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活動報告

特定非営利活動法人（認定NPO法人）

パレスチナ子どものキャンペーン

2012年の活動を支えてくださった
会員各位、支援者の皆様、
団体の皆様、またボランティアの皆様や
多方面からのご協力に
改めて感謝を申し上げます。



１新しい活動──シリア避難民救援
２ガザ──農業支援と環境保全
３ガザ──子ども支援
　（アトファルナろう学校とナワール児童館）
４エルサレム事務所
５レバノン──補習クラスと子ども歯科ほか

１東北復興支援
　（大槌子どもセンター、写真事業ほか）
２パレスチナ製品の普及
３全国での活動
４海外からの招聘
５ネットワークと提言
６会報、広報
７イベント

Ⅰ海外事業

2012年度事業報告
特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン

2012年の概要

ガザ・11月の空爆のあと

Ⅱ国内事業

Ⅲ決算報告
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規模の大きな事業を
並行して実施
2012年も規模の大きな三事業

（東北支援、ガザ農業支援、シリア避難民支援）を
並行で実施することができました。
　　

東日本大震災支援事業の
地元への移行
発災から2年目にあたり、支援事業を
子どもセンター建設や写真データベースという
具体的な形にして地元へ移管することができました。
子どもセンターの運営には継続して協力しています。

シリア避難民支援事業の開始
東日本大震災支援事業の経験と蓄積を
シリア避難民支援事業に生かすことができました。

中東での変化に対応する活動
この数年、中東は大きく変化を遂げつつある一方で、
社会的・経済的な格差は広がり、
政治的な変革を求める市民の声も広がっています。
そうした中で、依然として支援を必要とする
子どもや家族を支えます。

2012年度に実施した
事業の概要
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シリア避難民の約9割はシリア人で、約1割がパレスチナ難
民といわれる。
シリアのパレスチナ難民の20％が再び難民として、レバノン
等へ逃げている。
シリアからの避難民でも、シリア人とパレスチナ人は区別さ
れ、シリア人はUNHCR（国連難民高等弁務官事務所）、
パレスチナ人はUNRWA（国連パレスチナ難民救済事業
機関）と別々の管轄下に置かれている。また支援内容にも
違いがあり、格差が生じている。

難民キャンプでは最低限の衣食住が支給されるが、砂漠
や原野の中なので環境条件は厳しい。またキャンプから自
由に出ることは出来ない。
避難民の残りの半数は、アンマンやイルビッド、国境近くの
ラムサなどの町に自分で住居を探して住んでいる。難民キ
ャンプ以外に住む避難民は支援を受けにくい。
シリア避難民のなかでもパレスチナ難民（人）の場合は入
国に制限があるといわれ、その数は多くはない。また、パレ
スチナ人だけの小規模なキャンプにまとめられている。

カイロ

アンマン

ダマスカス

ベイルート
ニコシア

ヨルダン

レバノン

サウジアラビア

イラク

トルコ

43万人
16万人

51万人

66万人
キプロス

シリア

国連UNHCRに登録されたシリア避難民
約166万人（2013年7月）

シリア
人口

約2000万人

シリアの
パレスチナ人

ヨルダンの
シリア避難民 ヨルダン北部に

「ザアタリ」「KAP」などの
難民キャンプが作られ、
数十万人が生活している

人口の8～10％が
近隣諸国に避難民として
流出（2013年夏現在）

シリアには1948年以来
50万人のパレスチナ難民
がいる

Ⅰ海外事業
1新しい活動 ── シリア避難民緊急救援

荒野の難民キャンプで日陰を求める子どもたち
（KAPキャンプ）
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　12年10月～ 13年3月までヨルダン国内でシリア
避難民支援活動を実施しました。当会としては、ヨ
ルダンでの活動は初めてだったために、特に避難民
キャンプ内での活動を開始するのには大変に苦労を
しましたが、地元コミュニティと良い関係ができたこ
とをはじめ良いスタッフにも恵まれ、ほぼ予定通りの
成果を上げることができました。東北での支援経験
を生かすこともできました。またIRC、女性同盟、シ
リア女性協会、アキーラ病院、その他多くの地元
NGOの協力も得ることができました。

