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「今年も会えた。みんな大きくなった」と実感した。ランガマティの寄宿学校のモノゴールにもす

っかり慣れて、笑顔を見せるようになった。クキ（右から 2人目）の耳が聞こえなくなったことが

ずっと気がかりだ。この笑顔消えないように 
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2016 年度の重要なトピック 

 

 

(1) チッタゴン丘陵の外国人入域規制の緩和 

 2014年度から始ったチッタゴン丘陵における外国人の入域規制は、ランガマティ県では徐々に緩和

されつつあり、その後 2回の入域に成功し、活動の調整を行なった。カグラチョリ県では 2016年度初め

て入域はできたものの、警察機関の 24時間体制の同行と監視が行なわれる状態だった。活動は無事

継続できているが、今後も慎重な活動が必要である。支援活動、和平活動を続けるためにも、慎重な

関わり方が必要となっている。 

 

(2) 北東インド・ナガランド州との接点づくり 

  新たに北東インドの紛争地であるナガランドを調査することができた。ここでもチッタゴン丘陵と似た

状況が続いている。主流武装グループによるインド政府との和平プロセスが佳境を迎えており、ジュマ・

ネットとして、この地域でどのようなかかわりが持てるかを模索した。現時点では和平活動へのかかわり

と学びを深める「つながりプロジェクト」を模索中である。 

 

(3) ロヒンギャ難民支援活動 

  2016年 10月に発生したロヒンギャ武装グループの襲撃に端を発し、大規模なミャンマー治安部隊

による襲撃により、約 6万 9千人のロヒンギャ難民がバングラデシュに側に流入した。この事態に対して

ジュマ・ネットはこの事件を「チッタゴン丘陵と同質な問題」としてとらえ、緊急救援活動を展開した。特

に被害のひどい 600世帯を対象に、食料支援を 3月から開始することができ、現在も支援は続いてい

る。 

 

(4) チッタゴン丘陵におけるレイプ被害女性支援の終了 

  2009年から始めた「チッタゴン丘陵におけるレイプ被害女性の支援活動」は第 2フェイズまですすみ、

2016年度をもって 8年間の活動を終了することができた。パートナー団体の KMKSの活躍により、地域

社会の関係者の多くに、女性への暴力の回避、女性の権利を認識する環境をつくることができた。 

 

 上記の活動を進める上で多くの方々のご理解をご協力をいただきました。本当にありがとうございます。

これからは、北東インド、ロヒンギャも含めた広域な平和活動を考えていきたいと思います。どうぞ 2017

年度もよろしくお願いします。 

 

共同代表 トム・エスキルセン、下澤 嶽 
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2016 年度 活動報告 

 

１ 平和促進活動 

 

(1) 国連機関等を通じた平和促進活動 

 2016 年 5 月に開催された第 15 回 国連先住民族問題常設フォーラムに参加して、先住民族

団体の声明文作成などを手伝ったほか、国連政治局（DPA）、PKO 局など国連機関と個別に面

談して CHT 問題への対応を要請した。2015 年度に発行したチッタゴン丘陵白書の英文抄訳と

軍による人権侵害に関する新しい報告書を国連機関や NGO、先住民族団体に配布した。 

  

 

 

(2) チッタゴン丘陵委員会の支援 

 2014 年夏の現地ミッションが入植者に襲撃され、2015 年秋にコーディネーターが退職して

から活動が停滞しているが、2016 年度も国連先住民族問題常設フォーラムに共同代表らが参加

して国連機関との調整を行ったほか、幾つかの声明文を出して現地新聞に取り上げられた。ジ

ュマ・ネットからの資金支援は昨年度で一旦終了している。 

 

(3) ナガランドにおける調査活動 

これまでジュマ・ネットは何度かナガランド州の民族対立を探るために調査を行なってきた。 

現在ナガランドの抵抗グループは、インド政府との最終和平交渉段階にあり、民族内部で自

治のあり方の最終提案をまとめる活発な議論が続いていた。しかし 6 つから 7 つに分裂した抵

抗グループのとりまとめは簡単ではなく、大手武装グループの独走に対する懸念の声が聞かれ

た。和平の話し合いが継続中のため、内紛は一時期よりも収まっているものの、和平後にさら

に意見の違いをめぐって内紛が再開される可能性がある。 

ナガランドの和平プロセスは複雑かつ長期にわたるため、現地社会の信頼を得るためにも時

間をかけた関係づくりが必要である。そのため、「つながりプロジェクト」的なものを先方のグ

ループに打診し、プロジェクト形成の可能性を模索した。 

 

