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子どもたちに平和と未来を
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　2015年もパレスチナをはじめとするアラブ世界では
対立が続きました。内戦が激化したシリアでは犠牲者
が25万人を超え、500万人が周辺国へ難民となりまし
た。パレスチナのガザ地区では2014年のイスラエル軍
事侵攻による甚大な被害からの復興が進まず、2016年
初めの段階でもなお10万人近くが避難生活をしていま
す。
　中東の紛争は、1980年代末まではパレスチナ問題と
東西冷戦下での対立関係が主軸でしたが、その後米国
主導のイラク戦争と戦後処理の破たんがありました。
米国の影響力が低下した現在では、地域大国の利害が
対立を激化させる要因になっています。その結果、民族
国家の解体と部族社会への逆戻り、宗教的原理主義勢
力の台頭などのなかで、国際社会の平和努力は功を奏し
ていません。2011年に花開いたと思われた市民社会の
民主化の動きは弾圧されるか、萎縮せざるを得なくなり
ました。そして紛争の拡大によって新たに膨大な難民
が生まれ、現地のNGOも海外からの支援金に頼らざる
を得ない状況に追い込まれています。

　当会は2016年に活動開始から30年を迎えます。
2015年から2年間をかけて、中東に詳しいジャーナリス
トにお願いして活動現場を訪問して事業の成果を検証
いただく活動を始めました。幸いなことに多くの現場

で今も事業が継続され、拡大し、たくさんの子どもや家
族に支援を続けることができています。一つ一つの活
動はかなり地味で地道なものですが、その中から文字通
り「人生が変わった」人たちがたくさん生まれています。
　2015年度も会員、支援者、ボランティア、支援団体の
ご協力で活動を続けることができました。30年の活動
の継続が現地の市民社会に具体的な成果を残すことが
できたことをお知らせすると共に、これまでご支援をい
ただいてきた皆様にあらためて御礼を申し上げます。

児童館利用等
3155人

聴覚検査
乳幼児
5048人

ろう学校の生徒
300人

小学生
300人

母親
100人

障がいのある
子ども78人と
その家族

訪問診療と
理学療法

501人

教育支援
1095人

食糧等の配布
2662世帯
（15972人）

給食
2570人

補助器具提供
164人児童館利用

70人

東北
子ども支援

ガザ地区

エジプト

ろう学校
支援

児童館
支援

ガザ緊急
人道支援

聴覚障がい
の早期発見
と支援

パレスチナ子どものキャンペーン
2015年度活動報告



3

リマスちゃんは2014年のガザへの軍事侵
攻の時、近所へのミサイル攻撃によって、頭
骸骨を負傷し、救急車が来るまでに何時間
も放置されました。４回の手術を経たもの
の左半身にまひが残っていました。2015
年からの訪問リハビリの結果、まひは残っ

ているものの最近では歩くことにも慣れ、学校に通えるように
なりました。

1歳半の時、アリ君は両耳とも最重度
の聴覚障がいがあると分かりました。
お母さんは言葉を失い、お父さんも
涙を流しました。両親は治療したら聴
こえるようになるのではと望んでい
ましたが、アリ君自身が、補聴器をつ

けたいと伝えるようになりました。手話コースに大変積極的に
通ったお母さんは家庭でも熱心に手話で話しかけ、アリ君のコ
ミュニケーション能力は著しく向上しています。

ベカーのテントの住人のファティマさ
んは4人の子どもを連れて、2年前に夫
とシリアから避難してきました。両親や
兄弟は行方不明です。1年前までバラ
ックに住んでいましたが、家賃が払え
なくなり、野原に自分たちでテントを張
って生活しています。トイレも水場も
屋外なので、氷点下5度の冬場の生活

