
2016 年 ハローアルソン・フィリピン医療ボランティア 

活 動 報 告 

 

日時 ： 2016 年 2 月 7 日～10 日 

場所 ： フィリピン共和国 マニラ市近郊のスラム及びケソン市内 

参加者概要： 

歯科医師 ２４名 

医師 １名 

歯科技工士 ３名 

歯科衛生士 １３名 

歯科助手 ５名 

高等学校教員 ２名 

一般参加 １５名 

高校生 ４３名 

現地通訳 １５名 

合計 １２１名 

 

 

  

全体写真 

チーム栃木 



2 月 7 日 物資支援活動 

 

場  所： Dakota covered court.Across Manila Zoo.near Quirino Ave.Manila. 

  バランガイ：721 エリア 

配 布 物： 一人につき「歯ブラシ 10 本・タオル 2枚・固形石鹸 2個・お米 2キロ」 

その他：衣類・カップ麺 等 

対象人数： 600 人 

 

活動詳細： 

 

このエリアは昨年も訪れました。私たちが宿泊するホテルからわずか 3分程度の場所に 

あり、約 4,000 人の住民が生活をしています。 

マニラ市の中心部に位置するこのスラムは、

農村や漁村などにみられるものとは違い、都

会のスラム特有の問題を抱えています。それ

は収入源として「犯罪」が横行していること

です。このエリアでは主に「麻薬」「売春」に

よって生計を立てなければならない住民が多

く、とても危険な地域でもあります。 

住民たちの主な仕事は路上での物売りや 

“トライシクル”と呼ばれるバイクタクシー

で一日の収入は約３００ペソ（日本円で約

900 円）程度です。 

 

食事は一日１回～2回、病気になれば無料の診療所を受診しますが、その後の治療、お薬

は有料な為、住民たちは極限まで我慢をします。そして慢性的に栄養不良の子供たちの中に

は虫歯の菌が全身に及ぼし死亡してしまう子も少なくはありません。 

 



 

 今回、私たちの到着が大幅に遅れてしまいましたが、

住民のみなさんはずっと炎天下の中私たちを待ってい

て下さり、バスが到着すると大きな歓声が沸きあがりま

した。 

 

そして、高校生を中心に現地スタッフが事前に調査した

このエリアで最も貧しい家庭 600 世帯にみなさんから

ご支援いただいた物資を直接渡すことができました。 

 

 

 

 

2 月 8 日 活動 2日目 医療奉仕活動初日 

 

 今回は A 班 / B 班 の二班に分かれそれぞれ別の会場で活動を行いました。 

 

A 班 

 場所：ケソン市 「BARANGAY DAMAYAING LAGI」 

B 班 

 場所：ケソン市 「BARANGAY MANRESA DIST 1」 

 

 マニラ市の中心部から車で約 40 分に位置するケソン市。ここはメトロマニラに次ぐ商業

都市でビルや富裕層の住宅街が立ち並ぶ地区です。 

今回はＡ班 ／ Ｂ班 が二つに分かれそれぞれ別会場での活動となりました。実際の距

離にしては車で 10 分程度ですが、ここでは街の中心に無数のスラムが形成され、このエリ

アは東京ドーム約半分の規模もある非常に大きなスラムとなっています。 



 

Ａ班はスラムの中を通る一部の道路を封鎖し、両脇に

立ち並ぶ建物からテントを張り、まさに野戦病院のよう

な屋外での活動となりました。 

 

 

 

 

Ｂ班はそのエリアの住民たちが利用する大

きな屋根つきのバスケットコートを利用した

活動となりました。 

ここには約 32,000 人が住み、主にビル建設

や工事現場の仕事に就いています。しかし、

一日の収入は約300ペソ（日本円で約900円）

程度です。 

 ここでは病気になれば住民たちは村のリー

ダーに助けを求め、国から支給されているわ

ずかな支援金でわずかな薬を購入します。し

かし、歯の治療を受けることはできず、今回

のようなボランティア・ミッションがやって

くるのを神様に祈るだけだそうです。 

 私たちの活動はみなさんのお役にたちまし

たか？と尋ねると「本当に心から感謝してい

ます。」「住民が多いので是非これからも私た

ちを助けて欲しい。」と言ってくれました。 

 

