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新しい学校を、新しい誇りに。

教育支援事業
新型コロナウイルス対策事業
オンライン報告会の開催
世界のADRAから

EST.1985

ミャンマー教育支援事業での開校式（2018年）



教育支援事業
写真の子どもたちの顔に描かれた模様はミャンマーの文
化のひとつであり、「タナカ」と呼ばれるものです。「タ
ナカ」は柑橘系の木の一種で、専用の「すずり」で擦って
出てきた粉を水に溶いたものを顔や腕などに塗ります。
日焼け止めや虫よけ効果も期待されることから、現地の
人々は老若男女を問わずつけています。

令和2年7月豪雨は九州を始めとする各地に大きな被害
をもたらしました。ADRA Japanは、様々なネットワー
クを活用して、被災地の方々に支援を届けています。

教育環境改善支援事業

MYANMAR

Z IMBABWE

（世界本部）

ミャンマー

ジンバブエ

A D R A  I n t e r n a t i o n a l

A D R A  J a p a n

J A P A N 日本

令和2年7月豪雨災害 被災者支援事業

令和元年台風15号・19号
千葉県被災者支援事業

新生児・小児の保健環境改善支援事業

教育支援〈ナマステ基金〉事業
形成外科医療チーム派遣事業
新型コロナウイルス感染症対策事業 p.6

ADRA Japan実施事業
※ジンバブエ、ネパール事業は皆さまからのご寄付のほか、日本NGO連携無償資金協力の
助成を受けて実施しています（ネパール事業には医療法人社団崎陽会 日の出ヶ丘病院「ぽ
かぽか基金」からのご支援もいただいております）。ミャンマー事業は皆さまからのご寄
付のほか、公益財団法人イオンワンパーセントクラブからの助成を受けて実施しています。

N E P A L ネパール

p.4、p.5

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月下旬より
ネパール全土に厳しい外出禁止令が出されていました。
事業地であるバンケ郡は、感染者数が特に多い地域です。
6月中旬に外出禁止令が緩和された後、必要な対策を講
じながら活動を少しずつ再開しています。

ロックダウン規制が一部緩和されました。ADRA 

Japanは住民の参画意識を高めるため、人々と協働
しながら教育事業の活動の一つである校舎建設を再

開しました。写真は、住民が
集めた砂や砂利、水とADRA

が提供したセメントを合わせ
て形成した、建設用のレンガ
を日干ししているところです。

ADRA Japan事業マップ ADRA Japanは、世界最大規模の約130か国と地域に支部を
持つ国際NGOであるADRAの日本支部です。
人種・宗教・政治の区別なく支援活動を行うことをモットーに、
海外および日本国内の各地にて様々な活動を行っています。

世界のADRA支部がある国と地域

マスクをしながら研修を実施

「タナカ」を塗った子どもたち

現地で支援物資を受け取った被災
地の方々

左官工事を終えた産前健診棟
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ADRA Japanを
支えてくださる方を
ご紹介します!

プロ卓球選手　　　　　看護師
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1建設した新トイレ　2  建設した新井戸　3  学校維
持管理研修　4教員研修でグループワークをする教
員たち

コパン小学校の子どもたち

5校庭一角の花壇スペースに花を植える子どもたち　6子どもたちが安心して学校で学
べるよう学校周辺にフェンスを設置する住民　7  防災研修での実技

「私の2人の孫は今、ADRAが支援してくれた学校に通っています。
以前は教室がとても狭く、のびのびと勉強することもできず不自
由そうでした。しかし、今は各教室に十分なスペースがあり、教
室で使う机や椅子、ホワイトボード、キャビネットも完備されて
います。孫たちは学校に行くのが本当に楽しそうです。このよう
な環境を整えてくれたADRAにはとても感謝しています。」
（孫を学校に通わせている女性より）

 ADRA Japanが支援し、インタビュー
をした学校 (コパン小学校 )

「ADRAは新校舎をはじめとした学校設備を整えるだけでなく、研
修にも力を入れてくれました。保健衛生研修では、石鹸や歯ブラ
シ、歯磨き粉を提供いただき、子どもたちは手洗いや歯磨きの正
しい方法を学びました。おかげで昼食の前後の手洗いと食後に歯
磨きをする習慣がつきました。教員研修では、教師たちの教育に
対する考え方が改善し、私の自慢の教員となりました。保護者は
教育啓発に参加することで教育の重要性を認識し、学校での活動
に、より積極的に関わってくれるようになりました。また、栄養
改善研修で学んだ知識も生かし、子どもたちの健康管理にとても
役立っています。」（校長先生より）

ヤンゴンから車を7時間ほど東に走
らせた、タイと国境を接する自然豊
かな地域です。
　長期に渡る内戦により老朽化が進
み、修繕が必要な学校の学習環境を
改善するため、ADRA Japanは2013

