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「⻭歯科ネットワーク岡⼭山から世界へ」	  

Dentist  Network  from Okayama to the World 

	  DNOW活動概要	   	  
代表	 中條新次郎	 

 

ベトナムには7,000とも10,000人とも言われるストリートチルドレンがいるといわれている。

その大半はホーチミンにいるが、その実態はユニセフにも正確に把握されていない。もともと、

実態の把握が困難な環境にいる子供たち故、その正確な数を知ることは難しい。子供たちは、

経済的な理由や社会的理由（移住による、出生証明書や住民票の不備、貧困,	 家庭内暴力）に

より学校にも通えず、不安定な生活の中、路上での生活において犯罪にあったり、あるいは犯

罪をおかしたり、または性的虐待を受けている者さえいる。そのような子供達は、市内の献身

的なボランティア施設、NPO、寺院などに保護され、住まいや食事を与えられ、授業を受けたり、

一定年齢まで職業訓練を受けたりしている。しかし、彼らはベトナムという国自体に歯科医師

の数が少ない現状の中、口腔に関わる健康管理は不十分で生活指導も徹底されていない。そも

そも、子どもたちを世話する人々の口腔に関する意識は低く、予防的概念が乏しい。その為口

腔状況が悲惨で、十分な歯科治療を受けることができないでいるのが実情である。	 

我々はそのようなストリートチルドレンの成長・自立を歯科を通して支援するため、現地の

NPO と協力して無料の歯科治療ボランティアを行っている。従来は、現地（施設）に日本での

在宅の往診に使用する移動式の歯科ユニット、ほか機材と材料を持参し、抜歯や簡単な虫歯治

療に徹していた。しかし、近年では現地ＮＰＯの協力と岡山大学歯学部の協力を得て、治療だ

けでなく予防と啓蒙にも重点を置くようになってきた。この成果を今後の活動にも生かすべく、

子どもたちのカルテを作り、口腔状況の変化を追跡、研究するように写真を残すなど、きめの

細かい活動となっている。	 

この活動に中條自身は 2001 年より JAVDO の会員として参加し、年１～２回のベトナム・ホー

チミン訪問を続け、2005 年 JAVDO 岡山支部として活動を継続、2010 年にはＤＮＯＷといて独立

し現在に至る。2 年前からは、岡山県国際団体協議会に加盟。3 年前からは岡山大学歯学部（歯

周病態学高柴省吾教授）と協力して研修医、大学院生、歯学部学生を引率して活動を行うよう

になった。これは、「将来の国際貢献を担う人材を育成する」をテーマに、学生のうちから積極

的に海外を経験する機会を作ることで視野を広げ、これからの歯科のあり方を国際的視野で考

える歯科医師を養成する教育的配慮を目的としている。	 

「東南アジアにおける国際歯科貢献実地体験実習」	 

（参考：岡山大学歯学部 HP	 http://www.dent.okayama-u.ac.jp/gakubu/index.html）	 

昨年度は 2 回のホーチミン市訪問を行い、このプログラムを遂行した。今後は、歯科医師の

みならず県下の歯科衛生士など歯科従事者と連絡をとりつつ広く活動を行いたい。	 

	 

平成 22 年 5 月	 
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	  DNOW	  設⽴立立趣意書	   	  
設	 	 立	 	 趣	 	 旨	 	 書 

１．趣	 	 旨 

アジアには多くのストリートチルドレンと呼ばれる子供達がいる。それぞれの国の政策の違い

や実情によるため実態を把握することは困難であるものの，例えばベトナムではその数は発表す

る機関によってまちまちであるが，少なく見積もっても 7,000人から 8,000人はいると思われる。 

このような子供達は，各国の経済状態や貧困という家庭環境のみによってではなく，各国の政

策によっても生み出されていると思われる。例えば，大都市周辺から都市部へ流入する子供は，

出生証明者や住民票を持たず，学力の不足もある。そのため公立の学校へは通えず，町中を浮浪

し行き場もなく，犯罪被害に遭う者や実際に犯罪を犯す者さえいる。そのような状況の中で多く

の支援者例えば寺院や NPOが子供達の支援を試みるが，十分な活動ができていないのが現状であ
る。そのため，歯科に於ける健康の管理や成長発育の支援は不十分といえる。そこで，我々は歯

科関連の幅広い協力と支援の元に「相互扶助」の精神でこれらを専門的に支援する必要性を感じ

ている。  
２．申請に至るまでの経過 

我々は過去 8 年間に渡り，NPO の一員としてベトナムのホーチミン市を訪問し多くのストリー
トチルドレンの歯科治療を経験してきた。この活動は子供達に無料の歯科治療を提供するもで，歯

科治療を十分に受けられない子供達には微力ながら意義があったものと思っている。実際，スト

リートチルドレンの支援団体からは多くの感謝を頂いている。それは，我々の活動は子供達の成長

と発育の支援の一部であるからである。 

また，この 3年あまりは岡山大学歯学部（歯周病態学分野髙柴教授ら）と協力して歯学部学生
を毎回同伴し，課外活動として「アジアに於ける国際貢献の体験実習」としての活動も合わせて

行ってきた。折しも，岡山県は「岡山発，国際貢献」として条例を制定し，県を上げて国際貢献

を推進している。また，岡山県には世界貢献の先駆けともいえる NPOとしての AMDAの本部が
存在する。AMDAにおいては 2006年に岡大との連携協定と締結している。一方，歯科に於いて
は，個人的な活動にとどまり多くの歯科関係者の活動の場が開かれていないのが実情である。 

そこで，我々は上記の実例を参考に AMDA 及び岡山大学との連携を基軸に「相互扶助」の精
神に基づき以下の様なプログラムを提案する。 

1. 感謝の気持ちを大切に歯科医療従事者と共に被益者にも「ありがとう」の言葉を普及させ
る 

2. 活動地域においては，人間関係を重視し活動の継続性とコミュニティーへの公共性を被益
者と共に求める 

3. 国際貢献の体験実習を図りながら，歯科予防活動の普及と啓蒙を実施 

4. 歯科治療の実践や治療技術の提供を通して，地域との交流を図る 

これらを実践するために，我々は新たに「歯科ネットワーク岡山から世界へ；Dentist Network 
from Okayama to the World：DNOW」を立ち上げる。 

 

平成	 22年 4月 3日 

特定非営利活動法人	 歯科ネットワーク岡山から世界へ 

設立（代表）者 住所又は居所 瀬戸内市長船町土師9番地5 

 氏名 中條新次郎  
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	  DNOW定款	    

 
特定非営利活動法人歯科ネットワーク岡山から世界へ定款  

 

第１章 総	 	 	 則 

（名称） 

第１条 この法人は，特定非営利活動法人歯科ネットワーク岡山から世界へと称する。 

なお，英語名はＤＮＯＷと称す。（以下「この法人」という） 

 

（事務所） 

第２条	 この法人は，主たる事務所を岡山県瀬戸内市長船町土師8番地7に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条	 この法人は，世界に於ける歯科医療の不足地域の人々に対して，「相互扶助」の

精神に則り，地域の人々と共同して歯科保健に関する事業を行い，歯科及び関連す

る医療従事者のネットワークを推進し，世界の歯科保健の発展とその増進に寄与す

ることを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条	 この法人は，前条の目的を達成するため，次の種類の特定非営利活動を行う。 

(1) 保健，医療又は福祉の増進を図る活動 

(2) 学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 

(3) 子どもの健全育成を図る活動 

(4) 国際協力の活動 

(5) 災害救援活動 

 

（事業） 

第５条	 この法人は，第３条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① 発展途上国又は歯科治療不拡充地域での歯科保健健康推進事業 

② 歯学教育推進事業 

③ 緊急人道支援の補助事業 

④ 歯科医療普及活動のための外国人受け入れ事業 

⑤ 講演，研究会，各種講座の開設事業 
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⑥ 国際支援情報発信及び広報事業 

⑦ 活動地域の支援事業 

⑧ その他第３条の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会	 	 	 員 

（種別） 

第６条	 この法人の会員は，次の7種とし，正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」

という。）上の社員とする。 

(1)	 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人のうち総会議決権を

有する者 

(2)	 歯科医師会員 この法人の目的に賛同して入会した歯科医師 

(3)	 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 

(4)	 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生 

(5)	 法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人 

(6)	 賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会した個人及び団体 

(7)	 特別会員 この法人の事業に賛助するため顧問として入会した個人及び

団体 

 