  



2 月 9 日 活動 3日目 医療奉仕活動 2 日目 

 

 場所：ケソン市 「BARANGAY NORTHBAY BILD NORTH」 

 

 前日のエリアからさらに車で 20 分程度。こ

こは昨年訪れたトンド地区に隣接するエリア

です。バスで移動している際右側には数年前に

閉鎖されたゴミの埋め立て場「スモーキー・マ

ウンテン」が見えます。青々とした木々に覆わ

れた大きな山の中は実は全て埋められたゴミ

です。その周りには「スカベンジャー」と呼ば

れる、ゴミの中から換金できる物を拾い生計を

立てる人たちが沢山住んでいます。 

 バスが今回の活動場所につきました。車を降

りると鼻を劈くような異臭がします。 

 このエリアはケソン市内で最も貧困率が高

く、約 20,000 人の人たちが暮らしています。

公立の無料の小学校には 80％の子供たちが通

っていますが残りの 2 割は親が自分の仕事を

手伝わせ、スカベンジャーとしてわずか５歳ぐ

らいから一人の働き手として家族を支えてい

ます。ここでも「麻薬」「売春」の問題は根強

く、多くの人たちが職を持てない為、貧困が貧

困を呼ぶ負の連鎖が親から子へと続き、なかな

か貧困から抜け出すことができません。 

 ここでは病気になると無料のヘルス・センタ

ーがありますが、その後の治療費、お薬 

は有料の為、住民は極限まで我慢をします。 

 しかし、現在は市長の政策で治療費が無料に

なったそうです。それは現在フィリピンでは国

政選挙の最中で「政治家たちは住民の票の確保

のためにこの時期はいつもこんなことをやる。」

と、村のリーダーがぼやいていました。 

  



 

またこのエリアではスラム見学を行いました。 

 

 

木や竹、トタンやブロックを繋ぎあわせただけのバ

ラック。路上には数日前に降った雨がまだ水たまり

として残り、ぬかるんだ汚泥には犬の糞尿が浮いて

います。 

 

 経験したことのないような悪臭が鼻を突きます。

目の前に一人の女の子が何やら下を向いています。

見るとゴミの山からペットボトルとビニールを仕分

けしています。 

わずか 5 歳。痩せ細った体でうつむきながら一生懸

命ゴミを拾っています。 

 ここではお米30袋を現地リーダーの要請で最も貧

しい家庭に配ることもできました。 

  



2 月 10 日 活動最終日 物資支援活動 

 

場 所： 「カビテ市 バランガイ・サラマ・マルケティス」 

配 布 物： 一人につき「歯ブラシ 10 本・タオル 2枚・固形石鹸 2個・お米 2キロ」 

対象人数： 600 人 

 

 このエリアは十数年ハローアルソンが物資の

支援を行っている所です。 

マニラ湾に面したこのスラムに住む人たちは主に

漁業を生業としていました。しかし、政府の開拓

事業の為、スラムの人たちが住む漁場が数年前よ

り埋め立てられ、漁獲量も減り更なる貧困を招い

ています。 

 ここには約 7,000 人の人たちが住んでおり、毎

年訪れる私たちを心待ちにしてくれています。こ

こでは物資配布の前に、高校生たちが事前に各

地元で様々な所で呼びかけ、支援して頂いたバ

スケットボールや手製のおもちゃ、そして約 10

万円の募金を渡しました。この地区で最も貧し

い家庭 600 世帯が最初に選ばれ、上記の物資を

高校生たちから直接手渡されます。その後、地

元のリーダー達を中心に、残りの人たちには何

らかの支援物資が行き渡るようお願いをしまし

た。また、この地区には今回のミッションで余

った薬剤、抗生剤や痛み止めなど１５０人分を

寄付しました。 

 

  



２０１６年度 現地治療内容および患者数 

 

 

医療奉仕活動 

１日目 Ａ班 

医療奉仕活動 

１日目 Ｂ班 

医療奉仕活動 

２日目 
総 合 

保 存 101 44 54 199 

抜 歯 124 101 260 485 

予防・その他 111 108 270 489 

投 薬 124 103 260 487 

患者数 336 253 584 1,173 

 


