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教育支援事業
非常に不安定なミャンマー情勢ですが、現地
支部のスタッフ全員の安全は確認がとれてい
ます。引き続きスタッフの安全を第一に考慮
し、関係機関と緊密に連携しながら、カレン
州での教育支援事業を実施していきます。

アーキレスキュー人吉球磨との協働で2021年3月末までに
計108件の相談を受け、住宅調査に伺いました。地域の方が
ホッとできる「ひだまりカフェ」は常時開放し、コロナ禍で
も対策をとりながら足湯やサロンを行っています。

教育環境改善支援事業

MYANMAR

（世界本部）

ミャンマー

Z I M BABWE 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

新生児・小児の保健環境改善支援事業

新型コロナウイルス感染症対策事業
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ADRA Japan実施事業

ご紹介している事業は皆さまからのご寄付のほか、以下の機関・団体から
助成や支援を受けて実施しています（以下敬称略）。
●日本NGO連携無償資金協力（ジンバブエ、ネパール、アフガニスタン、ミャンマー）
●特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム（エチオピア、日本国内）
●公益財団法人イオンワンパーセントクラブ（ミャンマー）
●東京成城ライオンズクラブ（アフガニスタン）

N E P A L ネパール

新型コロナウイルス感染症などの病気から子どもたちを守
るため、住民の身近な相談役である伝統的治療師を対象と
した新生児・小児保健に関する説明会や、保健医療施設に
提供した医療資機材のフォローアップを行っています。

ADRAが以前に建設したバーミヤン県の女
子校において、コンピューターとプリン
ターおよび電力を供給するためのソーラー
パネルシステムを設置しました。これまで
教師たちは書類や連絡物などはすべて手書
きで作成していましたが、本事業により事
務作業が効率化し、教師たちの業務負担を
軽減することができました。

［緊急募金のお願い］
新型コロナウイルス感染症の「感
染爆発」が起きているインドで
は、治療のための酸素が足りず、
毎日多くの命が失われています。
ADRAは命をつなぐために病院への酸素供給、防護服等の配
付、ワクチン接種センターの開設を急いでいます。命を救う
活動へのご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

※ クレジットカードによるご寄付をご
希望の方はhttp://www.adrajpn.org/
Emergency/India2021.htmlにアクセス
してくださるか、右にございますQR
コードをご利用ください。

※  Tポイントでのご寄付をご希望の方は
右にございますQRコードをご利用く
ださい。

※ 郵便振替によるご寄付をご希望の方
は本紙8ページ目をご参照の上、郵
便振替の通信欄に「インド」とご記
入ください。

学校の財政改善を目的とした収入向上のための活動
として養卵事業をしています。インフレで現地通貨
の価値がどんどん下がる中、
養卵で得た収入をヤギという
資産に換えています。そのヤ
ギが双子を出産しました。学
校の資産は少しずつですが、
確実に増えています。

ADRA Japan事業マップ
ADRA Japanは、世界最大規模の約120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

保健医療従事者と機材の確認を
する駐在員（中央）

新しく設置したコンピューター

酸素吸入を受ける患者

ひだまりカフェでの竹細工
イベント

事業対象校の児童（パヤー小学校）

日陰で休む双子の子ヤギ

E T H I O P I A エチオピア

A F G H A N I S T A N アフガニスタン

I N D I A インド

ガンベラ州の
クレ難民キャンプに
おける衛生事業

教育環境改善事業（ICT環境整備）

新型コロナウイルス感染症対策事業

バーミヤン県における教育環境改善事業 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

教育支援〈ナマステ基金〉事業
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1ADRA職員から衛生啓発員への研
修　2建設作業経験のある難民によ
るトイレ建設　3衛生啓発員による
手洗い指導　4難民キャンプ内の小
さなショップ　5清掃活動　6難民
キャンプ内で売られている魚の干物