（入会） 

第７条	 会員の入会については特に条件を定めない。 

２	 会員として入会しようとする者は，理事長が別に定める入会申込書により，理事長に

申し込むものとし，理事長は，正当な理由がない限り，入会を認めなければならない。 

３	 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって	 

本人にその旨を通知しなければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第８条	 会員は，総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

２	 ただし，特別会員はこの限りではない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条	 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは，その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し，又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 
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(4) 除名されたとき。 

 

（退会） 

第10条	 会員は，理事長が別に定める退会届を理事長に提出して，任意に退会することが

できる。 

 

（除名） 

第11条	 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは，総会の議決により，これを除名

することができる。この場合，その会員に対し，議決の前に弁明の機会を与えなけれ

ばならない。 

(1) この定款等に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第12条	 既納の入会金，会費及びその他の拠出金品は，返還しない。 

 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第13条	 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事	 	 3人以上10人以内 

(2) 監事	 	 １人以上2人以内 

２	 理事のうち，１人を理事長，1人を副理事長とする。 

 

（選任等） 

第14条	 理事及び監事は，総会において選任する。 

２	 理事長及び副理事長は，理事の互選とする。 

３	 役員のうちには，それぞれの役員について，その配偶者若しくは３親等以内の親族が

１人を超えて含まれ，又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の

総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４	 監事は，理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

（職務） 

第15条	 理事長は，この法人を代表し，その業務を総理する。 

２	 副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは，そ
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の職務を代行する。 

３	 理事は，理事会を構成し，この定款の定め及び理事会の議決に基づき，この法人の業

務を執行する。 

４	 監事は，次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果，この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には，これを総会又は

所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には，総会を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について，理事に意見を述べ，若し

くは理事会の招集を請求すること。 

 

（任期等） 

第16条	 役員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 

２	 前項の規定にかかわらず，後任の役員が選任されていない場合には，任期の末日後最

初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３	 補欠のため，又は増員によって就任した役員の任期は，それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。 

４	 役員は，辞任又は任期満了後においても，後任者が就任するまでは，その職務を行わ

なければならない。 

 

（欠員補充） 

第17条	 理事又は監事のうち，その定数の３分の１を超える者が欠けたときは，遅滞なく

これを補充しなければならない。 

 

（解任） 

第18条	 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは，総会の議決により，これを解任

することができる。この場合，その役員に対し，議決する前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

(1) 心身の故障のため，職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（報酬等） 
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第19条	 役員は，その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２	 役員には，その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３	 前２項に関して必要な事項は，総会の議決を経て，理事長が別に定める。 

 

（職員） 

第20条	 この法人に，事務局長その他の職員を置く。 

２	 職員は，理事長が任免する。 

 

第５章 総	 	 	 会 

（種別） 

第21条	 この法人の総会は，通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（構成） 

第22条	 総会は，正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第23条	 総会は，以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 

(5) 事業報告及び収支決算 

(6) 役員の選任又は解任，職務及び報酬 

(7) 入会金及び会費の額 

(8) 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第５０条におい

て同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(9) 事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

 

（開催） 

第24条	 通常総会は，毎事業年度1回開催する。 

２	 臨時総会は，次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メー
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ルをもって招集の請求があったとき。 

(3) 第１５条第４項第４号の規定により，監事から招集があったとき。 

 

（招集） 

第25条	 総会は，前条第２項第３号の場合を除き，理事長が招集する。 

２	 理事長は，前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは，その日か

ら30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３	 総会を招集するときは，会議の日時，場所，目的及び審議事項を記載した書面又は電

子メールをもって，少なくとも5日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第26条	 総会の議長は，その総会において，出席した正会員の中から選出する。 

 

（定足数） 

第27条	 総会は，正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第28条	 総会における議決事項は，第２５条第３項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。 

２	 総会の議事は，この定款に規定するもののほか，出席した正会員の過半数をもって決

し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第29条	 各正会員の表決権は，平等なるものとする。 

２	 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は，あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電子メールをもって表決し，又は他の正会員を代理人として表決を委

任することができる。 

３	 前項の規定により表決した正会員は，第２７条，前条第２項，次条第１項第２号及び

第５１条の適用については，総会に出席したものとみなす。 

４	 総会の議決について，特別の利害関係を有する正会員は，その議事の議決に加わるこ

とができない。 

 

（議事録） 

第30条	 総会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
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(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は電子メールによる表決者，若しくは表決委

任者がある場合にあっては，その数を付記すること。)  

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２	 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押

印しなければならない。 

第６章 理	 事	 会 

（構成） 

第31条	 理事会は，理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第32条	 理事会は，この定款で定めるもののほか，次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催） 

第33条	 理事会は，次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールを

もって招集の請求があったとき。 

(3) 第１５条第４項第５号の規定により，監事から招集の請求があったとき。 

 

（招集） 

第34条	 理事会は，理事長が招集する。 

２	 理事長は，前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは，その日から10日

以内に理事会を招集しなければならない。 

３	 理事会を招集するときは，会議の日時，場所，目的及び審議事項を記載した書面又は

電子メールをもって，少なくとも1日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第35条	 理事会の議長は，理事長がこれに当たる。 
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（議決） 

第36条	 理事会における議決事項は，第３４条第３項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。 

２	 理事会の議事は，理事総数の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

 

（表決権等） 

第37条	 各理事の表決権は，平等なるものとする。 

２	 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は，あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電子メールをもって表決することができる。 

３	 前項の規定により表決した理事は，次条第１項第２号の適用については，理事会に出

席したものとみなす。 

４	 理事会の議決について，特別の利害関係を有する理事は，その議事の議決に加わるこ

とができない。 

 

（議事録） 

第38条	 理事会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数，出席者数及び出席者氏名（書面表決者又は電子メールによる表決者にあって

は，その旨を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２	 議事録には，議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名，押

印しなければならない。 

 

第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第39条	 この法人の資産は，次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄付金品 

(4) 財産から生じる収入 
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(5) 事業に伴う収入 

(6) その他の収入 

 

（資産の区分） 

第40条	 この法人の資産は，特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 
 

（資産の管理） 

第41条	 この法人の資産は，理事長が管理し，その方法は，総会の議決を経て，理事長が

別に定める。 

 

（会計の原則） 

第42条	 この法人の会計は，法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

（会計の区分） 

第43条	 この法人の会計は，特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 

 

（事業計画及び予算） 

第44条	 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は，理事長が作成し，総会の議決を

経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第45条	 前条の規定にかかわらず，やむを得ない理由により予算が成立しないときは，理

事長は，理事会の議決を経て，予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出す

ることができる。 

２	 前項の収入支出は，新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（予備費の設定及び使用） 

第46条	 予算超過又は予算外の支出に充てるため，予算中に予備費を設けることができる。 

２	 予備費を使用するときは，理事会の議決を経なければならない。 

 

（予算の追加及び更正） 

第47条	 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは，総会の議決を経て，既定予算の

追加又は更正をすることができる。 
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（事業報告及び決算） 

第48条	 この法人の事業報告書，収支計算書，貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

書類は，毎事業年度終了後，速やかに，理事長が作成し，監事の監査を受け，総会の

議決を経なければならない。 

２	 決算上剰余金を生じたときは，次事業年度に繰り越すものとする。 
 

（事業年度） 

第49条	 この法人の事業年度は，毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第50条	 予算をもって定めるもののほか，借入金の借入れその他新たな義務の負担をし，

又は権利の放棄をしようとするときは，総会の議決を経なければならない。 

 

第８章 定款の変更，解散及び合併 

（定款の変更） 

第51条	 この法人が定款を変更しようとするときは，総会に出席した正会員の４分の３以

上の多数による議決を経，かつ，軽微な事項として法第２５条第３項に規定する以下

の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 

(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地（所轄庁の変更を伴わないもの） 

(2) 資産に関する事項 

(3) 公告の方法 

 

（解散） 

第52条	 この法人は，次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２	 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは，正会員総数の４分の３以上の承

諾を得なければならない。 

３	 第１項第２号の事由により解散するときは，所轄庁の認定を得なければならない。 
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（残余財産の帰属） 

