活 動 報 告 2011

チャレンジの１年
甚大な被害をもたらした東日本大震災発生を受け、当会は初の国内支援事業に着手しました。
パレスチナ支援で培ったノウハウを生かし、加えて、
「大きな困難のなかで生きるパレスチナ人なら、
このような時どうするだろうか」
ということを念頭において活動した１年でした。
その一方で、パレスチナのガザでは農業事業を予定通りに開始し、新たな課題に取り組みました。
また補習クラス、
ろう学校、児童館、子ども歯科などの支援事業を
ガザやレバノンの難民キャンプで継続しました。

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

表紙写真 子ども虎舞 撮影：石田紀彦

Ⅰ東日本大震災
被災地支援事業
3 月 11 日の東日本大震災の発災後、当会は 24 日に岩手県入りしました。被災状況が以南の
地域と比しても甚大なこと、支援活動が少ないこと、また町の大きさが当会のキャパシティーに
ふさわしいと判断して、3 月 26 日に大槌町での活動を開始しました。
4 月以降は活動規模を拡大しつつ、事業内容を絞り、同時に人員と物資を集中的に投下して効
果を高め、最大限ニーズに応えました。

1 被災状況と

支援事業の
概要

岩手県大槌町の被災状況は、浸水率 52％、津波による死者 803 人・行方不
明者 475 人（合計で人口の約 10％）、被災者 8 千人以上（人口の 50％）、町
役場の被災（役場は水没、町長以下職員の 1 ／ 3 が死亡）、学校の被災（小学校
4 ／ 5、中学校の 1 ／ 2）、すべての商店が流失ないし浸水していた状況でした。
このようななかで当会が実施した支援概要は、以下の通りです。

初動期

（2011年3月17日
〜4月14日）

3 月 17 日に東日本大震災に対する緊
急支援を決定し、車両、燃料、宿泊場
所、食料その他、自己完結型支援と事
業資金の準備を開始。24 日より岩手
県遠野市に拠点を設け、26 日には被
害の深刻な岩手県大槌町で活動に着手。
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第二期

（2011年4月15日
〜11月30日）

地域に密着し、子ども支援、物資支援、
コミュニティ支援の 3 本柱で活動。週
5 日以上の集約的事業を行なうために、
契約スタッフやボランティアなど、常
時 20 人 か ら 30 人 の 体 制 に。8 月 か
らは仮設住宅の活動に移行。

第三期

（2011年12月1日
〜2012年3月末）

がれきの撤去や信号機の設置、商業施
設の再開など、復興に向けて町の様子
も変化。釜石に拠点を移す。子どもセ
ンター建設や写真のデータベース化な
ど、町や地元 NPO への移管にむけて
地元雇用を促進。

2 子ども支援

被災地入りした当初は、3 か所の避難所の一画で、子どものスペースづくり
を行ない、毎日、遊びや補習を実施しました。やがて、避難所内に「子どもの
ためのスペース」を確立させて、被災した子どもたちの居場所づくりと遊びを
活動の中心としました（各避難所で 20 〜 30 人／日、仮設住宅の子ども約 20
人／日、延べ 5000 人）。
活動の第二期に入ると、学校の再開、住民たちの避難所から仮設住宅への引
っ越し、新校舎への学校の移動などが始まりました。多くの子どもたちが段階
的に日常を取りもどしつつある一方で、新しい環境やストレスにより不登校や
問題行動を起こす子どもも見られ、地域や学校、行政と協力したサポート体制
が求められた時期でした。
避難所が閉鎖した当初、当会は、平日は数か所の仮設住宅内の集会所にて「放
課後こどもひろば」を実施。その後、学校に最も近い仮設住宅集会室で週 5 日
間、安定的な「子ども広場」を継続しました。

