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AJWCEF 会員及びご支援を頂いております皆様へ 

オーストラリア日本野生動物保護教育財団 

理事長 水野 哲男 

平素より AJWCEF の環境、野生動物保護活動及び啓発活動にご理解とご支援を賜り誠にありがとうございま

す。AJWCEF では環境、野生動物保護の啓発プログラムやスタディーツアー、トレーニングコースを定期的

に開催し、皆様に健全な自然環境や生態系の維持が重要であることを再認識していただくように努めていま

す。 

 

オーストラリアは過去 25 年にわたり持続的な経済成長を続けており、深刻な不況を経験することなく今日

に至っています。オーストラリアの人々はこの国の広々とした大地、青い海、豊かな自然、そして 80 階を

超す近代的なビルの立ち並ぶ大都市の生活の両方を満喫しています。しかし、その豊かさの陰で、地球環境

を脅かす弊害が起こっています。人類の繁栄の象徴の一つともいえる物質文明は「使い捨て社会」を作り上

げました。このような社会からは大量の廃棄物が生み出され、それらは自然環境や野生動物に重大な影響を

与えています。その中でも特に深刻なごみは石油化学製品のプラスチック（非生物分解性）です。AJWCEF

が本部を置くクィーンズランド州でも海亀などの海洋生物や海鳥がこれらのプラスチックごみの誤嚥など

により命を奪われるケースが頻繁に起こっています。また、微細断片化されたプラスチック（マイクロプラ

スチック）が食物連鎖により人体にも入り、健康被害の危険性が指摘され始めています。 

 

オーストラリアでは一般家庭ごみをほとんどの場合焼却せず、ランドフィル（埋め立て法）により処理をし

ています。しかし、この方法は化学物質や重金属による土地の汚染、メタンガスの発生、プラスチック片の

環境への拡散などの弊害を起こす可能性が高いと考えられています。よって、AJWCEF は先進的な焼却技術

などによる適切なごみ処理への変換を進めるようにオーストラリアで提言を行っています。 

このように AJWCEF は環境、野生動物保護の分野を通じ、広く社会に貢献してまいります。どうか皆様の末

永いご支援をお願い申し上げます。 

 

 

 



 

 

AJWCEF の 4 つのパートナー施設でインターンシップができるチャンスです！期間は空き状況によりますが、

各施設最長一ヶ月となり、オーストラリアでの野生動物保護や動物医療、動物福祉、環境保全などについ

ての理解をより一層深められる素晴らしい機会となるでしょう。 

 

インターンに参加するには正式なインターンシップビザを取得する必要があります。ツーリストビザなど

の他のビザでインターンを行うと違法となってしまいます。このビザ申請にはオーストラリア連邦政府移

民局の正式認可を得た団体が受け入れスポンサーになる必要があります。しかし心配はご無用です！

AJWCEF は野生動物や環境関係のインターンシップで認可を受けている唯一の団体であり、参加者のインタ

ーンビザの取得をサポートします！ 

 

対象は獣医学、環境学、動物学、海洋科学等の学生、もしくは関連分野で実務経験のある方です。インタ

ーン受け入れには定められた審査があります。また、インターンシップには通訳が付きませんので、基準

以上の英語能力（IELTS オーバーオール 5.5 以上）が必須となります。（英会話に自信のない方は、イン

ターン開始前に AJWCEF のパートナーであるクィーンズランド大学で語学研修を行い、英語力を上げるこ

とも可能です。詳しくは AJWCEF までお尋ねください。） 

費用はご希望になる施設の数や期間などによって異なります。 

詳しくはＡＪＷＣＥＦ本部までお問合せください。メールでのお問合せ：info@ajwcef.org 

 

 

 

クイーンズランド州立 デービッドフレー野生動物公園 

自然ではほとんど見ることの出来ない絶滅危惧種を含む様々なオースト

ラリアの固有種たちとふれあい、その飼育管理を学ぶことができます。

４つの異なった生息地域（湿地帯、雨林地帯、マングローブの森および

ユーカリの森）が作られており、より自然に近い環境で飼育することを

大切にしています。これは 1952 年にこの公園を開設した自然環境動物学

者デービッド・フレー博士の理念を受け継いだものです。博士は、非常

に難しいとされるカモノハシなどの様々なクイーンズランドの固有種を

飼育下で繁殖することに世界で初めて成功した人物です。現在はクイー

ンズランド州政府の環境教育施設として、社会教育、環境保護観光、野

生動物保護及び研究調査を行っています。また、病気や怪我、孤児の野生動物のための動物病院が併設されて

おり、毎年 1500 頭以上の野生動物が治療を受け自然に帰されています。あなたも絶滅危惧種の飼育下におけ

る繁殖や回復プログラム、飼育管理や展示について学びませんか？ 

 

