先生で、毎年ニューフ

ェイスが登場するが、前年の経験をしっかり

受け継いできているので、連綿と医療が繋が

っている。 

そして釧路組。 

労災病院の理解のなかで、医師派遣は継続さ

れているし、杏の種（元杏園堂鍼灸院）から

は連続的に鍼灸師が派遣されこれも医療の継

続に繋がっている。 

今年は得田慧だ。 

加えて、エマさん。しばらくぶりの 8 回目の

登場となったが、彼女の心のなかには、いつ

もプムワニの人々を愛する気持ちが繋がって

いた。 

エマさんも資源の不足した地域での医療のプ

ロだ。 

15年にわたる定点での医療継続が、本当に必

要な医療の充実に繋がってきているのは間違

いない。 

そして、キャンプ期間中に訪れた、塩尻さん、

松下さん、リムルの人たち、報道カメラマン

の中野さん、そしてエリトリアの大使たち。 

塩尻さんや松下さんは激励の訪問だと理解し

ているが、中野さんは我々の活動を五十嵐さ

んから伝え聞き、カメラマンという立場で我

々の活動を写真に残すという形で参加してく

れた。 

エリトリアも五十嵐さんや中野さんとの関連
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で伝え聞いたと伺い知るが、本気で何かを得

ようとして視察したように思える。 

エリトリア。1991年にエチオピアから独立し

た若い国だが、いまだにエチオピアとの戦争

が絶えず、独裁政治、恐怖政治と世界から非

難されているようだ。 

しかし報道カメラマンの中野さんの話では、

国内の人々は穏やかに生活しているとのこと。 

情報は一方的では判断できないことだが、自

国の医療を真剣に考えて、視察に来てくれた

のなら、それも繋がりと言うべきものと理解

している。 

いずれにしてもこれらの訪問は、我々の活動

が内外から認知され評価されてきたという事

実に他ならない。 

縦糸と横糸、15年続いた定点での縦糸と、協

働する仲間たち、特にケニアでの横の繋がり

（横糸）をうまく織り込むことが診療の質の

維持とさらなる発展につながるのだろう。 

しかし、15年続けてきたからよかったという

わけにはいかない。 

なんらかのアウトカムが必要だ。 

主体目標である HIV 陽性者のフォローの充

実による住民への恩恵に繋がるようなアウト

カム。 

私は医療キャンプは当初の目標であった HIV

の拾い上げから現地の医療に直接コミットす

るようなものになってきていると思っている。 

一年にたった一週間ほどの診療に何が地域医

療かと言われそうだが、これも地域で必要と

されている医療には違いないし、毎年の疾患

スペクトラムから、必要な薬剤の調達を考え

ていることも事実だ。 

そして、堀越先生が弟子を連れてきたように、

私が後期研修医を連れてくるように、日本の

医師のスキルアップ、経験値を積むこと、そ

してさらなる国際医療貢献への第一歩として

の場所の提供、これもこのキャンプに課せら

れた意義だと思う。 

私たちもただ、ボランティアでここに来てい

るのではない。 

ギブアンドテイクなのだ。 

医療キャンプにはそういう側面があると思っ

ている。 

 

今年のキャンプでは、新しい試みとして、地

元代議士の要請で試行したリムルでの一日キ

ャンプがあった。 

ナイロビから車で小一時間のリムルは、典型

的農村であった。 

プムワニと同じように診療を開始したが、本

当に必要な診療をしているのだろうかとだん

だん疑問が湧いてきた。 

リムルの村では、とりあえず初期対応の医療

は出来ているような気がしたのだ。それ以上

の医療を求められ、結局出来ないという事が

多かったような気がする。 

むしろ、肉体的精神的にも日帰りリムル診療

は、厳しいかと思われた。 

相次いで体調不良者が出たが、さらに追い打

ちをかけるような強行軍だったような気がす

る。 

来年は HIV 陽性者フォローに絞ったリムル

支援を検討すべきだと思う。 

最終日は稲田先生もかなり疲弊したように見

受けられたのが気になる。 

 

今年は、夕食の一部（4 日間）をケータリン

グした。 

イルファーでフォローしている患者さんが元

コックだったことから、乳がん治療で職をな

くしていた彼女にお願いしたのだ。 

もちろん相応の日当を出す。 

これも一つの患者支援。 

インド料理店で働いていただけあって、カレ

ーの味は格別で、診療から疲れて帰ってきた

ら、夕食が出来ていることの幸せを再認識し

た。 

自炊もいいが、相応の負担がかかるし、外食

 

 