年より同州において校舎建設を中心
とした教育支援に取り組んでいます。
　学習環境の整備として、学校校舎
やトイレ、井戸の建設・修繕の他、
学校備品や子どもたちが使用する文
具を提供しています。また、新校舎
などを生徒と教員、地域住民自ら適
切に維持管理できるよう、学校維持
管理研修を実施してい
ます。それにより、自
分たちの学校を定期的

レン州は、ミャンマー最大の
都市であり、国際空港がある

に清掃し綺麗に保つだけでなく、よ
り魅力的な学校にするべく校庭に花
を植えるなど、学校美化活動にも積
極的に取り組むようになりました。
　加えて、物理的に学校設備を整え
るだけでなく、子どもたちの教育を
保証する周辺環境の整備にも取り組
んでいます。教員には、子どもたち
が創造性をより豊かにし、物事や情
報を多様な角度から検討し、論理的・
客観的に理解することができる教授
法の研修を実施しました。また住民
には、教育の重要性を学ぶ啓発の機
会を提供しました。これにより、子
どもたちが快適な環境で学校生活を
送ることができるよう、学校周辺に
フェンスを設置するなどの具体的な
対策が講じられるようになりました。
　さらに、学校および周辺地域にお
ける安全の確保を目指し、住民への
防災研修・防災啓発を実施しました。
毎年のように洪水などの自然災害に
見舞われるカレン州では、住民が
防災に関する知識を習得すること
により、地域で子どもたちの安全
を守る態勢を整え、勉強に集中で
きるようにしています。

カ

ADRA JAPANの活動
2020年9月号では、教育事業をはじめて8年目になるミャンマー事業を

ピックアップしてお伝えいたします。また、ネパールでの新型コロナウイルス感染症対策事業、
ADRA Japanとして初めて実施したオンライン報告会についてもご報告します。

ADRA Japanは現在、ミャンマーの
カレン州にて教育支援事業を行って
います。今回はその事業内容と進捗
についてご報告いたします。

ADRA Japanが教育支援を行ってか
ら1年ほど経った学校に通う子ども
たちの変化についてご紹介します。
孫を通わせている女性と、校長先生
からの声をお届けします。

今後も子どもたちがより良い環境で学習を続けられるよう、皆さまのあ
たたかいご支援とご協力を、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

教育支援事業

M Y A N M A R ミャンマー

※本事業は皆さまからのご寄付のほか、
公益財団法人イオンワンパーセントク
ラブからの支援もいただいております。

― ADRA Japanをどちらでお知りになりましたか?

教会で行われるADRAの活動報告がきっかけです。
― ADRA Japanとの関わりについて教えてください。
理志さん：紛争が絶えない世界の状況を見て、何か自分
に支援ができないかと考えた時に、ADRAフレンドにな
ることで少しではあるけど支援ができると思いました。
香子さん：西日本豪雨の際に地元を支援していただいた
ことをきっかけにADRAフレンドになり、月々の寄付を
させていただくようになりました。また、高校生の時に、
東日本大震災で被災された方の仮設住宅（←ADRAが支
援していた）に行ってハンドベルを演奏させていただき
ました。自分に何ができるのか、被災された方とどう接
したらいいのか、戸惑ったのを覚えています。
― ADRA Japanの魅力について、ADRAと関わって
いて良かったと思う時があれば、教えてください。

支援している方々のニーズをよく聞き、的確に応えてく
れる団体です。また、ただその時だけ助ければいいとい
う支援ではなく、継続的に支援をする方々が自立して生
活を行えるような支援をされているのが魅力的です。あ
と、支援の活動報告を定期的に送ってくださるので、そ
の活動を応援できることを嬉しく思っています。
―まだADRAのことをご存じない方へのメッセージ
をお願いします。

●ADRA Japanは支援が必要な方々のニーズに的確に迅
速に応えてくれるので、寄付を100%有効に使っていた
だいていると実感します。 ●自分たちの月々の定期的
な寄付が世界のどなたかの安全や健康が守られる一部に
なるのはとても嬉しいことだと思うので、ぜひ多くの人
に参加してほしいです。 ●私たちは少額だからあまり
役に立てないと思っていましたが、定期的な寄付（ADRA

フレンド）によってADRAが安定した支援活動を実施で
きると思うので、ADRAが継続的な支援を行うために、
みなさんも参加をお願いします。
―ADRA Japanへのメッセージをお願いします。
寄付という形でほんの少しですが活動に参加させていた
だけることが嬉しく、感謝しています。紛争や災害の絶
えない状況だと思います。スタッフの皆様とご家族の健
康が守られるようお祈りしています。

受益者の方 か々らの声をお届けします
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W O R L D