避難状況の変化に合わせて
子どもの居場所づくりを実施
延べ5000人が利用

大槌町に
子どもセンターを
建設

8 月に新たに選出された大槌町長からの要請や、町内全小学生保護者および
町内の保育所・幼稚園の保護者を対象とした調査などから、子どもの居場所へ
のニーズが大きいことを認識し、秋に入って施設建設に着手しました。建設場
所は、小学生約 600 名、中学生約 300 名が通う小中学校の仮設校舎に隣接す
る町有地に決定し、準備を進めました。
施設は、約 160 平方メートル、軽量鉄骨造り、バリアフリー対応で、地元
産木材を内装に使用。春休みからプレオープンし、子ども支援事業活動の拠点
となりました。現在は、保護者の就労支援を伴う第二学童保育的な役割が期待
されていますが、今後は次代の大槌町を担う若い世代が安心して生活する上で
重要となる子育て支援や教育プログラムなどの実施も考えられます。
子どもセンターは現在、月〜金 10 時〜 18 時まで開放し、毎日 30 名程度が
来館。子どもセンター施設の管理は 2012 年秋に町に移管しますが、子ども支
援事業については、地元の指導員とともに当会のスタッフも当面はかかわりを
継続します。
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落成式での大槌町長の挨拶

大槌町子どもセンターの完成、落成式にあたり、
ひと言挨拶申し上げます。
このたびは、このように大変立派な施設が完成
し、子どもたちの居場所づくりに活用させていた
だきますことに改めて感謝申し上げます。
パレスチナ子どものキャンペーン様には、被
災直後から避難所での炊き出しや生活用品の提
供、流出拾得された膨大な写真の洗浄や修復作
業、そして、避難所における子どもたちの居場所
づくりや心のケアなど、物心両面にわたるご支援

子どもセンター落成式の様子

をいただいてまいりました。この場をお借りして重ねて感謝申し上げます。
中でも、子どもたちを取り巻く環境の改善につきましては、きめ細かい心配りのもとに親身
になって対応していただきました。間借り、合同授業と厳しい学習環境に加えて、放課後の遊
び場や家庭学習の場の確保が難しい中、ボランティアを含めた指導者の活動は、避難所や仮
設住宅で生活する子どもたちに活動の喜びと心の安らぎを与えてくれました。
９月、仮設住宅に移り、子どもたちの合同、間借りの状態が解消された学校生活が少しずつ
通常の状態に戻ったものの、地域コミュニティの崩壊により地域での子育て、見守り活動が十
分機能しておりません。また、大槌町としましても多くの公共施設が震災によって被災焼失し、
教育、福祉のサイドから地域における子どもの居場所をどう確保していくかが大きな課題とな
っておりました。
そのような折、パレスチナ子どものキャンペーン様より町の子どもたちのために無償の施設
を提供したい旨のお話をいただきました。これまで、施設の建設場所や活用、運営についてご
相談しながら進めて参りましたが、このように快適に過ごせるための設備が充実した施設の完
成を見たことは、大変ありがたいことであります。
現在は、パレスチナ子どものキャンペーン様の運営でたくさんの子どもたちが利用させてい
ただいておりますが、お譲りいただいた後におきましては、放課後子ども教室など、施設建設
の趣旨を踏まえた活用を図り、子どもたちの健全な成長とふるさとを担う人材の育成に努めて
まいりたいと思います。
終わりに、これまでの長きにわたるパレスチナ子どものキャンペーン様の数々のご支援に感
謝申し上げますとともに、今後の活動の充実発展をお祈り申し上げ、大槌町子どもセンターの
完成、落成式にあたってのご挨拶といたします。
平成 24 年 4 月22日
大槌町長 碇川 豊
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3 物資支援

現地入りした直後から、炊き出しを行ないました。栄養を重視して、肉、魚、
卵などを多用した高タンパクの献立、なおかつ、できるだけ温かい食事を提供
することを心がけました。炊き出しは当初は各避難所で、その後は仮設住宅地
で広く実施し、地元の住民との関係が非常に強められました（4 〜 6 月に約
9000 食、9 月から 11 月に約 2000 食、12 月から 3 月に約 1 万食以上の炊き
出しを実施）。
また物資として、膨大な食材、生活雑貨、食器、児童書、文具、寝具、衣
類、自転車などを配布しました。対象は避難所で約 3000 人に、仮設住宅の約
5000 人に、在宅避難者数百人にも行ないました。購入した生鮮物資などのほ
か、企業や個人の寄贈、寄托物資も無駄なく配布しました。
夏以降、自衛隊が撤退して町内で大量に配布作業ができる団体がなく、非常
に労力を伴うことになりましたが、住民との信頼関係は強固になりました。ま
た、下駄箱とレンジ台を地元企業と連携して調達し、住民が移る前に町内の仮
設住宅全 2100 戸への配布を実施しました。被災を免れた地元業者の協力を得
て家具を製作したことは、被災者雇用の側面を持った物資調達となりました。