は大変厳しいです。この家族には燃料を配布しました。

支援を受けた人たち

食糧配布
1266世帯（7596人）

冬着
982人

教育支援
1298人

子どもと女性
100人

燃料配布
1401世帯（8406人）

医療受診
12897人

女性支援
302人

給食
1326人

育児支援
410人

児童館利用等
2113人

シリア

レバノン

イスラエル

ヨルダン川
西岸地区

ガザ地区
ヨルダン

シリア難民
支援

ネゲブ共存
事業
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　5年目に入ったシリア内戦の結果、隣国レバノン
には少なくとも150万人の難民が押し寄せていま
す。レバノン政府は人口が590万人に膨れ上がり、
総人口の3人に1人が難民という危機状況が起きて
いると発表しました。またレバノン人を含めて2人
に1人が貧困ライン以下の生活状態になり、失業率
の急上昇、水や電気などのインフラ、ごみ問題、学校
や医療サービスの不足などが深刻になっています。
　レバノンには元々30万人近いパレスチナ難民が
居住していますが、シリアに住んでいたパレスチナ
難民50万人のうち少なくとも5万人がレバノンに
二重難民として避難し、その多くが従来からあるパ
レスチナ難民キャンプに流入したため、パレスチナ
キャンプの環境はこれまで以上に劣悪な状況にな
りました。 「PRS（Palestinian Refugees from 
Syria、シリアを逃れて二重難民となったパレスチ
ナ難民）」と呼ばれるこれらの人々の存在はあまり
知られておらず、またパレスチナ人であるために国
連難民高等弁務官事務所・UNHCRの支援を受ける
ことができないなど、その支援は緊要です。
　レバノンではヨルダンやシリアと異なり、従来か
らパレスチナ難民は制度的にも差別され、公立の教
育や医療のサービスを受けることが難しいうえに、
少なくとも35種類以上の職業に就くことができず、
不動産を持つことができません。
　国連によると「PRS」の99％が貧困世帯で、95
％が支援に頼っています。また45％の家族で一日
に一度しか食事をしていないといわれます。現場
で活動している我々の経験でも、こうした数字は決
して誇張でないと実感するところです。レバノン
には公式のシリア難民キャンプが無く、パレスチナ
難民キャンプ内のトイレもなく薄暗い一部屋でも
賃料が月200ドルするため、昨冬も非常に多くの
人々が零下10度にもなるベカー県の山岳地帯でテ
ントやバラック、倉庫などでの生活を余儀なくされ
ました。

前年度に引き続き、シリアから避難してきたパレスチナ人
難民を中心に、シリア人難民、レバノン生まれの脆弱層
のパレスチナ人に対して、食糧・教育・保健支援の事業
を実施しました。

レバノンにおける
シリア難民の状況

シリア難民支援と
　　　レバノンでの活動

 ● 幼稚園・補習クラスへの給食配布を実施（週3日）。PRSの子ども
の91％が1日に三度の食事を取っておらず、また86％が安価で簡単
な主食中心の食事に頼り栄養に偏りがある中、バランスのとれた温
かい給食を提供。勉強への集中力が高まる、補習への出席率が上が
る、血色がよくなる、仲間意識が芽生えるなど効果が見られた。

 ●  90％を超える世帯が食糧不足を経験している
ワーベル難民キャンプのPRS世帯に対して食糧
配布を2回実施。（内容：米、パスタ、油、肉缶、ツナ、
赤レンズ豆、白豆、トマトペースト、タイム、チーズ、
ジャム、茶、砂糖、胡麻のお菓子等、1世帯あたり
約40ドル分）。UNRWAによると、PRS世帯は支

援等により入手した現金のほぼ半分を食糧購入に費やしており、10
人に1人は食事をしていない日がある。犠牲祭や断食月に合わせた
食糧配布は大変喜ばれた。

1

活動内容

 ●  カウンセリングを受けている子どもの母親を対象にワークショッ
プを開催。母親のストレスを軽減し子どもとより良好な関係を築く
ことで、子どもの症状の改善を図る（工作、チョコレート細工、手芸
等）。またストレスマネージメントに関する知識を講習。ベイルートで
も母親向けのワークショップを多く開催。

給食
1326人

食糧支援
1266世帯

女性支援
302人



支援をしている人たち
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モハメド・アラビさん（臨床心理士。レバ
ノン・サイダ市のファミリーガイダンス
センターで子どもたちのカウンセリン
グを行っている。またシリア難民・パレ
スチナ難民のお母さんたち支援も行っ
ている。本人もパレスチナ人）