- 6 - 



は値が張るだけではなく、安全面にも不安が

残る。 

来年からもこのようなシステムを維持できる

ことを期待したい。 

今回は数人の体調不良者を出したが、ケータ

リングのせいとは思えない。 

むしろ現地での昼食が原因かもしれないが、

幸い一日程度で回復してくれたし、その穴は

プライドある医療者集団で乗り越えた。 

これからもあり得ることとして考えていかな

いといけないが、衛生管理には十分注意して

いくことは当然だ。 

こうして、ケニア医療キャンプは終わった。 

 

今日は秋分の日。 

昼のナイロビの太陽は完全に真上にあった。 

足にまとわりつく影は限りなく小さい。 

深夜のフライトまでまだま

だ時間がある。 

日中だが、飲んでも許され

るだろう。 

乾杯、そしてキャンプに関

わったみんな、活動を支援

してくれている人たち、地

元で留守番をしてくれているみんなに、感謝。 

 

日本日本日本日本でのでのでのでの活動報告活動報告活動報告活動報告    

 “第 9 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”が

2015 年 7 月 11 日に東京都杉並区のベリエス

タジオで開催されました。 

 

今回のコンサートでは珍しいダルシマーと言

う楽器が登場しました。台形の共鳴箱に張ら

れた多数の弦を、ハンマーと呼ばれる木製の

スティックで打って演奏する打弦楽器で、金

属製の弦を打って音を出す点や音色の類似性

から「ピアノの先祖」と呼ばれることもある

ようです。 

 

触ってみました！ 

 

起源は 古典民族楽器なので諸説ありますが、

９００年頃から中近東で演奏されてきた楽器

で、古代楽器プサルテリオンから派生したと

考えられています。12 世紀に入り北アフリカ

辺りにまで広まると、そこからムーア人達に

よってヨーロッパ全土に広まって行きました。 

 現代では ケルト系ダンス曲やイギリス・

アメリカの民謡、各国の伝承音楽などの演奏

に使用される事が多いようです。 

 

 

 

当日はケニアの民芸品の販売もありました。 
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プムワニ便りプムワニ便りプムワニ便りプムワニ便り                                      8月 22日  五十嵐 真希 

 

アサンテ・サーナアサンテ・サーナアサンテ・サーナアサンテ・サーナ 

 

8 月末日の給食配達は、久しぶりに大所帯で

のプムワニ訪問になりました。 

稲田先生を筆頭に、ケニア山のおいしい紅茶

をあつかっている「日本ケニア交友会」の富

塚さんと萩原さん、そして、Dixsonさんの全

員集合での配達です。 

 
 

今回の食糧配達は、いつものようにお米 60

キロ、木炭 2 袋、食用油 10リットル、そして、

土曜日の野菜になります。今は、学校が休み

の時期で、子供たちの数は、少々少ないよう

です。しかし、子供たちのはちきれんばかり

の笑顔は健在でした。 

 

 

 

 

 

 

そして、大工！稲田先生による診察所のリノ

ベーションは、着々と進んでいます。歪んだ

天井に床・・・。チャレンジは、限りないよ

うですが、柱が立ち、窓が入れ替えられ、そ

して、豪華なトイレが設置されておりました。

びっくり。本当にお疲れ様です！9 月のキャ

ンプで使用される日が待ち遠しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

突然ですが、今回の配達は、私にとって最後

の訪問となりました。ママ・マジワ、アリ、

ワンボゴたちのサポートへ感謝すると共に、

彼らの涙と想いに感動し、これまで 7 年間の

思い出が走馬灯のように駆け巡りました。稲

田先生、そして、イルファーの事務局のみな

さま、そして、応援団の皆様に心から感謝申
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五十嵐さんには７年の長きにわたり、さまざまな面でひとかたならぬお世話になりました。

イルファー一同、心より感謝申し上げます。 

 お忙しい中、毎月の給食用食材の買い出しや配達、その様子を綴った「プムワニ便り」、

無料診療キャンプなどでイルファーを支えて下さいました。 

 今後、レポートをいただけないのは残念ですが、新しい土地の様子などお寄せ下さる機会

があることを楽しみにしております。 

 

プムワニ便りは、9 月より稲田が引き継いでお届けします。 

 

 

プムワニ便りプムワニ便りプムワニ便りプムワニ便り                                     9月 26日  稲田頼太郎 

 

し上げます。これからは、少し離れたところ

から、応援、参加させていただきます。 

 

アサンテ・サーナ！ 

 

まき 

 

イスラム暦の 12月 1日(西暦では 9月 15日)、

世界中から聖地“メッカ”への巡礼が始まりま

した。この巡礼の期間は 10日間。すなわち、

9月の 24日はメッカ巡礼月の最後の日となり、

その最終日をお祝いするのが“ハリラヤハジ、

Hari Raya Haji で、メッカ巡礼祭と、犠牲祭

としての 2 つのお祝いをかねているそうです。

祭りの当日は日の出から正午までの間、モス

クでの礼拝 が行われる為、大勢の人が集まり

ます。礼拝が終わると、家に帰って家族でご

ちそうを食べるとのことです。 

 