延べ２万食以上の炊き出しを実施
食材は約4000人を対象に数万食分を提供

地元業者と提携して
全仮設住宅に家具を提供

4 コミュニティ
支援

仮設住宅での孤立を防ぐなど、地域のコミュニティを守るため、さまざまな
アプローチを行ないました。とりわけ女性たちの組織化に重点的に取り組み、
地元の婦人会や婦人連合の再組織化に協力。また、いくつもの仮設住宅での女

手芸グループ、
調理グループなど
女性たちの活動の応援

仮設住宅地でも調理イベントを
100回以上開催
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性たちの手芸グループづくりや調理グループづくりにも協力しました。地元で
のお弁当屋の起業をサポートして、地元 NGO の「まごころキッチン」に調理
機材の提供も行ないました。
冬期に向かっては、とりわけ厳しい最初の冬を無事に越えるための支援を実
施。町内の 48 か所の仮設住宅地で生活している被災者、及び在宅避難者に対
して、物資面だけでなく元気づけのイベントとして、地元町民を雇用して、そ
の方たちを中心に調理イベントと物資配布を合わせて実施しました。住民が活
動に参加しやすいような雰囲気づくりにも留意しました。

写真事業

コミュニティ支援のなかで、当会らしい支援の形として実施したのが、津波
で流された写真やアルバムの清掃・整理や返却のための展示会の開催事業です。
地元をはじめ国内外から、ユニークな活動として評価を受けました。返却のた
めの写真の展示会は、スタッフとして地元町民も雇用。展示会は各所に散った
被災者の交流の場となりました。
写真事業は規模も大きく、写真洗浄・清掃・返却展などに関わったボランテ
ィアは、延べ 3000 人を数えました。定期的な写真返却展の継続で、アルバム
数約 8000 冊を延べ 3000 人に返却することができました。
また、時間の経過による写真の劣化を考慮して、活動の 3 期から、約 30 万
枚の複写とデータベース化を行ない、大槌町に寄贈しました。

アルバム約8000冊分の返却
約30万枚のデータベース化

延べ3000人の
ボランティアが参加

東北支援部門別
事業費内訳

写真

17.7%

子どもセンター
（児童館）

21.4%

東北事業費
総額

118,886,944円

物資・
炊き出し

32.3%

子ども支援

28.6%

ご支援に感謝します
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5 広報実績

当会の大槌町での取り組みは、多くのマスコミに取りあげられました。一部をご紹介
します。(2011年 4 月～ 2012 年 3 月 )
「朝日新聞」2011年 4 月16 日 be report 被災地支援の NPO に寄付
「日本経済新聞」4 月17 日 思い出の一枚被災者へ：埋もれた写真、収集し洗浄
「朝日新聞」4 月25 日 攻撃的な子、心に傷：被災ストレス 専門家「配慮が必要」
「岩手日報」4 月 「日本好きだから」ブラジル人男性、被災地に残り奉仕活動
「日本経済新聞」5 月2日 持ち主不明の写真を展示：岩手大槌小
日本財団 ROAD プロジェクト「被災地で活動する NPO の真実 027」5 月 4 日 地域住民
を巻き込む支援で被災地を元気に
「朝日新聞」5 月 5 日 がれきから出た面で虎舞
「Ayus」5 月号

パレスチナ子どものキャンペーン

岩手県大槌町で子どもの心理ケア、

避難所運営支援などを実施
「岩手日報」6 月19 日 「仮設」向け家具製造：大槌南部屋産業 震災支援、復興担う
「読売新聞」6 月24 日 新しい家具使ってほしい
「デザート」6 月号 東北こども支援ボランティアさんにインタビュー
「ミセス」6 月号 子どもの笑顔を取り戻す
「SAPIX スクエア」6・7 月号 世界で出会ったカッコいい大人たち
「クロワッサン・プレミアム」7 月号