　「自殺を2度図った8歳の少年は、2年間のカウンセリングとソ
ーシャルワーカーによる家族支援で学校にも復帰し、友人もで
きました。家族の会にも参加していて、お母さんの心理状態も
安定し、DVもなくなりました。時間はかかりますが、家族関係
の改善を含めた取り組みで、子どもたちの将来を変えることが
できます。多くの母親たちも厳しい生活と将来への希望が見え
ない中で、うつ状態に陥っているので、女性たちへの支援も必
要です」

 ● 国連の保健医療サービスが低下するなかで、歯科と精神科での
無料診療を行った。5つのキャンプにて歯科医による治療と集団検
診。集団検診は、キャンプ内の全ての幼稚園に対して実施し1万人
以上の幼児が検診を受けた。虫歯予防のための歯科教育も積極的
に行い、子どもだけでなく保護者にも歯の健康への意識を向上させ
る契機となった。
 ● 精神科医と臨床心理士による診療とカウンセリングは、前年度に
引き続きサイダで実施し、850人以上の子どもがカウンセリングを定
期的に受診。子どもが回復力を身に付けるようになったことや、怒り
のコントロールができるようになった等が確認されている。

 ● 冬の寒さが厳しい内陸ベカー
県のワーベル難民キャンプとそ
の周辺に居住するPRSを中心と
する660世帯に対して、4回に渡
って135～240リットルの燃料
支援を実施した。さらに、バラリ
ヤス、ターラバイヤを中心とした
PRS700世帯に対しても、200リ
ットルの燃料を配布。
 ● レバノン各地にある支援幼稚園に通う幼稚園
児及び一部の補習クラス児童に防寒着（ジャケ
ット、ズボン、トレーナー、靴、長靴等）を配布。

 ● 学習進度の違いから国連のパレスチナ難民向けの学校ではレバ
ノン出身者とシリア出身者のクラスを別にしていたが、資金不足のた
めに2015年秋から混合1シフト制へ移行した。1学級50人を超える
ところもあり、教師の目が届かず子どもたちのドロップアウトに拍車
がかかっている。またシリア難民に対しては学校での深刻ないじめも
報告されている。
 ● 補習クラスを前年同様実施したが、学校でのカリキュラムについて
いけるような教育内容、体罰が一切ない子どもに寄りそった指導、な
どが地元の信頼を集めた。また不登校児にとっては唯一の教育と仲
間づくりの機会ともなった。学校での成績向上、出席率の向上等が
報告されている。

 ● シャティーラ、ブルジバラジネキャンプにて、妊婦と0歳児の母親
に対して、育児ワークショップを各5回開催し、産婦人科医、助産婦、
臨床心理士、ソーシャルワーカー等が指導。育児用品も同時に配布
した。PRS女性の70％以上が十分に水を得られないという生活環
境で暮らしている。

 ● シリア難民を対象とした幼児教育はほとんど実施されていないた
め、幼稚園での受入数を増やして対応している。レバノンでは小学
校入学時点で英語のアルファベット、アラビア文字、数字等の習得
が求められるので、学習も行った。
 ●  自立性、社会的スキル、アラビア語、英語、理解力、運動などの分
野で、ほとんどの園児が卒園時には発達目標を達成できている。心
理サポートと仲間づくりを目的とした遠足やレクリエーションイベン
トには2,000人を超える子どもが参加。

医療支援
12897人

補習クラス
1298人

幼稚園での
受け入れ
2113人

子育て支援
410人

燃料支援
1401世帯
冬着提供

901人
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　2014年の軍事侵攻はガザに深刻な影響を与え続け、
戦争から1年半後の2015年末時点において、1万
6,000世帯9万5,000人以上が避難生活を続けており、
うち7万8,000人が支援を必要としています。また90
万人以上が支援に頼らざるを得ず、75万人が食料危
機にあります（32%は女性世帯）。このうち、9万8,000
世帯（59万人）が修復されていない被害家屋、借家、間
借り、鉄製コンテナ、テント、仮設避難所といった居住環
境で生活しています。完全に破壊された1万8,000棟
の住宅の再建作業は2015年末の時点で全く進んでい
ないため、賃料の高騰、健康・精神衛生上不適切な過密
した生活状況が問題となっています。また16万8,000
人（28,000世帯）は自然災害に対しての脆弱性が懸
念される住環境に置かれています。
　封鎖によって産業・経済が破綻しており、市民の経済
状況が困窮しています。ガザのGDPは封鎖以降半減
していて、1人あたりのGDPは1994年と比べて72%
下回ります（世界銀行）。2015年の失業率42.7%は、
2014年の47.4％に比べれば若干の改善を見せてはい

