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はじめに

代表 内野訊1子

この一年を振 り返つて

昨年 4月 、古屋代表のご主人様の南アフリカ転勤に伴い、代表を交代しました。

現在海外スタッフ、セネガル 5名 、ヴェ トナム 2名 、フランス 2名 、南ア 1名 、日本の運

営スタッフ 15名 の皆様 と先ずこの一年、会の運営の組織作 りに重点を置き、会計の一本化

と会の親睦を深め、文化活動や講演会などいくつもの会を催す事が出来ました。

会員の金田様のご好意により謝朋殿で毎月一回ミーティングを開き、全てここでの話 し合

いで会の運営を進めてきました。議事録はその日の欠席者にも配 られ、スタッフ全員がお

互いの信頼と意思の疎通が無いよう、和気議々で皆様 とお会いするのが楽しみなアイディ

アいっぱいのミーティングです。

六月にはセネガルより帰国の海外協力隊の位田一美さんの講演会に始まり、人月、九月

は会報作 り、十一月二十七 日の冬の祭典に向けて手作 りの会、祭典ではメナー ド (株)の

多大なご協力によるバザーを始めレス トランキハチ、謝朋殿のご寄付、何よりも沼尻シェ

フによる斬新なフランス料理、会員による日本舞踊、シャンソンの発表会と、盛大で楽し

いひと時でした。

今年一月、フロランス・デ ゥボー先生が会を代表してセネガルヘ行つてくださり、石鹸の

配布、子供たちの絵画 100枚を持つて帰つてくださいました。ヴェ トナムのホンさんから

も 38枚の絵が送られてきました。絵画交流に向けて、今、スタッフはその準備に追われて

います。

どうぞ会員の皆様、日本の子供たちの衛生向上と心の健やかな発育のために「手を洗お

う会」へのご協力よろしくお願い致します。
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手を洗お う会

足の理

2000年 から2002年 の約 2年。セネガルにて、有志で「小さな手助け運動を」と称 し、セ

ネガルの教育や文化を犯さずにお手伝いできるもの=孤児院訪間、生活の苦しい人々への食事の分

配、女性刑務所への生理用品配給など=のボランテァ活動を施行。それらの活動の中、「個人」と

「個人」という社会生活の最も基本であり、万民に必要という判断の元、衛生向上の中でも「手洗
い」にだけ絞 り2002年 10月 、ボランティアの会を立ち上げることになりました。それがセネ
ガル人、レバノン人、セネガル人と結婚 しているフランス人やオランダ大使夫人などた <さ んの方
の賛同の下に創設 した衛生向上への支援を目的とするアソシエーション「手を洗おう (Le Lavage
Des Mains)会 」です。手で食事をするセネガル人、しかも長老から順に同じボールで食べ物を絞
つて食べる食事作法では、乳幼児がもっとも菌をもらいやすいこととなり、結果腸チブスや赤痢な
ど発症率も日本やフランスの数十倍の高さとなっています。

一方、日本でも2002年 12月 、「手を洗おう会」が設立。昨年よリヴェ トナムにもその輪を

広げ、パ リの方々にも協力を願い、セネガル&ヴェトナム両国を通し、より大きな見地から地球を
考え、お互いに協力し合いパー トナーシップを育てようという目的です。発足三年余 りのまだまだ

未熟なアソシエーションですが、熱い思いのある方々が、輪を持つて活動を続けており、地球にあ

る色々な国の衛生向上を目指し、先ずは足元から一歩一歩とこの「手洗い運動」を広げていきたい

と考えます。

2007年 度子供絵画募

絵画の問い合わせ先

責任者 山田 順子 丁el&Fax 047-131-4421

“手を洗おう会"ではセネガル、ヴェトナム、フランスそして
日本の小学生から楽しい絵を募集しています。

対 象

題

画用紙サイズ

画 材

締 切 日

セネガル、ヴェ トナム、フランス、日本の小学生

私の好きな食べ物

八つ切 り (A3も可)

色鉛筆、絵の具など何でも可
2007年 9月 30日 (日 曜日)
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鴇