家族の絆の証しの写真を、被災者の手に。これま

でのノウハウを、日本で生かす。
「広報大槌」 被災後、復刊の 10 月号に、当会の連凧揚げの写真が掲載されました。
「MSN 産経ニュース」12 月28 日 大槌町へ揚がれ 大坂・貝塚の 100 連凧 被災地へ
「朝日新聞」2012 年 1月 8 日 励まし 連ねて つなげて 大槌町で連凧揚げ
「いわて復興だより」1月15 日 [ 絆 ] の連凧、空高く
「共同ニュース」2 月13日 仮設住宅でチョコ作り 岩手県大槌町の子ども達
「岩手日報」2 月22日 児童館の完成待ち遠しい 大槌で上棟式
なお、写真展については NHK や岩手県内のテレビ局のニュースに多々取り上げられま
した。

6 助成と協力

東北での支援事業には、国内外の多くの個人・団体、そして地元の個人・団体のご協
力を得ました。また困難な時期を支え、励ましていただきました。改めて心からの感謝
を申し上げます。個人のお名前は省略させていただき、
以下、
主な団体のみ記載します（順
不同）
。
資金助成：特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム、特定非営利活動法人国際
協力 NGO センター、浄土宗平和協会、CIPA フォトエイド基金、市民の絆 ( フランス )、東
日本大震災復興支援財団、KinderUSA、ほか
協力：大槌町、遠野市、釜石市、岩手県、特定非営利活動法人 BHN テレコム支援協議会、
大槌町社協災害ボランティアセンター、国連世界食糧計画（WFP）
、特定非営利活動法人
まちづくり・ぐるっとおおつち、ソニー株式会社、宗教法人カトリック中央協議会カリタ
スジャパン、社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会、社会福祉法人遠野市保育協会、釜石
市上中島児童館、特定非営利活動法人アットマークリアス NPO サポートセンター、大槌
商業開発株式会社、特定非営利活動法人遠野まごころネット、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、ほか
物資提供：日本福音ルーテル教会、富士ゼロックス株式会社、ソニー株式会社、ソフト
バンク株式会社、パナソニック株式会社、キャノン株式会社、春日製紙工業株式会社、
株式会社東芝、日本テトラパック、土屋鞄製造所、NTTPC コミュニケーションズ、消
費生活協同組合パルシステム東京、株式会社イワタニテクノ、株式会社クレヨンハウス、
株式会社集英社、株式会社講談社、株式会社小学館クリエイティブ、日本航空株式会社、
富士フイルム株式会社、花王株式会社、株式会社永光、株式会社資生堂、日本アムウェ
イ合同会社、東レ株式会社、株式会社クラレ、株式会社プチバトージャパン、株式会社
和光、米国食肉輸出連合会、モルディブ共和国、ほか
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Ⅱ海外事業
「アラブの春」と
パレスチナ、
そして私たち

パレスチナ自治区とレバノンでの活動

2010 年はじめにチュニジ
ア、エジプトから始まった民
主化は、1979 年以来の中東
の強権的な政治体制に対する
若者を中心とする市民の異議
申し立てとして、2011 年ア
ラブ全体に広がりました。
一 方、 パ レ ス チ ナ で は
2011 年を通じて状況に大き
な変化はありませんでした。

ガザの様子

イスラエルによるガザ封鎖と管理は続き、数か月に 1 回は空爆やミサイル攻撃
があります。ヨルダン川西岸ではイスラエルによる入植地建設がますます盛ん
になっています。パレスチナの国連加盟も米国などの強い反対で実現できませ
んでした。そのうえ、ヨルダン川西岸のパレスチナ自治政府とガザのハマス政
府の対立状態が続き、選挙実施も暗礁に乗り上げたままです。
西岸とガザの連立政権が誕生して国際的な発言力を回復し、入植地や隔離壁、
エルサレムや難民の問題が解決に向けて前進すること、またイスラエルとハマ
ス双方が現実的な政治選択をして、緊張状態が改善されることを市民は求めて
います。こうした市民の声が政治に反映されるのかが今後の鍵になるでしょう。
また人口の半数を占める若者の言動がパレスチナの将来を左右するでしょう。
援助依存の経済をどう変革するのかも課題です。しかしこれらはパレスチナ人
だけで解決できることではありませんから、国際社会にとっても課題なのです。
パレスチナ難民が発生してから 64 年が経過しましたが、難民問題も解決の
方向には全く進みませんでした。それどころか地域全体ではイラクの混乱が続
き、シリアは内戦状態になって新たな難民が生まれ、中東ではしばらく混乱の
時期が続くことが予想されます。パレスチナ難民への新たな差別と迫害が進ま
ないよう、監視と支援も必要になるでしょう。人道支援や人権擁護を進めると
ともに、宗教や信条、民族や国籍などバックグラウンドが違っていても人々が
安心して生活できるように、「多様な人たちの共存」というアラブ世界の伝統
がこれからも維持されることが大事になります。
日本でも東日本大震災によって、私たちの社会が抱える長所と弱点が明らか
になりました。パレスチナや中東の問題は決して他人事ではありません。世界
的にも不安定な現在、世界の市民がその経験や知識を共有し、多様性を認めて
手を携える先に未来があるのだと思います。パレスチナ・中東と日本の市民を
つなぎ、子どもたちの希望を作りだし、平和に寄与できるよう、当会は活動を
続けています。
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1 農業事業