るものの、依然として世界最悪の水準で、特に若者と女
性の失業率はそれぞれ60％を超えています。戦争の被
害を受けた84%の世帯が借金をし、86%が食料をつ
けで購入していると国連人道支援室（OCHA）は報告
しています。
　8年にわたる封鎖と6年間に3度の大規模軍事侵攻、
恒常的なエネルギー不足により公共インフラは荒廃し、
基本的なサービスの提供が妨げられているため、すでに
脆弱な生活状況をさらに弱体化しています。ガザ人口
の40%は3日ごとに5～ 8時間しか水が供給されてい
ないほか、電力の供給停止時間は1日12～ 16時間に及
びます。2014年10月以降エジプトとの国境はほぼ封
鎖されたままで、ガザの外に出ていくことはほとんど不
可能です。またパレスチナ内部の政治的な分裂状況に
よって、公務員の給与が一年以上支払われていません。
　国連貿易開発会議（UNCTAD）の2015年6月の報
告書では、現在の状況が改善されなければ2020年まで
にはガザは生活が出来ない場所となると警鐘を鳴らし
ています。同報告書はガザの現在の社会・経済指標は
すべて1967年以来最低水準を記録したと分析してい
ます。

ガザの状況

ガザでの緊急支援

 ● 子どもたちの心理的負担やストレスは大きく、生活にも影響を及
ぼしているほか、長期化するリスクが懸念されている。またティーンエ
イジャーも自分たちの居場所や将来の希望を見いだすことができず、
ガザから脱出しようとする若者、自殺者も増加している。
 ● 幼児からティーンエイジャーまでの子どもたちの居場所を継続し
た。特に青少年にはコミュニティの一員としての意識を高め、将来の
希望を見出せるようなプログラムを実施（アート、工作、作文、グルー
プディスカッション、遠足、リクリエーション活動、作品展示会、スポ
ーツ、創作劇、コンピュータ、集団ゲーム、伝統文化紹介、発表会な
ど）。

 ● 国連によると負傷者11,000人のうち3,374人は子どもである。そ
の多くは爆撃や砲撃に巻き込まれて怪我をしているが、不発弾など
による二次的な被害も少なくない。病院は混乱した状況で病床や
物資が不足していたため、子どもの多くは十分に治療を受けること
ができないまま退院せざるを得なかった。特に大きな被害を受けた
北部のベイトラヒアやシジャイヤで、負傷した子どもに適切な医療サ
ービスを継続し、在宅でリハビリを受けることで生活の質を向上さ
せた。
 ●  医師、理学療法士、看護師からなるチームが家庭訪問し、必要な
治療や理学療法士による運動機能の回復のための指導、保護者や
家族へのアドバイスといったサービスを提供。また車いすや歩行補
助具の提供、より高度な専門医療機関への紹介などを行った。

2

幼稚園修繕前

幼稚園修繕後

活動内容 給食
2570人 訪問医療

501人

補助具
164人

子どもの居場所
と心理サポート

3155人



支援をしている人たち
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マジダ・エルサッカさん（ガザのナワール
児童館の運営母体であるＣＦＴＡというＮ
ＧＯの副代表。人権に対する働きが評価
されて2016年にフランスの国家功労賞
を受賞）

　「開設当初からナワール児童館が大切に考えている活動とし
て、子どもたち自身が自らの能力を見つけ、高めて、それを表現
していく。子どもたちが主導でやっていくということがあります。
子どもたちにコミュニティと自分たちが抱えている問題に対し
て主体的に関わってほしいからです。
　パレスチナ問題はパレスチナ人の問題であるだけでなく、世
界の問題です。それは人権の問題だからです。“私には何がで
きるのか”と考えて、皆さんのいる場所で始められることをして
みてください」

