
2014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

表紙と裏表紙：マラソンの練習のために海岸を走る子どもたち（レバノン）。ストーリーはP13
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破壊されて半年以上放置されたままの団地（ガザ北部、ベイト・ハヌーン）
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　2014年も、多くの子どもと家族に必要な支援を提供
することができました。
　ご協力くださった皆様に、この場をお借りしてあらた
めて感謝を申し上げます。

　2014年夏にあったイスラエルによるガザへの軍事侵
攻はこれまでになく激しく、大規模な破壊があり多数の
市民が犠牲となりました。イスラエルの軍事行動に対
して、国際社会は全く無力であり、有効な手立てを講じ
ることができなかったことはとても残念です。国連への
パレスチナ国家のオブザーバー加盟、パレスチナの内部
対立の解消への動き、国際刑事裁判所への加盟問題な
どが話題になり政治的な変化が期待されましたが、軍事
侵攻によって後退してしまいました。その後もシリア内
戦の激化とISISの攻勢が中東の焦点となり、アラブ世界
の分裂を背景に、パレスチナ問題への国際的な関心が薄
れてしまっています。2014年10月に開始されたガザ復
興支援プロセスでは、各国が約束した資金が20％程度
しか実際に集まらず、現地では瓦礫の撤去さえ進んでい
ないのが現状です。
　2011年に始まった「アラブの春」以降、アラブ世界で
は政治的な流動化が急激に進み混乱が広がっています。
民主化運動が弾圧されて、多くの国で内戦状態になり市
民の犠牲が増えました。シリア内戦では3年間で20万
人が犠牲になり400万人が国外へ難民となって流出し
ました。
　シリア、ガザをはじめとする暴力的な風潮は、中東だ
けでなく世界各地に広がっています。2015年1月のシ
リアでの日本人誘拐殺害事件により、日本社会もそうし
た状況とは無縁ではなくなりました。こうした事件を振
り返ると9.11とイラク戦争がその背景にあることは明ら
かでしょう。武力では混乱と暴力をなくすことはできず、
政治的な解決こそが必要なのは言うまでもありません。

　当会では、2014年も中東地域での戦争と人権侵害に
苦しむ子どもたちとその家族の支援を続けました。現
場での30年近い経験を活かし、市民の視点からの支援
活動を続けることが当会の活動目的と考えるためです。
私たち市民の力で国際政治を大きく変えるのが難しい

状況のなかで、次世代を担う子どもたちを様々な形で支
え、彼らが新しい社会を作り出せる力を持って成長する
ように応援し続けたいと思います。
　危機的な状況の中で、日本のNGOとして何ができる
のか、どのような支援をすべきかなど再検討する時期に
入っています。混沌とする中東やパレスチナの5年後
10年後の姿を想像することは非常に難しいですが、パレ
スチナをはじめとする中東世界との関係性を可視化で
きるような計画を策定できたらと考えます。

　2016年は当会の活動開始から30年目にあたります。
30周年に向けて、破壊が続き難民が大量に発生する中
でNGOの活動に求められている専門性、経験、知識、独
立性、機動性を備えた体制作りを行います。また活動現
場でのスタッフの安全対策を強化します。日本人スタ
ッフ、現地スタッフ、現地NGOなど関係者が多様化し数
が増加する中では、事業の目的やビジョンを共有し、コ
ミュニケーションをよくするための明快なルール作りも
必要です。これまでの経験などの明文化を進めます。
日本国内では中東への関心も知識も格段に増えている
なかで、戦争を知らない若い世代への働きかけを重視し、
パレスチナや中東の市民への共感を作り出すことを進
めたいと思います。
　2015年度もご支援ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

2014年を振り返る
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2014年7月7日から8月26日までの51日間にイスラエル軍
はガザへの大規模軍事侵攻を行い、以下のように大きな
被害が出ました。