ガザ農業事業は 3 年計画で、2011 年 3 月 1 日から開始しました。ガザ地区
は紛争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
活に陥っているという状況があります。 そのため、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な課題です。
しかし、ガザ地区の農業は、①農地減少と農家の失業
③農薬や肥料の不適正使用

④農家の知識不足

②水不足と水質悪化

⑤農業技術者育成体制の不足

（大学農学部での乏しい実習教育など） ⑥農業行政の機能不全などの問題を抱
えています。
こうしたなかで、ガザ地区での安定的な食料確保と自給率の向上、環境保全
と緑化をめざして、ガザ地区の農業セクター強化と環境保全型農業技術の普及
のために事業を進めています。
今後は、事業の成果を発展し定着させて、目標に近づけるため、より精緻な
計画作りが必要になっています。

事業と成果

若手農業技術者育成のための研修活動
理論 383 時間、実技 369 時間（9.5 か月間）の研修を実施。農学部を 5 年
以内に卒業した若手技術者 19 名が修了書を取得。研修後 9 名が就職し、内
6 名がガザの農業セクターに就職したことは、失業率の高いガザ地区では非
常に良い結果となった。
篤農家および周辺農家の技術向上のための研修活動
理論 58 時間、実技 72 時間、合計 130 時間以上（3 か月間）の研修を 3 グ
ループ ( 各 20 人 ) に実施。ガザ地区北部、中部、南部地域の農家 59 名が修
了書を取得。その後、研修で習得したコンポスト作成技術や減農薬農法を実
践している事例が見られ、今後農家への技術の伝播が期待される。
農地復興促進のための育苗活動
野菜育苗用温室 1 棟、樹木育苗用温室 1 棟、

10か月近い
農業研修により
技術者約20名を育成

屋根付き屋外作業・休憩所、露地栽培用農地、
および雨水集水貯水池を建設。玉ねぎ、セー
ジ、タイム、唐辛子、ナス、トマトなど合
計 86 万株を生産。玉ねぎ 67 万株を小規模
農家や紛争被害を受けた農家へ配布。オリー
ブ、オレンジ、アーモンド、アンズ、イチジク、
ブドウ、ザクロ、グアバなど合計約 3,500
本も育苗中。配布は 2 年次に予定。

減農薬農法や育苗法の普及

温室２棟ほか、作業所
雨水秋水施設などを建設
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現地 NGO の能力強化、現地の人材活用
事業のモニタリングや評価を現地 NGO（パレスチナ農業開発協会）と共同
で実施し、事業の管理や運営能力を確立・強化。現地の農業専門家に、研修
の講師として協力してもらっているだけでなく、現地コーディネーターなど
のスタッフにも専門家を雇用し、地元の人材活用を進めている。
短期日本人専門家派遣
2012 年 1 月 25 日から 31 日まで、農業技術普及に関する指導のため日本
人専門家を派遣。
広報活動
事業紹介リーフレットやビデオを現地語であるアラビア語と英語にて作成。
現地パートナー団体：パレスチナ農業開発協会（PARC）
資金：外務省 NGO 連携無償資金協力、ほか