　ガザ地区には多くの障がい者がいますが、戦争や封
鎖などの影響は一般の人よりも大きいです。当会では
1992年に「アトファルナろう学校」の開校支援以来、
継続したかかわりを持ってきましたが、2015年度は、
乳幼児の検診により聴覚障がいを早期発見し、早期に
必要な支援を行うことで、子どもたちが適切な教育を
受けられることをめざしました。
　支援を受けた子どもの中には顕著な発達が見られま
した。障がいが見つかった子どもの両親や家族に様々

な支援を行うことで、親たちの悩みを共有し、子どもと
のコミュニケーション手段を訓練するなど、子どもを取
り巻く環境の改善をはかりました。その結果、親たちの
心理状態も目覚ましく改善されました。
　地域社会の理解促進につながるシンポジウムや教材、
ガイドラインなどを作成し、地域での持続的な活動を
可能にしました。活動には「アトファルナろう学校」
のスタッフの専門性がいかんなく発揮されただけでな
く、聴覚障がい者のスタッフが関わることで、親にも子
どもにも安心した環境を提供することができました。

聴覚障がいの早期発見と
支援の事業

 ● 避難所や半壊の家屋に暮らしている世帯に対して、物資配布によ
る越冬支援を実施。実施には学校に行っていない、失業しているな
どの青少年を参加させた。青少年が越冬支援の計画立案、ニーズ
調査、裨益者リスト作成、物資調達、物資配布、会計業務、評価総
括などの実務を担当した。
 ● 被災した家庭やコミュニティへ青少年を派遣して手伝いを実施。
活動を通じて地域のコミュミティの人 と々共同で環境保護の活動や
戦闘体験の記録などの活動を行い、青少年がコミュニティの一員と
して自分の価値や貢献を可視化し、将来を展望できることをめざし
た。

3

 ● ガザでは2015年秋の新学期も開始が遅れた。戦争の混乱が現
在も続き、国連でも213校で二部制、6校が三部制で授業をしており、
勉強に集中することが困難な状況にある。教師の数、授業時間が減
り、授業の質も低下している。そのために学習の遅れを取り戻すこと
が課題となっている。
 ● 学習の遅れがみられる小学生に補習クラスを実施した。主要な科
目である算数、アラビア語、英語、理科の4教科で、1クラスは15人程
度と小規模にして指導経験があるスタッフが担当。週5日1日あたり3
時間（学校のシフトに合わせた編成）。開始時に試験を実施し、毎月
末にテストで学力の伸びや学習成果を分析しながら生徒の弱い部
分などに集中するように授業を進め、また保護者へのアドバイスをし
て補習授業の効果持続や保護者の意識向上も目指した。

ガザの聴覚障がいの状況と支援

教育支援
1095人

生活支援
2662世帯
（15972人）
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ています。
　「ひよこっち」という団体は、毎年大きなコンサートを開いて、そ
こでパレスチナのアトファルナの子どもたちのことを伝えて、そこ
で得られた収益を自分たちの手で、聞こえない仲間たちに、日本の
聞こえない仲間たちが自分たちでつくったお金をパレスチナの子
どもたちに寄付しようということで、たぶん150万～160万の金額
をアトファルナろう学校に寄付し続けました。これは聞こえない子
ども達、聞こえない自分たちができることとしてやってきたことで
す。
　これからもアトファルナのことを思いながら、「パレスチナは遠
い」ではなくて、「仲間のいる国」という風に思って、いつか近くにな
る国だと信じて、ここに集まっている若いみなさんとアトファルナ
を訪れる日がくるといいなと切に願っています。そしてアトファル
ナのこと、これからもずっと応援していきたいと思います。」（アトフ
ァルナの活動報告会での発言より）

橋本一郎さん（教員、ろうの子どもと保護者
のグループ「ひよこっち」代表として、チャリテ
ィ・コンサートの収益をアトファルナに送り続
けてきた）

　「僕の思いはずっとアトファルナにあります。
パレスチナに行きたいと思います。でもふつ

うの市民なのでガザに行けません。でもこの20年間の関わりでで
きたことは、今日このアトファルナのシンポジウムの場に、たくさん
のひよこっちやろう学校の教え子たちが来てくれているという事で
す。
　これを僕はずっと20年間やってきたんだなと思います。ここには
アトファルナに贈る絵を描いてくれた子もいっぱいいます。彼らが
自主的に、受け身ではなく、自分でこの会に申し込んで参加してく
れたこと、これが日本の教育にもできることの一つという風に感じ