�死者：2,251人（70％以上が民間人。子ども551人、女
　性299人）。（同時期のイスラエル側死者67人。うち民
　間人6人）
�負傷者：11,000人以上。
�6年間で3回の大規模な軍事攻撃があった中でも、2014
　年は市街地や民間施設に対する攻撃が多数あり、最も
　犠牲が多かった。
�73の病院と診療所が損壊し、27は閉鎖したまま。
�給水塔や発電所などのインフラ、250の学校や幼稚園
　などの教育施設、避難所となった国連の学校も攻撃を
　受けた。多くの学校が避難所のままで新学期を迎えた。
�18,000戸の家屋が全壊または半壊。
�イスラエルとの国境沿いにある「立入禁止区域」は、これ
　までの幅0.6～1kmが3kmに拡大され、ピーク時は人口
　の28％にあたる50万人が避難民に。
�45万人が水道へアクセスできない状態となった。
�37万人以上の子どもに緊急の心理ケアが必要となった。
�農業用地3,450ヘクタール、井戸202軒、55の給水塔、
　325の貯水池などが破壊された。
�約7,000発の不発弾が残るとされている。

�人口の7割以上が現在も食料配給に頼っている。
�現在も10万人が避難生活を続けている。
�厳しい封鎖状態は続いており、建築資材はほとんど入ら
　ない。家屋の再建には最終的にイスラエルの許可を得
　なければならず、全壊した民家は未だに１軒も再建され
　ていない。

その後の状況

2014年の軍事侵攻後の
被害と現状

ガザI
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�再建の見込みがあるのは半壊した家屋約600軒分の
　み。全壊の建物は全く再建されていない。
�木材、鉄、肥料、医薬品などの多くが軍事目的に転用さ
　れるとして持ち込めない。
�農家19,400世帯と4,000人の農業労働者は生産活
　動に復帰できないままである。
�ILO（国際労働機関）はガザの失業率は世界で最も高

　いと言っている。若者の失業率は60％を超える。
�パレスチナ内部の分裂が解消されない中で、ガザの公
　務員の給与は10か月も払われていない。
�自殺者が増えている。ガザでは2014 年に350件の自
　殺未遂事件があった。2014年の若者の自殺率は前年
　比で6割増との発表もある（西岸地区を含む）。

ピンク部分まで地上侵攻が行われた（ガザの面積の44%）
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�これまでも現地でのパートナー団体として一緒に活
動をしてきたアトファルナろう学校、CFTA、ガザ保健
連合と協働して物資を配布しました。各パートナー団
体を通じて現場のニーズを把握し、迅速に活動を開始す
ることができました。
�着の身着のままで避難をしていたガザ各地の人々に、
プロパンガス、コンロ、鍋、やかん、フライパン、食器、ス
プーン類、アルミトレー、タオル、缶詰、オリーブオイル、
調味料、チーズなどの食料や日用品を配布しました。調
理器具を配布することで自炊ができるようになり、食生
活や栄養状態がよくなりました。戦争による混乱や封
鎖の影響で価格が高騰していたプロパンガスの配布は、
高い評価を受けました。
�長引く避難生活で衛生状態が悪化したため、シャンプ
ーや石鹸、歯ブラシ、洗濯用・食器用・清掃用洗剤、消毒
剤、タオル、ヘアブラシ、スポンジ、トイレットペーパー、
ティッシュ、箒、タオル、バケツ、水タンク、床クリーナー、
爪きりなどの衛生用品を配布しました。
�軍事侵攻のためにビニールハウスや農業資機材に被
害を受けたり、収穫ができなかった農家が多くいました。
被害を受けた農家にトマトやキュウリの苗、肥料を配布
し、農業技術者による訪問指導を実施しました。冬の作
付け時期に合わせて実施し、農家が農業を続けることが
できています。

ガザ緊急支援

生活物資の配布

生活支援
イスラエル軍の大規模軍事侵攻で避難生活
を余儀なくされた人たちの生活を支えるた
めに、様々な支援物資の配布を7月20日に
開始しました。

生活物資：1,400世帯（約9,800人）に配布
炊き出し：障がい者330世帯（約2,300人）
に10週間提供
越冬支援：744世帯に毛布2枚配布
被害を受けた２つの幼稚園でドアや窓など
を修復
農業再開支援：147農家に農業を再開する
ための野菜苗や肥料を配布
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炊き出し

幼稚園の修復

毛布の配布

農業再開

　ハンユニスで家を破壊された人たちに生活物資を
配布した時に、受け取りに来た男性に、どんな状況で
すか？と声をかけました。「悲しいなんてものじゃない。
私の家は難民キャンプ近くの人口密集地なんだよ。国
境に近い東部の親類は、私の家の方が安全だろうと思
って逃げてきた。それなのに突然大爆発があり、私と息
子二人が怪我をして、姪っ子は死んでしまった。まだ信
じられない。全てがほんの一瞬の出来事だった。イスラ
エル軍は何の警告もしなかったよ。ただそこら中に爆
弾が落ちたんだ。」

