
表紙写真／日蓮宗スタディーツアーにて 改修した校舎の前で

印刷協力／群馬県沼田幼稚園（田代浩敬園長）

会員を募集しています。わたしたちの活動を理解していた

だき、ご協力いただける方、一緒にアジアでのボランティア

をはじめませんか。

(1) 入会金 正 会 員 1万円 団体正会員 3万円
活動会員 ― 団体活動会員 3万円
賛助会員 ― 団体賛助会員 ―

(2) 年会費 正 会 員 1万円 団体正会員 3万円
活動会員 5千円 団体活動会員 3万円
賛助会員 1口 5千円 団体賛助会員 1口 5千円

振り込み先

・名 義「特定非営利活動法人 Ｔ・Ｍ良薬センター」

・銀 行「群馬銀行本店 普通 ２１３４１５０」

・郵便局「００１６０－５－５９１７８１」

「子ども達の未来を考える」

常時ご寄付を集めています

「あたりまえをあの子にも」

会 報 第２１号

平成２５年 ８月１日
T・M良薬センター事務局
371-0852 群馬県

前橋市総社町総社 1024
Tel&Fax：027-254-2325
E-mail：office@tmrc.jp
http://www.tmrc.jp

平成24年度報告・平成25年度計画



平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日

◇東日本大震災復興支援

・岩手県山田町・南三陸町・仙台市を再訪し、現地の方々と

交流、義援金を届ける。

・昨年度に続き、「藤岡災害ボランティアバス」の運営を支

援。

・復興支援団体「リルーツ」を通して、農機具を購入し、農

地復興を支援。

・福島県富岡町の設置する「おだがいさまセンター」のサロ

ン活動を支援。

◇生活支援

○井戸掘削

・修理 4月 カンボジア タケオ州 2基

・寄贈 4 月 カンボジア カンポット州チュティオ村 1基

・寄贈 4 月 カンボジア カンポット州チュティオ村 1基

・寄贈 4 月 カンボジアカンポット州プレイプロング村1基

・修理 11月 カンボジア シェムリアップ州 2基

・寄贈 1月 ミャンマー トンワ 1基

・寄贈 2月 カンボジア タケオ州 1基

○ソーラーパネル

・修理 4月 カンボジアタケオ州サンボービレッジ診療所

・寄贈 8月 バングラディッシュダッカ診療所 10基
○職業訓練事業

・ネパール パシュミナ製品や手作り人形、銀製品等の作

成

平成２４年度事業報告
◇教育支援

・ミャンマーマイトリースクールの維持運営を支援。

・アジアの学校がない地域の教室建設資金を集めるために T
シャツを作成。

・カンボジア タケオ州で学校建設を開始。

・「ほほえみ図書館」スリランカ・ウババズラ小学校、カン

ボジア・藤岡小学校。

・ネパール識字学塾「リピタプグティ」の運営支援。

◇その他の活動

・昨年度に続き日蓮宗から事業委託を受け 2 月 14 日～ 23
日、カンボジア・シェムリアップ州の小学校校舎の改修と、

子ども達と触れあうスタディーツアーを実施。清水海隆

当会理事を団長に全国から男女 20名が参加した。



収入合計 7,602,455円
内訳 ①前期繰越金 2,237,558円

②会費収入 410,000円
③寄付金 4,919,787円
④雑収入 35,110円

支出合計 ① + ② + ③
内訳 ①事業費 5,221,213円

海外事務所経費 150,000円
現地調査費 571,570円
教育支援事業 3,230,000円
災害支援事業 691,308円
生活支援事業 523,525円
職業訓練事業 54,810円

②管理費 1,028,594円
事務人件費 600,000円
通信運搬費 127,985円
消耗品費 13,500円
旅費交通費 65,693円
水道光熱費 150,461円
什器備品費 28,455円
会議費 42,500円