第53条	 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに

残余する財産は，民法第１１条第３項に掲げる者のうち，解散時の総会において選定

した者に譲渡するものとする。 

 

（合併） 

第54条	 この法人が合併しようとするときは，総会において正会員総数の４分の３以上の

議決を経，かつ，所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第55条	 この法人の公告は，この法人の掲示場に掲示するとともに，官報に掲載して行う。 

 

第10章	 雑	 	 	 則 

（細則） 

第56条	 この定款の施行について必要な細則は，理事会の議決を経て，理事長がこれを定

める。 

 

附	 	 	 	 	 則 

 

１	 この定款は，この法人の成立の日から施行する。 

２	 この法人の設立当初の役員は，次に掲げる者とする。 

理事長 中條新次郎 

副理事長 村木利彦 

理事 髙柴正悟 

監事 髙木正男 

３	 この法人の設立当初の役員の任期は，第１６条第１項の規定にかかわらず，成立の日

から平成24年3月31日までとする。 

４	 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は，第４４条の規定にかかわらず，設立

総会の定めるところによるものとする。 

５	 この法人の設立当初の事業年度は，第４９条の規定にかかわらず，成立の日から平成

23年3月31日までとする。 

６	 この法人の設立当初の入会金及び会費は，第８条の規定にかかわらず，次に掲げる額

とする。
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	 表．入会金及び会費	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

会員 費用 金額（円）	  

①正会員 入会金 30,000 

 年会費 10,000 

②歯科医師会員 入会金 15,000 

 年会費 5,000 

③一般会員 入会金 15,000 

 年会費 5,000 

④学生会員 入会金 5,000 

 年会費 3,000 

⑤法人会員 入会金 50,000 

 年会費 12,000 

⑥賛助会員 入会金 2,000 

 賛助費（1口） 1,000	 	 	  
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DNOWの事業計画 	
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DNOWの事業計画 	
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	  事業計画	   	  

	  

概要	  

次の、定款1からの抜粋に準ずる。	  

	  

第５条	  この法⼈人は，第３条の⽬目的を達成するため，次の事業を⾏行行う。	  

(1)	  特定⾮非営利活動に係る事業	  

①	  発展途上国⼜又は⻭歯科治療不拡充地域での⻭歯科保健健康推進事業	  

⑨	  ⻭歯学教育推進事業	  

⑩	  緊急⼈人道⽀支援の補助事業	  

⑪	  ⻭歯科医療普及活動のための外国⼈人受け⼊入れ事業	  

⑫	  講演，研究会，各種講座の開設事業	  

⑬	  国際⽀支援情報発信及び広報事業	  

⑭	  活動地域の⽀支援事業	  

⑮	  その他第３条の⽬目的を達成するために必要な事業	  

	  

	  

                                                   
1	   1	  ⻭歯科ネットワーク	  岡⼭山から世界へ	  定款	  
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	  事業計画書	   	  

平成 22年度事業計画書 

 

特定非営利活動法人歯科ネットワーク岡山から世界へ 

 

１ 事業実施の方針 

アジアにおける無料歯科診療の実践と同時に国際貢献体験教育を歯学部と協力して

行い，その意義を普及させる 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 
 

定款の事業名	 事業内容	 
実施予定

日時	 

実施予定場

所	 

従事者の

予定人数	 

受益対象者の範

囲及び予定人数	 

支出見込額	 

（千円）	 

発展途上国又は歯科
治療不拡充地域での
歯科保健健康推進事
業 

ベトナム，ホーチミン
市における無料歯科治
療の継続 

2011年 
2月23日～ 
2月27日 

ベトナム 
ホーチミン
市 
NPO:FFSC 

10人 養育施設在籍
の子供，４歳～
15 歳 150 人 ～
200人 

1,500 

歯学教育推進事業 アジアにおける国際貢
献を歯学部の学生中に
体験実習させる 

同上 同上 10人 学生２人 0 

緊急人道支援の補助
事業 

アジアにおける災害発
生後の歯科医療緊急援
助 

次年度以
降 

未定 未定 被災者不特定
多数 

0 

 

歯科医療普及活動の
ための外国人受け入
れ事業 

外国人歯科医師を日本
に招来し歯科技術研修
をさせる 

次年度以
降 

未定 未定 外国人歯科医
師１人 

0 

 講演，研究会，各種
講座の開設事業 

活動結果の報告会を開
催する 

次年度以
降 

岡山大学歯
学部講義室 

10人 歯学部学生お
よび教職員 
100名程度 

0 

 国際支援情報発信，
及び広報事業 

HPを作成し，事業活動
内容を公開すると共に
事業参加者を募集する 

2010年 
7月 

WEB上 2人 一般市民不特
定多数 

100 

 活動地域の支援事業 地域の歯科教育プログ
ラムの提案と作成支援
を行う 

2011年 
2月23日～ 
2月27日 

ベトナム 
ホーチミン
市 
NPO:FFSC 

10人 発展途上国住
民不特定多数 

0 
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平成23年度事業計画書 

 

特定非営利活動法人歯科ネットワーク岡山から世界へ 

 

１ 事業実施の方針 

アジアにおける無料歯科診療の実践と同時に国際貢献体験教育を歯学部と協力して

行い，その意義を普及させる 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

定款の事業名	 事業内容	 
実施予定

日時	 

実施予定場

所	 

従事者の

予定人数	 

受益対象者の範

囲及び予定人数	 

支出見込額	 

（千円）	 

発展途上国又は歯科
治療不拡充地域での
歯科保健健康推進事
業 

ベトナム，ホーチミン
市における無料歯科治
療の継続 

2012年 
2月下旬 

ベトナム 
ホーチミン
市 
NPO:FFSC 

10人 養育施設在籍
の子供，４歳～
15 歳 150 人 ～
200人 

1,500 

歯学教育推進事業 アジアにおける国際貢
献を歯学部の学生中に
体験実習させる 

同上 同上 10人 学生２人 0 

緊急人道支援の補助
事業 
 

アジアにおける災害発
生後の歯科医療緊急援
助 

AMDA と
の協議の
上随時実
施 

未定 未定 被災者不特定
多数 

0 

 

歯科医療普及活動の
ための外国人受け入
れ事業 

外国人歯科医師を日本
に招来し歯科技術研修
をさせる 

随時 未定 未定 外国人歯科医
師１人 

0 

 講演，研究会，各種
講座の開設事業 

活動結果の報告会を開
催する 

2011年 
６月頃 

岡山大学歯
学部講義室 

10人 歯学部学生お
よび教職員 
100名程度 

20 

 国際支援情報発信，
及び広報事業 

HPを作成し，事業活動
内容を公開すると共に
事業参加者を募集する 
 

2010 年 よ
り継続 

WEB上 2人 一般市民不特
定多数 

120 

 活動地域の支援事業 地域の歯科教育プログ
ラムの提案と作成支援
を行う 

2012年 
２月下旬 

ベトナム 
ホーチミン
市 
NPO:FFSC 

10人 発展途上国住
民不特定多数 

0 
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事務所：岡山県瀬戸内市長船町土師8番地7	  	
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これまでの活動紹介 	
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岡山大学歯学部高柴教授による	 
口腔内検診、記録は歯学部学生	 

歯科衛生士によるサホライド
（虫歯進行抑制剤）の塗布	 

歯科材料、移動式ユニット機材は日本より持参	 

診療台は無い。 
子どもたちは机や椅子を並べた上に水平位にて診療を行う。	 

言葉はわからないため、通訳を介して聞き取りを行う	 

①　検診、治療風景	
　　　昨年、今年ともＦＦＳＣ（ベトナムＮＰＯ　ストリートチルドレン友の会）を訪問	

活動例の紹介 	

26



乳歯の残根が残っているため、
永久歯の萌出に障害がある	 

大切な６歳臼歯が左右とも虫歯
で欠けている。	 

右の乳臼歯は2本とも無くなっ
ている	 

2009年ＦＦＳＣ訪問時の治療結果	 

②　口腔内の状況	
口腔内の状況は現在の日本と単純に比較できない。治療期間と設備が限られ
ており全ての治療はできないため、優先順位をつけるが、抜歯や簡単な充填
処置、サホライド塗布に限られる。一人につき一歯に限られた治療となる。	