国連の UNPFII で先住民族の委員たち 
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(4) コルポナ・チャクマのフィルムづくり 

 この活動は年度計画になかったものだが、1997 年のコルポナ・チャ

クマの誘拐事件の真相を求める運動の高まりを受けて、事件に関係し

ていた当時の関係者の証言と事件の顛末をまとめたフィルムを作成し、

ジュマ市民の運動の意義を確実なものにすることと、国際世論をさら

に高めることを目指した。完成は 2017 年 4 月の予定であったが、な

れない編集作業であったことや、現地の政治状況から時間がかかり、

6 月中には完成する見込みである。 

 

 

２ 被害者支援活動 

 

(1) ドゥルバルネットワークを通した女性支援活動 

  第 2 期目の「レイプ被害女性の支援プロジェクト 3 か年計画」（2014-2016）の 3 年目にあたる事業

をKMKS（Kagrapur Mohila Kalyan Samity）と実施した。3年目の活動は、レイプ・虐待被害女性の支

援、司法支援を行なうとともに、地域の活動家、行政関係者などの活動グループの活性化とケアをし、

女性への暴力の抑制と権利について具体的な活動を行なった。また、高校やカレッジ複数個所で「女

性の権利とＤＶ法」「レイプ被害の対応」について、広く啓発活動を行なった。 

  第 2 フェイズ最終年にあたり、共同の評価ミーティングを行なった。指摘されたこととして「地域にお

ける政策決定者、知識人、活動家の女性の権利と暴力からの保護に関してはよく理解が深まった」「行

政関係者や警察との連携が進んでいる」といった面が評価された。片方で「司法に訴えるケースがある

が、時間と費用がかかる」「レイプ被害者の病院の陽性判定を出したがらない」といった残された課題な

ども出された。ジュマ・ネットとしては、実質 6年（手続き期間を入れると 8年）の活動に一度くぎりをつけ、

活動を終了することとした。 

  また、KMKSの創設者のシェファリカ・トリプラ氏が、バングラデシュ女性起業家協会から 2017 年

3 月 15 日に、「チッタゴン丘陵の女性を励まし続けた」と授賞を受けた。 

 

州都のコヒマ ナガの人権団体の NPMHR の総会に参加 

募金を呼びかけたチラシ 
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(2) 紛争被害児童・生徒への奨学金支援活動 

 紛争や襲撃事件で親を亡くし、またはレイプ被害にあった児童・生徒の教育支援を 2009 年から開始

し、現在もこれを継続している。 

2016 年度は多くの児童・生徒が寄宿学校モノゴールの生活に慣れ安定した勉強を続けた。昨年の

支援対象の 12名中、高校卒業認定試験に 4名が合格した。また片方で 1名が支援を卒業し大学へと

自力に進んでいった。結果今年度は 11名の児童・生徒の支援を行う。詳しい情報は(8p を参照) 

 

(3) ロヒンギャ難民支援活動 

 2016 年 10 月 9 日、バングラデシュ国境近くのミャンマー、モングドウで武装ロヒンギャグ

ループが警察 9 名を襲撃殺害した事件を発端に、国軍、国境警備隊、警察、民兵が一体となっ

た大量殺害と弾圧が始まり、約 1,000 世帯への放火、約 600 名の不当逮捕、約 300 名の無差別

殺害、大量のレイプ被害を発生させた。そのため、約 7 万人近いロヒンギャがバングラデシュ

国内に難民として流入してきた。バングラデシュは難民受け入れ作業を IOM（国際移住機構）

に一括してまかせ、限定的だが支援活動を始めた。 

 ジュマ・ネットは現地NGOのAPCD（Association for Pisciculture and Cattle Development）

と連携し、3 月から政府から指定された一部のキャンプで食料支援活動を開始した。3 月は約

300 世帯、4 月以後は増加し 600 世帯に対して、週 1 回のペースで圧縮米、ビスケット、砂糖、

などを配布した。6 月現在も支援活動が継続している。 

 APCD が行った世帯調査では、キャンプ内の約 88%の成人女性がレイプ被害により妊娠して

おり、約 250 名の成人男性（夫）が殺害されていることが分かっており、特に被害のひどい世

帯への救援活動を行なうことができた。 

 今後、キャンプ内の難民に対して 2017 年度は継続的な支援を行なう見込みで調整を進めて

おり、レイプ被害女性の母子保健を対象とした活動を模索している。 

 