● モハメド・アブサラマさん（49歳）
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�遠足、子ども議会、描画、伝統舞踊、演劇と発表、アート、
集団ゲーム、コンピュータ、作文、壁画と絵画展、撮影と
写真展、スポーツなど様々な子どものためのプログラム
を実施しました。
�アトファルナろう学校では聴覚障がいを持つ4歳から
15歳の子どもたちが参加し、手話のできる保育者が対応
しました。また避難生活で十分に食事を摂れていない
子どもが多いため、生徒全員に給食を提供しました。
�ナワール児童館では日常来館者数の倍近い小学生が
活動に参加しました。保護者向けの活動も実施しまし
た。
�クリニックや被害のひどかった地域の幼稚園を使っ
て保健連合と子どもたちの居場所を作りました。また、
居場所を設置した幼稚園が受けた損害を修復し、子ども
たちが安心できる環境づくりを進めたり、保育者には能
力強化研修を実施したりしました。
�混乱の中で学校でも通常の授業や活動が開始できず、
子どもたちの心身の状態が放置されていたため、各居場
所に参加している子どもたちへの健康診断を行いまし
た。健康状況を把握し、治療が必要な場合は専門医に
紹介しました。アトファルナろう学校では、耳内検査と
洗浄によって聴力の正確な把握や補聴器の調整などが
可能になりました。
�避難所や半壊の家に住んでいる子どもたちに越冬の
ためのジャンパーとセーター、新学期のための学用品を
配りました。

子どものための居場所づくり

食事の提供

シジャイヤ地区の幼稚園の子どもたち

ガザ緊急支援

子ども支援
2014年は通常の事業と緊急支援事業を合
体させて包括的なガザ子ども支援事業とし
て行いました。

子どもの居場所設置：1,154人が参加
食事・給食の提供：990人
健康診断：子ども975人
耳内洗浄：聴覚障がいの子ども275人
負傷した子どもへの訪問診療：250人
冬物衣類の配布：500人
新学期用文房具：1,417人の小学生に配布
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健康診断と耳内洗浄

冬物衣類の配布

訪問診療

学用品の配布

医師や理学療法士が負傷した子どもたちを訪問し、診療やリハビリ
を実施

　ガザ北部ベイト・ハヌーンに住む女の子です。イスラ
エル軍の砲撃によって家の壁が寝ている妹の頭の上
に落ち即死しました。アラァは妹の死が忘れられず、戦
争の話を全くしたがりません。何に対しても恐怖と不安
を感じ、いつもイライラしています。避難所に暮らしてい
るため、食事も十分でなく、衛生状態も悪いままです。
ベイト・ハヌーンで続けている「子どもの居場所活動」
に参加するようになって、ようやく遊んだり他の子ども
たちと話をしたりすることができるようになりました。ま
た少しずつ勉強の遅れを取り戻しています。

   ● アラァ （9歳）

（子どもを保護するため仮名にしています）



10

当会では1986年の発足以来、レバノンにあるパレスチナ
難民キャンプでの子ども支援と医療支援を継続してきまし
た。シリア内戦で多くの難民が発生しているため、2013年
からは、シリアから流入してきたシリア人・パレスチナ人も支
援対象として、広く支援活動を行っています。

�2011年に始まったシリア内戦の4年間で、死者24万人、
　難民400万人、国内避難民700万人に上る。
�レバノンへのシリア難民の流入は、2014年末で120万
　人。レバノンに元から住むパレスチナ難民40万人、シリ
　ア人難民120万人、シリアからのパレスチナ難民約5～
　10万人で、レバノンの総人口の32％が難民となった。
�レバノン国内には公式のシリア難民キャンプはないため、
　難民の多くがパレスチナ難民キャンプに流入して人口が
　倍増し、ただでさえ劣悪な環境がより悪化している。

�95％が支援に頼るしかなく、85％が食糧不足で、1日1食
　の世帯が45％を超える。
�多くの難民が生命の危険を冒して、ヨーロッパなどへの
　密入国を企てている。