●デービッド フレー野生動物公園のとても珍しい動物たち●  

ヒクイドリ（絶滅危惧種）、マホガニーグライダー（絶滅危惧種）、ジュリアク

リークダナート（絶滅危惧種）、グレータービルビー（絶滅危惧種）、プロスパ

インロックワラビー（絶滅危惧種）、コアラ（絶滅危急種）、カモノハシ 、ラム

ホルツ木登りカンガルー（生息数の減少が懸念）、ディンゴ 、淡水ワニ、入り江

ワニ、各種の爬虫類など 。 
 

インターン受け入れ施設① 

mailto:info@ajwcef.org


 
 

クイーンズランド州立 モギルコアラ病院 

世界で唯一の公立のコアラ病院であり、野生に戻す事を目的として治療を行なっています。土地開発が進

むにつれ生息地が失われたり断片化され、そのストレスにより日和見感染症に罹りやすくなったり、交通

事故や飼い犬による攻撃に苦しむコアラがたくさんいます。2 人の獣医師と 6 人のレンジャーの他に、約

40 人の市民ボランティアがおり、患部の洗浄、補助食や薬を与えるなどの治療のお手伝いを毎日献身的に

行なっています。こうしたボランティアの中には野生動物の救助や、孤児となったコアラ、カンガルー、

ポッサムなどの赤ちゃんを自分達の家で育てる活動をしている野生動物ケアラーたちもいます。このよう

な野生のコアラたちのために現場で奮闘する人々と一緒に活動してみませんか？ 

 

 

カランビン野生動物保護区 野生動物専門病院 

カランビン野生動物保護区の創立者アレックス・グリフィス氏は 65 年

以上前に病気や怪我の野生動物のケアを始め、1989 年にカランビン野

生動物専門病院が誕生しました。そして、年間 8000 頭の病気、怪我、

孤児の野生動物の患者を受け入れるまでに成長し、今では世界で最も多

忙な野生動物病院の一つとなりました。また併設されたリハビリステー

ションでは、一般市民によって救助された猛禽類を含む野鳥や、コアラ

などの有袋類たちが入院しています。現在までに、5 万頭以上の固有種

が無料で野生動物専門の最先端医療を受けて野生にかえされました。 

インターンでは野生動物の治療、リハビリや飼育管理への参加および見学を行ないます。 

 

 

クイーンズランド大学 大学動物病院および大学付属施設 

クイーンズランド大学は、クイーンズランド州最古の名門総合大学であり、その獣医学部の世界トップク

ラスの動物病院では、内科および外科治療などの高度獣医医療を野生動物を含む様々な動物に提供してい

ます。獣医師の殆どが専門医の資格を有しており、動物看護師もまた非常に高いレベルの技術を持ってい

ます。ここでは臨床診療や救急医療、リハビリテーション、飼育管理、さらに野生動物の救護と治療への

参加および見学を行います。 

 

 

 

 

 

 

     ※インターンの活動内容は、各施設の都合により変更になる場合があります。 

インターン受け入れ施設② 

インターン受け入れ施設③ 

インターン受け入れ施設④ 



動物との距離がとても近かったこ

と。また、エンリッチメント(生活

の質を上げる、豊かにする)のため

に様々な餌をやったり、植物の配置

を変えてみたりと工夫を凝らしてい

たこと。日本の動物園とは居心地の

良さが違う気がした。 HMさん 

2016年 8月トレーニングコース（初級）レポート 
 

 

デービッドフレイ野生動物公園で一番印象に残っていることは何ですか? 
 



野生動物ケアラーさん訪問で印象に残っていることは何ですか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

家の中にユーカリの木を設置しコアラ専用の部屋を作り、世話をするというのは生半可な気持ちではで

きないと思う。コアラ一匹の世話をするだけでも大変な仕事だと思った。Ｈ・Ｍ. 