KMKSのシェファカ氏と評価ミーティングを行った 受賞したシェファリカ氏 
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３ 知らせ・交流する活動と運営体制 

 

(1) 学びの場作り 

 2016 年 12 月 18 日、浜松市において、在日ジュマであり活動家のノイロンジョナ・チャク

マさんを招待して、チッタゴン丘陵の政治や人権問題を学ぶ場を開催した。計 15 名の参加者

が集まり現地の課題を知る場となった。 

 

(2) イベントへの参加または実施 

 ジュマ・ネットは 2004 年頃からグローバル・フェスタに出展している。2016 年度も 10 月

1 日、2 日とグローバル・フェスタに出展し、活動の一端を日本市民に知らせていった。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

食糧配布の準備をする APCDのメンバー 5 回目の配布の様子（4 月 3 日） 

ロヒンギャ難民の家の前で 
配布前に難民世帯の全戸調査を行った 

ノイロンジョナさんのお話しの会 グローバル・フェスタに出展 
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(3 )  広報活動の展開 

  会報を年 3 回発行（1 回分はロヒンギャ難民特集のため、次年度の 4 月に発

行）した。また、フェイスブックなどを使って、広報を継続し「いいね」が当

初の 400 から 733 へと増加した。特にロヒンギャ難民支援開始後、ウェブやフ

ェイスブックへの注目が高まった。また、2015 年活動報告書を作成し関係者に

発送した。 

 

(4) 運営委員、ボランティアによる事務局の運営体制づくり 

 2016 年度も運営委員を随時開催し、事務作業はボランティアによって実施継続し

た。 

 2015 年年次報告書を作成 
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イティモニ・チャクマ(11

歳) 

6 年生。3 年前にモノゴールに

来ました。すっかりこの場所に

も慣れました。しっかり勉強でき

るのでうれしいです。英語が好

きです。歌や踊りをもっと学び

たいです。 
 

コナック・チャクマ（15 歳） 

11年生。モノゴールには 9年前に

来ました。両親とも死に、兄弟は

いません。ここではたくさん友人が

できて、うれしいです。ギターと歌

が好きで、よく歌っています。 

 

シリカ・チャクマ（11 歳） 
7年生。6年前に、お兄さんのリ

トンと一緒にここにきました。最

初は寂しくつらかったです。今

は慣れました。英語が好きで

す。また実家に戻るのが楽しみ

です。友だちとよく歌を歌った

り、踊ったりしています。 

 

シンヨン・ムロ（19 歳） 

12 年生。今はモノゴールを出て、

家の近くの町のバンダルボン市で

勉強しています。高卒認定試験

の結果を待っています。今パソコ

ンのコースで学んでいます。これ

からも勉強を続けていきたいで

す。 

 

リク・チャクマ（15 歳） 

8 年生。6 年前にお父さんが殺

されてここにきました。勉強は

英語と宗教が好きです。あと友

達とクリケットやサッカーをよくし

ます。将来は技術者の仕事が

したいです。 

 

ロディ・パンクォ（17 歳） 

11 年生。高卒認定試験の結果を

待っている。11 年前にモノゴール

にきました。英語や歴史が好きで

す。歌と踊りも友達とやります。将

来仕事がしたいです。 

 

アオジ・チャクマ（16 歳） 

10年生。6年前にここに弟のチ

ッコドンと一緒にきました。勉強

がしっかりできるので安心で

す。英語が好きです。将来は警

察官になりたいです。 

 

モットリカ・トリプラ（20

歳） 

11 年生。高卒認定試験の結果を

待っています。今年からはカグラ

チャリ市にあるカレッジに通いま

す。今一生懸命勉強しています。

いつか小学校の先生になりたいと

思っています。 

 