27



デジタルカメラで口の中の写真を撮影、
記録として保存	 

子供ごとにカルテを作成し口腔内写真
と共に歯式をデータとして保存	 

施設へもデータを提供する	 

子どもたちのカルテ例	 

データベースファイルとして，数年分継続して記載できるようになっている。 
それを，PDFファイルとして出力して，施設へ提供	 

③　検診・治療結果と記録	

28



「東南アジアにおける国際貢献実地体験実習」として岡山大学歯学部からは
高柴教授をはじめ多くの教員、研修医、学部生の参加がある。これにより、
治療やプログラムの進め方にアドバイスを受けており、質の高いボランティア
活動となっている。	

岡⼭山⼤大学⻭歯学部との協⼒力力	  	  

岡山大学歯学部のホームページ上の報告書と学生に参加を呼びかけるポスター	 

プログラムの内容や学生の感想文などは、ホームページ上に掲載され公開され

ている。（報告書は、添付資料を参照）	 

訪問先FFSCとは事前に打ち合わせを行い、
それに基づき虫歯予防のためのプログラム

の呈示を行う	 

十分な相互理解が不可欠である	 
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子どもたちには歯ブラシを配り、
歯科衛生士がポスターを用いてブ

ラッシング指導を実施	 

高柴教授は保護者や子供たちの世話係へも
スライドを用いて、ブラッシングの大切さ

を解説する	 

30
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▼【センターの様子】 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ビントーセンターの子ども達 

（旧正月の様子） 

 
皆様へ 

2010 年 1 月 30 日、ビンアン能力開発センターの開所式が行

われました。これまでご援助下さった皆様に対し、一同心から

のお礼を申し上げます。 

ビンアン能力開発センターの活動は以下のとおりです。 

□ 教育活動：基礎教育・コンピュータ・英語 

□ 職業訓練：縫製・刺繍 

□ 奨学金活動 

□ 互助会 

□ 遠方出身の貧困家庭の大学生に対する宿舎提供 

 今後ともセンターでは設備・学習道具の購入のため、皆様

方のご支援を必要としています。同センターへの活動へのご

関心、ご協力をお願い致します。 

 また、先日のクリスマス・お正月には、FFSC及び奨学生の

子ども達に、沢山のカードが届きました。奨学生の中には、

里親の方からのお年玉を受け取った子どももいました。FFSC

スタッフと子ども達を代表致しまして、里親の皆様、支援者

の皆様からの、困難な環境にいる子ども達へのご関心とご愛

情に対し、心よりお礼申し上げます。皆様からの贈り物は、

物質的価値のみではなく、子ども達、そして現場で働くスタ

ッフへの精神的な励ましとなるのです。子ども達のより良い

将来に向けて、沢山の手が差し伸べられていることを、実感

させていただけるのですから。 

FFSC会長 レ・ティ・タオ 

dyêu thương 
 (イェウトゥーン)とは、ベト

ナム語で「愛情」「大好き」

という意味です。子どもたち

が愛情をいっぱいに育つこ

とを願い、FFSC ではこの

言葉をよく使います。 

ASSOCIATION FRIENDS FOR STREET CHILDREN IN HCM-CITY 

ホーチミン市ストリートチルドレン友の会 
～ストリートチルドレン友の会（FFSC）は、ホーチミン市カトリック団結委員会（Catholic 
Committee of HCM City）の傘下で活動する民間・非営利のベトナムの NGO です～ 
Add:140/4 Vo Thi Sau St，Dist.3，Ho Chi Minh City, VIETNAM 
Tel:（84）（8）38296951   Fax：（84）（8）38201374 
Email: ffsc.vn@gmail.com（日本語） 
URL:http://www.geocities.jp/ffsc_saigon/ 

※メールアドレスが新しくなりました！電話番号も「３」が追加されました！ 
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▼【奨学金制度担当者からの報告】 

 
里親制度(奨学金制度)が始まったのは 1989 年、FFSC 初のセンターであるタンディン能力開発センター

(※現在は閉鎖)でのことでした。当時タンディンセンターでは、学校に行くことができない数人の親のない

貧しい子どもの面倒を見ていました。この子ども達は、家計を助けるため、宝くじを売り歩いたり、路上で

靴磨きをして暮らしていました。彼らと接していた FFSCのソーシャルワーカーは、何とか彼らを学校に通わ

せる方法を模索していましたが、返ってきたのは彼らの家族からの反対でした。貧しい暮らしを強いられて

いる家族曰く、｢もし学校に通ったら、子ども達の労働から得られる収入が無くなってしまうではないか｣と。 

そこから、FFSCの奨学金制度はスタートしました。最初の里親はフランス人でした。奨学金が家計の一

部を負担し、子ども達が安心して学校に通える条件を整えることができるようにしたのです。 

  里親の皆様のご支援とスタッフの努力により、奨学金制度は貧しく、路上で働いたり、ぶらぶらと過ご

していた子ども達の支援活動に、以下の目標において大きな進歩と成果を遂げることができました。 

 

□ 児童労働を行う子ども達が学校に通えるようにする。公立学校に編入できるようにする。 

□ 子ども達が経済条件から学校を辞めないようにする。 

□ 貧しい環境の保護者達が子ども達をケアできる条件を整え、より良い学習が行えるようにする。同時に

講習会を通じて、保護者達に子どもの教育についての意識を高めるよう指導を行う。 

 

FFSC では現在までにトータルで 900 人近くの困難な環境にいる子ども達に奨学金を支給してきました。

奨学金を受け取った子どもの大半は、貧しい農村地帯から仕事を求めて都会にやって来た家族の子どもで、

出身地の約 73％は西南部と中部地方に集中しています。 

現在の奨学生は 343名。里親の国籍の内訳は以下のとおりです。 

                                          

日本人         302名   

フランス人      30名  

ILVグループ(International Ladies in Viet Nam) 13名            

イギリス人      11名                                           

オーストラリア人   8名  

ベトナム人      1名 

カナダ人       1名               

 計 343名 

          

 
里親制度に対し、ご支援、ご協力下さった皆様に、厚くお礼申しあげます。 

 

奨学金管理担当 

グェン・ティ・ミー・チャウ 

 

 

▼【家庭訪問】 
 

年末年始の忙しい中でも、FFSC の各センターのソーシャルワーカーは奨学生の家庭訪問を積極的に行い

ました。訪問家庭数は以下のとおりです。 

ビンチュウセンター   12軒 

ビントーセンター    45軒 

タンフォンセンター   13軒 

ビンアンセンター    10軒 

トゥースーンクラス    5軒 

 

※家庭訪問し、グェン・ティ・キム・ウェン（14歳・女）については、3歳の時に交通事故に遭い、現在、

後遺症のため、右手の機能がだんだん衰えてきてしまったので、医者の勧めで、この度、緊急手術を行う予

定にしております。手術が高額のため、皆様からのご支援お待ちしております。 

 
家庭訪問を行うことにより、子ども達の保護者に学校との連携意識を生じさせ、子ども達への関心を高め

ることができます。そして子ども達は休まず学校に通うようになり、より良い成長を遂げることができます。 
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▼【レクリエーション活動】 
 

2009年 12月 19日、FFSCに所属する各センターの子ども達は、ホーチミン市文化信仰グループが開催し

た、カトリックのセンターでのクリスマス会に参加しました。この会のテーマは｢団結と発展｣。子ども達は

歌や踊りの発表に参加、小物や食べ物を売る屋台を前にして、大喜びでした。この催しは、子ども達が仲間

同士の連帯感と思いやりの気持ちを学ぶ機会となりました。子ども達は自分達の可能性を発揮し、FFSC以外

の沢山の孤児院やセンターの同様の境遇の友人達とふれ合う場を持つことができました。 

 同日、Phil 氏と Fran 夫人の金銭的支援により、ビンチュウ能力開発センターの寄宿児童はダムセンウォ

ーターパークに遠足に行きました。さまざまな遊戯施設で、子ども達は楽しく遊び、仲間達とのきずなを深

めました。 

 新年を迎えるにあたり、FFSCに所属する各センターでは、生徒・教員・ボランティアを交えた忘年会を開

催しました。子ども達の楽しい歌や踊りが披露され、子ども達が素敵な 2010年を迎えられるよう、お年玉や

プレゼント、おもちゃが彼らに手渡されました。 

 その他、FFSCでは多くの機関・会社・各地の支援者からのお正月プレゼントをいただくことができました。

支援者の皆様からの広く暖かいお心は、困難な環境に暮らす子ども達の心に届き、深い感謝の気持ちをもた

らしています。 

  