永澤 さんからのセネガル報

こんにちは。ご無沙汰 していました。

位田さんの後にセネガルのクンゲルに協力隊で派遣されております永澤です。

ご存知かと思いますが、今、位田さんが大学院の研究でセネガルに来ています。

先日一緒に話す機会があつたので、前回、「手を洗お う会」の皆様が学校べ援助 してくださ

つた、スプーンの件についても聞きました。現在、私は健康ポス トとい うところで活動 し

ています。今後、セネガルのヴァカンス明け (10月 ごろ)にでもその村の小学校へ行つて

みたいと思つています。その小学校は、1ク ラスしかなく先生も 1人です。

そこでの健康啓発をしたいと思つています。私としては、スプーンもよいアイディアなの

ですが、やはり何事にも基本 となる手洗いを子供たちにさせたいと思っています。

まだまだ先の話でその話もうまくいくか分かりません。また、ご連絡差 し上げたいと思い

ます。もしそちらからも何かご希望があれば私も出来る限りの事をしたいと思っています。

それでは。 セネガルにて 永澤

日拳ナ   2007年 9フ月25日   (」火t)

時間  午後 2時開場 2時半開演

場所  ブティックアシダ本店 (代官山)

手を洗お う会 (TAK) 主催

日にち :11月 19日  (月 曜 日)

時間 :12時～3時半

於 :恵比寿ウエスティンホテル

沼尻シェフのお料理を頂きながら

シャンソンと日本舞踊とのコラボレーション

ミニ バザー 他
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2007年 度 スクール活動のお誘し

料理教室 (フ ランス料理、韓国宮廷料理)フ ランス語教室、シャンソン教室、歌詠み会、手芸教

室を開催 しております。

どのスクールも参加者募集中です。是非いらして下さいも

その他 クラシックパレニ 日本舞踊 着付け教室などを現在企画中です。

ご興味のある方は村上範子までご連絡 ください。

TEL 03--3329-3290

事務局からのお願い

カルチヤー講座や各種活動に多くの皆様にご参加 していただきたいと思い、

今後のお知らせを Eメ ールにてご連絡させて頂ければと思つております。

よろしければ、皆様のメールア ドレスより事務局までメールを送信 して頂ければ

登録させて頂きます。ご希望の方はご都合よろしい際に 事務局メニルア ドレス

「r‐ishiloinacⅢeb.co.ip」 まで送信下さいます様よろしくお願いもうしあげます。

その際にお名前のみお知らせ下さい。 ご質問 ご要望等ございましたら、

何なりと担当者までご連絡 ください:

事務局担当 石井里江子

h 090-2311-1171

会員のみなさまヘ

年会費のお願い

年会費 :3000円

お支払い方法 :同封の用紙にて 下記の口座にお振込みをお願い致 します。

振込み口座 :

その控えを領収書とさせていただきますので大切に保管下さい。

別途に正式な領収書がご入用の方はお申し出下さい。

郵便口座 '

記号  10080
番 号  74878571
名義 内野訓子

'′
☆杉淡

～
Y☆写次多YV☆

～
ν☆γl^%

手を洗おう♪幸せのために♪
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会計報告

<手を洗おう会収支表>:

2006年 12月

【収入】

科目 金額

会費収入 2006年度会費 @31000円 X88名 ¥264,000

寄付 ¥55,000

初夏の祭典 (平成18年 4月 25日 ウェスティンホテルにて) ¥152.680

冬の祭典 (平成18年 11月 27日 ウェスティンホテルにて) ¥498.870

文化活動収益(前年度分含む) ¥648,094

収入計(① ) ¥1.618,644

【支出】

科目 摘要 金額

活動費 セネガル・パリ支部

(内訳)石鹸代ヨ画材費・紙芝居制作費・バザー用品購入費口寄付

¥645,000

事務用品費 デジカメロ封筒口
E口鑑代等 ¥80,255

郵送費 絵画・会報・案内状等送付費用 ¥43,405

雑 費 生花代・口座開設費等 ¥20,870

会場費 講演会等会場費 ¥11,880

寄付 まなちゃんを救う会寄付 ¥10,000

コピー代 ¥3,840

手数料 銀行振込手数料 ¥315

支出計(② ) ¥815,565

収益(①―②) ¥803,079