　なお13年4月からは、避難民が急増しているレバ
ノンでの活動を開始しています。

①物資配布：KAPキャンプ（国境に近いシリア人難
民キャンプ）と首都アンマンに住む避難民約1700
世帯(約1万人)に対して防寒上着と靴、ストーブや
毛布、生理用品や紙おむつ、乳児のミルクなどの物資
を配布しました。
　降雪など例年になく寒い冬を迎え、避難民の生活
は大変に厳しいものでしたから、物資配布は非常に
有効でした。KAPは規模の小さなキャンプだったこ
ともあり、各家族を訪問しながら、本格的な寒さが来
る前に家族構成に合わせたサイズの衣類や靴を配
布したため大変に好評で、キャンプを管理する国連
やヨルダン政府関係団体とも信頼関係を築くことが
できました。
　アンマン市内の配布では、点在している避難民の
状況を把握している地元NGOの協力で、短期間なが
ら多くの世帯にスムーズに配布が行えました。厳し
い生活の中でも、物資をシリア国内の家族に届けよ
うとする人たちもいました。

②子ども支援：KAPキャンプ、ラムサ市（国境から5
キロ）、アンマンで子どものワークショップを実施。
避難民の子どもたち3000人に居場所を提供し、遊び
やスポーツ、遠足、演劇などを通じた心理サポートを
実施しました。
　KAPキャンプでの活動開始までの間に、アンマン
市内での子ども支援を続けました。町の中に住んで
いる避難民の子どもの多くがヨルダンでは学校に通
学せず、家の中に閉じこもって外界との接触をほと

んど持っていなかったのが印象的でした。
　KAPでは親たちが子どもに注意を向ける余裕が
ないことがうかがえ、ラムサでは、父親や兄たちがシ
リアに残ったままの家族や、家族を戦争で失いトラ
ウマを抱えている子どもも多くいました。子どもた
ちには遊びやリクリエーション、遠足などの機会を
提供し、サッカーや演劇などの活動を通して心理サ
ポートを続けました。家族参加のイベントなども大
変に好評でした。

③女性支援： 500人以上の母親を対象にKAPキャン
プでワークショップを開催。ストレスの軽減や家族
関係の改善が見られました。
　難民キャンプの生活は特に厳しく、女性や母親た
ちは日常的なストレスを抱えています。夫や父親が
自信を喪失し、家庭内暴力も見られます。リラック
スする場所も時間も持てない女性が、ワークショッ
プに参加することで、笑顔を取り戻し、子どもや家族
との関係も改善されたことが報告されました。

④医療支援：アンマン市内にある病院のシリア人向
け産科病棟に対して医薬品および医療器具を提供。
100人の妊婦が帝王切開手術を無償で受けることが
出来ました。
　避難民のなかには多くの妊婦が見られます。スト
レスや過酷な生活から、正常な出産が難しく手術が
必要なケースが多いのですが、ヨルダンは医療費が
高く、多くの女性と赤ちゃんが生命の危険に直面し
ていました。支援によって100人の赤ちゃんが無事
に誕生したことはとても喜ばしいことです。
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封鎖　生活物資の多くはイスラエル製品に頼るしかなく、イ
スラエルが封鎖をすると主食のパン製造の小麦など食料さ
えも不足することがある。停電時に必要なろうそくがなくな
ったこともある。医薬品の不足も深刻である。
人の移動　イスラエル側への人の出入りは特別なケース
以外ほぼ不可能で、ガザの住民が使えるエジプト側も政治
状況で閉じられ長いときは1ヶ月も国境地帯で待たされる。
エジプト国内での滞在は許されない。
燃料や電気の不足　電力は需要の6割しか供給できない。
使用済みの食用油で自動車を動かしたこともあった。
海上封鎖　沖合い6海里までしか漁業が出来ない
停電時間　毎日6時間以上
軍事攻撃　2008～2009年死者1300人以上（3週間で）。
　　　　　推定損出額650億円以上
　　　　　2012年死者255人（65％が民間人）
一人当たりのGDPは1165ドル（約12万円）

（イスラエルの20分の1、ヨルダン川西岸の半分、日本の30
分の1）
貧困ライン以下の生活をしている人口　40％
立入禁止・危険地帯　耕作地の25％が立ち入り禁止区
　　　　　　　　　　域にされ、使えない
水の不足と汚染　2020年には地下水がなくなる。現在も
　　　　　　　　必要量の7割しか使えない
塩害　水道水は塩分濃度が高く飲用に適さない。
　　　地下水の10％しか飲用に適さない
　　　人口の8割以上が飲料水を購入している
人口増加率　3.4％（20年後には人口が約2倍に）
人口密度　4504人（1平方キロあたり）
住居の不足　7万人分
学校の不足　440校以上（現在は二部制で、同じ教室を午
　　　　　　前と午後で二クラスが使う）
乳幼児死亡率　23人（1000人当たり）、日本の約10倍　
　失業者は労働力人口の26％、若年層では38％

ガザ市

立入禁止地帯
（幅300m）
立入危険地帯
（幅300m）

ハン・ユニス

ラファエジプト

エレツ検問所
　（外国人中心）

立ち入り禁止区域

漁業
可能
領域
（20

06
年ま
でと

20
12
年12
月以
降）

6海
里（
約11

km
）

漁業
可能
領域
（20

09
年～

20
12
年11
月）

3海
里（
約5.