キャンプ内の元気な子どもたち

難民キャンプの生活環境

　ADRAは2014年より、エチオピア
のガンベラ州にあるクレ難民キャン
プにおいて水・衛生事業を行ってい
ます。ここには現在約46,000人の
南スーダン難民が生活しており、女
性と子どもがその80％を占めていま
す。
　私は3年前の駐在開始時に初めて
難民キャンプへ足を踏み入れたので
すが、その時のことを今でも昨日の
ことのように覚えています。難民
キャンプでは子どもたちが元気よく
走りまわり、たくさんの人が私のよ
うな外国人を怪しんだりせずに近づ
いてきてくれました。暑い地域にし
ては緑豊かなことが印象的でした。
また難民キャンプの広さにも圧倒さ
れました。クレ難民キャンプは7つ
のゾーン（日本で言う「丁目」などの
区域に近いイメージ）に分かれてお
り、幹線道路沿いの入口に近いゾー
ンAから一番奥のゾーンGまで歩い
て移動すると1時間以上かかるほど
広大なのです。

　難民キャンプ内には賑やかなマー
ケットがあり、食料品や日用品など
様々なものが売られています。ほか
にも家庭菜園で獲れた野菜を売る人
や、難民キャンプ外から入ってきて
ミルクを販売する遊牧民などもいま
す。難民キャンプの中は電気が通っ
ていないため、太陽光式やエンジン
式の発電機を使って発電した電気を
売っているお店もあります（難民の
人はここで携帯電話の充電をしま
す）。また、食糧配給所のほか援助
団体が運営する診療所や教育機関
（幼稚園・小学校・中学校）、リハビ
リ施設やカウンセリング施設もあり、
まるで大きな町のようです。

難民キャンプにおける
水衛生事情

　しかし、難民キャンプ内を回って
みると、衛生状況があまり良くない
ことは明白でした。屋外排泄の跡、
やぶの中に入って用を足す人、トイ
レ後や食事前に手洗いをしない人、
道路脇に捨てられたごみなど、衛生
に関する知識と設備が不足している

ために人々は感染症の危険と隣り合
わせで生活していました。そして
2020年の新型コロナウイルス感染
症の世界的流行。難民キャンプは、
人々が密集して生活しているため、
不衛生な環境や生活習慣は感染症の
蔓延に直結します。ADRAは衛生環
境を改善するために世帯別トイレの
建設と衛生啓発活動をクレ難民キャ
ンプで行ってきました。
　今年で難民キャンプ開設から7年
になります。南スーダンの情勢がい
まだに不透明で帰還の目途が立たな
い中で、中長期的な衛生施設が必要
となっていますが、クレ難民キャン
プにおいて世帯ごとに使用できるト
イレの普及率は約40%（約3,600世
帯）に留まっています。今後、残り
の約60％（約5,400世帯）のために
トイレを設置する必要がありますが、
ADRAが2020年9月から行っている
支援事業で建設しているトイレは
300基強。すべての難民が世帯ごと
のトイレを使えるようになるまでに
は、まだまだ時間がかかります。

6月20日が世界難民の日で
あることを覚えてください

　2020年夏時点で、世界では難民や
国内避難民を含む8,000万人以上の
人々が紛争や迫害により、今も故郷
を追われて生活しています。前述の
とおりクレ難民キャンプも開設から
7年が経ちますが、現在も多くの人
が南スーダンに帰還できていません。
帰りたくても危険があるため帰れな
いのです。また、帰れたとしても、
家も仕事もないまま生活している人
がほとんどです。
　毎年6月20日は国連が定める「世
界難民の日」です。2020年、日本で
は「誰一人取り残さない」ために、
ライトアップを通じて世界に「連帯」
のメッセージを発信しました。これ
は青い光を点灯するもので「ブルー
ライトアップ」と呼ばれ、東京スカ
イツリーや東寺五重塔、岡山城など
日本全国25か所のランドマークで
行われました。今年もこのような
「ブルーライトアップ」に加え、世
界中の国々や難民キャンプで、そし
て日本でもイベントやキャンペー
ンが実施されます。「ブルーライト
アップ」を見かけたら、紛争や迫害
により故郷を追われて生活している
人たちを思い出し、彼らが置かれて
いる状況を想像してみてください。
難民キャンプで生きる人たちのため
に何ができるか、「地球市民」として
の行動が問われていると思います。
まずは6月20日の「世界難民の日」
に、故郷を追われている人たちのた
めに思いを馳せていただけたら大変
感謝です。
（エチオピア事業駐在員　羽鳥憲伍）

ADRA JAPANの活動

ガンベラ州のクレ難民キャンプにおける
衛生事業

E T H I O P I A エチオピア

ADRA Japanを
支えてくださる方を
ご紹介します!