支援をしている人たち

 ● ガザ地区の診療所や幼稚園などで61回、合計5,048人
の乳幼児に聴覚検査を実施。
 ● 聴覚検査の結果「要検査」と判断された乳幼児150人が、
アトファルナで精密検査を受けた。うち80人に聴覚障がい
があるとわかり、早期支援の対象となった。
 ● 78人の子どもに各2個ずつ補聴器を供与。

 ● 早期支援が必要とされた2歳半以下の24世帯に専門家が延べ
360回訪問し、在宅プログラムを実施。10人の乳幼児にはのべ244
回の言語療法を実施。

 ● 2歳半以上の64人と家
族に対して、グループ療
法を延べ438回実施。  ● 77世帯に対しソーシャルワーカーが154回の家庭訪

問を実施した。

 ● 合計49回・144時間の手話トレーニングを実施。56人が
36時間コースを修了した（母親向けだけでなく父親向けの
講習も実施）。
 ● 手話テキストを開発した。

 ● 32人が36時間
コースを修了した。

 ● ガザ各地で10回のワークショップを実施。
396人が参加。
 ● 情報資料を作成し配布。

聴覚検査

手話講習

専門的
支援

コミュニティ
における
理解促進

親子支援

家庭訪問

母親向け
研修
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 ● 2016年3月にアトフ
ァルナろう学校で開
催（駐パレスチナの日
本大使も参加）。

 ● 家族向けの手話教材や早期支援ガイドラインを作成
し発行。

　イスラエル国内には人口の15～ 20％のアラブ
系市民がいます。彼らはイスラエル国籍は有する
ものの、制度面を含む様々な社会的差別を受けてい
ます。特にベドウィンとよばれる遊牧民の人々は、
他のアラブ系市民と違ってイスラエル軍の兵士に
志願することができ、占領地の前線で勤務すること
が多いといわれます。
　一方で定住していなかった歴史から、土地所有の
法的な根拠が弱いために、イスラエル政府は遊牧地
への立ち入りを制限して遊牧民の定住を強制した
だけでなく、居留地の縮小、破壊、強制収容と移転を
何度も行ってきました。その結果、多くのベドウィ
ンはネゲブ地方の狭い場所に押し込められ、生活手
段を奪われて厳しい暮らしをしています。

　2011年の東日本大震災と津波によって町面積の
54％が浸水し、人口の1割近い1,200人以上の死者
行方不明者、町長以下町役場も職員の3分の1を失
った大槌町は、復興が遅れている町の一つです。
2015年には町中心地での盛土工事、公営住宅の建
設、小中学校や公立病院建設などがようやく本格化
しましたが、防波堤の建設や被災した町役場の遺構
の保存の可否などの難問を抱えています。
　5月には、当会支援者の方々と大槌町を訪問し、
被災地の現状を知り、町民の方々と交流を持ちまし
た。

マイノリティの人権擁護、公民権の獲得、
ユダヤ系市民との理解と共存を目指す

団体である「ネゲブ共生フォーラム」を支援し、アドボ
カシー活動に協力しました。「ホロコースト記念日」や
「ナクバ記念日」などに、アラブ系ユダヤ系双方の市民
が集まって討論会を開催し、相互理解を深めました。ま
たラマダンのイフタール（断食明けの夕食会）にも参
加しました。

東日本大震災と津波から4年。2015年
も被災地の一つである岩手県大槌町の

「大槌町こどもセンター」の運営を支援しました。
　2011年3月から当会は大槌町での活動を継続してき
ましたが、12年4月に同センターの建物を完成させ、放
課後の子どもたちの居場所として開設しました。同年9
月には正式に町の教育委員会に移管し、現在に至ってい
ます。放課後、長期休みには朝から夕方まで子どもたち
が利用できるほか、様々なイベントが行われています。
2015年度は小
学生70人以上
が登録し、毎日
30人以上の児
童がセンターを
利用しました。