 

ベテランのケアラーさんが他の人にコツを教えながら、大人同士で協力して動物をケアしているところ

が、とてもアットホームに感じた。日本獣医生命科学大学 Ｙ．Ｈ． 

 

コアラのケアラーさんのお宅に訪問させていただいた際に、家庭内にコアラ専用の部屋があり驚きまし

た。ケアラーさんのお宅で聞いたオーストラリアの野生動物に対する学習の場の多さも、日本にはない

取り組みであり、日本に必要な取り組みであると感じました。  

堀場文菜 麻布大学獣医学部獣医学科 5学年 

入院患者のほとんどが病気を抱えていたこと。 

コアラが減少してしまっている原因として、地球

温暖化により山火事が多発していることは日本で

も知っていましたが、開発による生息地の減少や

ロードキル、飼い犬に咬まれる等、人間活動によ

る直接的な影響がかなりあることが、先生のお話

や解剖で実感しました。犬に噛まれたコアラは、

解剖することで、外傷はなくても内臓がひどく損

傷を受けていることがわかりました。色んなこと

を教えてくれた彼らに感謝いたします。Ｒ.Ｈ. 

 

実際にコアラの入院スペースとしてどのくらいの入

院室を用意しているかや、ごはんのあげ方、接し方

を実際に見る事は本やネットで調べるよりはるかに

コアラの生態を知ることができてよかったです。 

堀場文菜 麻布大学獣医学部獣医学科 5学年 

 

 

ユーカリの種類はとても沢山あるがコ

アラは選り好みをし、自然界ではそれ

らの木が減少してコアラの生息域が狭

められている。コアラ病院がコアラの

治療を行って自然に還す取組みは重要

であるが、入院中に与えるユーカリを

栽培したり、政府や学校などにプラン

テーションの協力を依頼して環境作り

に取り組んでいることも素晴らしいと

思った。 

日本獣医生命科学大学 Ｙ．Ｈ． 

 

モギルコアラ病院のプランテーション（植林

とレクチャー）について… 

コアラは新芽を好むのに加え、それぞれにユ

ーカリの好みがあるため、コアラが多く保護

されている Moggill Koala Hospitalでは非常

に多くのユーカリを育てていること。 

オーストラリアのある小学校では、校舎の周

りにコアラ保護のためにユーカリを植えてい

るといいます。こういった活動はいつもコア

ラを身近に感じ、野生動物は仲間、守ろうと

いう意識が芽生えるきっかけになります。そ

ういった子達が大人になって社会を動かす立

場になったとき、心の片隅にでもその意識が

あれば自然と共生できるように働きかけてい

くはずです。環境教育はとても大事だと改め

て感じました。Ｒ.Ｈ. 

 

モギルコアラ病院＆ユーカリプランテーションで学んだ事はどんなこと？ 



 

野生動物の診療がタダというのは日本では考えられな
いことなので驚いた。また、獣医師として働いていた
日本人女性がとても輝いて見えた。かっこよかった。
カヌーではコウモリの大群を初めて見たこと。夜に花
粉を運ぶ動物なので生態系のなかで重要。 
H・M 

カヤックに乗って野生のコアラが見られたの
は非常に嬉しかった。またコウモリを間近で
見て、想像以上の大きさに驚いた。 
日本獣医生命科学大学 Ｙ．Ｈ． 

カランビン野生動物病院では、外から病院内がよく見
えること。治療室、手術室がガラス張りで外から普通
に子供たちが見ていたこと。 

こんなにもオープンな動物病院は初めてでした。治療
室でハリモグラが治療を受けていたり、猛禽が定期検
査で内視鏡を入れられているときも、小さな子供やそ
の家族がじっと見ていたり…この方針はとてもいいな
と思いました。人為的に傷ついた野生動物を救護する
現場を、動物園の来場者が実際に見て野生動物を身近
に感じ、その現状を知ることができます。またそれに
よって寄付の精神が高まって運営するための寄付金を
集めることもできます。「教育」はとても大事だと思
っているので、多くの人が集まる動物園でこのような
活動をしていることはとてもいいなと思いました。 
(どこまで野生動物を救護するかは難しいところでは
ありますが、今の私の考えは、人為的な原因で個体数
が減っていない限り、自然淘汰されるはずの動物たち
は自然の摂理でそのままにしておくべきだと思ってま
す。) R.H. 