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109万7740人

22万8424人

61万8615人

114万3493人

エジプト
13万7504人

キプロス
シリア

キャンプはインフラが未整備だ

シリアから周辺5か国に
流出した難民数
（UNHCR調べ）

6割の家族に小さな子どもがいる

倉庫を改造した仮設の
住宅はビニールや
布で仕切られているだけで
数十家族が住む（ワーベル）

シリアで父を失いレバノンに逃げてきた
母と4人の子ども、祖母の家族は
住宅手当てが打ちきられてしまった

シリア難民／パレスチナ難民支援
レバノンII
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�年少・年中クラスでは、音楽や図工を通じて創造力や感受
性を養い、仲間作りを通じて社会性を身につけることに重点
を置いています。レバノンでは小学校入学時にアラビア語
と英語の文字、数字の知識が求められるので、年長クラスで
は読み書き、算数などの学習にも力を入れています。狭く日
当たりの悪いキャンプで終日過ごしているため、幼稚園では
公園や教育施設への遠足、親子遠足などの体験も重視して
います。
�シリアからの避難民の場合、学力不足から小学校入学が
できず幼稚園に編入されることもあります。またシリアで
幼稚園の経験がない子どもは慣れるまでに時間がかかり、
母親などが不安や心的問題を抱えていることが子どもたち
に影響を及ぼしているケースも目立ちます。しかしベテラ
ン保育士は「幼稚園に通ったことがない子どもでも、保護者
の協力と本人の熱意があれば2年間の遅れがあっても、すぐ
にアラビア語や数字を覚え、十分にクラスに対応していくこ
とができるようになる」と語っています。保育士たちは地
元のパレスチナ人ですが、シリア人・パレスチナ人・地元の
パレスチナ人などの区別なく、それぞれの素質を伸ばすこと
に全力を注いでいます。
�クラスの人数が多く、保育士が一人で全員に目を向けるの
が難しいため、アシスタントを置き個別の指導なども進めて
います。また保育士は教材づくりに励んでいて、工夫を凝ら
し色彩豊かな教材を作っています。子ども一人一人に紙で
ヘリコプターを作り、そこに名前や出身地を書いて、モビー
ル風につないで教室に飾っていました。子どもたちは乗り
物について学んだり、自分の出身地や名前の由来についてし
っかりと認識したりすることができました。
�幼稚園では卒園式が一大行事ですが、シリアから避難し
た子どもが歌を披露しました。

シリア難民・パレスチナ難民支援
幼稚園
難民の立場は厳しく、ビザ更新が認められな
いために不法滞在する家族も少なくなく、多
くの家族が難民キャンプの狭い仮住まいに閉
じこもっています。しかし、狭い難民キャンプ
では屋内外に子どもの居場所も遊び場もあり
ません。子どもの成長には、特に幼児教育がと
ても重要で、幼稚園に貧しい家庭の子どもを
中心に受け入れています。

合計603人（シャティーラ、ブルジバラジネ、バ
ダウィの3か所）
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�毎日放課後にアラビア語、算数、英語の授業を行い、心のケ
アなども行います。特にシリアから避難してきた子どもたち
の多くが学校に通学できていないため、その重要性が増して
います。
�補習クラスの出席率は非常に高く積極的に学習に取り組み、
多くの子どもが授業に追いつけるようになりました。試験結
果から特にサポートが必要な子どもと希望者を対象に、朝の特
別授業も開始しました。その結果、90％以上の子どもが学校
での進級を果たしました。また算数で高成績を収めた子ども
が多数確認できるなど、大きな成果が上がっています。
�指導経験が少ないスタッフもいるので、夏季に研修を実施
して、ベテラン指導員の授業見学、助言などにより能力強化を
図りました。
�心理状態に問題がある子どもの発見と、ソーシャルワーカー
を通じた家庭訪問などの対応もとっています。開講当初は、地
元の子どもたちとシリアから来た子どもの間での対立も頻繁
でしたが、現在では出身地の枠を超えた友人関係の構築が進
んでいます。

難民キャンプの子どもたちが、義務教育を無事終え
られるように始めた補習クラスなどの活動を、15年
以上続けています。

学童と補習の参加者：合計498人（シャティーラ、ブ
ルジバラジネ、バダウィ、ワーベル）
子どもイベントの参加者：合計2,287人（シャティー
ラ、ブルジバラジネ、バダウィ、ワーベル）

