
2015年4月から開始した味の素事
業が今年3月31日に終了しました。
“より支援の届いていない場所へ”を
考え、事業を実施した3年間でした。
　近年、東ティモールの家庭環境も
変わり、情報提供の場をつくってもな
かなか住民が集まらなくなってきて
います。食事が提供される調理セミ
ナーや種が配布される家庭菜園活動
には人が集まるのですが、情報提供
のみとなると住民は来てくれませ
ん。今後は、AFMETが事業内で実施
していたように、医療従事者と保健ボ
ランティア（PSF）が各家庭を訪問
し、直接母親へ指導するよう保健局
へ勧めましたが、その予算も人材も
不足しているとの回答でした。
AFMETがこれまで行ってきたもの
は、県保健局やコミュニティー・ヘル
ス・センター（CHC）へと伝えられた
と思いますが、実施へ至るまでのプ
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ロセスはきっと長いだろうと予想
されます。それでも、あのイリオ
マール郡でCHCスタッフ、PSF
たちと協力し、子どもの身長と体
重を測り続け、母親たちに健康
や栄養について指導できたこと
は、意味のあるものであったと感
じます。
　先月、日本AFMETの副理事
長が東ティモールを訪問し、今後
の日本AFMETと東ティモール
AFMETについて話し合いが行
われました。実は、味の素事業終
了（2018年3月31日）後、どちらの
AFMETも閉じるという話があった
のですが、今後も日本と東ティモー
ルとの繋がりを継続していきたいと
願ってくださった方々も多く、これか
らも、小さな事業を実施しながら、日
本AFMET・東ティモールAFMET双
方が存続していく事になりました。

これまでAFMETのスタッフとして東
ティモールに派遣されてきた日本人
が、この地に残していった思いや考え
方を、彼らが自分のものにして、自分
たちのために、自分たちで考え、実行
し、「あ～この国はいい国だ！」と自分
たちで言えるようになって欲しいと
願っています。

「あ～この国はいい国だ！」と思える
東ティモールに
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ジュベンシオからの
ミニプロポーザル

　いつもＡＦＭＥＴを支援していただきまし
て、ありがとうございます。
　現地ＡＦＭＥＴは新しい事務所に移り、現地
スタッフが中心となって進めてきたプロジェ
クトも試行錯誤のうえ、対象となった現地住
民のみなさんの生活環境を整える第一歩を
踏み出して終了することができました。

目的 : 東ティモールAFMETと日本AFMETの連携と関係を
より強める

献金のお願い 理事一同

ゆうちょ銀行振替口座　00200-5-29126

　国情により困難なことも非常に多いのです
が、これからも他地域での活動を含め、ＡＦＭ
ＥＴは現地スタッフとともに、よりいっそうの活
動を続けていきたいと思っております。
　東ティモールの方たちの健康と生活向上
をめざして活動を続けるスタッフ、並びに現地
スタッフに、引き続きご支援をたまわりますよ
う、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎正会員…年会費5000円　◎賛助会員…年間一口3000円

ロスパロスの広大な大地

家庭訪問・母親個別相談

PSFや母親も身長測定に慣れた

AFMETスタッフたちと

母親大会　食材の栄養素について発表する母親

Outcomes1: 
漁師グループの収入向上

Outcomes2: 
AFMET自身の収入向上とそのメンテナンス

Prepara husi : Juvencio Soares     Data:26 Jul 2018 

活動1. キリンサイの育成
この活動は、昨年終了した栄養プログラムの継続に繋が
ると考えている。現在、住民が自力で野菜の種を入手す
ることは難しく、これを通して多くの農民が様々な栽培
を試み収穫を上げるられると期待している。

活動 1. 野菜の種の販売                                         
この活動は昨年終了した栄養プログラムの継続に繋が
ると考えている。現在も住民は野菜の種の購入が厳し
く、この活動を通して彼らの栽培が成功すると期待する。

計画地域: 
イリオマール（1か所）、 ロスパロス（2か所）、ラウテン
（2か所）、 計5か所  　将来、ラウテン県すべての村を
カバーできるよう計画している。
活動 2. 養鶏
この活動は元AFMETスタッフのジョセ・フレイタスに
マイクロクレジットとして実施してもらう。
①フレイタスが、100羽の鳥をバジェットで購入し、養鶏
　する　（2～3ヵ月で7ドルで販売できる大きさに鶏が
　成長する）
②養鶏した鶏をフレイタスが1羽7ドルで販売
③フレイタスが養鶏を開始した5ヵ月後から各月100ド
　ルずつの返済を開始する。