 

カランビンでは鳥類の内視鏡を初めて見るこ
とができ、腹部にメスを入れて内視鏡観察を
行う手技に驚きました。また、オペ室などを
ガラス張りにすることで、行っている治療を
万人に見てもらうという病院の姿勢に驚き、
とても感銘を受けました。 
堀場文菜 麻布大学獣医学部獣医学科5学年 

ガットンキャンパスでは広大な敷地に
多くの動物がいて、解剖標本を学ぶ専
用の教室や爬虫類の飼育施設など自分
が通っている獣医大学との違いを目の
当たりにして、素直に羨ましいと感じ
ました。 
堀場文菜  
麻布大学獣医学部獣医学科5学年 

自分は日本の獣医学生なので、クイーンズラン
ド大学で見た日本とオーストラリアの勉強環境
の違いには愕然としました。まず大動物につい
ては動物の数、広さも違うので学べる事が大変
多いのだろうと思い羨ましく思いました。 

また勉強環境も、標本やたくさんの解剖展示物
もあり、これは日本でも大学毎に異なると思い
ますが、少なくとも私の大学にはない環境であ
り大変羨ましかったです。学生も話し合いなが
ら勉強していて、勉強姿勢に日本の学生との差
を感じました。 

獣医学部以外の参加者がどう感じたかわかりま
せんが、少なくとも私はガットンキャンパス見
学で大いに刺激を感じる部分がありました。 
堀場愛未 麻布大学獣医学科５年 

カランビン野生動物サンクチュアリ 

野生動物病院訪問＆カヤックによる野生動物観察 

はどうでしたか？ 

 

クイーンズランド大学に訪問し、研究者たち

のレクチャーを受けたり、野生動物研究施設

を見学しましたが、いかがでしたか？ 

AJWCEF ホームページ体験談のコーナーもチェック！http://ajwcef.org/category/experiences 



～イプスウィッチ コアラ保護協会～ 

会長 ルース ルイス 

環境遺産保護局（ＥＨＰ）によって最近実施された

研究（2015）の全ての報告は、コアラコーストと呼

ばれるサンシャインコーストからゴールドコースト

の地域でコアラの生息数が 80％も激減したことを

示しています。 

この憂慮すべき統計情報により、政府は専門家委員

会を立ち上げ、コアラの保護に１２５０万ドルを確

保しました。 

これはコアラが既に機能的に絶滅、もしくは完全に

絶滅している地域では、高い確率で遅すぎるように

思われます。（報告は環境遺産保護局のウェブサイ

トで見ることが出来ます。） 

 

 

 

 

 

 

イプスウィッチコアラ保護協会のコアラ分布図、統

計や記録はイプスウィッチ市が今でも健康なコアラ

が多く住む場所であることを裏付けています。ビ

ル・エリス博士は最近、イプスウィッチ市内や周辺

において調査を行ないましたが、彼の調査は私たち

の主張を立証しています。（エリス博士の調査の結

果はインタネット上で見る事が出来ます。） 

教育や地域社会へのコンサルタント業務は、私たち

のコアラやその生息地の保護を強める努力において、

非常に重要な役割を果たしています。イプスウィッ

チ市は都市化しようとしています。 

 

イプスウィッチ市は、イプスウィッチコアラ保護協

会にコアラのエキスパートという称号を与え、彼ら

とのパートナーシップにおいて私たちは専門的なア

プローチを取っています。 

残念ですが、私たちにコントロールできない事もあ

ります。誰もが素敵な生活を送りたいと思っていて、

それが悲しいことにコアラの生息地でもある場所で

起こっているのです。私たちの望む良い生活、電子

レンジ、洗濯機、照明、車２台、ペットなど…こう

したものは全て環境に負担をかけます。 

 

意見を聞き、政府機関や市、開発業者や鉱山産業な

どと協力することは、傍観し誰かが何かやってくれ

ることを願っているより良いことだと信じています。 

私はいま、コアラ教育センターの必要性と、設立の

適切な時期についてイプスウィッチ市議会との話し

合いをしている最中です。まだ初期段階ですが、私

は叶うと期待しています。建設地のアイデアはあり

ますし、そう簡単には諦めません。 

 

