
11

（2021 年 10 月 15 日）

特定非営利活動法人　JIM-NET（ジムネット）
〒 169-0075　東京都新宿区高田馬場４丁目４番 11 号　内藤ビル２Ｃ　 
電話 03-6228-0746    メール info-jim@jim-net.net   

10 月号

危惧していたとおり、コロナとの闘いが続いていま
す。日本でもイラクでも、世界中が先の見えない状況に
疲れています。このようななか、支援の先細りも心配で
すが、そんな心配を吹き飛ばすかのように、この夏に
は子どもたちの絵がアレンジされたドリップコーヒー
「Coff ee for Peace ！」への取り組みも始めました。JIM-
NET では、皆さまの募金に加え、いくつかの補助金や
助成金もいただいて活動していますが、NGO自身の自
助努力で運営資金を作り出していることは高く評価され
ています。
JIM-NET の活動を支える大きな柱でもあるチョコ募

金の季節になりました。昨年はコロナ禍に直面し、数量
を大幅に減らした 10万個でスタートしましたが、予想
に反して沢山の募金を頂き、急遽、2万個を増産しまし
た。コロナの影響で様々な仕事が減っているため、チョ
コ缶の増産で缶の製造や封入にかかわる方々も仕事が
増えて大変喜んでくださいました。チョコ募金は、JIM-
NET が支援するイラクやシリアの子どもたちだけでな
く、かかわって下さる方々にとっても大切な役割を担っ
ていることを実感しました。
今年は 14万個を準備しています。集まった資金で子

どもたちの薬をはじめ、通院のための交通費の支援や難
民キャンプで粉ミルクやおむつ支援も行うことができ
ます。小児がん総合支援施設「JIM-NET ハウス」では、
院内学級の先生が教育支援をしてくれ、治療を受けてい
る子どもたちの遅れがちな勉強を支えてくれています。
急性リンパ性白血病（ALL）を患い、長く治療を受け

てきたアナスは、JIM-NET ハウスの院内学級にも参加
してくれていましたが、4月にインドで骨髄移植を受け、

先日、イラクのクルド自治区へ帰っ
てきました。渡航後、インドでコ
ロナウイルスのデルタ株が爆発的
に流行したため、アナスの体調を
大変心配していましたが、手術も
成功し、今後は一週間に一度の検
査で経過観察となり、皆で喜んでいます。
コロナの影響は様々なところで見られますが、今こ

そ、イラクやシリア現地で耳にする「わたしたちを忘れ
ないで！」との子どもたちの声をチョコ募金を通じて一
人でも多くの方々に届けたいと思います。皆さまの温か
なご協力が、現地で治療を続ける子どもたちや難民生活
を余儀なくされている子どもたちとその家族を支えてく
れます。おひとりおひとりの思いとともに、是非、口コ
ミや SNS で支援の輪を広げてください！
どうぞよろしくお願いします。

～チョコ募金がはじまります！～～チョコ募金がはじまります！～

わたしたちを忘れないで！わたしたちを忘れないで！
鎌田　實（JIM-NET 代表）

アナス君 （左） とお父さん （右）
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てきたアナスは、JIM-NET ハウスの院内学級にも参加
してくれていましたが、4月にインドで骨髄移植を受け、
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ルジェインルジェイン（10歳）（10歳）シリア出身
ダラシャクラン難民キャンプ居住

レンギーンレンギーン（10歳）（10歳）シリア出身
アルビル在住

レンギーンは、2021 年度の
チョコ募金で虹のお花を描い
たエリーンのお姉さんです。
妹と同様、絵を描くことが大
好きで、たくさんの絵を描い
ています。一家は、2018 年に
妹のエリーンの治療（白血病）

　皆さまの温かなご支援のお陰さまで、今年も 17 回目
のチョコ募金を迎えることができました。
　新型コロナウイルス感染は、終息を見出せない状況で
はありますが、できることを一つずつ進め、今年は 14
万個をご用意し、お申込みの受付を 11 月１5 日（月）
からスタートいたします。
　今回も４人の子どもたちが明るく素敵な絵を描いてく

れました。毎年ご協力をくださっている六花亭様が、可
愛くて美味しいチョコレートを JIM-NET のチョコ缶に
納めてくださっております。
　まだまだ大変な状況が続いておりますが、子どもたち
の描いてくれた絵と美味しいチョコレートで、イラク、
シリア、福島の子どもたちへの温かいご支援をどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

ルジェインは、絵を描くこ
とと勉強が大好きな女の子
です。コロナ禍で長く封鎖
されていた学校に戻れるこ
とを誰よりも楽しみにし
ています。愛と自由を表す

～チョコ缶の絵を描いてくれた子どもたちの物語～

お花が大
好きなル
ジェイン。花には自由があり、
この花のように自由にキャン
プから出たいと願っています。
大きくなったら水頭症の妹シ
マーフのためにお医者さんに
なって面倒を見たいと考えて
います。

のためにイラクのクルド自治
区にやって来ました。
レンギーンは、エリーンと一
緒に JIM-NET ハウス内の院内
学級に通い、妹の勉強のサポー
トをしています。
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ラウィーラウィー（11歳）（11歳）アルビル出身
急性リンパ性白血病

サアドサアド（9歳）（9歳）アルビル出身
特発性血小板減少性紫斑病

ラウィーはもともとギターを
習いたかったのですが、病気
になり、化学療法を受けるこ
とになりました。
化学療法が終わりに近づき、
「JIM-NET ハウスに来て院内学
級で勉強をしたり、絵を描い
たりしていると治療のことを

サアドは、JIM-NET ハウスで
友たちと遊んだり、絵を描く
時間が何よりも大好きです。
以前、病気による大出血を起
こし病院に搬送され、緊急処
置をされたことがありまし
た。