5k
m
）

地 中 海

カレム・シャローム検問所
（物資、燃料）

ラファ検問所
（パレスチナ人）

面積
約363km2

（佐世保市や名古屋市
とほぼ同等、東京23区

の６割相当）

人口
約160万人

（支援に依存せざるを
得ない人口は

その80％）

2ガザ ── 農業支援と環境保全

「あの電柱から先は立入禁止区域です」（ガザ中部で）
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　ガザ地区は占領と封鎖によって産業基盤が破壊さ
れ、人口の8割が援助物資に頼った生活をしている
ため、農業などの生産活動と経済活動を活発にする
ことが重要です。しかし、ガザ農業は、①農地減少と
塩害、②水不足と水質悪化、③農薬や肥料の不適正
使用、④農業技術が普及していない、⑤農業行政の
機能不全、⑥封鎖による資機材や物資の制限、⑦土
壌伝染病などの問題を抱えています。

1　農業研修、育苗、節水事業

　ガザ地区農業の強化と環境保全型農業技術を普
及することを目的とした事業を2011年から開始して
います。農学部を卒業した若者と農家への研修の実
施や苗作りや節水型農業の普及活動は2012年も計
画通りの活動ができました。将来的にはガザ地区に
おける食料自給率の向上、環境保全と緑化が促進さ
れることを目指しています。

①研修プログラム
　大学の農場が破壊されているため実習をしないま
ま卒業した若者を対象にした10か月の研修を実施。
半分以上の時間をガザ北部にあるナキール農場での
実習にあて、大学では学習できなかった実践的な技
術を伝えました。研修を終えた16名の多くが農業技
術者として就職することができて、ガザ農業の発展
に貢献してくれると期待しています。また、篤農家
への新技術などの研修（3か月）も引き続き実施し
55人が研修を終了しました。どちらの研修にも多く
の女性が参加しています。また参加者たちは課題に
非常に熱心に取り組んでいます。

②接木技術の導入
　4棟のグリーンハウスで苗木を生産（野菜170万株、
樹木36000本）して配布を行いました。さらに2棟
では「接木」したキュウリとメロンの展示栽培も開
始しました。「接木」は1920年代に日本で始まり、土
壌由来伝染病に強いことから現在では多くの国に広
がっていますが、ガザでは本格的な導入は今回が初
めてです。
　接木していない苗よりも根の張りが大きく、果実
も大きいため高い収量を得られたと高評価を得て、
農家からは続けていきたいとの声が上がっているの
で生産拡大を図っています。

③家庭雑排水再利用の開始
　ガザ北部ベイトハヌーン地域の9農家に台所や風
呂場からの雑排水を濾過する装置を設置して、果樹
の潅漑へ利用する活動を開始しました。ガザでは水
不足が深刻化しており、水の再利用による水資源保
全に貢献するとともに、農業用水の購入を減らして
農家の経済的支援にも繋げることができました。周
辺農家からは「うちにも導入したい」との声も聞か
れ、3年目の事業でも支援を続けていく計画です。

④節水潅漑農業の促進
　水不足は農業に深刻な影響を及ぼし節水式潅漑
普及が急務となっているため、農家へ簡易式の土壌
水分計（テンシオメータ）を配布して適切な潅漑管
理方法を指導しています。テンシオメータを利用し
た結果、水と肥料の量を減らすことができ、水料金や
肥料代も下がり、経済効果を上げることがでたとの
評価が得られました。
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　ガザ地区では、15才以下の子どもたちが人口の
過半数を占めています。数世代にわたって子どもた
ちは厳しい状況で生まれ育ち、戦争や封鎖は子ども
たちの生活や健康、心理にも大きく影響をしていま
す。2012年の前半は相対的に落ち着いた時期でし
たが、11月には爆撃が1週間ほど続き、子どもたちは
とても怖い思いをしました。パレスチナ子どものキ
ャンペーンでは、2012年も障害のある子どもたちへ
の教育支援と、子どもたちの居場所である児童館支
援を継続しました。
　