 

  地方自治体、地域コミュニティとの取組み 

 

イプスウィッチ市議会と土地の所有者間の画期的な

プログラムは、地域に住むコアラの保護における最

終ステップです。 

 

市議会の初のコアラ保護協定は、2016 年 6 月 3 日、

イプスウィッチコアラ保護協会本部にて正式に調印

されました。 

 

イプスウィッチコ

アラ保護協会のボ

ランティアチーム

は地域でのみなら

ず、州全体におい

ても素晴らしい仕

事をしています。

年間 20000km 以上を移動してコアラやその他の野

生動物の救助活動を行なっています。 

（写真提供：イプスウィッチコアラ保護協会） 

 

 

このようにイプスウィッチコアラ保護協会は、野生動

物の救助や孤児のケア、リリース活動のみならず、生

息地そのものを保護するために市議会と地域社会への

働きかけも行なっています。またブリスベンから

1000km 以上離れたクイーンズランド州内の遠隔地に

も赴き、救助＆リハビリ活動のノウハウについてプレ

ゼンを行ないネットワークを広げています。 

彼らの決して諦めない力が多くの人に伝わり、野生動

物の生息地を守るための大きな力になろうとしていま

す。AJWCEF も彼らを支援し続けていきます！ 

 



 

レスキュー隊のケアラーさんに聞いてみよう！！のコーナー 

★イプスウィッチコアラ保護協会番外編★       

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

棒の先にネットを固定して、コアラの頭の上に配置して振りながら降

ろしていきます。するとコアラが少しずつ降りてきます！そして、木

の下に小さな移動用のケージを準備し、その中にコアラを収めます。

鎮静剤を使用ないので、危険をともなうこともあります。 

 

この棒の先に枝きり鋏をつければ、高いユーカリの枝を切るときにも

使えます！ケアラーはみんな自分達でユーカリを採りに行かなければ

ならないので、赤ちゃんを育てるのは本当に大変です！ 

 

野生動物の救急車を見せてください！ 

最も忙しい時期は？ 

8～2月の暖かい時期がコアラ
の繁殖期で、コアラたちが活
動的になるため交通事故や犬
の攻撃が増えるので、最も多
くの通報があります。10月に
は、私だけで少なくとも 10頭

のコアラを救助しましたよ！ 

←後ろの部分には救助とユーカリ採

集に必要な道具や、動物を運ぶため

のケージが積まれています。 

レスキューにはどんな道具を使っていますか？ 

この道具はどうやって使うんですか？ 

 



活動報告 
2016年 5月から 2016年 10月末まで 

 
セミナー2016年 11月 

1. 大阪府立生野高等学校 2016 年 11 月 16 日 

 水野哲男「海洋ごみと海洋生物への影響」  

 コアラ病院院長アラン・マッキノン獣医師 

「The challenge of northern hairy nosed wombat conservation」 

2. 鹿児島大学 2016 年 11 月 17 日 

 水野哲男「野生動物保護における国際関係－オーストラリアと日本」 

 コアラ病院院長アラン・マッキノン獣医師 

「The challenge of northern hairy nosed wombat conservation」 

3. 山口大学 2016 年 11 月 19 日 

 水野哲男「野生動物保護における国際関係－オーストラリアと日本」 

 コアラ病院院長アラン・マッキノン獣医師「The challenge of northern hairy nosed wombat conservation」 

4. 東邦大学付属中学校・高等学校 2016 年 11 月 22 日  

 水野哲男「オーストラリアの動物保護の現状」 

5. 横浜市立金沢動物園 2016 年 11 月 23 日 

 水野哲男「コアラの危機とその保護」  

 コアラ病院院長アラン・マッキノン獣医師「コアラの不思議 その生活から病気まで」 

6. 岩手大学 2016 年 11 月 24 日  

 水野哲男「世界の扉を開く 海外留学から得たこと」 

 コアラ病院院長アラン・マッキノン獣医師「The challenge of northern hairy nosed wombat conservation」 

7. 横浜サイエンスフロンティア高等学校 2016 年 11 月 25 日 

 水野哲男「オーストラリアのオオコウモリにおける人獣共通感染症ウイルス」 

 コアラ病院院長アラン・マッキノン獣医師「The challenge of koala conservation」 

8. 東京農工大学 2016 年 11 月 26 日   

 水野哲男「野生動物保護における国際関係」  

 コアラ病院院長アラン・マッキノン獣医師 

「The challenge of northern hairy nosed wombat conservation」 
 
 