 これらの期間に、各センターでは様々な催し物を開催しました。ビンチュウセンターでは、「クリスマスと

平和」と題した絵画コンクール、「子どもの保護とケア」をテーマにしたクイズ大会などを開催、子ども達の

健全な遊びの場を提供しつつ、見識の向上、復習の機会をもたらしました。 

 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 

ビンチュウセンターの子ども達         ヒーヴォンセンターの子ども達 

         （旧正月の様子）               （旧正月の様子） 

 
 
 

 

 

▼【通学支援】 
1月 30日、International Ladies in Vietnamの皆様から、 

8台の自転車が FFSCに寄贈されました。 

 

ベトナムで有名な Martin社の自転車で 1台 150万ドン（約 8,000円）。        

FFSCは、この 8台を経済的に非常に困難ながら、通学のための自転車を 

必要としている以下の 8名の子どもに贈りました。 

 

カット・リン、トゥエット・トゥー、アイ・ロアン、アイン・トゥエット(ビンチュウセンター所属)ホン・

ヴァン、トゥー・ホン、トゥエット・ガン(ビントーセンター所属)ゴック・クエン(レミンスアンセンター所

属)。 

 

自転車で通学できることは、貧しい子ども達にとっての夢であります。今後、子ども達の住居から学校まで

の距離はずっと近くなり、また自転車と共に、子ども達は喜び、希望、生きる気力を手にしました。子ども

達の家族に代わりまして、FFSCより International Ladies in Vietnamの皆様に厚くお礼申しあげます。 
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▼【スタッフの見識向上活動】 
見識向上活動は、FFSCに欠かすことのできない活動です。FFSCに所属する子ども達の家庭は貧しく、保

護者達は日々の生活の糧を稼ぐのに精いっぱいで、子どもに対する関心が薄い傾向にあります。よって多く

の子どもが学校や家庭において、礼節に欠ける、同年代の仲間と諍いを起こす、悪い習慣に染まっているな

ど、態度や行動に問題が見受けられます。それゆえに子ども達は社会できちんとした振る舞いをし、心身と

もに健全に成長できるよう、生活上の見識を身につける場が必要なのです。 

1月 26日、ヒーヴォン能力開発センターでは「人格の形成」と題した見識向上集会を開催しました。参

加した 37名の子ども達は、道徳観念の理解浸透の重要性と、学生時代の人格形成が将来に向けて大きな影響

を及ぼすことを学びました。また、小グループに分かれての討論会で、より有意義な時間を持つことができ

ました。 

 

▼【タン君の経過報告】 

 
2010年 3月の治療では、タン君の健康状態は改善されたとの結果が出ました。お医者様によると、栄養の

ある物を食べると、タン君の体はより早く回復するとのことです。現在、勉強しながら、スポーツも行って

います。現在、毎月 1回に病院に行っています。特定の薬を飲まなくなりました。 

  

今までの治療費は 172,852,632VND（1,152,351円）、 

皆様からのご支援金の残金は 29,751,681VND（198,344円）になります。 

 

 

▼【FFSCご訪問のお客様】 

 
この 3カ月の間、ちょうどベトナムのテト（旧正月）の時、FFSCでは事務局および各センターで多くのお客

様をお迎えすることができ、子ども達はお客とのふれあいのなかで、愛情や励ましを得、当会でもご寄付な

どいただきました。FFSCより皆様に心よりお礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

★ 12月 21日 古川栄美様と加村智美様が里子と面会しました。 

★ 12月 29日 掘切清治様が里子と面会しました。 

★ 1月 4日  中川裕美子様が 2週間に渡り、ビンチュウセンターでボランティアを行いました。 

★ 1月 6日  JICAグループの 14名の皆様がビンチュウセンターを訪問しました。 

★ 2月 10日  野津牧先生と 21名の学生がビンチュウセンターを訪問しました。 

★ 2月 10日  喜田ヒロミ様、藤田慶子様、飯田玲子様、カワギタサエコ様がビンチュウセンターを訪問   

しました。 

★ 2月 18日  井上靖子様が里子と面会しました。 

★ 2月 20日  青野真奈美様が里子と面会しました。 

★ 2月 25日,26日  歯科医の中條先生グループ 6名がビンチュウセンターで 150名の子ども達の歯を          

治療しました。 

 

 

   

▼ 【健康診断活動】 

 
2010年 2月 25日、26日 ビンチュウ能力開発センターへ JAVDOグループの

皆様が訪問、子ども達の健康状態や歯の健康について活動をされました。 

毎年、JAVDO グループの皆様によりビンチュウ能力開発センターで子ども達

の歯科検診が行われています。 

JAVDOグループの皆様、中條様からのご関心や愛情は FFSC事務局スタッフや

環境の恵まれない子ども達をケアするスタッフにとって、とても励みとなっ

ています。私たち一同は JAVDOグループの皆様へ感謝の気持ちを胸に、皆様

のご健康をお祈りしています。 

                                        治療の様子 
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▼ 【志を同じくして】 
 

ストリートチルドレン友の会（FFSC）はエマールベトナム有限会社様 

に深く感謝申し上げます。 

 

FFSCは 2009年 11月からエマール社様よりビンチュウ能力開発センター            

の幼児クラスの教育と保健活動に対し、毎月 13.500.000ドンの御寄附を 

受け取ることになりました。    

                                       クリスマスの様子 

私たちスタッフは環境の恵まれない子ども達をケアする活動への        

ご関心とご協力を頂き、大変嬉しく、また励みをいただいた気持ちでおります。 

本当にありがとうございます。    

 

 

▼【保護者活動】 
 
保護者の認識を高めることは大切な活動の 1つです。なぜならばほとんどの子どもたちは貧しい家庭の出

身で、両親の学歴は高くなく、子ども達の家庭教育（社会的マナー）は親たちにとってやっかいな問題の１

つとなっています。これらのことから、各センターでは保護者のレベルに合わせた勉強会を開き、また子育

てや家族生活での困難をお互いに話し合う機会を設けています。この活動は保護者が子ども達をより良く育

て、教育することの手助けとなっています。 

 

2009年 12月 13日 ビンチュウ能力開発センターでは「子どもを元気に育て、しつけをする」というテー

マで奨学金を受取っている家庭の保護者を対象に勉強会を開きました。彼らは積極的に勉強会に参加します。

試験官が出した問題に対し、保護者たちは状況に応じた解決法を答えていきました。勉強会で保護者たちは

社会的意義の見識を深め、豊かにしています。 

2010年 1月 15日 ビントー能力開発センターでは 68名の保護者を対象に「新型インフルエンザとデング

熱」というテーマで勉強会を開きました。この勉強会で保護者たちは家族の健康管理のために保健情報と知

識を手に入れました。 

旧正月の機会に、各センターでは子ども達の家族が新年の雰囲気を味わい、ささやかな喜びになればとの

思いから、保護者たちへプレゼントを贈りました。 

2010年 1月 31日 ビントー能力開発センターでは保護者たちのために親睦会を開き、80個のプレゼント

を贈りました。 

2010年 2月 3日、4日 ビンチュウ能力開発センターでは保護者たちのために親睦会を開き、70個のプレ

ゼントを贈りました。 

2010年 2月 5日 タンフォン能力開発センターでは 80個の贈り物を保護者たちへ贈りました。 

同じ日にトゥーティム能力開発センターでも保護者たちのために親睦会を開き、55個のプレゼントを贈り

ました。 

2010 年 2 月 7 日 レミスアン・ファンバンハイ能力開発センターでは保護者たちの活動会を開催し、41

個のプレゼントを贈りました。 

 
 贈り物は、日本円で約 300～500 円のささやかなものですが、貧しく複雑な環境にある子ども達の家庭と
センターとの結びつきを深め、今後とも協力し合って子ども達のケアにあたる意識を互いに確かめ合うこと

ができた、貴重なものとなりました。 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
       
 