1

2

4

5

6

3

6月20日は世界難民の日です。これは2000年に国連総会で決議され、難民
の保護と援助に対する世界的な関心を高め、ADRAを含むNGOや国連機関に
よる支援活動への理解を深めるための日として制定されました。

―ADRA Japanをお知りになったきっかけは何ですか?

群馬県のセブンスデー・アドベンチスト大胡集会所を通
して知りました。ADRA設立当時から知っています。
―ADRA Japanとの関わりについてお書きください。
木の実幼稚園で毎年行われるクリスマス礼拝で園児や保
護者の方からクリスマス献金としてささげていただいた
ものを送っていることから関わりを持つようになりまし
た。
―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、お書きください。
援助活動が海外のみならず、私たちの身近な国内の様々
な災害支援等に積極的に関わっていることや、その活動
内容が広報誌等でわかりやすく伝えられているところが
とてもいいと思います。また、広く講演会活動も行って
いるとのお話を聞いたので新型コロナウイルス感染が収
まったらぜひ活用していきたいと考えています。
―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。
様々な団体から災害支援の募金活動の通知などが郵送さ
れてきますが、内容がわかりづらい物も多いです。所在
がはっきりしているADRAは安心して関わることができ
るのではないでしょうか。私たちが人のために何ができ
るのか。何をしたらいいのかそんなことを教えてくれて
いるような気がします。
―ADRA Japanへのメッセージをお願いします。
これからもわかりやすい内容で世界中の支援活動につい
てお知らせください。そしてもっと多くの人が世界中で
起こっている紛争や災害、貧困、差別など私たち日本人
がもっと外へ目を向け、自分のことだけでなく他のいろ
いろな立場の人たちのことを考えられるような情報を流
してください。特に今は国際的に人権侵害や民族の排除
なども問題になっています。国ごとの問題もありますが
世界中の人たちが幸せになれるよう、心よりお祈りして
います。木の実幼稚園でも毎年クリスマスの時期に子ど
もたちにキャンドルサービスの中で、「小さな一本のろ
うそくの光が何本も集まれば、やがて世界中を照らす明
るい光になります。一人一人の優しい心が世界中に届き
ますように。」とお祈りします。どうぞこれからも世界
中に子どもたちの優しい心の光を届けてください。

学校法人　一隅学園
木の実幼稚園　理事長　園長

金子  仁さん
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A D R A J A PA Nの活動 W O R L D

約120か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。

世界のADRAから

福島県沖の地震被災者支援事業

教育支援〈ナマステ基金〉事業

J A P A N  日本

N E P A L ネパール

大震度6強の地震は、津波の発生こそあ
りませんでしたが、主に福島県と宮城県
の一部で物の落下、地割れ、停電、断水、
建物の損壊などを引き起こしました。
　東日本大震災時にADRA Japanが長期
で支援活動を行った宮城県山元町では、
今回震度6弱を観測し、住宅においては
半壊35世帯、一部損壊1,304世帯（消防
庁発表、2021年3月29日現在）もの被害
がありました。屋根瓦の被害が多かった
こともあり、山元町では災害ボランティ
アセンター（以下、災ボラ）が設置され
ました。ADRA Japanからはスタッフ2名

プ事業「ナマステ基金」は20周年を迎え
ました。皆様のお支えにより、これまで
延べ約2,000人の子どもの支援をするこ
とができました。2020年、ネパールでも
コロナ禍で学校が閉鎖されましたが、11

月下旬より順次再開しています。しかし、
日本と同様に、この春の新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により、2021年度の
学校開始は6月以降に延期となりました。
コロナ禍の影響で学校を中退する子ども
たちもいます。1日も早い収束を願うと
共に、子どもたちが学びを続けられるよ