2 種子バンク

ガザ地区南部のラファで、2009 年より継続している種子バンク事業（地元
在来品種の種子の自家採種）は、7 農家とその家族によって継続されています。
2009 年の戦争時の緊急支援において、農家ですら食料が足りなくなるとい
う事態を受けて開始した事業です。農家の女性が自家採種で得た種子によって
家庭菜園を営み、それによって持続的に自分たちが食べる分の野菜を産み出す
こと、さらに収穫した種子や農産物の販売による収入向上も目指しています。

食糧自給と収入向上に
結びつくプロジェクトに
７農家が参加

3 アトファルナ
ろう学校

在来品種の種子の採取とその販売、在来種子を活用しての野菜生産農家への
ワークショップ（技術指導）、種子の買い取りと配布、資材の提供、など
資金協力：JANIC NGO サポート募金（環境分野）
パートナー団体：パレスチナ農業開発協会、農村女性組合（ラファ）

1992 年の開校以来、継続して支援しているアトファルナろう学校には幼稚
園、小学校、中学校あわせて現在 300 人の生徒、70 人の職業訓練生、100 人
以上のスタッフ（その半数は聴覚障碍者）がいます。
ガザで唯一の聴覚障碍者のためのサービスを始めたアトファルナは、いまで
は地域の中心センターとして、毎日 100 人以上の聴覚検査やスクリーニング
テストも実施しています。また乳幼児のスクリーニングや手話講習会、手話ニ
ュースへの通訳者の派遣なども実施。国連職員、関係者などからも信頼を寄せ
られ、いまではガザを訪れる各国要人の訪問場所の一つになっています。

開校から20年
300人の生徒、
70人の研修生
100人以上のスタッフで
地域の中心センターに
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活動内容

ろう教育の提供（幼稚園、小学校、中学校）
聴覚検査およびスクリーニングテスト（国連の学校、公立のろう高校、ほか）
職業訓練と工芸品の販売（刺繍、織物、陶芸、木工、調理など）
ろう者の家庭への相談援助
カフェテリア（学内、学外での委託）
聴覚障碍者のための地元高校設立への協力
当会では、教員８人分の給与を分担しているほか、ろう者たちが製造したク
ラフトを買い付けていますが、2011 年は、日本国内の震災による影響に加え
て、ガザの封鎖によって、製品の買い付けがほとんどできませんでした。
資金協力：キユーピー（株）、（株）毎日エデュケーション、ひよこっち、ほか

4 ナワール
子ども
センター

ガザ地区南部ハンユニスで、2005 年より継続して行なっている活動です。
センターは、難民キャンプの外であるため、国連の支援も届かない貧困地区に
あります。ガザの学校教育は 2 部制のため、授業があるのは半日のみで、図工
や音楽といった科目はありません。そのためナワール子どもセンターでは、学
校に行っていない時間を利用して、子どもたちにさまざまなアクティビティを
提供しています。
子どもたちは、興味関心に合わせて自由に参加。また運営に積極的に関与し、
リーダシップを発揮しています。スタッフも意欲的で、センター全体が活発に
運営されているのが特徴です。

活動内容

地域の小学校 1 〜 6 年生 300 人の居場所づくり
母親たち 100 人以上を対象とした子育て支援
児童館活動：工作、絵画、アニメーション制作、夏季キャンプ、冬季キャン
プ、コンピューター、補習クラス、演劇、スポーツ、パレスチナ文化の調べ
学習など
母親向けワークショップ ( 子育て支援、生活の技術など )
当会では、スタッフの給与、さまざまな教材や、交通費、水道光熱費などを
支援
資金協力：生活協同組合パルシステム東京・平和カンパ、浄土宗平和協会、生
活協同組合パルシステム埼玉・Do! 平和募金、ほか

地域の子どもたち300人の
居場所づくり。
母親支援の拠点にも
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5 エルサレム
事務所

6 西岸での
事業

7 補習クラス

2011 年は、ガザの農業事業をエルサレム事務所が中心に遂行しました。ビ
ザ上の制限がありガザに長期滞在できずエルサレムとガザをしばしば往復しな
ければならない、またガザ入域の許可を得るのが難しいなど制約がありますが、
駐在員が中心に大規模な事業の管理運営を遂行しました。