大槌町での活動

マイノリティ支援の活動

5

4

活動内容

活動内容

シンポジウム
家族と
地域支援
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①活動開始から30年を迎える2016年を前に、これまで
の活動の振り返りを行うため、ジャーナリストの川上
泰徳さん（元朝日新聞中東アフリカ総局長、「ボーン・
上田賞」受賞者）に、ガザやレバノンの事業現場の訪
問と取材を委託しました。2017年3月までの間にそ
の報告を受けます（1回目の報告会2016年3月、会報
サラーム105号への寄稿）。
②過去の活動の写真をデータ化する作業を開始しまし
た。データは、今後、ガザやレバノンの現地団体にも
共有して、関係者がデータを見て、自分や家族の写真
を入手できることを目指しています。また、現地や日
本での写真展も検討中です。
③スマホでホームページを見る人の増加を受けて、全面
改訂した新しいホームページを2016年6月に公開し
ました。

①会報 サラーム  103号、104号、105号  各5000部
②イベント
 ● 講演会・シンポジウムの開催（講師の敬称略）

 ● 講演会「2015年のパレスチナ問題」（川上泰徳、立山良司）【5
　月、東京】
 ● マジダ・エルサッカ来日講演「ガザの私たちが世界に伝えたい
　こと」【6月、東京・京都】
 ● 毎日メディアカフェ「中東で起きていること、私たちにできるこ
　と」（高橋和夫、当会駐在員）【7月、東京】
 ● 「シリアで起きている事、私たちにできること」（末近浩太、当会
　駐在員）【7月、大阪】
 ● シンポジウム「『現場目線』で考える中東情勢とパレスチナ問
　題」（吉村慎太郎、宇野昌樹、当会駐在員）【7月、広島】
 ● 講演会・キャンドルウォーク「ガザ紛争から1年」（NGO共同行
　動）【7月、東京】

ガザ・ナワール児童館の運営母体であるCFTAから副代
表のマジダ・エルサッカさんを日本に招き、東京と京都
大学で講演報告会を開催しました。京都大学での講演
では、若い世代との交流を積極的に行いました。また岩
手県を訪問しました。

多くのボランティアや支援者の協力を得て、パレスチナ
刺しゅう製品や工芸品等の販売を通して、パレスチナの
文化紹介や難民や障がい者の生活支援を行うことがで
きました。特に委託販売などを通じて協力を希望する
学生団体や個人、ショップなど新規お申し出もありまし
た。イベントでの販売、委託販売、年賀状販売の売り上
げが向上し、目標を上回ることができました。

①会員：776人
②ボランティア：のべ323人
③取材：放送大学、共同通信、朝日新聞、毎日新聞、
　東京MXTV、など

 ●  「チャリティ・イベント　パレスチナに想いを馳せて2015」
　（酒井啓子、ラビィサリ）【12月、東京】
 ● 「ジャーナリストの見た支援現場～日本のNGOとシリア難民・
　パレスチナ難民支援」（川上泰徳）【3月、東京】
 ● 「中東で感じたジレンマと希望～難民支援のリアル」（NGO共
　同行動）【3月、東京】

 ● 活動報告会の開催（3件）
 ● 東北ツアー実施
 ● パネラーとして招聘（4件）

 ● アラブ・ウィーク2015セミナー「アラブ世界を取り巻く諸問題
　と日本のNGOの役割」【4月、東京】
 ● 「UNHCR・JPF共催シンポジウム  シリア危機：じぶんごと─私  
　たちに求められる行動」【6月、東京】ほか

 ● 参加・出展イベント26件（詳細略）
 ● 講師派遣・事務所訪問受入れ7件
 ● パネル・写真などの貸出し13か所

謝辞
2015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・法人からの助成金・寄付など（順不同）
※個人の方のご寄付は省略させていただきました
外務省、ジャパンプラットフォーム、生活協同組合パルシ
ステム東京、生活協同組合パルシステム埼玉、アーユス
仏教国際協力ネットワーク、浄土宗平和協会、国際協力
NGOセンター、日本キリスト教協議会、日本聖公会、日本
中近東アフリカ婦人会、パブリックリソース財団、立教女
学院、早稲田奉仕園、gooddo（株）、（株）テーブルクロス 