　チョコカードの表紙に描かれた魚は鯉です。イラ

クでは、鯉を背開きにして、窯や炭火で豪快に丸焼

きにした『マスグーフ』という料理が有名で、（イラ

ク）全土で食べられています。大きな通りにはマス

グーフ用の鯉が生簀で売られ、市場でも締めた鯉が

所狭しと売られています。通常、2-3kg のサイズの

鯉が多いのですが、中には４kg を超える鯉も。

　スパイスを塗り込み、1時間近くじっくり焼きげ

られたマフグーフは、外側はカリッと、中はふんわ

りとした厚みのある食感で、泥臭さを感じることも

ありません。付け合わせには野菜やピクルスが添え

られ、レモンを絞ったり、スンマークという酸味の

ある植物の実を粉状にしたものをかけて食べること

もあります。

忘れることができるんです」
と話してくれました。治療中
はギターのことを忘れていた
ラウィーですが、勉強の傍ら、
絵を描いたりギターの練習も
しています。

チョコ缶のデザインにサアド
の絵が選ばれたことを知り、
大変喜んでおり、「来年も絵
を描いてあげるね！」と言っ
てくれました。

♥チョコカード表面

♥チョコカード中面
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特定非営利活動法人　JIM-NET（ジムネット）
〒 169-0075　東京都新宿区高田馬場４丁目４番 11 号　内藤ビル２Ｃ　 
電話 03-6228-0746    メール info-jim@jim-net.net   
郵便振替口座　00540-2-94945　加入者名　日本イラク医療ネット
Facebook 、Twitter、Instagramもぜひご覧ください。 『JIM-NET で検索』

募金・サポーター会費はこちらへ➡

♥チョコ募金　♥チョコ募金　1111月月1515日日（月）（月）から受付スタート！から受付スタート！
〈お申込み先〉
電　話：　　03-6908-847303-6908-8473（月～金 10時 30 分～ 16 時）
ホームページ：http://jim-net.orghttp://jim-net.org
※ 1セット（4缶入り）2,200 円からお申込みいただけます。

※配送手数料は、別途ご負担をお願いしております。

詳細は、同封のチョコ募金チラシをご覧ください。

♥限定 14万個！お申込みお待ちしております♥♥限定 14万個！お申込みお待ちしております♥

日時：2021 年 11 月 9日（火）19：00~20：45（予定）
出演者：湯川れい子（音楽評論家・作詞家）、斉藤とも子（俳優）、
　　　　鎌田實（JIM-NET 代表）
☆「おうちでイラク」現地の活動報告とともに、アルビルの街の
　  様子や日常のさまざまな表情をお届します。
☆「JUSTPEACE! ～虹の彼方へ」JIM-NET の強力なサポーターで
あり、平和への発言を続けてこられている湯川れい子さんの
スペシャルトーク。

▶シリア難民支援▶シリア難民支援
　シリア難民支援は、イラク国内のシリア難民キャンプ及び
シリア国内（北東部）で実施しています。
　イラク国内では、ダラシャクラン難民キャンプでの妊産婦
ワークショップ、乳糖不耐症用の特殊ミルクやおむつ支援を
実施しています。また、ドホーク県のシリア難民キャンプで
も支援活動を広げています。医療物資の支援だけでなく、住
民や医師からの要望も高い家族計画支援として関わることも
現在計画しています。
　シリア国内へは現地スタッフがシリアに渡航し、医薬品支
援を実施しています。現地の協力団体と連携し、避難民キャ

した後にスムーズに学校に戻れるように、院内学級の先生
たちと共に一生懸命サポートをしています。
　今年度からは専
門家の協力も仰
ぎ、ピア・サポー
トも導入し、患者
家族へのサポート
体制も強化してい
ます。

ンプに対して特に不足している医薬品を届けています。
　未だに情勢が安
定せず、生活も苦
しいままのシリア
ですが、できる限
り支援を届け続け
たいと思います。

▶福島支援▶福島支援
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、保養活動など支援

団体の活動ができないこともありましたが、昨年度は、様子
を見ながらの保養活動や放射能測定などを行う団体を支援い
たしました。今年度も公募をしておりますが、状況を確認し
ながら支援を行ってまいります。新型コロナウイルスの影響
で、支援先の活動ができない可能性がある為、状況を確認し
ながら支援を行います。

★詳細はイベントチラシ、HP、SNS 等でご確認ください！

JIM-NET はこんな活動をしていますJIM-NET はこんな活動をしていますJIM-NET はこんな活動をしています

　イラクでも未だに収束しない新型コロナウイルスですが、
JIM-NET が支援するアルビル、バスラ、バグダードの各地
では感染対策を徹底しながら、子どもたちのケアをはじめ、
医薬品支援や貧困患者支援を滞りなく実施しています。
　貧困患者支援においては、2014 年以降悪化の一途を辿っ
ていた経済状況に新型コロナウイルス感染拡大の影響が相
まって、支援を求める患者が後を絶ちません。そのため、
予算を増額し、支援を強化しています。
　院内学級では定員の 15 人を守り、闘病の苦しみを少しで
も和らげられる癒しの場になるように、また、がんを克服

▶イラク小児がん支援・貧困患者支援▶イラク小児がん支援・貧困患者支援

チョコ募金キックオフチャリティ－トークイベント
 JUSTPEACE!~ 虹の彼方へ

2020 年度は、チョコ募金で 68,767,070 円のご寄付が集
まりました。皆さまから頂きましたご寄付は、イラクの小
児がん支援、シリア難民支援、福島の子どもたちを放射能
から守る活動に、大切に使わせていただいております。
　皆さまからのたくさんのご支援に、心から感謝申し上げ
ます。