イベント

補習

�停電、断水、下水やごみ等の劣悪なキャンプの環境では、子
どもが安心して遊べる居場所や空き地などもないため、遠足、
グループワーク、スポーツ等を取り入れた22のイベントを実
施し、子どもたちの連帯感、協調性の促進をしました。ドラマ
やマラソン、音楽や図工などを通じて心理サポートも行ってい
ます。
�自分の経験を文章化したり演劇で自己表現力を学んだりし
ました。集大成の舞台公演には保護者だけでなく近隣の住民
も招いて地域との関係性が強まっています。キャンプの中の
ゴミ拾いやリサイクルワークショップを通じて、環境問題や社
会性を高めることもしています。キャンプの外に出たことの
ない子どもが多いため、遠足を実施して海岸や小川、山などの
自然に触れ、教育施設や遊園地での体験をしてもらいました。

学童クラブと子どもイベント

シリア難民・パレスチナ難民支援
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ともしました。シリアで家族、友達や家、故郷を失った
悲しみを強く抱えていても、その痛みにきちんと向き合
うことができるようになってきました。またマラソンに
向けて各自が目標を立てました。12歳の少女は「あき
らめない、身体障がいの子を助ける、全員で勝つ、勝利す
る」ことを目標とし、「1人で勝つのではなく、全員で勝
つことが大事」と語りました。
�マラソン創設者のメイ・カリルさんから直接、子ども
たちに話をしてもらいました。マラソン選手だった彼女
は交通事故にあい36回もの手術を経験した後、マラソン
が認知されていなかったレバノンで、国際マラソン大会
を開催する夢を実現させました。その体験は子どもた
ちに勇気を与えてくれました。こうしたブルジバラジネ
キャンプにおける活動が取材され、12月にはNHK総合
テレビで「NEXT未来のために “走れ、泣くのはやめて 
難民キャンプのシリア人”」として放映されました。

�2014年のベイルート国際マラソン大会には、ブルジバ
ラジネを中心に約40人の子どもが5kmコースに参加し
完走しました。事前準備として描画、マラソンの稽古、
ベイルートマラソンの歴史等について学びました。描
画セッションでは「シリアでの思い出」について描くこ

�シリア難民の子どもたちの多くが一日三回の食事を
摂れず、内容も偏っているため、秋から幼稚園で給食提
供をしています。小学生への聞き取りでも、朝夕の二食
のみで「とても空腹」「駄菓子で空腹を紛らわせている」
との答えが多かったので、秋から学童クラブでも給食を
提供しています。健康状態の向上、学習への集中力を高
め、食育も行っています。
�毎日夜遅くまで起きている児童が複数いました。キ
ャンプによっては学校が二交代制で、授業の開始が昼ご
ろになるからです。特にシリア難民ではほとんどが午
後シフトのため、終わるのが午後6時になり、宿題があっ
たりして就寝時間が遅くなる傾向があります。

ベイルートマラソン

給食

  ● マラック （12歳） 　いままで長い距離を走ったことのなかったマラックも、
ベイルートマラソンに参加することになりました。しかし
練習の時はいつも途中で走れなくなってしまいます。子ど
もたちはみなこれまで運動の経験がなく、狭いキャンプ
でおなかをすかしているからです。でも当日はみんなで一
緒に完走することができました。
　マラソン参加はマラックにとって大きな転機となりまし
た。「一生懸命勉強をしてお父さんを喜ばせるの。お医者
さんか学校の先生になりたい。」と、結婚した自分とその
家族を見守るお父さんの姿を赤いハートで描いたので
す。（この様子はNHKの番組でも紹介されました。）

　「こんなことなら、お父さんと一緒に死ねばよかった」
シリアからブルジバラジネ・キャンプに避難してきたマラ
ックは、棺に納められた父親を絵に描きました。優しかっ
た父親は、モスクからの帰り道に銃撃戦に巻き込まれて
亡くなったのです。
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�子どもによって歯の状態に大きな差が見られると歯
科医師は言います。レバノンは物価が高く、歯ブラシが
購入できずに歯磨きをしないことが多く、また古い歯ブ
ラシを使い続けて十分な効果が得られない場合もあり
ます。特にシリア難民では歯科治療を受けられなかっ
たため、虫歯から脳への炎症などを引き起こしかねない
ケースが見られました。
�アイネヘルウェ・キャンプ内の7つの幼稚園における
検診調査では、乳歯における虫歯の割合が4歳児の平均