3　アトファルナろう学校

　2012年も引き続き、ろう学校の人材支援（教員10
人）を行いました。

　アトファルナろう学校は、1992年の開校から20
周年を迎えました。当会はその前年から支援を開始
し、民家を借りて8人のスタッフと27人の子どもでス
タートしたガザで最初のろう学校の開校を支えまし
た。その小さなろう学校は現在では生徒350人、教
師40人(うち22人がろう者)、職業訓練50人(うち39
人がろう者)と大きくなりました。
　2005年に最初の卒業生がでてから現在までに118
人が卒業しています。またガザのコミュニティに対
して、 聴覚障害の可能性のある乳児への早期介入支
援1640人、健聴者への手話講座325人、専門的な聴
覚検査・補聴器等9714人、スピーチセラピー 1671セ
ッション654人、学校等での簡単な聴力検査スクリー
ニング　21194人、ソーシャルワーカーによる支援

⑤現地スタッフの日本派遣と日本人専門家の派遣
　育苗活動を担当する現地スタッフを日本へ招聘し
て、日本の専門家から技術的な助言をうけたほか、徳
島の育苗会社では接木技術を習得することができま
した。帰国後日本で習得した技術をガザにも導入し、
接木した苗の安定生産が可能となりました。今後は
作物の種類を増やしたり、新しい接木技術方法を導
入したりする計画です。
　一方、日本の専門家2人をそれぞれガザへ派遣し、
オリーブやオレンジの接木技術や育苗方法に関する
研修を実施しました。限られた資源を有効活用して
育苗や病害虫管理をするなど、自分の頭で考え、新し
い発想を持って物事に取り組んでいく姿勢が最も大
事であることを学んでもらいました。

2　種子バンク

　ガザではほとんどすべての農業資材をイスラエル
に頼っているため、封鎖によって農業が続けられな
くなる危険が常にあります。そのため、在来種作物
の自家採種を通じて種子の自給率向上を目指すのが
種子バンクです。南部ラファの農村女性組合と一緒
にスタートして３年。オクラ、ルッコラ、ホウレンソウ、
トウモロコシ、レタス、ソラマメ、ハーブ、パセリ、ニン
ジン、モロヘイヤ、赤カブなど様々な種子を作り続け、
経験値が上がるにつれ種子は質量ともに改善されて
います。12年は5人の農家から合計130㎏の種子が
集まりました。種子は当会が買い取って、同じくガ
ザで実施している育苗事業にも活用し、また家庭菜
園をしている地元の人たちに提供しました。7月に
は専門家による種子の検査と5日間のフォローアッ
プ研修を行い、4名の新しいメンバーも加わりました。

3ガザ ── 子ども支援（アトファルナ とナワール）

種子バンク参加者と種子
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　2012年、国連でパレスチナが正式に国家としてオ
ブザーバー資格を得ることができましたが、その後
すぐにガザへの空爆があったり、和平交渉が進まな
い中で、ヨルダン川西岸でのイスラエル入植地が拡
大しているなど、パレスチナを取り巻く状況を相変
わらず厳しいものがあります。
　継続してパレスチナ支援を行うため、当会で進め
ていたパレスチナ自治政府へのNGO登録が完了し
ました。事業に関わるスタッフが増え、イスラエル政
府からの許可やビザ、パレスチナ政府の登録、日本大
使館との折衝、他の海外NGOとのネットワークなど、
多くの複雑な対外的実務に取り組みました。

5000人などのサービスを提供し続け、ガザでの専門
機関として成長しました。
　この学校が原動力となってガザに聴覚障がい者の
ための高校ができました。また、ガザ市内には2012
年10月にアトファルナ・レストランが開店し、聴覚障
がい者のスタッフが活躍して世界的な注目を集めて
います。

4　ナワール児童館

　児童館の運営支援を継続して、ハンユニス地区の
子どもに居場所とプログラムを提供しました。ナワ
ール児童館は、2005年に当会とガザ南部ハンユニ
スのNGOであるCFTAが設立しました。地元の小
学生が約300人登録していて、毎日のように放課後
（学校が2部制なので、午前も午後も）多くの子ども

たちが、児童館で遊びや様々な活動、補習などに参加
しています。また母親たちへの子育て支援プログラ
ムも実施しています。
　11月のイスラエル軍によるガザ爆撃後には、急き
ょ心理サポートの支援をしました。また、母親たち
への講習会やワークショップなど子育て支援、生活
支援プログラムを提供しました。地域の学校やコミ
ュニティとの関係が強まり、学校単位での活動への
参加が始まっています。小学校教員を対象にしたワ
ークショップでは、子どもたちが勉強を身近に感じ
られるような教材作りなどの支援も行っています。
最近では子どもと家族を一緒に集めたシンポジウム
を開き、子どもが司会をして専門家に質問をするな
どのユニークな活動も行っています。