新規事業の開始を予定していましたが、被災地支援などの状況から延期しま
した。

レバノンでは、パレスチナ難民キャンプの子どもたちも、レバノンの子ども
と同じ教科書とカリキュラムを使うために、学校についていけない子どもが大
量に出ているという状況があります。特に 2000 年代に入ってからは、バイリ
ンガルカリキュラムを導入した国定教科書の改訂などもあり、小学校で 20％、
中学校では 30％の子どもたちがドロップアウトしていると推定されます。そ
こで 10 年前に補習クラスを開始し、5 年前からは範囲も人数も広がっています。

活動内容

 7 か所の難民キャンプで実施
小学 1 〜 3 年生約 900 人が、週 5 日補習授業と週 1 日レクリエーションに
参加
母親向けの講習会、ソーシャルワーカーによる頻繁な家庭訪問
現地スタッフ：指導員とソーシャルワーカーなど約 30 人
指導員を対象にした研修会を開催、日本人心理専門家も参加
アート指導の研修も日本人アーティストたちの協力で実施
指導用教材の作成（アラビア語、算数、英語、各 150 ページ以上）
資金協力：ゆうちょボランティア貯金、立正佼成会─食平和基金、ほか
指導員には経験豊かな人も新人もいて、また場所によっては交代が激しいと
ころもあり、これまでも指導員が知識や経験を共有するための研修会を開いて
きました。2011 年は指導員たちに教材を作成してもらい、指導員のやる気を
あげることができました。
現在、補習に参加している子どもたちが 90％以上の割合で無事に小学校を
終えています。また自己肯定力が高まり、積極性も高まっています。
当初は難しかった学校との協力関係も、現在では小学校や教員から頼られる

難民キャンプの子どもたちの
学力向上を図る

教材づくりの実践から
指導員のモチベーションも向上
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存在になっています。また他の団体が類似のプログラムを開始するなど、難民
キャンプでの標準的な支援になりつつあります。それだけに、これまでの経験
と蓄積を進めて、より多くの子どもたちに効果を出していくための工夫が求め
られていると感じています。

8 子ども歯科

移動歯科として開始した子ども歯科の事業は 20 年を経て、現在５か所の難
民キャンプで歯科クリニックを開き、毎年約 6000 人の幼稚園児の検診と治療
などを続けるに至っています。また、キャンプの一般住民へも低価格で診療を
提供しています。
パレスチナ難民の子どもたちに顕著に見られた高い虫歯の罹患率は、最初の
10 年で半減しました。場所によっての差はありますが、レバノンの平均値に
ほぼ近いところまで虫歯が減少するという成果を上げています。
2011 年はラシャディエキャンプの歯科をサポートしました。ラシャディエ
は、レバノン南部農村地域で海に面し、人口約 2 万人。レバノンの難民キャン
プの中では例外的に自然環境の良い
場所です。他方、この地域には職が
乏しく貧しい住民が多いエリアです。
約 1000 人の子どもたちの歯科サ
ポートを実施しました。

20年間を経て難民キャンプの
子どもたちの虫歯が半減

9 女性自立支援

レバノンの難民は就労制限があって、正規の職を得ることが非常に難しい状
態です。特に女性たちの多くは職がなく、母子家庭や父親が就労できない場合、
家族は慈善や宗教団体などに頼った生活をしているケースが多いのです。子育
て中の女性たちが家でできる仕事とし
て、伝統的な刺繍の内職が続けられて
きました。
当会は、その製品を買い取って日本
でも販売しています。難民キャンプの
そばに場所を借り、刺繍や縫製の作業
所兼簡単なショップを開いていますが、
その賃料をサポートしています。
2011 年も 200 人の女性が刺繍の
作業に参加し、生活の補助を得ながら、
伝統的な技術を継承しています。