ビントーセンターの保護者たち        ビンチュウセンターの保護者たち 
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▼【職業訓練】            
皆様、こんにちは。 

いつも暖かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。 

2010 年 4 月 1日より、FFSC の子ども達が作っている製品の価格を改定しましたので、ご了承ください

ませ。また、何か可愛い新しいデザインがありましたら、是非アイディアお寄せくださいませ。 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

      
ビーズキーホルダー （小）(Kc.06)        布バッグ (Go.60)         ビーズフラワー(Kc.10) 

 

職業訓練製品に関するお問い合わせは製品専用メール ffscproduct@gmail.com までお願いします。 

 

 

▼【子どもの言葉】 

夢を現実に 

 
FFSCの仲間になって、あっという間に 7年間が経ちました。 

7 年前は、生活が苦しく、学校を辞めて働かなければならない状況でした。学校へ行って、友達と仲

良く遊べるという、当たり前の喜びは、突然にして、私の手を遠く離れていきました。 

 

私は、仲の良い友人達と共に昼間学校へ行く夢を断ち切り、仕事をしながら夜間学校へ通っていまし

た。中学校過程を終え、完全に学校を辞めて仕事に行くための履歴書を作っていた時のことでした。私は尊

敬していた先生に再会したのです。先生の助けがあったおかげで、私は学校へ戻る事が出来ました。白いア

オザイを着て、学校へ通う事が出来るようになったのです。この喜びは、とても言葉でいい表すことが出来

ません。 

 

あの日の事は、私にとって決して忘れる事はできません。学校へ行くという夢が叶ったのです。まる

で素敵な魔法を掛けられたかのようでした。しかし、喜びの一方、居・食・住の悩みはより大変なものにな

ってきました。しかしそこでもう一度、私に幸運が訪れました。 

 

FFSCに所属する、タンフォンセンターを通して、奨学金を受け取ることが出来るようになったのです。

こんな幸せな事が私に起こるなんて、とても感動しました。これから学校へ通える事と同時に、とても大き

な支援を受けることができるようになって、私の心は温かい気持ちでいっぱいになりました。物質的な支援

のみならず、よりしっかり勉強できるように、FFSCは私を応援してくれ、勉強に集中できない時は、いつも

励ましてくれました。 

 

先生やスタッフの人達と話しをしたり、気持ちを打ち明けあったりする事ができた時の喜びは、言葉

では言い表せないほどです。そして里親のお父さん、お母さんや支援者の皆さんにお手紙やカードを書くと

きの嬉しさ・・・決して忘れる事はできません。 

 

私への今までのたくさんの愛情や支援、喜びは目に見えない力となって、私の生活を支えてくれまし

た。学校へ行けるという喜びと、里親のお父さん、お母さん、支援者の皆さん、FFSCの先生方の支援と励ま

しの中で過ごした 7年間。今となっては、あと 1学期を残すのみで、師範大学国際学部を卒業する事になり

ます。卒業後は働きにでます。里親のお父さん、お母さん、支援者の皆様から受けた愛情に対し、なんとお

礼を言っていいか分かりません。里親のお父さんお母さん、FFSCのスタッフの皆さんがたくさんの良いこと

に出会えますように。新しい年、皆さんのお仕事におけるご成功とご健康をお祈りしています。 

 

グェン・チャン・ホン・フック 

   (タンフォン能力開発センター所属) 
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▼ 【ボランティアのことば】 
 

私は今回ビンチュウセンターでのボランティアとして２週間お世話になりました。たった２週間という短

い間でビンチュウセンターの子ども達とお別れしなければならなかったことがとても残念です。センターで

の主な活動は幼稚園クラスの子ども達に日本の歌を教えたり折り紙を教えたりというものでしたが、みんな

飲み込みが早く歌もすぐに覚えてくれました。そのほかの時間は子ども達の食事の時間のお手伝いや事務作

業をしました。 

子ども達はみんな人懐っこくて本当にかわいいです。他の作業をしていても私の膝に乗ってくる子、休み

時間になるといつも飛びついてきてくれる子、何も言わずに私の横に座って一緒にじっと校庭を見つめる子、

お昼寝の時間が終わって髪を結んで欲しいと言ってくる子。みんなとじゃれ合って気が付いたら Tシャツが

ドロドロなんてこともしょっちゅうでした（笑）そんなにも無邪気に笑えるものかと思うほどの笑顔は本当

に本当にかわいくて、毎日楽しい時間を過ごさせていただきました。 

私は現在大学院に所属し「ベトナムの戸籍と困難な状況に置かれている子ども達の関係性」について研究

しており今回もその調査を兼ねてお世話になったのですが、無邪気でかわいい子ども達の笑顔を見ていると

その子たちの生活背景をついつい忘れてしまいそうになります。しかし、笑顔の裏にはどんな背景があるの

か、この笑顔が続くためには何をどうしていけばいいかを考えなければなりません。私の行っている研究が

彼らの状況を良くすることに繋がるかどうかは分かりませんが、私は自分の研究を通して少しでも彼らの背

景にあるものを知ることができればと思います。 

今、FFSCのスタッフの皆様、ビンチュウセンターのシスターたちの温かい愛情で子ども達の素晴らしい芽

がすくすくと育っていると思います。センターを卒業した後もこの素晴らしい一つ一つの芽が紡がれてしま

うことのないよう、それぞれのステキな花を咲かしてくれるよう、心から願っております。 

２週間貴重な経験をさせていただき有難うございました。お世話になった皆さま、笑顔で毎日を過ごさせて

くれた子ども達に心から感謝いたします。 

ベトナムのお正月はもうすぐですね。新年がみなさんにとってステキな一年になりますように。有難うご

ざいました。 

2010年 1月 20日  中川裕美子 

 

★★★お知らせ★★★ 

 
FFSC では、創造力の発展を目的に約 1,500 人の子ども達に生活の場や教育、職業訓練などを提供していま

す。日頃、レクリエーションの機会が限られている子ども達に、楽しい夏の思い出と友人達との交流の場を

提供すべく、来たる 6月 14日、昨年に引き続き、ダム・センウォーターパークへの遠足を行います。 

また、同日、午前中は、以下のプログラムを予定しております。皆様にお楽しみいただける企画ですので、

お誘いあわせの上、どうぞご参加くださいませ。参加ご希望の方は、事前に事務局までご連絡いただけると

幸いです。 

◎日時（予定）    ： 2010年 6月 14日（月）  午前 7：30～午後 4：30 

◎場所（予定）    ： Cong Vien Nuoc Dam Sen (ダム・センウォーターパーク) 

                      So 3 Hoa Binh, P.3, Q.11, TP. Ho Chi Minh, Viet Nam 

         ◎プログラム(予定)： 

☆ グループごとのレクリエーション 

☆ センターごとの歌の発表 

☆ 歌手によるコンサート 

☆ ２００９～２０１０年度における成績優秀者への表彰 

☆ 総括 
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・ 	  ベトナムのNPOであるFFSCや岡山大学歯学部の協力を得て、この歯科ボランティアの

成果が子供たちの口の中にどのように現れるか、継続して同地を訪問することで検証

する。	

・ 	  多くの学生や研修医の参加を促し、次世代の国際貢献を担う歯科医師を養成する。	

・ 	  活動の成果は公表し、幅広く識者の意見を聞く。	

・ 	  国際団体協議会への加盟により、アジアの他国へのボランティアを行っているＮＰＯと

の連携によるプログラムを検討中で、新たな国際貢献の可能性を模索する。	

・ 	  岡山県下の歯科医療従事者との連携や情報交換を活発に行い、多くの有志の活動

をサポートしていく。	

今後の展開	
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資料　１ 	
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	  DNOW	  岡⼭山県への申請書	   	 

	 

様式第１号 

岡山発国際貢献活動推進事業補助金交付申請書  

 

平成 22年	 5月	 20日 

 

	 岡山県知事	 石井正弘	 	 様 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 申請団体名	 	 歯科ネットワーク岡山から世界へ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

 

代表者職氏名	 	 代表	 中條新次郎	 	 ㊞   	 	      

 

 

住	 	 	 所	 〒701-4264	            	        TEL 0869-26-4874     

         	  瀬戸内市長船町土師 8番地 7      FAX 0869-26-6637    

 

          	 	 	 	 担当者職氏名	 	 	   	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  TEL   0869-26-4874                