4エルサレム事務所

ガザ ── 子ども支援（アトファルナ とナワール）
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レバノンの状況
レバノンには17の宗教宗派が存在するといわれ、宗教グル
ープ同士が対立する傾向にある。
 宗教グループの1930年代のバランスを元にした政治制度、
選挙制度になっているため、現状との不具合が生じている。
 1970年代から90年代にかけては、内戦、隣国イスラエルの
軍事侵攻、シリアの介入などで戦争状態が続き、多くの人
が犠牲になった。
 2000年にイスラエル軍が南部レバノンから撤退したが、
2006年にも空爆があり、イスラエルとは戦争状態が解消さ
れていない。
2005年のハリリ元首相暗殺事件をきっかけにシリア軍が
撤退したが、レバノンとシリアの間は政治的・社会的・経済
的に関係が深く、シリア内戦の影響を強く受けている。

レバノン国内のパレスチナ難民キャンプの状況
社会基盤の欠如（上下水道、電気、道路など）
劣悪な住宅環境
厳しい就労制限（公務員や専門職をはじめ、約35の職業
に就けない）
パレスチナ難民は市民権がなく、健康保険や公立学校制
度から除外されている
不動産を所有することができない（相続もできない）。
極端に狭い住居に住んでいる　55％
屋根や壁から水漏れがする家にすんでいる　40％
アスベスト屋根の家屋に住んでいる　8%
１日６ドル以下で生活している　6６.4%
１日２ドルで生活している　6%
失業者　56%（レバノン人では9％）
非熟練労働者　46%
パスポートがなく、レバノン政府発行の「難民渡航証明書」
を持つ。しかし多くの国で認められていないために入国で
きないこともある。
政府から就労許可証を貰わなければ就職できない。

ラシャディエ

ブルジバラジネ

アイネヘルウェ

ブルジ・シェマリ

ベイルート

サイダ

ティール

ナハルエルバレド
バダウィ

トリポリ

パレスチナキャンプ所在地

ワーベル

シャティーラ

レバノン
地中海

シリア

国連登録難民数
約47万人

非公式な居住地
42箇所難民キャンプ

12箇所
難民キャンプ
に住む割合
62％

5レバノン ── 子ども支援（補習、子ども歯科、女性自立支援）

レバノン
人口

約422万人 パレスチナ
難民

約47万人
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　レバノンの難民キャンプの生活は厳しく、65年に
およぶ難民生活の中で、何度も戦火を経験していま
す。この地域での当会の支援活動は25年以上にわ
たっています。

1　補習

　レバノンではパレスチナ難民の子どもたちも、レ
バノンの国定教科書を使い、小学校1年生から母語
であるアラビア語だけでなく、難解な英語の授業も
本格的に始まります。そして小学校4 ～ 5年生で、算
数や理科も英語の教科書になります。しかし、厳し
い生活を送る難民キャンプの子どもの多くが授業に
ついていけずに、小学校で2割、中学校で3割が「落
ちこぼれる」と言われてきました。一人でも多くの
子どもたちが義務教育を無事に終了し、前向きに成
長できるよう、7か所の難民キャンプで小学校1 ～ 3
年生の補習クラスを2000年から実施しています。
　2012年に参加した子どもの数は約400人です。数
年間にわたる指導員研修の成果としての教材（アラ
ビア語407ページ、数学149ページ、英語202ページ）
が完成しました。指導員のモチベーションは上がっ
ています。なお、ベイルートのシャティーラ・キャン
プでは日本大使館ほかの協力で建物が増築され、補
習クラスのための教室が新設されました。

2　子ども歯科

　難民キャンプでは医療も大きな問題です。難民は
レバノンの公的な医療サービスを受けられず、国連
の医療は量・質的とも十分とは言えません。20年前
に当会が現地NGOであるNISCVTと一緒に始めた
子ども歯科は、無視されてきた幼児の歯科という新
分野を開拓し、現在では6か所のキャンプで子ども歯
科が活動しています。
　2012年は北部のバダウィ難民キャンプで、老朽化
した歯科器材の交換を行い、歯科医師や看護師、教
育担当者などクリニックを給与面で支えました。年
間で約3000人の幼稚園児の検診と治療を実施し、同
時に日常的な保健教育を幼稚園やコミュニティでも
実施しました。また、日本人歯科医師を5月に派遣し
現地で研修を行ったほか、ラシャディエとブルジシ

ェマリの2キャンプから2人の医師を日本に招聘し、
東京医科歯科大学歯学部附属病院の協力で2週間の
研修を実施しました。2人は東北大学歯学部、岩手
県大槌町と宮城県女川町の被災地も訪問しました。