は21％で、歯科指導を日常的に実施している幼稚園では
18％でした。
　5歳児の場合はそれぞれ30％と20％と顕著な違いが
見られました。当会が長年支援している「子どもの家」
の幼稚園では特別な場合を除いて菓子類を禁止し、歯
科教育も頻繁に行われ、歯磨き等への意識が非常に高
いためです。どの幼稚園にもできる多くの歯科教育を
行うように努めるほか、母親や保育者への注意喚起が必
要だと感じています。

�シリアから避難してきたパレスチナ人家庭の90％以
上には心的外傷後ストレス障害（PTSD）のメンバー
がいると言われます。また治安状態が不安定なアイネ
ヘルウェ・キャンプ周辺には、非常に深刻なトラウマに
悩む人が多数います。
�子ども対象に診療を実施していますが、治療過程にお
いて家族への介入、親子関係の改善は必須であり、保護
者自身が心理的問題を抱えているケースも多く、母と子

のためのグループセラピーも開始しました。PTSD、情
動不安定、鬱症状、身体障がい、発達障がい等で不登校
になっている子どもには、ラグ織りのワークショップ等
を開催しました。

精神科・臨床心理

歯科診療

医療・保健

シャティーラ、バダウィ、ラシャディエ、ナハルエルバラド、
アイネヘルウェの5か所の歯科診療所で、幼児の検診お
よび治療を実施しました。子どもの検診と治療、特に貧
困な成人にも無料で治療を行いました。

歯科治療：2,816人
歯科集団検診：4,422人

戦争による喪失、長期の難民生活、生活苦などによって、
多くの人々が苦しみ、家族関係も深刻です。そのため子
どもを含めてトラウマや精神疾患に苦しむ人が非常に
多くいます。こうした子どもたちに対して、専門の診療機
関であるFGCセンターで精神科医師・臨床心理士によ
る無料のカウンセリングを実施しました。

精神科の受診者：171人
臨床心理士のカウンセリング：262人(ともに継続した診
療)
ワークショップ参加者：34人

シリア難民・パレスチナ難民支援
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青少年・女性・母親向け
ワークショップや研修

を開始。これまで幼稚園にも小学校に通ったことがなか
ったため、臨床心理士と母親が相談し「学校に通えるよ
うになる」ことを目標に毎週カウンセリングを続け、ソー
シャルワーカーが定期的に家庭訪問をして、母親の悩み
相談も引き受けました。みなに見守られて安心して遊ぶ
ことを繰り返すなかで、一年半後には学校にも毎日通え
るようになり、友人もできて時折笑顔を見せるようになっ
たのです。大きな心の傷を受けた場合では治療期間は
長く、専門家やソーシャルワーカーが時間をかけて丁寧
に関わっています。

　父親が公衆の面前で
殺されたあとで、シリアか
らレバノン南部に2012

年末に避難してきたアマ
ルは心理状態が非常に
不安定でした。8人兄弟
全員がPTSDの可能性

がありましたが、末っ子の彼女の症状が一番強くて、母
親から離れられず、話ができるのも母親と姉2人だけで、
悪夢をよく見ていました。2013年夏からカウンセリング

ワークショップ・研修

男性が優位のアラブ社会では、女性たちが社会でも家
庭でも抑圧されています。特に避難民や女性世帯を支え
るための活動を実施しています。

不登校ティーンエイジャーのワークショップ参加：35人
母親ワークショップ参加：240人（シャティーラ、ブルジバ
ラジネ、バダウィ、ワーベル、FGC）
保育士・指導員等の研修：77人

�青少年を対象に家庭内暴力・薬物・非行等の問題につ
いて話し合うワークショップを開催しました。最近、中
学校の就学率が50％を下回るようになってきています。
経済的な理由、親の無関心、いじめ等により不登校が多
いためです。パレスチナ難民の場合、教育を受けても希