リトン・チャクマ（17 歳） 

10 年生。6 年前にお父さんが

軍人に殺され、ここにきました。

だいぶ落ち着きました。将来は

医者になりたいです。自由な時

間にはよく絵を描いています。 

 

プラン・バラ・トリプラ（17

歳） 

11 年生で、高卒認定試験の結果
を待っています。母親が殺され、

家に住めなくなり、2 年前にモノゴ

ールにきました。今年からはカグ

ラチャリ市にあるカッレジに通うこ

とにします。英語や国語が好きで

す。 

 

ソナマニ・チャクマ（19

歳） 

12 年生。もうここに 9 年もいま

す。今は僧侶としてここで子ど

もの世話をしています。好きな

科目は、科学、歴史、英語で

す。将来は、何か社会に役立

てる仕事がしてみたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュマ・ネットの 2017 年度教育支援 児童・生徒 
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[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   仮  受  金 29,105 
   現      金 279,847    流動負債  計 29,105 
   現金（外貨日本円換算） 30,579 負債の部合計 29,105 
   当座  預金 2,391,128 
   普通  預金 2,629,046  【正味財産】
    現金・預金 計 5,330,600   正味  財産 5,124,014 
  （その他流動資産）   (うち当期正味財産増加額) 2,118,688 
   仮  払  金 1,500    正味財産　計 5,124,014 
   貸倒引当金 △ 178,981 正味財産の部合計 5,124,014 
    その他流動資産  計 △ 177,481 
     流動資産合計 5,153,119 

資産の部合計 5,153,119 負債・正味財産の部合計 5,153,119 

正　味　財　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 2016年 3月31日 現在

ジュマ・ネット

 
 

[税込]（単位：円）

全事業所

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      受取会費 516,450 
      受取寄付金 2,485,760 
      受取助成金 4,893,540 
      国内活動収益 49,330 
      販売事業収益 88,730 
      受取利息収入 497 
        経常収入  計 8,034,307 
    【事業費】
      外  注  費 111,540 
      海外事業費 4,539,364 
      旅費交通費 196,700 
      商品仕入高 44,163 
      通信費 111,674 
        当期事業費 計 5,003,441 
          合  計 5,003,441 
            事業費  計 5,003,441 
    【管理費】
      給与手当 199,750 
      通勤手当 35,174 
      法定福利費 52,923 
      通  信  費 46,900 
      荷造  運賃 17,452 
      旅費交通費 42,800 
      出展費 10,800 
      事務用消耗品費 26,132 
      印刷  経費 129,228 
      地代  家賃 274,680 
      支払手数料 62,484 
      雑      費 9,460 
        管理費  計 907,783 
          経常収支差額 2,123,083 
  ［その他資金収支の部］
    【その他資金収入】
      その他資金収入  計 0 
    【その他資金支出】
      雑損失 2,428 
      為替差損 1,967 
        その他資金支出  計 4,395 
          当期収支差額 2,118,688 
          前期繰越収支差額 3,005,326 
          次期繰越収支差額 5,124,014 

ジュマ・ネット

自 2015年 4月 1日  至 2016年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

《経常収支の部》
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2017年度 活動計画 
 

・ 外国人のチッタゴン丘陵の入域が厳しく制限されている今、慎重に行動しつつも、活発にな

っているジュマ市民の活動を注目し、支援をしていく。 

・ ロヒンギャ難民支援,、特に母子保健活動に注力していく。 

・ インド北東部のナガランドとの関係づくりを進めていく。 

 
 
 

１ 平和促進活動 
 

(1) 国連機関等を通じた平和促進活動 

 2011年の重要な決議を実施させるためにも、2017年4月にニューヨークで開催される国連先住民族問

題常設フォーラムに参加して、関係者とともにチッタゴン丘陵の課題を伝えるとともに、国連人権担当機関

への働きかけを継続して行う。 

 

(2) コルポナ・チャクマのドキュメンタリーフィルムの完成と広報 

 年々チッタゴン丘陵内で高まる、1996 年発生したコルポナ・チャクマ誘拐事件の真相究明をさ

らに活性化するため、2016 年度にはそのドキュメンタリーフィルムの作成を行った。そのフィル

ムの完成を待って、上映会の開催を実施する。その後は、フェィルムを広く国際社会に配信し、

ジュマの人々の運動の推進力をつくる努力をしていく。 

 