3　女性自立支援

　パレスチナの民族衣装は、その見事な手刺繍で世
界的にも有名です。しかし難民生活の中で、女性た
ちは民族衣装を着る機会もなく、刺繍は一時すたれ
ました。その後、刺繍を女性たちの収入にすること
が始められ、いまでは刺繍の小物がたくさん作られ
るようになりました。当会では、レバノンの難民キャ
ンプとガザのアトファルナろう学校で作られている
刺繍製品を買い取り、日本で販売しています。
　しかし世界的な不況の影響で刺繍の注文が減り、
この事業に参加している女性も以前より減っていま
す。刺繍事業による女性たちの収入向上のため、
2012年も継続して、レバノン・ベイルートでの刺繍
作業所運営を支援しました。

4　子ども絵画指導

　2000年からほぼ毎年、画家を中心とする日本の
「パレスチナのハート」グループが、現地を訪問し
てパレスチナの子どもたちに絵画指導を行ってきま
した。2012年の夏もレバノンでの指導が計画されて
いましたが、予定していた時期にレバノンの治安状
況が悪化したために、日本からの訪問は中止になり
ました。しかしこれまで指導を受けた幼稚園や補習
クラスの現地スタッフが、子どもたちと継続した活
動を行っています。
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　東日本大震災被災地の一つ岩手県大槌町は、町の
半分以上が津波で浸水し、15000人ほどの住民の1
割が亡くなったり行方不明になり、住民の半分が被
災しました。また当時の町長以下町役場の職員も3
分の1が犠牲となるなど、被害の最も大きかった場所
の一つです。当会では被災から2週間後にこの町に
入り、以来継続して子どもと地域コミュニティの支
援を続けています。
　被災から2年が経過した現在、取り残されている
感覚を持ちながら孤独と精神的不安を抱えている被
災者が多くいます。仕事に戻れない、家族を失って
収入が無いなどの経済的格差もあり、前向きに歩み
始められている人と震災のショックから未だ一歩を
踏み出せない人との心理的格差も広がっています。
　町では公営住宅の建設や瓦礫の処理と共に、津波
の被害にあった鉄骨作りの病院や学校などの取り壊
しが進んでいます。2013年の秋に始まる予定の盛
土作業を前に、震災前の面影のある建物の解体は何
とか進んでいますが、町の復興計画はなかなか進み
ません。

1　大槌子どもセンターでの子ども支援

　被災以前から高齢化・過疎化が進んでいた大槌町
では、町の将来は、若い世代がどれだけ残るかにかか
っていますが、震災によって町を離れる人が目立っ

ています。そんななかで、当会では子ども支援を形
にするために「子どもセンター」を建設しました。
2012年4月22日には町長、教育長参加の落成式で正
式に「大槌子どもセンター」がオープンし、児童館的・
放課後事業的な事業を開始しました。その後9月か
ら同センターは大槌町教育委員会に移管し、「大槌町
こどもセンター」として町の事業になりました。
　当会では 1）地元住民主体で行う 2）子どもたち
と家族の生活が続けられる環境づくり、という目標
をたて、その実現のために地元出身の保育士が中心
になって活動しています。「こどもセンター」では、夏
休みの遠足やプール、流しそうめん、畑作り、季節行
事なども開催し、日常的にも多くの子どもが来館し
ています。また帰宅時間を6時までにしているため、
就労しているお母さんたちからの評判も上々です。
このほか、地域の人たちを巻き込んだイベントの開
催や専門家による研修なども実施しました。現在教
育現場で関心を呼んでいる「特別な支援を必要とす
る子どもたち」への理解とより良い対応を、現場の
スタッフに共有してもらうためです。

Ⅱ国内事業
1東北復興支援 ── 大槌町

大槌町
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　9月には、レバノンのパレスチナキャンプから来日
した2人の歯科医師が訪問して現地の様子を伝え、
子どもたちも熱心に聞き入っていました。また子ど
もたちの絵画をレバノンに送りました。

2　写真事業

　当会では津波で流失・拾得された膨大な写真やア
ルバムの整理と清掃、返還の作業を、他に先駆けて
2011年3月末から継続してきました。2012年春には
大規模な返却展を町の中心の商業施設で1か月間開
催した後、整理した全ての現物写真を大槌町に正式
に移管し、中長期的に保管してもらうことになりまし
た。同時に、こうした30万枚以上の写真をデータベ
ース化して、町に寄贈しました。データベースは町
役場の一隅に設置されたほか、町の商業施設に作ら
れた「復興プラザ」にも設置されました。今後は、
データベースを使用した写真検索システムの運用へ
の支援と継続的なフォローアップを予定しています。