望の職業につけるチャンスが非常に限られるため、学習
意欲を失い将来への希望を見いだせません。将来につ
いて考える機会を作り、似た状況・年齢で集い、悩みや
不安を分かち合うことを目的に、女子中学生向けのワー
クショップも開催しました。若年結婚とそのリスクに関
するディスカッション、伝統料理作り、遠足などのプロ
グラムはとても好評でした。
�母親を対象として、ラグ織、英語、シラミ対策、子ども
の教育、健康、料理等のワークショップを各地で実施し
ました。地域における母親たちの関係づくりと相互の
支え合いを目指しています。
�家庭内暴力の問題を抱える母親を集めてのワークシ
ョップでは、怒りの原因、暴力の連鎖、繰り返しの弊害な
どをわかりやすく学んだ後、臨床心理士によるリラクゼ
ーションのセッションが行われ、腹式呼吸を取り入れつ
つ瞑想をしました。セッション後「とてもゆったりとし
た平和な気持を味わった」と参加者が晴れ晴れとした
表情で語ったのが印象的でした。

（子どもを保護するため仮名にしています）

  ● アマル （6歳）
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その他の支援事業III
ガザでの聴覚障がいの
早期発見と支援事業を開始

ネゲブ地域での共存と
人権のための事業
　イスラエル国内にもパレスチナ系住民が175万人います。イスラエ
ル国籍を持つものの二級市民として差別を受け、イスラエルの右傾
化の中でその排斥が強まっています。イスラエル南部のネゲブ地域
で、特に少数派として差別や迫害を受けているベドウィンの人たちは
「都市計画」により居住地を破壊されたり、土地や財産の強制収容、
都市部への定住を強制されています。
　「ネゲブ共生フォーラム」というNGOと共に、両民族の平等な共
生と少数派の権利擁護のための啓発事業を開始しました。

岩手県・大槌町こどもセンター
　東日本大震災の被災地で、小学生の放課後の居場所として開設
して3年目を迎えました。いまも多くの子どもが来訪しています。

�大槌町・伊藤正治教育長からのメッセージ
　「仮設住宅で生活する子どもたちは今なお36％に上ります。新居
を再建できたり、災害公営住宅に移った子ども、震災前の生活が維
持できている子と厳しい住環境の仮設住宅に住む子どもとでは、生
活環境の違いが心のあり方にも大きな影響をもたらしています。心
のケア、サポートを必要とする子どもは20％近くに上りますが、震災
から4年を経過し、その要因が震災津波そのものによるのか、もとも
と個々が抱えていた家庭の事情によるものか混然としてきており、今
後もスクールカウンセラーなどにより継続的な対応が求められます。
　今後、生活の再建、市街地の形成、公共施設の復旧など復興が
進むにつれて子どもたちを巡る環境も大きく変化するなかで、こども
センターに求められるニーズも多様化するものと思われますが、子ど
もたちの健やかな成長、幸せを願うたくさんの皆さんのご支援ご協
力をいただきながら、よりよい居場所作りに努めたいと思います。」

　アトファルナろう学校と一緒に、各地域の診療所や幼稚園で乳幼
児に聴覚検査を実施して、問題が見つかった場合は脳波測定など
の専門的な検査を行い、聴覚障がいを早期に発見し、子どもと家族
に対して、早期に適切な支援を行います。1年間で約5000人の子ど
もの検査を予定しています。また障がいがあると分かった子どもと家
族には、補聴器の提供、手話講座、親に対する子育て支援、子ども
に社会性をつける機会提供、ガザでの障がい者支援のガイドライン
作りなども行います。

　「障がいが見つかった場合、検査結果は家族に慎重に伝えます。
家族が絶望したり、自分を責めることがないよう、精神的な支えにも
なります。またアトファルナろう学校を案内して、子どもたちや教育の
様子、卒業生や他の家族と接することで、本人と家族に最適な支援
を続けます」（ソーシャルワーカー）
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写真やパネルの貸し出し、
Ｔシャツやリストバンドも
作成しました。

グローバルフェスタでのチャリティランから、ガザのアトファル
ナろう学校給食支援に寄付いただきました。大雨の中を走っ
てくださった人たちに感謝!!