深堀 夢衣現地派遣員

キリンサイの育成
no Item qty $ total $
1 ロープ6ミリ 15 30 450
2 ロープ8ミリ 4 48 192

3 網（キリンサイが落ちるのを防ぐ）2インチ 8 25 200

4 ビニール袋（キリンサイをロープに結ぶ用） 50 1.5 75

Total3 917

野菜の種の販売
no Item qty $ total $
1 青菜 50 6.5 325
2 空心菜 50 7 350
3 バヤム（シソ科） 50 3 150
4 ニンジン 20 13 260
5 ナス 50 4.5 225
6 ビーマン 20 3 60
7 スイカ 50 15 750
8 トマト 20 13 260
9 ゴーヤ 50 3 150
10 インゲン豆 20 13.5 270
11 看板（布） 5 60 300
total2  3100

養鶏
no Item qty $ total $
1 トタン（屋根） 96 4 384
2 木材 (5/7) 12 10 120
3 木材 (5/5) 20 8 160
4 セメント 30 6.5 195
5 砂 2 70 140
6 砂利 3 80 240
7 釘 5 2.5 12.5
8 ワイヤー 5 75 375
9 鶏 100 3 300
10 保温機械（孵化用） 1 900 900
11 鳥用の餌 60 5 300
12 卵 500 0.25 125
13 エサ入れ 20 15 300
14 トウモロコシ 4 100 400
total1 3951.5
Total1+2+3 7968.5

　新生AFMETとして東ティモール側でも、ジュベンシオとその仲
間たちは、新しく動こうとしています。下のミニプロポーザルは、
その思いを少しでも実現したいという気持ちの現れです。どうぞ、
ご理解とご支援よろしくお願いいたします。（山口道孝） 2018年６月３０日より、特定非営利活動法人東ティモール医療友の会を「特定非営利活動法人AFMET」に変更いたしました。
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　おかげ様でNPO法人の定款の変
更、聖母訪問会様のご厚意によるモン
タナ修道院への事務局の移転も無事
終了しました。名称も東ティモール医
療友の会からAFMETに変わり、新な
スタートです。また、2019年度東ティ
モールフェスタの事務局を担当するこ
とになりましたことをここで報告させ
て頂きます。
　さて、話は変わりますが、今年は例
年になく暑い日が続いています。熱中
症のため病院に搬送されたと言うテレ
ビニュースを見ながら頭にうかんだの
は、AFMETのリフェラルのことでし
た。リフェラルには「紹介」という意味
がありますが、AFMETが養成したコ

ミュニティー・ヘルスワーカー(CHW）
の村で救急患者が発生した際、CHW
がシートに必要事項（症状、血圧・脈拍
など）を記入し、AFMETに届け内容を
確認した後、AFMETの車両で患者を
ロスパロスの国立病院へ搬送し、病院
スタッフに引き継ぐというシステムで
した。患者の家族がリフェラルシート
を持って、徒歩か自転車でAFMETま
で来ると、スタッフが車でその家に向
います。AFMETの現地スタッフが行
くこともありましたが、勤務時間外あ
るいは休日は、私たち日本人スタッフ
が行くことになります。
　出産によるものが最も多かったと記
憶していますが、マラリア、外傷、中に

は毒蛇に咬まれた人の搬送もありまし
た。搬送の途中で赤ちゃんが生まれた
事例や、途中で死亡した事例などもあ
り、日本人スタッフはそれなりにストレ
スを感じながらも、AFMETの活動の
一環との思いから、ロスパロスの国立
病院に救急車が配備された2009年
頃まで続けました。
　日本で暮らしていると“良くあんな
ことが出来たものだ”と思いますが、私
にとっては、切羽詰まった状況のなか、
ロスパロス地方で暮す東ティモール
人の考え方や生活環境を知る良い機
会になりました。
　今後も新生AFMETへのご支援を
よろしくお願い申し上げます。

　2018年5月19日（土）、上智大学
四谷キャンパスにて「東ティモール・
フェスタ2018」が開催されました。
　東ティモールで活動するNGOや企
業がブース出展し、現地のコーヒーや
ナシブンクス（お弁当）、屋台料理も紹
介され、まさに「知って、味わって、つな
がる、東ティモール体感フェスタ」とな
りました。
　特に今回は東ティモールから高校
生たちが来日し、皆で伝統的なダンス
を輪になって踊るなど楽しい交流の時