3　おせちの配布ほか

　「日本インドネシア協会」の資金協力、地元NPO
法人「町づくりぐるっと大槌」の調理と配布作業、
また大槌町役場の協力を得て、2012年12月末に、仮
設住宅に住む高齢者家族（65歳以上の単身家庭、お
よび75歳以上の高齢者家庭）222世帯に対しておせ
ちを配布し、大変に好評を得ました。
　また、心理専門家による仮設住宅地でのリラクゼ
ーションを冬場に行い、住民の心身の健康作りに協
力しました。

　東日本大震災の影響で2011年に停止していたパ
レスチナ刺繍など民芸品の買い付けと輸入を再開し
ました。またネットショップを開設し、クレジットカ
ードやコンビニ払いなども可能にして、生産者支援
を目指した販売の強化を図りました。しかしマーケ
ティングや商品開発には十分に取り組むことができ
ず、販売は伸び悩んでいます。

　地域ごとに出張した報告会（東北支援、ガザ支援）
については、大阪、名古屋、広島、福岡で6月に開催し
ました。

　レバノンから歯科医師2人が9月に来日して東京
での研修に参加しました。その報告会を東京と岩手
県大槌町で開催。また東京医科歯科大学や東北大
学でも報告をしました。特に、何度も戦争を体験し
て成長した医師の話には多くの参加者から感銘を受
けたという感想が寄せられました。
　10月には、ガザから農業事業のスタッフが同じく
研修のために来日し、東京で報告会をもちました。
パレスチナの新しい世代が来日してお話する貴重な
機会となりました。
　また映画「壊された5つのカメラ」の監督である
イマド・ブルナートさんの来日に賛同して資金協力
をしました。

2

3

4

パレスチナ民芸品の普及

全国での活動

海外からの招聘
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①主催・共催イベント
4月8日 シンポジウム 「アラブの春」とパレスチナの行方
　22日 大槌子どもセンター開所式
5月18日�27日　大槌写真返却展
6月  活動報告会「ガザ、レバノン、岩手での取り組み」
 14日 大阪、15日福岡、16日広島、17日名古屋
 24日 会員総会＋活動報告「ガザ、レバノン、岩手での
  取り組み」
7月28日 専門家報告会「パレスチナ難民キャンプでの歯
  科支援の現状」
8月22日�9月13日　「夢・絆・希望　大槌町とパレスチナの 
  子どもの絵画展」（相模原、「パレスチナのハー
  ト」と共催）
9月15日 来日講演会─レバノン戦争から30年、難民キャ
  ンプの現在と歯科支援─「パレスチナ難民を忘
  れない」
10月13日 封鎖・水不足・軍事侵攻のなかで「ガザ農業支 
  援・来日報告会」

12月8日 チャリティイベント「子どもたちにあったかい冬
  を」（現地からの報告＋コンサート）

②参加イベント（特に記載がない場合はパレスチナ刺繍
の販売等を行いました）
4月8日 花祭り
4月21、22日　アースディ東京2012
9月  NOUN YAツアーコンサートでの販売
9月23日 三鷹国際交流フェスティバル2012（荒天中止）
10月6、7日 　グローバルフェスタ2012（出展と現地報告会）
10月20、21日　よこはま国際フェスタ2012
10月26日 祈り題目に出展
10月27、28日　earth garden秋 クラフトフェア
10月27、28日　ワールドコラボフェスタ2012（名古屋）
10月28日 関口教会バザー
11月5日 パルシステム埼玉ピース・インターTG主催 交流
  会（刺繍ワークショップ）
11月10、11日　武蔵野はらっぱ祭り
2月2、3日 ワン・ワールド・フェスティバル2012（大阪）
2月9日 よこはま国際フォーラム（現地報告会）
2月16日 パルシステム東京 エコ＆ピースdayに出展
3月23、24日　ひよこっちライブに出展

③ご協力いただいたボランティア数：のべ304人

�会報サラームは、92号から95号を発行しました。
　各5000部
�年次報告書を発行しました。
�12月のイベントにあわせて、ガザ子ども事業、シリ
　ア避難民事業、東北事業で短いビデオを作成して、
　WEB上でも閲覧できるようにしました。

2012年度も、会員・支援者の皆様を始め、多くの方々か
らご支援・ご協力をいただきました（個人のお名前は省略し
ます）。また、以下の団体から寄付・助成・補助金・機材
供与などのご協力をいただきました。（団体名は50音順）