東京、横浜、大阪、三鷹、など各地で国際協力のイベントなど
に出展（44箇所）。

全国各地での事業報告会　6月、7月、8月、12月、3月。

日本での活動IV

ガザへの軍事侵攻に抗議して、NGO10団体が緊急集会とキャンド
ル・アクションを行い「STOP! 空爆 ～ガザの命を守りたい～」と呼び
かけました。500人以上が集まり、ロウソクの光で「GAZA」の文字を
作った様子は、アルジャジーラなどによって、ガザの人たちにも届きま
した（7月、東京・明治公園）。また、古居みずえ監督の製作したガザの
子どもを描いたドキュメンタリー映画の上映会や写真パネルの展示
会を各地で開催しました（25箇所）。
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おかげさまで、会報「サラー
ム」は100号を超えました。
皆様のご支援に感謝いたし
ます。また発送作業に協力い
ただいているボランティアの
方にも感謝いたします。

11月東京聖アンデレホール、6月京都法然院などで、講演とアラ
ブ音楽の集いを開きました。

小中学校、大学などでの出前授業にもうかがいました。

パレスチナ刺しゅうの販売

パレスチナの子どもの絵画展や写真展の開催。

認定NPO 当会は寄付をすると税金の
控除を受けられる認定NPO法人です。
法律の改正に伴い所轄が国税庁から
東京都に変わりましたが、税金の控除
に関してはこれまでと変わりません。
　「アカウンタビリティセルフチェック
2012」を終えました。支援者の皆様を
はじめ、現地の受益者などへの説明責
任をこれからも果たします。5月、6月、7月、9月、10月、

2月、3月に、パレスチナ問
題と中東に関する講演会
を開催。会報で皆さんに
も報告しました（写真は
ご協力いただいた専門家
の皆さん）。

謝辞
2014年も多くの皆様のご協力で様々な活動を
継続できました。改めて感謝申し上げます。
団体からの助成金・補助金・ご寄付
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム、外務省
日本NGO連携無償資金協力、パルシステム東京、パルシ
ステム埼玉、パルシステム神奈川、パルシステム群馬、パル
システム千葉、特定非営利活動法人国際協力NGOセン
ター、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、浄土宗平和協会、パブリックリソース財団、日本
聖公会、中近東アフリカ婦人会、ほか。
（ご寄付いただいた個人のお名前は省略させていただき
ました）
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2014年度  特定非営利活動に係る事業
会計収支決算書
2014年4月1日から2015年3月31日まで

2014年度  特定非営利活動に係る事業  貸借対照表
2015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	

　	 ガザ子ども支援

	 ろう学校、児童館、幼稚園、学用品、イベント、
	 健康診断など

	 ガザ生活支援

	 炊き出し、食品、生活物資、越冬支援、衣料、
	 緊急農家支援など

	 ガザ農業事業

	 研修と育苗など

	 レバノン・シリア教育支援

	 幼稚園、学童、補習、イベント開催、給食など

	 レバノン・シリア医療支援

	 歯科、精神科・臨床心理、その他

	 聴覚障がいの早期介入支援

	 検査、補聴器、家族支援、コミュニティ啓発、
	 ガイドライン作りなど

	 ネゲブ共存事業

　（２）国内事業	

	 情報提供・開発教育・調査・提言	 	

	 交流・イベント・ネットワーク（各地）

	 会報発行	 	 	 	

	 パレスチナ伝統工芸品普及	

	 東北子ども支援		 	 	

	 	 	

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

	 売掛金

	 棚卸資産

	 前払費用

	 預り金

	 仮払金

	 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

	 買掛金

	 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

160,507,596

86,308

2,130,104

248,400

706,306

22,838

163,701,552

1,380,000	

1,380,000

165,081,552

1,800,000

2,719,661

106,000,000

135,807

182,031

70,000

110,907,499

0

110,907,499

6,000,000	

46,794,053

1,380,000

54,174,053

165,081,552

4,388,000

21,554,701

17,046,798

8,296,837

126,591,874

4,945,276

1,686,807

184,510,293

33,115,722	

217,626,015

32,537,659

60,653,063

9,624,756

31,303,859

15,227,740

1,339,793

609,420

151,296,239

1,358,246

1,244,849

2,938,759

4,962,332

3,070,203

13,574,389

8,091,438

172,962,066

11,548,227

44,663,949

科　目

科　目

決　算

金　額

（単位：円）

決算報告V



〒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/   Facebook パレスチナ子どものキャンペーンnew

※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