③その他の支出 113,230円
諸会費 33,000円
広告掲載料 40,000円
新聞購読料 38,400円
保険料 1,830円

次期繰越収支差額 1,239,418円

平成 24年度会計報告

●災害支援事業

・東北被災地の支援継続

南相馬市・仙台市・南三陸町などで復興活動を続ける「群

馬藤岡災害ボランティアサークル」を後援。

・福島原発事故関連の復興支援

福島県郡山市の屋内退避区域内の子ども達を、バスで郊

外の安全な場所に連れ出す「子どもバス」（齊藤幸弥師）

を支援。

・福島県富岡町「おたがいさまセンター」が運営する仮設

住宅サロンを支援。

・世界各地で発生する災害に対処

●生活支援事業

・井戸寄贈活動の継続

四方僧伽（小島知広代表）と共同事業の井戸１基と「（株）

やま慎」（群馬県前橋市）の井戸1基が工事中。新たに横

須賀市正蓮寺（永田泰久会員）が１基寄贈予定。

・ソーラーパネル設置活動の継続

電気がないアジアの僻地に寄贈。1基1万円で募集中。

・職業訓練事業の継続

ネパール釈迦族の生活支援。パシュミナ製品や銀製品を

作成。

●教育子ども支援事業

・ミャンマー・マイトリースクールの維持・運営

豊島区雑司ヶ谷本納寺（森部達彦住職）がサッカーゴー

ルとボールなどを寄贈予定。11月末に妙福寺保育園（練

平成 25年度事業計画



馬区、戸田了達園長）スタッフと合同スタディーツアー

を企画。

・カンボジアの各校のアフターケア、新規建設

埼玉県東松山市妙昌寺（村井淳匡住職）が第2校目を寄贈。

8月に完成予定。スタディーツアーは26年3月に予定。

・「ほほえみ図書館」事業の継続

アジアの学校に図書を寄贈する運動。一口1万円（約100

冊）の支援者を募集中。

・「リピタプグティ」維持・運営

ネパールの伝統文字学塾の教科書や運営費を支援。年間5

万円

・「アジアの保健室サポート」継続

アジアの学校の保健室に医薬品等を支援する活動。一口1

万円のスポンサーを募集中。

・その他

●リサイクル支援事業

・バングラディシュに中古医療器具を送る活動

コンテナに余裕があるため他に送るものをＭＴＭジャパ

ンが検討中。

・藤岡市天龍寺（作田光照住職）が中古自動車をミャンマ

ーに寄贈。

●その他

・国内外の新規事業

・展示会やチャリティイベント出展

恒例イベント（予定を含む）

4月29日 横須賀市 大明寺 「チャリティコンサート」

5月5日 藤岡市 こどもフェスティバル

5月8日 広島県 妙法寺 「バラ祭り」

6月20日 くまがや館 チャリティバザー展示会

10月10日 広島県 妙法寺 「チャリティコンサート」

10月28日 堀之内 妙法寺 「いのり題目の日」

10月30日 藤岡市ボランティアバザー

通年不定期 熊谷市内 チャリティバザー

理事長 小野文珖 副理事長 田代経量

理事 清水海隆 理事 小川志道

監事 豊川一男 事務局長 小野正遠

「アジアの子ども達に学舎を贈るＴシャツ」第 2 弾完成！
東南アジアには学校がなく、子ども達が勉強できない村があり

ます。子どもの未来のためには教育が大切です。教室の建設資金

を募集しています。1 口 2 千円で、Ｔシャツ 1 枚プレゼントいた
します。このチャリティＴシャツは第 1 弾同様、フランス・パリ
でデザインから裁断、ミシンまでマスターした、服飾最高峰パリ

コレのデザイナー、土屋順士氏（東京恵比寿、Squattart）が全面
協力！ サイズ（ジュニア、ガールズ～３Ｌまで）、カラー（色

々）、プリント（全面、背面） お問い合せは事務局へ

平成 25年度役員名簿