(3) ナガランドとのつながりプロジェクトの形成 

ナガランド州のナガの人々の平和への道のりは長く、また内部抗争が生み出す課題も継続する

可能性が高い。ナガランドの人々の課題を世界に伝えていくためにも、ナガランドの人々とつな

がり維持する必要がある。そのための「つながりプロジェクト」を考え、可能なものを実施して

いく。 

 
 
 

２ 被害者支援活動 
 

(1) ロヒンギャ難民への支援活動の継続 

 緊急救援活動を 6 月まで継続するとともに、その後レイプ被害を受けた女性を中心として、キ

ャンプ内で可能は母子保健事業など、被害者が安心して出産・育児ができる環境をサポートして

いく。 

 

(2) 紛争被害児童・生徒への奨学金支援活動 

 2016年度は11名の児童・生徒の奨学金支援を行っていく。また、年度途中でも、民族対立上の襲撃な

どでひどい被害にあった児童・生徒が出た場合は柔軟に追加支援を考えていく。 

 
 
 

３ 知らせ・交流する活動・運営体制 
 

(1) 学びの場作り 

 年に 2 回ほどのチッタゴン丘陵に関連する勉強会を開催する。また、コルポナ・チャクマのド

キュメンタリー映画の上映会を数か所で上映し、日本市民のチッタゴン丘陵への関心を引き出す。 

 

(2) イベントへの参加または実施 

 今年はグローバル・フェスタなどの関連あるイベントに出展し、日本市民にチッタゴン丘陵問

題を伝える場をつくる。また、他の機会もあれば、積極的に出展するようにしていく。 

 

(3 )  活発な広報活動の展開 

 これまでと同様に、会報を年 4 回発行する。フェイスブックを通じた広報で「いいね」を現在の
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730 から 1000 まで増加させる。 

 

(4) その他 

その他、ウェブからのクリック募金、ブックレットや白書、さわのはな有機米の販売など、随時

ジュマ・ネットの活動の広報に努める。 

 

(5) 運営委員、ボランティアによる事務局の運営体制づくり 

 2015 年度も運営委員、アドバイザリー委員会による運営を継続していく。日常業務は責任運営委員と

ボランティアによって行っていく。 
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［経常収支の部］

【経常収入】 2016年予算 2016年決算案 2017年予算案 備考

個人会員 450,000 399,000 450,000 6,000円×75口

団体会員 140,000 110,000 120,000 20,000円×6口

その他

小計 590,000 509,000 570,000

個人寄付、マンスリー等 2,000,000 851,245 1,200,000

コルポナフィルム製作 488,642

ロヒンギャ緊急支援寄付 889,000 500,000

小計 2,000,000 2,228,887 1,700,000

浄土平和協会 500,000 500,000 0 国際CHT委員会

WE21 Japan 0 830,000 ロヒンギャ支援

庭野平和財団 0 1,000,000 ロヒンギャ支援

アーユス 500,000 ロヒンギャ支援

その他　① 1,000,000 ロヒンギャ支援

その他　② 500,000 ロヒンギャ支援

小計 500,000 1,830,000 2,500,000

ブックレット販売、その他の販売事業 30,000 78,820 80,000

3,120,000 4,646,707 4,850,000

【事業費】

      外注費 通信員記事執筆謝礼 0

国連等での提言活動 170,000 173,223 180,000

現地レイプ被害者支援事業 1,747,000 1,808,230

被害児童教育支援事業 900,000 660,110 700,000

コルポナチャクマ・ドキュメンタリー 200,000

ロヒンギャ緊急支援 1,000,000 3,000,000

旅費交通費 120,000 117,261 120,000 出張経費

小計 2,937,000 3,958,824 4,000,000

販売事業の仕入代金等 10,000 43,485 45,000

小計 10,000 43,485 43,485

通信運搬費 145,598 150,000

消耗品費 5,937 6,000

支払い手数料 20,916 21,000

出展料 12,420 13,000

印刷製本費 112,257 120,000

小計 100,000 297,128 310,000

    事業費　計 3,047,000 4,299,437 4,353,485

【管理費】

      旅費交通費 40,000 28,800 30,000

      通信運搬費 50,000 77,637 80,000

      消耗品費 5,000 16,527 17,000

      賃　借　料 274,680 14,966 15,000

      支払手数料 50,000 10,486 10,000

259,200 260,000

      印刷製本費 140,000 13,278 14,000

管理費　計 559,680 420,894 426,000

【事業費】+【管理費】 3,606,680 4,720,331 4,779,485

受取利息 15

為替損益 (1,763)