 

 

 

 

この２４日を含めその後の 3 日間は、ヤギ

や羊などの家畜を神に捧げるとともに、感謝

し貧富の差を問わず皆で分かち合うそうです。

これが犠牲祭です。また女性たちは目に見え
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る部分の手足の皮膚を染色し、祝いの気持ち

を表すとされています。 

 

 

 

 

 

裕福な層の人たちは、飛行機等の近代的な交

通手段を用い、メッカを訪れ、余裕がなけれ

ば、自国のモスクでお祈りをすることになる

そうです。 

 

事務所の近くにあるモスクからはエコーを効

かしたお祈りがスピーカーから流れていまし

た。私にはまったく意味不明のお祈りです。

まるで ”+=#%$&’<‘??/`@{^||!+*_>＊#%$～

～～～、、、”にしか聞こえません、、。 

 

 

 

 

そんなお祝いのさなか、9 月 26日土曜日、孤

児昼食サポート用食材の買出し、配達をして

きました。いつも一緒の五十嵐さんが今月か

らレバノンのベイルートに赴任し、ケニアを

後にしました。心なしかさびしい買出しでし

た。これまでお手伝いいただいていた 2 人の

女神様がついに日本(富塚比沙子さん)、レバ

ノン(五十嵐真希さん)とそれぞれの野望と希

望を胸に、新天地に行ってしまいました。新

天地で是非とも夢を果たし、またいつの日か

ケニアに戻ってくるのを一日千秋の思いで待

ち続けます。 

 

26日、朝はどんよとりした曇り空、それで

も、日中は夏の日差しを思わせるような、良

い天気となり、初夏の気配を木肌で感じたジ

ャカランダは見事に花を咲かせていました。

また、皆お祝いのためか、外出が控えられた

のでしょう交通渋滞はまったく無し、快適な

買出し、配達でした。 
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10月分のお米 60kg、食用油 10リットル、炭

俵 2 俵、5 回の土曜日のための野菜購入費を

渡してきました。 

 

事務所では我々のスタッフの Ali と Josephの

出迎え、重たいお米を車から出すなどの手伝

いもありました。 
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事務所でしばらく仕事の後、帰宅、その日の

お月様はあたかも満月のように光り、Hari 

Raya Haji を祝うかのように夜空に煌々と輝

いていました。 

 

 

 

今月の食材サポートに参加した子供たちは 9

月 30日時点で、男児 650名、女児 600名、計

1250名でした。  

ご馳走様でした！！ 

 

Y Inada ナイロビにて 
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お知らせお知らせお知らせお知らせ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPONPONPONPO 法人イルファーとは法人イルファーとは法人イルファーとは法人イルファーとは    

 

米国のイナダ-ラングエイズ研究財団（ILFAR）

の全活動を引き継ぎ、2011 年 10 月 7 日に設立設立設立設立

されました。    

目的目的目的目的：：：：ケニアの HIV/AIDS 患者のフォローアッ

プを継続・拡大し、その資料をもとに現地医療

施設へ真のエイズ医療のあり方の浸透を図り、

HIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDS のモデル医療体制を構築のモデル医療体制を構築のモデル医療体制を構築のモデル医療体制を構築する。 

ケニアの HIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDS 患者へエイズ医療の恩恵を患者へエイズ医療の恩恵を患者へエイズ医療の恩恵を患者へエイズ医療の恩恵を

提供提供提供提供するとともに、広く国内外の一般市民及び

医療従事者の、HIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDS への理解を深めるへの理解を深めるへの理解を深めるへの理解を深める。 

 

ケニアでの活動ケニアでの活動ケニアでの活動ケニアでの活動    

� モデル医療体制の構築活動 

� 無料診療キャンプ 

� 子供の生活支援活動及び教育支援活動 

日本での活動日本での活動日本での活動日本での活動    

� 会報の発行 

� 知ってもらう会＆チャリティーコンサート 

� 支援の呼びかけ    

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

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    稲田頼太郎稲田頼太郎稲田頼太郎稲田頼太郎    

〒〒〒〒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：：：：    03030303----3303330333033303----6048604860486048    

    

Home Page : http://inadaetal.wordpress.com/     E-Mail: npoilfar.info@gmail.com 
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この度、理事長が山下潔から稲田頼太郎に、副理事長が稲田頼太郎から片柳佐智子に

交代いたしました。 

それに伴い、E-Mail アドレス、FAX 番号、電話番号が下記に変更になりました。 

・E-Maill:  npoilfar.info@gmail.com 

・FAX:   03-3303-6048 

 ・電話:   03-3303-6048 

これからも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

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 