200人の女性たちが参加する
刺繍製品のプロジェクトをサポート

13

Ⅲ国内での事業
1 25周年事業および
海外からの招聘

2 イベント

震災対応に活動の主力を注いだため、実
施しませんでした。

震災の影響もあり、非常に限られたイベ
ント開催にとどまりました。
5月1日

ソニービル 「震災復興支援チ

ャリティイベント」パネル展示、ビデオ上
映、ワークショップ
6 月 26 日

中央大学駿河台記念館 「報告会

岩手県大槌町での子ども支援活

動」
7 月 20 日

あうるすぽっと「パレスチナ・ガザ報告会

──農業の新たな可

能性を目指して──」
このほかに、他団体主催の複数のイベントなどでも報告をしています。

3 伝統工芸品
普及と販売

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製作された刺繍製
品や織物、木工などの民芸品販売事業は、東日本大震災の影響でイベント出展
が少なくなり、当会も東北緊急支援の影響で例年通りの輸入・販売が出来ませ
んでした。その結果、売上は前年の 44％にとどまり、特に上半期は前年比 23
％に終わりました。
なお、ウェブショップ「タトリーズ ( アラビア語で刺繍 )」を 2012 年 1 月
にオープンしました。
URL：http://shop.ccp-ngo.jp/

4 会報「サラーム」

89 号（6 月）、90 号（9 月）、91 号（12 月）を発行しました。送付数は各

発行

号とも約 4200 件です。震災の影響で、例年よりも発行回数が 1 回減りました。

組織強化

事業の拡大と NGO に対する社会的な認知が進むなか、ますます社会的な責
任が問われています。当会は「キャンペーン」という名前が示すように活動優
先、現場主導型でスタートし、それを継続した組織なので、事業拡大に見合っ
た組織強化が緊要な課題になっています。
制度的な改善を 2011 年から開始して、組織強化のための中期計画と行動指
針を策定し内規を整備しました。2012 年初めには、国際協力 NGO センター
（JANIC）の「アカウンタビリティ・セルフチェック※」を実施し認証されました。
※NGOの活動における社会的責任を確認するもので、組織運営、事業実施、会計、情報公開などを審査します。
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Ⅳ決算報告
2011年度 特定非営利活動に係る事業
会計収支決算書
2011年4月1日から2012年3月31日まで
科

目

決

算

Ⅰ収入の部
１会費収入

4,064,000

２寄付金		
（1）寄付金

19,291,517

（2）指定寄付金

13,880,922

３補助金

46,248,421

４各種助成金

129,129,910

５その他の収入		
（1）事業収入（パレスチナ工芸品ほか）

2,898,689

2011年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
2012年3月31日現在
科

目

444,200

Ⅰ資産の部

当期収入合計（Ａ）

215,957,659

1 流動資産

前期繰越収支差額

33,022,413

（2）雑収入

収入合計（Ｂ）
Ⅱ

248,980,072

支出の部

現金預貯金
未収金

聴覚障碍児教育の充実（ガザ）

2,382,800

ハンユニス子どもセンター

2,920,509

東京事務所敷金

エルサレム現地事務所

2,373,355

固定資産合計

子ども歯科

1,001,853

資産合計
Ⅱ負債の部

女性自立支援 （レバノン･ガザ）

234,390

１ 流動負債

子ども絵画指導

376,201

未払金

70,654,150
（２）国内事業

7,782,418

預り金

4,450

買掛金

90,995

未払法人税

138,764

流動負債合計

会報発行				

2,333,417

２ 固定負債

パレスチナ伝統工芸品			

3,965,993

固定負債合計

東日本大震災緊急支援			

118,886,944

13,571,239

当期支出合計（Ｃ）			

209,909,380

当期収支差額（Ａ）−（Ｃ）		

6,048,279

次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ）

負債合計

39,070,692

70,000
54,367,003
0
54,367,003

III正味財産の部
１ 基本金		

東京事務所経費			

43,965,994
2,453,146

交流・イベント・ネットワーク		

125,683,991

1,380,000
104,476,206

事業費前受け

358,873

				

1,380,000

未払費用

情報提供・開発教育・調査・提言		

２管理費				

357,058
103,096,206

2 固定資産

12,576,219

200,000

731,533
378,491

流動資産合計

種子バンク

97,970,613

前払費用

（1）海外事業

48,588,823

額

3,658,511

仮払金

農業研修および育苗事業（ガザ）

金

棚卸資産
１事業費

心理サポートと補習（レバノン）

（単位：円）

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

6,000,000
42,729,203
1,380,000
50,109,203
104,476,206
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写真は、上、中左、中中央、下中央がレバノン難民キャンプ。
中右、下左、下右はガザの子どもたち

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
〒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 nttp://ccp-ngo.

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。