　経常収支差額 -486,680 (75,372) 70,515

　当期正味財産増加額 -486,680 (75,372) 70,515

　前期繰越収支差額 5,124,014 5,124,014 5,124,014

　次期繰越収支差額見込み 4,637,334 5,048,642 5,194,529

　　　地代　家賃

100,000

　　民間助成金

      会費収入

2017年度  予算書

      国内活動収益

      利息収入

      経常収入   計

      海外事業費

     商品仕入れ高

　国内活動費

      寄付金収入
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下澤 嶽  大学教員

トム・エスキルセン  通訳

青山 亜紀  会社員

安達　淳哉  会社員

木村　真希子  大学教員

日下部 尚徳  大学教員

白岩 啓子  自治体職員

上村 英明  大学教員／NGO代表

枝木 美香  NGOスタッフ

郡司 真弓  ジュマ・ネット会員

小泉 雅弘  NGO理事

渋谷 敦志  フォトジャーナリスト

神 仁  団体役員

田中 治彦  大学教員

ディプティ・ションコール・チャクマ  会社員

野口 陽一  団体理事

村田 由彦  団体職員

持田 貫信  僧侶

渡邉 彰悟  弁護士

今村 公保  僧侶

福澤 郁文  デザイン会社取締役

藤井 文男  会社員

監事（3名）

2017 年度ジュマ・ネット役員

アドバイザー委員（12名）

運営委員（5名）

共同代表（2名）
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ジュマ・ネットの歩み 

 

ジュマ・ネットの 

ミッション 

エスニック・マイノリティの

人々が、平和な社会に暮らし、

基本的な人権が守られ、自立

的な発展が保障される社会を

目指す。 

〒110-0005 東京都台東区上野 5-3-4 クリエイティブ One秋葉原ビル 6F 

電話･FAX 03-3831-1072  E-mail：jummanet@gmail.com     

Web： http://www.jummanet.org/  

2002 年 

 
 

2003 年 

 
 
 

2004 年 

 
 
 

2005 年 

 

2006 年 

 
 
 

2007 年 

 
 
 

2008 年 

 
 
 

2010 年 

 
 

2011 年 

 

2012 年 

 

2014 年 

 
 

2015 年 

 
 
 

2016 年 

 

2017 年 

    

4 月、日本人ボランティアと在日ジュマでジュマの

正月行事「ボイサビ」を実施。 
 

8 月、カグラチョリ県マハルチョリの襲撃事件が発

生。緊急支援活動を実施する。 
11 月、ジュマ・ネットの設立総会が開催される。 
 

11 月、ジュマ・ネットの事務所開設。 
12 月、入管に拘束されたディプティさんを救う緊

急行動市民の会に参加し、協力。 
 

2 月、第 1 回平和ミッションを実施。13 名が参加。 
 

3 月、マイメンシン県のエコ・パーク建設反対活動

を支援。 
7 月、「コルナフリの涙」上映・DVD の発売 
 

6 月、チッタゴン丘陵国際委員会の結成に関わる。

その後委員会の支援を継続する。 
11 月、チッタゴン丘陵白書完成、出版。 
 

7 月、販売事業を開始。 
12 月、ランライ氏とボクール氏の釈放のための署

名キャンペーンを実施。 
 

2 月、バングラデシュ首相に「チッタゴン丘陵和平

協定の完全実施を求める要請書」を手渡す。 
 

5 月、国連の先住民族問題常設フォーラムに参加。

その後、毎年参加を続ける。 
 

2 月、事務所を秋葉原に移転。 
 

5 月、NGO3 団体で、エスニック・フェスタを開催

する。 
 

5 月、新しいチッタゴン丘陵白書を出版。 
9 月、チッタゴン丘陵和平協定実施を求めて、国際

署名キャンペーンに参加。 
 

8 月、ナガランドを訪問し、連携を探る。 
 

3 月、バングラデシュのロヒンギャ難民の支援活動

を展開。 

http://www.jummanet.org/