ネパールにおける新型コロナウイルス対策事業

ネパールでの新型コロナウイルス対策
支援事業にご協力願います

世界のADRAから
A D R A J A PA Nの活動

130か国以上の国と地域に支部を持つADRAは世界各地で事業を
実施しています。数ある事業の中から、活動の一部をご紹介します。

N E P A L ネパール

付によって、ネパールにおいて新型コロ
ナウイルス対策の支援活動を行っていま
す。ネパール国内の新型コロナウイルス
感染は5月以降に急拡大し、8月19日時
点での累計陽性者数は28,938名、ADRA 

Japanの事業地であるバンケ郡では762

名となっています。同郡のジャナキ村で
は、1日に40名の陽性者が判明したこと
もありました。
　現地では6月初旬に、バンケ郡の検査
技師17名を対象に、新型コロナウイル
ス検体採取に関する研修を実施しました。
検査技師たちは実際に検体採取キットを

　7月2日に開催した報告会『新型コロ
ナウイルスの感染が拡がる開発途上国の
今』は、オンラインで実施したため、国
内外から約80名の方にご参加いただく
ことが出来ました。従来のイベントとは
異なり、場所の制約を受けずに報告会を
することができたことを嬉しく思ってお
ります。
　報告会ではまず、世界のADRA支部が
行っている新型コロナウイルスへの対応
についてお伝えしました。その後、ジン
バブエ、ミャンマーおよびネパールの事
業担当者が、それぞれの国における現状
と対応、課題について説明し、ニュース

ahoo! Japan ネット募金などを通
していただいた皆さまからのご寄

使用し、検体採取の方法や、検体を採取
した後のキットの取り扱い方、検査室へ
の運搬方法などを学びました。また、検
体を採取する際に必須となる防護服の適
切な着用方法についても実習を行い、感
染から身を守るために注意すべき点につ
いては繰り返し学びました。参加者から
は「郡内で新型コロナウイルス感染症が
流行してから、検体採取に不安があった
が、今後は自信を持って取り組める」と
の声が聞かれました。
　引き続き、医療体制が整っていない現
地での感染拡大を一刻も早く収束させる
ため、皆様の温かいご支援をよろしくお
願いいたします。

などでは伝えられていない生の情報をお
伝えしました。質疑応答では、参加者が
チャット機能を使って質問し、回答いた
しました。
　報告会後、参加者の方からは「担当の
方が熱い思いを持って事業に携わってお
られることがよくわかり、それぞれの国
やADRAが近く感じられました」との感
想をいただきました。
　現在、参加者の皆さまからお寄せいた
だいた声を反映して、新たな報告会を企
画中です。皆さまのご参加をお待ちして
おります。

Y

1防護服の着用方法についての実習　2検体
採取キットの使用方法についてのデモンスト
レーション　3新型コロナウイルス検体採取
キット 1復旧作業員に水を配付するADRA職

員　2爆発後のベイルート市内　3
レポートするADRA職員　4爆発現
場　5高齢者家族にお弁当を配付す
るADRA職員

依頼人の自宅を訪問するADRAスタッフ

オンライン報告会にて、参加者
から事業担当者への質疑応答の
様子

オンライン報告会のひとこま

報告会 「新型コロナウイルスの感染が拡がる開発途上国の今」 を開催

※現在、ADRA Japanでは上記2活動への
事業指定寄付は承っておりません。

L E B A N O N

R O M A N I A

港での爆発後、直ちに支援を開始

メンタルヘルスの支援を実施

管されていた2,750トンの硝酸アンモニウムへの
引火が原因とされています。8月11日現在、レ
バノン保健省の報告によると、171人以上が死亡、
6,000人以上が負傷しました。また住むところ
を失い、避難生活を余儀なくされている市民は
およそ30万人に上っていると報告されています。
 　爆発現場から約4キロ離れたところにある
ADRA Lebanon（レバノン支部）事務所も窓ガラ
スが割れ、天井の天板が落ちるなどの被害を受
けましたが、スタッフとボランティアを動員し
て、爆発現場で活動している復旧作業員に水や
食料、寝具を配付するなどの支援活動を行って
います。また、すでに新型コロナウイルスと経
済状況悪化の中で苦しんでいる上さらに、今回

れました。その時、ADRA Romania（ルーマニ
ア支部）の心理カウンセラーたちは人々の孤独
感や不安感、また人間関係における葛藤から来
る抑うつ状態への対応を行いました。
  「免疫システムを保護するためには、マスクや
手洗用殺菌ジェルのような物理的な衛生だけで
は十分ではありません」とADRAの心理カウン
セラーであるアディナ・ムシュアトは言います。
  「ストレスとの戦いも同様に重要です。心配事
に苛まれると、免疫システムが機能しなくなっ
てしまいます。」
　精神衛生上の危機が拡大していることを考慮
して、ムシュアトと他のADRAの心理カウンセ