特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク、芦
屋聖マルコ教会 教会学校、大阪友の会 古市方面、桜美林
中学校・高等学校 宗教委員会、音や金時～集う！、外務省 
日本NGO連携無償資金協力、キユーピー株式会社、特定非
営利活動法人国際協力NGOセンター NGOサポート募金、
市民の絆（フランス）、CIPAフォトエイド基金、特定非営利活
動法人ジャパン・プラットフォーム、浄土宗平和協会、ソニー
株式会社、有限会社 竹内園芸、檀上診療所、日本インドネシ
ア協会、日本キリスト教協議会 国際わかちあい委員会、日本
聖公会、日本聖公会札幌キリスト教会、生活協同組合パルシ
ステム埼玉 平和募金、生活協同組合パルシステム東京 平和
カンパ、B.S.S フレンズ、東日本復興支援財団子供サポート基
金、ひよこっち事務局、富士ゼロックス株式会社、（有）ベイシ
ティージャーナル、株式会社 毎日エデュケーション、一般財団
法人 ゆうちょ財団、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険
管理機構 国際ボランティア貯金、株式会社レッドウィングズ、
学校法人立教女学院、立正佼成会 一食平和基金

6

7

会報・広報

イベント

　アラブの民主化に関して、シンポジウム「“アラブ
の春”とパレスチナの行方」を4月に開催し、朝日新
聞編集委員の川上泰徳氏、東京外国語大学教授の酒
井啓子氏に講演をしてもらいました。その後、講演
録を作成し配布しました。
　3月には、武器輸出三原則に関わって、日本の技術
がイスラエルに提供されてガザ空爆などに使用され
ることを危惧して、首相、外相などに要請文を送りま
した。

5提言とネットワーク

感 謝
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2012年度  特定非営利活動に係る事業
会計収支決算書
2012年4月1日から2013年3月31日まで

2012年度  特定非営利活動に係る事業  貸借対照表
2013年3月31日現在 （単位：円）

Ⅰ収入の部

１会費収入	

２寄付金	 	

　（1）寄付金	

　（2）指定寄付金	

３補助金	

４各種助成金	

５その他の収入	 	

　（1）事業収入（パレスチナ工芸品ほか）

　（2）雑収入（為替差益ほか）	

当期収入合計（Ａ）	

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）

Ⅱ支出の部 

１事業費	

　（1）海外事業	

　	 アトファルナろう学校

	 ナワール児童館

	 エルサレム現地事務所

	 子ども歯科

	 心理サポートと補習（レバノン）

	 女性自立支援　（レバノン･ガザ）

	 農業研修および育苗事業（ガザ）

	 種子バンク

	 シリア避難民支援

　（２）国内事業	

	 東北復興支援

	 情報提供・開発教育・調査・提言	 	

	 交流・イベント・ネットワーク

	 現地からの発信および招聘

	 会報発行	 	 	 	

	 パレスチナ伝統工芸品	 	

	 全国での活動	 	 	 	

	 	 	

２管理費	 	 	 	

東京事務所経費	 	 	

当期支出合計（Ｃ）	 	 	

当期収支差額（Ａ）−（Ｃ）	 	

次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ）

Ⅰ資産の部

1	流動資産

	 現金預貯金

	 棚卸資産

	 前払費用

	 流動資産合計

2	固定資産

	 東京事務所敷金

	 固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

１	流動負債

	 未払金

	 未払費用	

	 事業費前受け

	 預り金	

	 未払法人税

	 流動負債合計

２	固定負債

固定負債合計

負債合計	

III正味財産の部

１	基本金	 	

２	次年度活動準備金（繰越金）

３	敷金

正味財産合計

負債及び正味財産合計

159,291,332

3,970,984

241,500

163,503,816

1,380,000	

1,380,000

164,883,816

43,324,820

3,072,985

72,282,604	

128,754

70,000

118,879,163

0

118,879,163

6,000,000	

38,624,653

1,380,000

46,004,653

164,883,816	

4,139,000

18,168,549

6,375,505

62,039,249

49,903,963

3,812,843

2,915,065

147,354,174

39,070,692	

186,424,866

2,471,700

3,441,978

1,796,892

6,793,199

4,060,815

253,874

62,602,032

300,000

23,811,546

105,532,036

22,592,833

535,986

398,155

212,443

3,263,328

6,343,617

142,400

33,488,762

12,750,399

151,771,197

-4,417,023

34,653,669

科　目

科　目

決　算

金　額

Ⅲ決算報告



〒171-0031 東京都豊島区目白3-4-5 アビタメジロ603
TEL 03-3953-1393　FAX 03-3953-1394　 Eメール info@ccp-ngo.jp 
ホームページ http://ccp-ngo.jp/
※当会は認定NPO法人です。当会へのご寄付は税金の控除が受けられます。
　郵便振替口座 00160-7-177367
　みずほ銀行 高田馬場支店 普通 8030448

特定非営利活動法人（認定NPO法人）

パレスチナ子どものキャンペーン