間もありました。
　AFMETは今年もブー
ス展示を行い、味の素
ファンデーションが制作
したイリオマールでの栄
養改善プロジェクトの動
画を上映しました。
　ご来場の方々が足を
止めて動画をご覧くださり、東ティ
モールやAFMETの支援活動につい
て興味をもっていただく機会となりま
した。

新生AFMETとリフェラル・システムのこと

「東ティモール・フェスタ2018」に、
今年もブース出展いたしました

東ティモールチームからのレポート

国際ヨガデイ
（3）（2）

各日の活動

- Palm beach Hotel到着、ヨガにつ
いての紹介とスケジュール確認
2日目、6月17日
- 午前：Put-putanにて国際ヨガデイ
に参加。バリ観光地の見学
- 午後：ヨガ講習

- 午前5時～6時：ヨガ講習
- 自身の体と向き合うためにヨガをど
う実施していくか
※ここで私たちは、ヨガとマッサージ
方法について学んだ
- 各参加チームの活動紹介（AFMET
の歴史・実施してきた東ティモール事
業のプレゼンテーション）
- ヨガ、キリンサイと人の健康について
のセミナーに参加
- バリの日本人インストラクターから
のアドバイス

学習したこと:
- スンバワから参加していた方々から、
キリンサイの使用方法や各製品につい
ての情報を得られたことが嬉しかった。
例）キリンサイを使ったお菓子、石鹸

AFMET理事長 小林 裕 AFMET副理事長 山口 道孝

- 高額な金額を使わず、特別な場所も
必要とせず、好きな時に自由にできる
ヨガは、良いと感じた。
　例）職場、遊び場、寝るとき等に実施
　　 できる
- ヨガは運動であるだけではなく、人と
自然を繋いでいると感じた。ヨガをす
ることによって、人が環境を愛そうと
思う気持ちをより鮮明にしてくれると
思う。また、不安や悪い気持ちを小さ
くしてくれる。
- ヨガは住民内や世界で“健康と平和
に近づく”方法の一つだと思う。

在日東ティモール人学生によるトーク

AFMETブースにて フェスタの最後にティモールダンス

クタの砂浜でサンセットヨガ

国際ヨガデイに参加する東ティモールからの３人

“もしも世界で多くの人がヨガの活動
を行ったならば、世界で起きている争
いは少なくなると思う”. 
提案
- もしも機会やファンドがあるのなら
ば、私はAFMETとAll Life Line Net
のターゲットグループ間でのスタ
ディーツアーができたら嬉しい。これ
までの経験を交換する良い機会にな
ると思う。
　例）スンバワ→東ティモールまたは
　　  東ティモール→スンバワ

　年々来場者数の増え続けているこ
の東ティモール・フェスタ、次回2019
年はAFMETが実行委員会の事務局
を担当いたします。

　バリ島クタの砂浜でゆったりと深い
呼吸を繰り返しながら、３０人を越える
女性と数人の男性がサンセットヨガを
味わいました。私がかかわっているAll 
Life Line NetというNGOは、外務省
の支援を受け、数年間「零細漁村の女
性による海藻キリンサイを活用した健
康プログラム」を実施してきました。
　そのプロジェクトの現場であるイン
ドネシア、スンバワ島の女性１６人と日
本のヨガインストラクター４人を含む
９人、それにAFMETの現地代表ジュ
ベンシオ以下東ティモールの女性２人
を加え、バリでワークショップを行いま
した。

　例年６月２１日の「国際ヨガデイ」前
後の日曜日にインド総領事館主催の
大ヨガ大会がバリのラパンガン・ニ
ティ・マンダラ公園で開かれていると
知りました。丁度、スンバワ島のプログ
ラムにヨガを取り入れる計画だった私
たちは、直ちにこの「国際ヨガの日」を
組み込んだ新プログラムを考案し、３
泊４日の「ヨガを中心とした健康維持
の手法を共有するための日本・インド
ネシア女性ワークショップ」を実現さ
せました。
　ワークショップに参加したジュベン
シオからレポートが送られてきました
のでご覧ください。