	 	 	 	 	 	 	 	 代表	 中條新次郎 	 	 	 	 	 FAX   0869-26-6637             

 

 

次のとおり補助金の交付を受けたいので申請します。 

 

１	 補助事業の名称 

ベトナム・ホーチミン市における岡山大学歯学部との連携による国際貢献体験と無料歯科

診療ボランティア  

２  補助金交付申請額 

（１）事業費総額                                                                   

1,101,116円 

（２）補助金交付申請額 

500,000 円  

 

〈添付資料〉 

１	 事業実施計画書（様式第１号‐１） 

２  収支予算書（	 〃	 １号‐２） 

３  申請団体の概要（	 〃	 1号‐３） 

４  連携協働団体の概要（	 〃	 １号‐４） 
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様式第１号‐１ 

事 業 実 施 計 画 書 

事	 	 業	 	 名 ベトナム・ホーチミン市における岡山大学歯学部との連携による国際
貢献教育と無料歯科診療ボランティア  

実施期間 

(開始及び終了) 
平成	 23年2月23日	 開始 
平成	 23年2月27日	 終了 

事業の趣旨及び 

目的 
ベトナムを始めとする東南アジアに於いてはその経済的貧しさ故

に多くのストリートチルドレンと呼ばれる子供たちが存在する。

その子供たちは多くが学校にも行けず満足な歯科治療も受けてい

ないのが現状である。我々はそのような子共たちに無料歯科診療

という形でその成長と自立の手助けを行う。さらに、このような

ストリートチルドレ・孤児への無料歯科診療ボランティアを通し

て、岡山大学歯学部学生教育の一端として、将来の国際貢献を担

う歯科医師を養成するため、実際の歯科ボランティアを体験実習

させる。 
実施予定地 140/4 Vo Thi Sau, Dist 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam	  

「ストリートチルドレン友の会」FFSC 

連携協働団体の

名称及び役割分

担 

岡山大学歯学部  – 歯学部学生・卒後臨床研修医への国際貢献教育とD

NOWとの連絡調整  

DNOW– ベトナムにおけるボランティア活動場所の手配と調整、診療

準備と渡航手配  

事業費総額  	 	 1,101,116円                                  	     

自己資金額                 	  	  601,116円 

寄付金等の有無 （無し） 

補助金申請額                       500,000円 
事業計画 事	 	 	 	 業	 	 	 	 内	 	 	 	 容 
年・月・日 

2011年 
2月23日 
 
2月24日 
 
2月25日 
 

2月26日  

	  
 
出国	 到着日 FFSCと打ち合わせ、活動直前準備-器材確認、歯科
材料整理 
AM8：00より施設での無料ボランティア活動（検診、フッ素塗布
）開始、要治療者の選別と口腔内記録 
AM：無料歯科治療	 	 PM：啓蒙活動	 ブラッシング指導予防プ
ログラム実践 
予備日（研修日） 
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2月27日  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

帰国 
 
活動内容 
ベトナム ホーチミン市内のストリートチルドレン保護施設FFSC（F

RIENDS FOR STREET CHILDREN）における無料の歯科検診、予防、

歯科治療、虫歯予防プログラムの実践、歯科学生の国際貢献体験

実習 
一日目、子どもたち約150人の口腔内を検診、要治療者の選別と必
要により虫歯進行抑制剤（サホライド塗布）フッ素塗布、口腔内

写真撮影 
二日目、午前中：充填、抜歯等の歯科治療	 午後：子どもたちへ

の歯ブラシ配布とブラッシング指導、ソーシャルワーカーや保護

者に対する啓蒙活動 
 

添付書類 (1)団体の定款及び事業計画 

(2)その他添付書類（	 ①歯科材料見積書	 ②昨年度活動実績	 ） 

(3)ＦＦＳＣニュースレター 
※ この事業計画書は、できるだけ詳細に記入してください。 
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※  様式第１号‐２ 

収支予算書 

１	 概	 	 要 

事	  業	  名 ベトナム・ホーチミン市における岡山大学歯学部との連携による国際
貢献教育と無料歯科診療ボランティア  

事業費総額       1,101,116円	  

補助金申請額                         500,000円 
 

２	 予	 	 算 

収	 入 支	 出 
 自己資金                601,116円 

  

 補助金	 	 	 	 	 	 	 	    500,000円 

旅費交通費	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,000,000円 

 

歯科材料	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 101,116円 

 

   計          	 	 	   1,101,116円    計               	 	 	 	 1,101,116円 
 

３	 補助対象経費の区分及び算出基礎 

 補助対象経費区分 所	 	 要	 	 額 算	 出	 の	 基	 礎 
 旅費交通費 

  

歯科材料 

 

1,000,000円 

 
10,1160円 

100,000円x(歯科医師4名、歯科衛生士4名、
歯学生又は研修医2名)  
別紙①見積書参照 
	  

        計 1,101,116円  
 

４	 補助対象経費以外の区分及び算出基礎 

補助対象外経費区分 所	 	 要	 	 額 算	 出	 の	 基	 礎 
  

 無し 
0円  

        計              0円  
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様式第１号‐３ 

申請団体の概要 

 団 体 名	 	 	 	 	 	 	   歯科ネットワーク岡山から世界へ 
 設 立 年 月 日	 	 	 	 	 	 	   2010年 4月 3日 

 事務所の所在地 〒701-4264    瀬戸内市長船町土師8番地7	  	   TEL 0869-26-4874 

代表者職・氏名	 代表	 中條新次郎          FAX 0866-23-6637 
  

  

  

 団

 	 

 体

 	 

 の 

 	 

 概

 	 

 要 

  

  

  

  

  

  

  

  

・団体設立目的 

世界に於ける歯科医療の不足地域の人々に対して，「相互扶助」の精神に則り，

地域の人々と共同して歯科保健に関する事業を行い，歯科及び関連する医療

従事者のネットワークを推進し，世界の歯科保健の発展とその増進に寄与す

ることを目的とする。 
（定款より転記） 

 

 

・活動状況 

代表自身は2001年よりホーチミン市において無料歯科ボランティアを開始。その後

年間に１～２回の割合で県下の歯科医師や大学内小児歯科医とともに訪越し、ホー

チミン市やその周辺の障害者施設やストリートチルドレン収容施設において毎回

100～150人程度の検診と抜歯,充填を中心とした無料歯科ボランティアを継続してき

た。 

昨年度においては、2009年9月及び2010年2月にJAVDO岡山支部として年間2回の訪越

をした。別紙②活動実績参照 

また、FFSC(ストリートチルドレン収容施設)における活動はその施設のニュースレ

ターＰ4下段に紹介されている。 

 

2010年においてはその活動を継続しつつも、独自の活動内容として発展させるべく

岡山大学歯学部教授高柴正悟等とともに新たにNPO法人として独立するために、す

でに申請をおこなった。 

 
・外務省、JICA よりの補助金申請無し 

様式第１号‐３ 
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連携協働団体の概要 

 団 体 名	 	 	 	 	 	 	   岡山大学歯学部 
 設 立 年 月 日	 	 	 	 	 	 	   昭和54年10月（平成16年4月1日法人化） 
 事務所の所在地 〒700-8525 岡山市鹿田町2-5-1	 	 	 	 	 TEL(086)223-7151（代表）歯

学部長	 松尾	 龍二	 	 	 	 	 	 	    FAX(086)235-6612	 	   	  
  

  

  

 団

 	 

 体

 	 

 の 

 	 

 概

 	 

 要 

  

  

  

  

  

  

  

  

・団体設立目的 

本学部は，広く知識を授け，深く歯学の学識・技能の教授，研究を行い，高い人 

格を備えた応用能力豊かなる有為な人材の育成を図り，もって人類の福祉及び世界

文化 

の進展に寄与することを目的とする。（歯学部規定より抜粋） 

 

 

 