ほか

30年を振り返る
活動

その他の
国内での活動

ガザからの招聘

販売事業

会員・支援者・
ボランティア

6

8

7

9

10
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2015年度  貸借対照表 2016年3月31日現在 2015年度  活動計算書 自2015年4月1日 至2016年3月31日

＊当会では、矢崎公認会計士事務所の会計監査を受けています。

資産の部
流動資産
 現金
 普通預金
 現地現金
 現地預金 
 外貨普通預金
 定期預金
 売掛金
 輸入棚卸資産
 国内棚卸資産
 預け金
 前払費用
 仮払金
流動資産　合計

固定資産 
   （投資その他の資産）
 敷金 
投資その他の資産　合計
固定資産　合計
資産の部　合計

負債の部
流動資産
 買掛金（輸入）
 未払金
 未払費用
 外務省事業前受金
 事業前受助成金
 預り金
 未払法人税等
流動負債　合計
負債の部  合計

正味財産の部 
正味財産
 前期繰越正味財産額
 当期正味財産増減額
正味財産　合計
正味財産の部　合計
負債・正味財産　合計

経営収益
受取会費 
受取寄付金
 一般寄付
 指定寄付
受取助成金等
 事業助成金
 外務省補助金
事業収益
 輸入品販売収入
 国内品販売収入
その他収益
 受取利息
 為替差益
 雑収入
 経常収益　計

経常費用
 事業費
  （人件費） 給料手当
     法定福利費ほか
 人件費　計
 （その他経費） 現地事業費
     業務委託費・諸謝金
     印刷製本費
     旅費交通費
     通信運搬費
     事務用品・消耗品
     家賃・賃借料
     保険料
     他の諸経費
     売上原価
 その他の経費　計
 事業費　計

管理費
  （人件費） 給料手当
     法定福利費ほか
 人件費　計
 （その他経費） 業務委託料
     旅費交通費
     通信運搬費
     消耗品・雑費
     水道光熱費
     家賃・賃借料
     支払手数料
 その他の経費　計
 管理費　計
 経常費用　計
 当期経常増減額

経常外収益
 経常外収益　計
経常外費用
 経常外費用　計
  税引前当期正味財産増減額
  法人税、住民税および事業税
  税引後当期正味財産増減額
  前期繰越正味財産額
  次期繰越正味財産額

214,318 
155,323,553 

330,517 
12,475,365 

5,442,102 
3,026,668 

349,447 
2,022,008 

118,258 
1,702,744 

324,920 
14,698 

1,380,000 
1,380,000 

216,888 
271,468 

13,692,128 
62,204,001 
41,892,764 

380,928 
70,000 

54,174,053 
9,822,368 

181,344,598

 
 

1,380,000 
182,724,598

118,728,177
118,728,177

63,996,421
63,996,421 

182,724,598 

3,915,000 

28,204,163

256,910,658 

5,429,897

 
1,766,357

296,226,075

279,561,655

6,772,052
286,333,707

9,892,368

0

0
9,892,368

70,000
9,822,368

54,174,053
63,996,421

3,915,000 

18,634,860
9,569,303

213,042,669
43,867,989 

4,156,183 
1,273,714 

7,417
607,862 

1,151,078 

 

 
36,492,326 

4,772,441 
41,264,767

217,169,132 
1,631,826 
1,040,207 
5,436,288 
1,935,553 

826,273 
2,623,512 
2,555,210 
2,356,960 
2,721,927 

238,296,888

2,497,115
206,781

2,703,896
1,436,800

249,835
776,436
376,909
172,656
683,199
372,321

4,068,156

（単位：円） （単位：円）

シリア
難民支援

人件費

現地専門家
謝金 ガザ緊急支援

配布用物資
購入費

現地
人件費

車両・
現地交通費

その他
ガザ公立学校
支援

資機材・
施設費

事業の内訳事業支出の内訳

聴覚障がい
の早期支援

その他の
ガザ子ども支援

ネゲブ支援 レバノン
子ども支援
国内事業

決算報告



〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-23 豊ビル4階
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）

2016年7月に事務所が豊島区から新宿区に移転しました