現地代表 ジュベンシオ ソアレス

1日目、6月16日

3日目、6月18日

4日目、6月19日 - 解散

私のヨガと平和に関するイメージ
（想像）



No.４０　201８年 ９月No.40　2018年 9月

　おかげ様でNPO法人の定款の変
更、聖母訪問会様のご厚意によるモン
タナ修道院への事務局の移転も無事
終了しました。名称も東ティモール医
療友の会からAFMETに変わり、新な
スタートです。また、2019年度東ティ
モールフェスタの事務局を担当するこ
とになりましたことをここで報告させ
て頂きます。
　さて、話は変わりますが、今年は例
年になく暑い日が続いています。熱中
症のため病院に搬送されたと言うテレ
ビニュースを見ながら頭にうかんだの
は、AFMETのリフェラルのことでし
た。リフェラルには「紹介」という意味
がありますが、AFMETが養成したコ

ミュニティー・ヘルスワーカー(CHW）
の村で救急患者が発生した際、CHW
がシートに必要事項（症状、血圧・脈拍
など）を記入し、AFMETに届け内容を
確認した後、AFMETの車両で患者を
ロスパロスの国立病院へ搬送し、病院
スタッフに引き継ぐというシステムで
した。患者の家族がリフェラルシート
を持って、徒歩か自転車でAFMETま
で来ると、スタッフが車でその家に向
います。AFMETの現地スタッフが行
くこともありましたが、勤務時間外あ
るいは休日は、私たち日本人スタッフ
が行くことになります。
　出産によるものが最も多かったと記
憶していますが、マラリア、外傷、中に

は毒蛇に咬まれた人の搬送もありまし
た。搬送の途中で赤ちゃんが生まれた
事例や、途中で死亡した事例などもあ
り、日本人スタッフはそれなりにストレ
スを感じながらも、AFMETの活動の
一環との思いから、ロスパロスの国立
病院に救急車が配備された2009年
頃まで続けました。
　日本で暮らしていると“良くあんな
ことが出来たものだ”と思いますが、私
にとっては、切羽詰まった状況のなか、
ロスパロス地方で暮す東ティモール
人の考え方や生活環境を知る良い機
会になりました。
　今後も新生AFMETへのご支援を
よろしくお願い申し上げます。

　2018年5月19日（土）、上智大学
四谷キャンパスにて「東ティモール・
フェスタ2018」が開催されました。
　東ティモールで活動するNGOや企
業がブース出展し、現地のコーヒーや
ナシブンクス（お弁当）、屋台料理も紹
介され、まさに「知って、味わって、つな
がる、東ティモール体感フェスタ」とな
りました。
　特に今回は東ティモールから高校
生たちが来日し、皆で伝統的なダンス
を輪になって踊るなど楽しい交流の時

間もありました。
　AFMETは今年もブー
ス展示を行い、味の素
ファンデーションが制作
したイリオマールでの栄
養改善プロジェクトの動
画を上映しました。
　ご来場の方々が足を
止めて動画をご覧くださり、東ティ
モールやAFMETの支援活動につい
て興味をもっていただく機会となりま
した。

新生AFMETとリフェラル・システムのこと

「東ティモール・フェスタ2018」に、
今年もブース出展いたしました

東ティモールチームからのレポート

国際ヨガデイ
（3）（2）

各日の活動

- Palm beach Hotel到着、ヨガにつ
いての紹介とスケジュール確認
2日目、6月17日
- 午前：Put-putanにて国際ヨガデイ
に参加。バリ観光地の見学
- 午後：ヨガ講習

- 午前5時～6時：ヨガ講習
- 自身の体と向き合うためにヨガをど
う実施していくか
※ここで私たちは、ヨガとマッサージ
方法について学んだ
- 各参加チームの活動紹介（AFMET
の歴史・実施してきた東ティモール事
業のプレゼンテーション）
- ヨガ、キリンサイと人の健康について
のセミナーに参加
- バリの日本人インストラクターから
のアドバイス

学習したこと:
- スンバワから参加していた方々から、
キリンサイの使用方法や各製品につい
ての情報を得られたことが嬉しかった。
例）キリンサイを使ったお菓子、石鹸

AFMET理事長 小林 裕 AFMET副理事長 山口 道孝

- 高額な金額を使わず、特別な場所も
必要とせず、好きな時に自由にできる
ヨガは、良いと感じた。
　例）職場、遊び場、寝るとき等に実施
　　 できる
- ヨガは運動であるだけではなく、人と
自然を繋いでいると感じた。ヨガをす
ることによって、人が環境を愛そうと
思う気持ちをより鮮明にしてくれると
思う。また、不安や悪い気持ちを小さ
くしてくれる。
- ヨガは住民内や世界で“健康と平和
に近づく”方法の一つだと思う。