・ 活動状況 

近年、歯学部生をいかに教育するかが問題になってきているが、その中でも特色あ

るプログラムによって新しい分野を開拓出来た。 

過去二年に亘り、岡山大学歯学部学長裁量経費を得て、歯学部の学生数名を同伴し 

ベトナム・ホーチミン市にて「東南アジアにおける国際歯科医療貢献実地体験学習

」として障害者施設等において無料の歯科ボランティアを行うと伴に国際貢献実施

体験を学習させる事が出来た。その内容は歯学部HP：http://www.dent.okayama-u.ac.j

p/gakubu/	 に公開してある。 

2009年9月および2010年2月においては大学院生1名、岡山大学歯周病態学から1名、

歯学部教官高柴正悟の参加によって、活動を継続している。 

また、今後の問題点、JAVDOを含め歯科医療からの国際貢献をどのように発展させ

るか、AMDAの活動との連携も含め独自の活動を検討していくことが課題として認

識され、歯学部同窓会や、歯科衛生士との連携を視野に入れたネットワークの必要

性とともに、後進の育成やアジアからの学生交流の検討が期待されている。 
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原資：平成20年度　学長裁量経費（教育研究プロジェクト等）「国際交流等経費」 

東南アジアにおける国際歯科医療貢献実地体験学習 

参加者募集！ 
第一回体験期間 
　2008年 9月 12～16日（4泊5日） 
　　※第二回は2009年3月予定 
費用支援 
　学長裁量経費から支援あり！ 

2007年8月の状況（5年次生が2名参加） 

  俺にできることは！ 

私にもできるかしら？ 

歯学部卒業生の一部には，広島市を
拠点として東南アジアで歯科医療ボ
ランティアとして活躍するJAVDO
の岡山支部員として，ベトナムにお
ける口腔保健指導と緊急的歯科医療
を実施している先生がいる。彼らは
自発的に国際歯科医療貢献を行って
いるので，歯学部生にとってこのよ
うな先輩を見本として，また教材と
して役立てない手はない！　　 
　　　（学長裁量経費申請書から抜粋改変） 

学部生の参加を募集しています 
（1年次生～4年次生） 

説明会　2008年6月24日 (火) 18:00～ 
　　　  2008年6月25日（水）19:00～ 
場所　　歯周病態学分野医局（7F) 
連絡先 
　歯周病態学分野　高柴正悟 
　　stakashi@cc.okayama-u.ac.jp 
　　235-6675, 6677 

岡山大学歯学部の 
教育の基本方針 
① 豊かな人間性を有し 

生涯キャリアアップを怠らない 
良質な歯科医師の育成 

② 学際性と国際性を備えた 
研究者や歯科医学教育者の育成 

③ 地域医療に貢献する 
人材の育成 

Thanks Our President ! 
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今年度の第二回目 
体験期間 
　2009年 2月 25日～ 
　　　　　3月   1日～（4泊5日） 
費用支援 
　学長裁量経費から支援あり！ 

!"#$%&'()*!

原資：平成20年度　学長裁量経費（教育研究プロジェクト等）「国際交流等経費」 

東南アジアにおける国際歯科医療貢献実地体験学習 

参加者募集！ 

2007年8月の状況（5年次生が2名参加） 

  俺にできることは！ 

私にもできるかしら？ 

歯学部卒業生の一部には，広島市を
拠点として東南アジアで歯科医療ボ
ランティアとして活躍するJAVDO
の岡山支部員として，ベトナムにお
ける口腔保健指導と緊急的歯科医療
を実施している先生がいる。彼らは
自発的に国際歯科医療貢献を行って
いるので，歯学部生にとってこのよ
うな先輩を見本として，また教材と
して役立てない手はない！　　 
（2007年度の学長裁量経費申請書から抜粋改変） 

学部生の参加を募集しています。 
締切　2009年 1月15日 (木) 
連絡先 
　歯周病態学分野　高柴正悟 
　　stakashi@cc.okayama-u.ac.jp 
　　235-6675, 6677 

岡山大学歯学部の 
教育の基本方針 
① 豊かな人間性を有し 

生涯キャリアアップを怠らない 
良質な歯科医師の育成 

② 学際性と国際性を備えた 
研究者や歯科医学教育者の育成 

③ 地域医療に貢献する 
人材の育成 Thanks  

Our President ! 

昨年度の活動は，以下のサイトからどうぞ。 
http://www.dent.okayama-u.ac.jp/gakubu/stakashi/Top_List/2007_Vietnam_Project_s.pdf 
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Place: FFSC (about 30 minutes by car from HASHO office)

- 7:15 – 7:50 am Transportation from HASHO to the center

- 7:50 – 8:30 am Arranging the instruments é,"@Ë3©

- 8:30 – 12:00 am Check-up & dental treatment

- 12:00 – 13:30 pmLunch ABC¬D˙UEF≠ÆYGY3v\

- 13:30 – 16: 30 pmCheck-up & dental treatment

- 16:30 pm Closing, and then return to HASHO office / the hotel.
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Place: FFSC (again)

- 7:15 – 7:50 am Transportation from HASHO to the place

- 7:50 – 8:30 am Arranging the instruments

- 8:30 – 11:30 am Check-up & dental treatment ¥"@Ë3©

- 11:30 – 12:00 am Closing, and then return to HASHO office / the hotel
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FFSC!Friends For Street Children in Ho Chi Minh City"#$%&'()* 
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Date

Name

Name #1 Name #2 Name #3 Name #4

Sexuality Male Age 12

Complaint

Examin. Dr. Dr. Suzuki

_18
 -

_17
 /

_16
C4

_15
 /

_14
 /

_13
 /

_12
 /

_11
 /

_21
 /

_22
 /

_23
 /

_24
 /
_25
 /
_26
C1

_27
 /
_28

_1E

 -

_1D
 -

_1C
 -

_1B
 -

_1A
 -

_2A
 -

_2B
 -

_2C
 -

_2D
 -

_2E
 -  -

_3E
 -

_3D
 -

_3C
 -

_3B
 -

_3A
 -

_4A
 -

_4B
 -

_4C
 -

_4D
 -

_4E
 -

_38
 -

_37
 /

_36
C4

_35
 /

_34
 /

_33
 /

_32
 /

_31
 /

_41
 /

_42
 /

_43
 /

_44
 /

_45
 /

_46
C1

_47
 /

_48
 -

Record Photo Front View

Maxilla Mandible

Record No. 53
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Plan _Dr. Dr. Suzuki

__18 __17 __16 __15 __14 __13 __12 __11 __21 __22 __23 __24 __25 __26 __27 __28

__1E __1D __1C __1B __1A __2A __2B __2C __2D __2E

__3E__3D__3C__3B__3A__4A__4B__4C__4D__4E

__38__37__36__35__34__33__32__31__41__42__43__44__45__46

Fill

__47__48

Treatment

__Dr.Extraction

___18 ___17 ___16 ___15 ___14 ___13 ___12 ___11 ___21 ___22 ___23 ___24 ___25 ___26 ___27 ___28

___1E ___1D ___1C ___1B ___1A ___2A ___2B ___2C ___2D ___2E

___3E___3D___3C___3B___3A___4A___4B___4C___4D___4E

___38___37___36___35___34___33___32___31___41___42___43___44___45___46___47___48

Filling

____18 ____17 ____16 ____15 ____14 ____13 ____12 ____11 ____21 ____22 ____23 ____24 ____25 ____26 ____27 ____28

____1E ____1D____1C ____1B____1A ____2A____2B____2C ____2D ____2E

____3E____3D____3C____3B____3A____4A____4B____4C____4D____4E

____38____37____36____35____34____33____32____31____41____42____43____44____45____46

O

____47____48

___Dr. Dr. Suzuki
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Saforide
!18 !17 !16 !15 !14 !13 !12 !11 !21 !22 !23 !24 !25 !26 !27 !28

!1E !1D !1C !1B !1A !2A !2B !2C !2D !2E

!3E!3D!3C!3B!3A!4A!4B!4C!4D!4E

!38!37!36!35!34!33!32!31!41!42!43!44!45!46!47!48

Scaling
!!18 !!17 !!16 !!15 !!14 !!13 !!12 !!11 !!21 !!22 !!23 !!24 !!25 !!26 !!27 !!28

!!1E !!1D !!1C !!1B !!1A !!2A !!2B !!2C !!2D !!2E
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____Dr.

_____Dr.

______Dr.
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Memo

46 GI filling
C that Dr. Suzuki diagnosed is changed to C1.

For Future
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毎日新聞に掲載された歯学部卒業生の中條新次郎先生 
歯学部での国際歯科医療貢献実地体験学習にも言及されている。 
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