インターネット中継教育 

1. オーストラリア ブリスベン市、レッドランド市、イプスウィッチ市、

ゴールドコースト市などにある野生動物及び環境保護施設やクリーブラ

ンド地区高校、プレンベール小学校と、岐阜県可児市にある可児工業高

校、東明小学校や大阪の梅香小学校を中継で結び、オーストラリアの自

然、生活、環境保護活動などを英語で紹介する中継教育活動を実施。 
 

梅香小学校とモギルコアラ病院を中継で結んだ英語での環境教育が大阪日日新聞（2016 年 11 月 6 日）

で紹介されました。 
https://www.nnn.co.jp/dainichi/rensai/eigo/161106/20161106032.html 

 

スタディツアー 

1.2016年 8月 東邦大学付属高等学校 

https://www.nnn.co.jp/dainichi/rensai/eigo/161106/20161106032.html


2.2016年 8月 明海大学 

3.2016年 8月 可児市かにっこ海外交流訪問団（中学生＆高校生ツアー） 

4.2016年 9月 日本獣医生命科学大学 

 

野生動物保護トレーニングコース 

1.2016年 8月下旬 トレーニングコース（初級） 

 

出版（本） 

1. 水野哲男「海洋環境のごみ問題とオーストラリアのごみ処理の現状」『サスティナビリティ・サイエン

スとオーストラリア研究：地域性を超えた持続可能な地球社会への展望』内、早稲田大学オーストラリア

研究所監修、オセアニア出版 

 

事業 

1.ユーカリ植林事業 

 （モギルコアラ病院、プレンベイル小学校、ケンモア・サウス小学校、AJWCEF での共同事業継続中） 

2．オーストラリア日本研究交流事業 

 （クイーンズランド大学、日本獣医生命科学大学、モギルコアラ病院、デービッドフレー野生動物公園

等) 

 

寄付  

1.クイーンズランド州環境遺産保護省（モギルコアラ病院）：＄1980 

2.クイーンズランド州環境遺産保護省：＄910 

3.イプスウィッチコアラ保護協会：＄300 

 

      トレーニングコースのお知らせ 

オーストラリア野生動物保護トレーニングコース（上級）（初級） 

ご好評により、両コースともキャンセル待ちでのお申込になります！ 

キャンセル待ちご希望の方は申請書をお送りください。 

 

上級 開催期間 2017年 3月 4日～3月 12日 

募集人数：14名（最低催行人数：7人） 

 

初級 開催期間 2017年 3月 13日～3月 26日 

募集人数：12名（最低催行人数：10人） 

 

詳細はＡＪＷＣＥＦの新しいホームページ 

http://ajwcef.org/からご確認ください。 

メールでのお問合せ：training@ajwcef.org 

 

 

 

 

 

８月野生動物保護トレーニングコース 

（初級） 

http://ajwcef.org/
mailto:training@ajwcef.org


 
  

 

AJWCEFのホームページが新しくなりました！！ 

http://ajwcef.org/  
 
AJWCEFの会員メンバーによるオーストラリアの野生動物

や環境保護に関するブログもこの新しいホームページでご

覧になれます！ 

 

過去のブログ記事も「カテゴリー」からチェック！！ 

http://ajwcef.org/category/blog 
 

 
 

 AJWCEFは クイーンズランド大学附属英語学校

（ICTE）の 正規留学エージェントになりました！ 

ＡＪＷＣＥＦ留学部門  

「ワイルドライフパートナーズ」 

メールでのお問合せ： ryugaku@ajwcef.org 

 

他の大学、教育機関への進学の相談もＯＫ！ 

トロピカルな青い海、さまざまな動植物があふれる大

地！広大な自然と世界の人々が集まる国際都市、ブリス

ベン。あなたも仲間になろう！！JOIN US!! 

 

 

会員 (個人 • 法人) 募集 及び 支援寄附のお願い 
 

皆さまのご支援が小さな命を助けます。 

詳細は、AJWCEFのサイトwww.ajwcef.org『入会・寄付』のページにお進みください。 
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