在日東ティモール人学生によるトーク

AFMETブースにて フェスタの最後にティモールダンス

クタの砂浜でサンセットヨガ

国際ヨガデイに参加する東ティモールからの３人

“もしも世界で多くの人がヨガの活動
を行ったならば、世界で起きている争
いは少なくなると思う”. 
提案
- もしも機会やファンドがあるのなら
ば、私はAFMETとAll Life Line Net
のターゲットグループ間でのスタ
ディーツアーができたら嬉しい。これ
までの経験を交換する良い機会にな
ると思う。
　例）スンバワ→東ティモールまたは
　　  東ティモール→スンバワ

　年々来場者数の増え続けているこ
の東ティモール・フェスタ、次回2019
年はAFMETが実行委員会の事務局
を担当いたします。

　バリ島クタの砂浜でゆったりと深い
呼吸を繰り返しながら、３０人を越える
女性と数人の男性がサンセットヨガを
味わいました。私がかかわっているAll 
Life Line NetというNGOは、外務省
の支援を受け、数年間「零細漁村の女
性による海藻キリンサイを活用した健
康プログラム」を実施してきました。
　そのプロジェクトの現場であるイン
ドネシア、スンバワ島の女性１６人と日
本のヨガインストラクター４人を含む
９人、それにAFMETの現地代表ジュ
ベンシオ以下東ティモールの女性２人
を加え、バリでワークショップを行いま
した。

　例年６月２１日の「国際ヨガデイ」前
後の日曜日にインド総領事館主催の
大ヨガ大会がバリのラパンガン・ニ
ティ・マンダラ公園で開かれていると
知りました。丁度、スンバワ島のプログ
ラムにヨガを取り入れる計画だった私
たちは、直ちにこの「国際ヨガの日」を
組み込んだ新プログラムを考案し、３
泊４日の「ヨガを中心とした健康維持
の手法を共有するための日本・インド
ネシア女性ワークショップ」を実現さ
せました。
　ワークショップに参加したジュベン
シオからレポートが送られてきました
のでご覧ください。

現地代表 ジュベンシオ ソアレス

1日目、6月16日

3日目、6月18日

4日目、6月19日 - 解散

私のヨガと平和に関するイメージ
（想像）



2015年4月から開始した味の素事
業が今年3月31日に終了しました。
“より支援の届いていない場所へ”を
考え、事業を実施した3年間でした。
　近年、東ティモールの家庭環境も
変わり、情報提供の場をつくってもな
かなか住民が集まらなくなってきて
います。食事が提供される調理セミ
ナーや種が配布される家庭菜園活動
には人が集まるのですが、情報提供
のみとなると住民は来てくれませ
ん。今後は、AFMETが事業内で実施
していたように、医療従事者と保健ボ
ランティア（PSF）が各家庭を訪問
し、直接母親へ指導するよう保健局
へ勧めましたが、その予算も人材も
不足しているとの回答でした。
AFMETがこれまで行ってきたもの
は、県保健局やコミュニティー・ヘル
ス・センター（CHC）へと伝えられた
と思いますが、実施へ至るまでのプ
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ロセスはきっと長いだろうと予想
されます。それでも、あのイリオ
マール郡でCHCスタッフ、PSF
たちと協力し、子どもの身長と体
重を測り続け、母親たちに健康
や栄養について指導できたこと
は、意味のあるものであったと感
じます。
　先月、日本AFMETの副理事
長が東ティモールを訪問し、今後
の日本AFMETと東ティモール
AFMETについて話し合いが行
われました。実は、味の素事業終
了（2018年3月31日）後、どちらの
AFMETも閉じるという話があった
のですが、今後も日本と東ティモー
ルとの繋がりを継続していきたいと
願ってくださった方々も多く、これか
らも、小さな事業を実施しながら、日
本AFMET・東ティモールAFMET双
方が存続していく事になりました。

これまでAFMETのスタッフとして東
ティモールに派遣されてきた日本人
が、この地に残していった思いや考え
方を、彼らが自分のものにして、自分
たちのために、自分たちで考え、実行
し、「あ～この国はいい国だ！」と自分
たちで言えるようになって欲しいと
願っています。

「あ～この国はいい国だ！」と思える
東ティモールに
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ジュベンシオからの
ミニプロポーザル

