
表紙写真／ネパール カトマンズ バッサラ保育園にて

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」

「優しさで地球をつつもう」

ご寄付を集めています

会 報 第２５号

平成２８年１０月１３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27年度報告・平成28年度事業・熊本支援



平成 27年 4月 1日～平成 27年 3月 31日
多くの方が支援活動を行いましたので、ご紹介いたします。

◆生活支援

➢「四方僧伽」と共同し、カン

ボジアに米銀行を設立した。

➢カンボジアに井戸を寄贈し

た。（一般財団法人子ども夢ネ

ットワーク様、立正同志会様、藤

岡北中学校様、藤岡平井小学校、

飯塚淳子様、横須賀市正蓮寺様）

↑コンポンスプー州、

米銀行のメンバーと。

←井戸ができると野菜や家畜を育てること

ができる。村の産業になるとのこと。

◆教育支援

➢ミャンマー、「マイトリースクール」

を運営した。

➢ネパール、パタンの識字学塾「リピタ

プグティ」を運営した。

➢カンボジア、シェムリアップ「Spitler
School」に医薬品（高橋忠様）と文房具
（イオン群馬高崎店様）を寄贈した。

Spitler School 10周年記念式典に参列

→

◆災害復興支援

➢福島県郡山市「子どもバス」活動の
助成を継続した。

➢ネパールに渡航し、地震の被災地を

慰問した。カトマンズのバッサラ保育

平成２７年度事業報告
園では園児と交流し震災孤児の

学費を支援。またバグマティの

トリブバン小学校にサッカーグ

ラウンドを寄贈し、生徒と交流

した。（豊島区本納寺様、練馬区

妙福寺保育園様、滋賀県龍王寺様

等）→震災復興を願う親善試合

「ネパール×日本」

➢地震の被害をうけたパタン内寺院（Mani Mandap）の修復や、

震災孤児を保護している孤児院「メッタセンター」の支援を

した。（埼玉県妙昌寺様、横須賀西ロータリークラブ様、目黒区常

圓寺様、練馬区妙延寺様、八王子市法妙寺様、名古屋青年会様、品

川区本立寺様、岡山県蓮久寺様、北山本門寺様等）↓地震直後に生

活用品の緊急支援を行った。

◆職業訓練事業

➢カンボジア北部で小物入れ

を作成し、購入した。（山梨県

身延町松司軒仏具店様）

➢ミャンマー南部で翡翠製品

を作成し、購入した。

←トリブバン校で歓迎を受ける慰問ツアー

の一行。

◆展示会

➢横須賀西ロータリークラブ主催チャ

リティコンサートや一週間開かれる熊

谷館チャリティバザー、藤岡市子ども

祭り、東京西部いのり題目の日等に参

加。ネパール地震と熊本地震の、復興

支援のための募金活動を行いました。



平成 28年 4月 14日夜から相次いで発生した大地震により、
家屋が倒壊して下敷きになったり、土砂崩れに巻き込まれる

などして亡くなった人は約 50 名、避難所などで生活する方は
多い時に 18 万数千人になりました。さらに避難生活中に病気
を発症するなどして 50名以上が関連死をしています。

復興のめどが立たない

中 6 月 20 日夜に、記録的
な豪雨に襲われて川が氾

濫しました。水害は九州

沖縄から日本をなめるよ

うに北海道まで被害をも

たらしました。安全な場

所はどこにもない、いつ

どこで災害に襲われるか分からないことを痛感させられます。

緊急支援の報告

4月 20日
水道、電気が復旧した

地域があるが、避難所で

の生活は続いているので

綿棒や歯ブラシなどの生

活雑貨がほしい、という

情報が入り、宮崎県延岡

市において（熊本県内で動くことが難しい状況でした）横須

賀西ロータリークラブからお預かりした義援金でニーズのあ

る支援物資をそろえました。

4月 21日
歯ブラシやおむつ、菓子、ウェットティッシュなど依頼が

あったものを追加し、できるだけ多く買いそろえました。

4月 22日
支援物資を各避難所に届ける中継地点になっている南阿蘇

村立久木野中学校と、上益城郡山都町長久寺に届けました。

これらの拠点に集められた物資は必要に応じて仕分けされて、

様々な避難所に届けられました。

9月 15日
チャリティーコンサートやチ

ャリティバザーなどで寄せられ

た義援金で、災害を乗り越えて

いく子ども達の力になりたいと

考え、熊本市中央区の本荘小学

校（写真右）と江原中学校の図書室に図書を合計九十冊寄贈

させていただきました。

国内外の災害に備え、ご寄付を集めています。

ご協力の程、よろしくお願い申し上げます！！



平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日

A収入合計 5,460,082円
内訳 ①前期繰越金 1,477,704 円

②会費収入 425,000 円
③寄付金 3,557,270 円
④雑収入 108 円

B支出合計 5,142,956円 （ ① + ②）
内訳 ①事業費 4,001,732円

支部事務所経費（5 カ所） 227,055 円
教育支援事業（学塾、サッカー） 230,571 円
災害支援事業（ネパール地震） 743,155 円
生活支援事業（井戸 7 カ所） 414,199 円
職業訓練事業（小物入れ） 86,000 円
展示会事業（5 回） 70,000 円
スタディツアー（2 回、11 名） 2,230,752 円

②管理費 1,141,224円
事務人件費 601,830 円
印刷製本費 2,061 円
通信運搬費 152,876 円
消耗品費 9,584 円
旅費交通費 30,520 円
水道光熱費 116,587 円
什器備品費 94,020 円
会議費 52,225 円
雑費 81,521 円

次期繰越収支差額(A-B） 317,126円

平成 27年度会計報告
平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日

●災害支援事業

➢熊本地震の復興支援事業

➢日本国内外の災害に対する支援事業

●生活支援事業

➢「キレイな水で乾杯を」井戸を寄贈する活動（継続）

➢浄水循環システムを構築（カンボジア北部は2016年夏の

干ばつで井戸が渇れたため、雨水を溜める貯水プールを

必要としている。）

➢職業訓練事業（継続）

仕事がない貧困地域で手工芸品を作成する。

ネパールのシャカ族手製「法輪ストラップ」を500個作成

●教育支援事業

➢ミャンマーマイトリースクールの維持・運営

➢カンボジアの各校のアフターケア、新規建設

➢「ほほえみ図書館」事業の継続

➢「リピタプグティ」維持・運営

➢その他

●医療支援事業

➢「アジアの保健室サポート」（継続）（年間 1 万円、アジ
アの保健室に医薬品等を支援）

●展示会参加

チャリティーコンサート（4/29）横須賀西ロータリークラブ
熊谷館チャリティバザー（6/3～ 6/8）熊谷支部

平成 28 年度事業について