の爆発によって壊滅的な被害を受けた高齢者や
難民の家族に対しても、水と食料などを配付す
る支援活動を実施しています。
　ソーシャルディスタンス（社会的距離）を保
ちつつ支援事業を行うことには困難が伴います
が、ADRA Lebanonは、長期的な復興に対応す
るために、政府や当局、そして世界のADRAと
協力していきます。今後は水や食料を含む人道
的支援を提供するために、爆心地周辺の学校を
含む少なくとも5つの地域を調査する予定です。

ラーたちは、電話でのカウンセリングを提供し
ました。また、ロックダウンの影響で家庭内暴
力を受ける被害者から助けを求める声が急増し
たため、24人の女性と子どもたちがシェルター
や専門的なカウンセリング、法的支援など、新
しい生活を始めるサポートをしました。
  「ADRAには特別な目的があります。」と、
ADRA Romaniaのプロジェクトマネージャー、
ガブリエラ・イストラテは言います。
  「私たちは他人を思いやることなく生きるこ
ともできるし、他の人の人生に美しい痕跡を残
す生き方をすることもできます。そして、今は
キリスト教精神をもとに美しく生きる時なので
す。今日だけでなく、明日も、そしていつまで
も。」

020年8月4日にレバノン、ベイルート市の 

港倉庫で爆発が発生しました。これは保

型コロナウイルスがルーマニアを襲った
とき、国の全域にロックダウンが発令さ

2

新

レバノン

ルーマニア
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ADRAフレンドとしてのご寄付1
マンスリーサポーターとして継続的なご支援をいただくことは、事業の実施に
おいて非常に大きな支えとなります。月1,000円からお申込みいただけます。

色 な々寄付のかたち

TEL: 03-5410-0045　E-mail: support_adra@adrajpn.org
ホームページ：http://www.adrajpn.org/

ADRA Japanが実施する事業へのご支援は、寄付やボランティア、お知り合いへ
の活動の紹介など、さまざまな形がございます。また、ご寄付に関しましても、
お金でのご協力だけではなく、物品や金券によるご支援も受け付けております。

発行人 浦島 靖成
発行 特定非営利活動法人 ADRA Japan（ アドラ・ジャパン）
 〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-11-1
 TEL： 03-5410-0045　FAX： 03-5474-2042
 E-mail： support_adra@adrajpn.org
 Facebook：adrajapan　Twitter：ADRA_Japan
 Instagram：adra_japan

 ADRA Japanは「人間としての尊厳の回復と維持」を実現するため、キリスト教精神を基盤として、
人種・宗教・政治の区別なく世界各地で国際協力活動を行っています。

ADRA News 125号 2020年9月1日発行

デザイン：細山田デザイン事務所

団体概要
法人名 特定非営利活動法人 ADRA Japan
所在地 〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-11-1
 （JR原宿駅 徒歩5分、東京メトロ明治神宮前（原宿）駅 徒歩2分）
代表者 柴田 俊生（理事長）
事務局責任者 浦島 靖成（常務理事／事務局長）
設立年月日 1985年3月30日

お問い合わせ先
いただいたご寄付は税制優遇
の対象となります。

一回ごとのご寄付2
郵便振替、クレジットカード、銀行振込等によるご寄付を常時受け付けており
ます。支援を希望される事業のご指定も可能です。

【郵便振替】　口座番号：00290-2-34169　加入者名：（特活）ADRA Japan

Tポイントでのご寄付3
Yahoo!ネット募金のサイトを通して、Tポイントでのご寄付が可能です。使用予
定のないポイントがございましたらぜひご協力ください。

物品でのご寄付4
お宝エイドの活動を通した、宝飾類、ブランド品、絵画、古銭、メダル、ブラ
ンド食器、カメラ、楽器などの骨董品によるご寄付です。送料無料で、自宅等
ご指定の場所へ業者が集荷に伺います。

金券等によるご寄付5
書き損じハガキ、未使用のハガキや切手、デパートなどの商品券、お米券など
の金券によるご寄付です。事務局宛にお送りください。

応援メッセージ

様々な原因によって経済的
困窮、政治的緊張の中に置
かれている方々への救済支
援活動の意義は大きなもの
があると常々考えています。
現場での活動にはリスクの
伴う場合も少なくないと思
いますが、活動が確かな希
望となればと願っています。
（東海林正樹さん／正会員）

困っている人を助けたい気
持ちはあるのですが、実際
に現地に行って助けること
が今の私にはできません。
今の私にできることー
現地に実際に行って助けて
おられるアドラの皆様のた
めに、できる範囲で支える
ことをしたいと思いました。
（宇治田悦巳さん／ADRA
フレンド）
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