　いつもＡＦＭＥＴを支援していただきまし
て、ありがとうございます。
　現地ＡＦＭＥＴは新しい事務所に移り、現地
スタッフが中心となって進めてきたプロジェ
クトも試行錯誤のうえ、対象となった現地住
民のみなさんの生活環境を整える第一歩を
踏み出して終了することができました。

目的 : 東ティモールAFMETと日本AFMETの連携と関係を
より強める

献金のお願い 理事一同

ゆうちょ銀行振替口座　00200-5-29126

　国情により困難なことも非常に多いのです
が、これからも他地域での活動を含め、ＡＦＭ
ＥＴは現地スタッフとともに、よりいっそうの活
動を続けていきたいと思っております。
　東ティモールの方たちの健康と生活向上
をめざして活動を続けるスタッフ、並びに現地
スタッフに、引き続きご支援をたまわりますよ
う、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎正会員…年会費5000円　◎賛助会員…年間一口3000円

ロスパロスの広大な大地

家庭訪問・母親個別相談

PSFや母親も身長測定に慣れた

AFMETスタッフたちと

母親大会　食材の栄養素について発表する母親

Outcomes1: 
漁師グループの収入向上

Outcomes2: 
AFMET自身の収入向上とそのメンテナンス

Prepara husi : Juvencio Soares     Data:26 Jul 2018 

活動1. キリンサイの育成
この活動は、昨年終了した栄養プログラムの継続に繋が
ると考えている。現在、住民が自力で野菜の種を入手す
ることは難しく、これを通して多くの農民が様々な栽培
を試み収穫を上げるられると期待している。

活動 1. 野菜の種の販売                                         
この活動は昨年終了した栄養プログラムの継続に繋が
ると考えている。現在も住民は野菜の種の購入が厳し
く、この活動を通して彼らの栽培が成功すると期待する。

計画地域: 
イリオマール（1か所）、 ロスパロス（2か所）、ラウテン
（2か所）、 計5か所  　将来、ラウテン県すべての村を
カバーできるよう計画している。
活動 2. 養鶏
この活動は元AFMETスタッフのジョセ・フレイタスに
マイクロクレジットとして実施してもらう。
①フレイタスが、100羽の鳥をバジェットで購入し、養鶏
　する　（2～3ヵ月で7ドルで販売できる大きさに鶏が
　成長する）
②養鶏した鶏をフレイタスが1羽7ドルで販売
③フレイタスが養鶏を開始した5ヵ月後から各月100ド
　ルずつの返済を開始する。

深堀 夢衣現地派遣員

キリンサイの育成
no Item qty $ total $
1 ロープ6ミリ 15 30 450
2 ロープ8ミリ 4 48 192

3 網（キリンサイが落ちるのを防ぐ）2インチ 8 25 200

4 ビニール袋（キリンサイをロープに結ぶ用） 50 1.5 75

Total3 917

野菜の種の販売
no Item qty $ total $
1 青菜 50 6.5 325
2 空心菜 50 7 350
3 バヤム（シソ科） 50 3 150
4 ニンジン 20 13 260
5 ナス 50 4.5 225
6 ビーマン 20 3 60
7 スイカ 50 15 750
8 トマト 20 13 260
9 ゴーヤ 50 3 150
10 インゲン豆 20 13.5 270
11 看板（布） 5 60 300
total2  3100

養鶏
no Item qty $ total $
1 トタン（屋根） 96 4 384
2 木材 (5/7) 12 10 120
3 木材 (5/5) 20 8 160
4 セメント 30 6.5 195
5 砂 2 70 140
6 砂利 3 80 240
7 釘 5 2.5 12.5
8 ワイヤー 5 75 375
9 鶏 100 3 300
10 保温機械（孵化用） 1 900 900
11 鳥用の餌 60 5 300
12 卵 500 0.25 125
13 エサ入れ 20 15 300
14 トウモロコシ 4 100 400
total1 3951.5
Total1+2+3 7968.5

　新生AFMETとして東ティモール側でも、ジュベンシオとその仲
間たちは、新しく動こうとしています。下のミニプロポーザルは、
その思いを少しでも実現したいという気持ちの現れです。どうぞ、
ご理解とご支援よろしくお願いいたします。（山口道孝） 2018年６月３０日より、特定非営利活動法人東ティモール医療友の会を「特定非営利活動法人AFMET」に変更いたしました。