021年2月13日（土）23：07頃に
発生した福島県沖を震源とする最

DRA Nepal（ネパール支部）との協
働で実施しているスポンサーシッ

を現地に派遣し、災ボラ設置時およびそ
の後の運営支援を行いました。また、行
政と災ボラ、支援団体等の連携強化にも
努めました。
　今回の福島県沖を震源とする地震は、
東日本大震災から間もなく10年という
タイミングで起こりました。このため
ADRA Japanは住民の方々の不安な気持
ちに少しでも寄り添う目的で、山元町の
方々にプチギフトと応援メッセージをお
送りしました。受け取った方々からは「地
震発生後すぐに連絡をもらい嬉しかった
です。」「まさかまたこんな目にあうとは
ね。でもプチギフトをもらって元気が出
ました。」などの声が聞かれました。

うに支援を継続していきたいと思います。
　将来看護師になりたいと思っているも
のの、支援がないと学校に通い続けるの
が難しいというサンジュ・ボランちゃん、
実母を亡くしさらにネパール地震で継母
と妹を亡くすなか、中退を考えたけれど
も支援を受けて卒業し、今は自分の村
の簡易保健所で働いているサンジャナ・
シュレスタさんからのメッセージ動画が
届いています。ぜひご覧ください。
　子どもたちの未来を支えてくださる支
援者の方を募集しております。ご興味
のある方には資料をお送りしますので、
ADRA事務所までお問い合わせください。

2

M O N G O L I A

モンゴルにおける家庭菜園事業

面においても短い夏と寒く長い冬という
厳しい環境です。ADRA Mongolia（モン
ゴル支部）は、現在この地域に住む人々
が栄養価の高い作物を生産し、収益を得
られるようになるように家庭菜園事業を
実施しています。昨年11月には109人の
女性と39人の男性を対象に、家庭で実
践できる有機肥料の作り方について、理
論と実践を学ぶトレーニングを実施しま
した。まず研修用のビデオを通して有機
肥料の作り方を学んでもらい、次にジャ
ガイモ、リンゴなどの皮や芯、葉っぱや
花、動物の糞尿などを使った有機肥料作
りを実践してもらいました。有機肥料は

ンゴルの山岳地帯である最西部は
土壌の質があまり良くなく、気候

バクテリアが生ゴミなどを分解し、ミネ
ラルを豊富に含んだ肥料となるため、野
菜などを育てるのに適した土壌を作るこ
とができます。そして参加者が嬉しいと
言っていたことは、この肥料が無料で作
れるということです。今後、温室などを
使った生産性が高い作物の栽培方法につ
いての研修なども実施予定です。
　本事業は、合計880世帯を対象に2023

年まで行う予定です。ADRA Mongoliaは
同じようなトレーニングを2011年から
実施しており、参加者は家庭菜園の知識
を習得し、収入を増やすことができたな
ど、大きな成果が出ています。今回の事
業においても同じような成果が得られる
ことが期待されています。

モ

T I M O R - L E S T E

東ティモール：豪雨被災者に緊急支援物資を配付

よって洪水や土砂崩れなどの被害があり
ました。これにより42人が死亡しました。
また約14,000人（約2,300世帯）が、首
都ディリ内に設けられた38の避難所に
身を寄せています。家やビルなどの建物
には濁った水が流れ込み、道路や橋は洪
水で壊れ、多くの地域で停電がありまし
た。
　ADRA Timor-Leste（東ティモール支部）
は即座に被災地にて緊急支援調査を行い、
4月8日よりセブンスデー・アドベンチ

ティモールでは、3月29日から4月
4日にかけて発生した集中豪雨に

スト教会と協働で、低所得世帯を中心に、
寝具キット、調理器具、食料、清掃道具、
飲料水などを配付しています。
　受益者の1人であるマカリオさんは
「私たちはADRAからいろいろな支援を
受けました。調理道具や家の中を掃除し
たり直したりするのに役立つ道具を受け
取ることができ、とても感謝していま
す」と喜んでいました。
　ADRA Timor-Lesteは、被災した人た
ちがいつもの生活を取り戻せるよう、そ
して誰も取り残されることがないよう、
今後も活動を続けていく予定です。

東
A

1連携している団体から屋根の応急処置に関
する説明を受ける様子　2子育てひろば「夢
ふうせん」へ寄贈

1有機肥料を作る参加者たち　2テキストを
用いた研修の様子

1被害を最小限にするため家財を高い場所に
置く住民　2支援物資を受け取った受益者た
ち　3物資の配付準備をするADRAスタッフ

1

1

1

2

2 3

2

サンジュ・ボランちゃんからの
メッセージ

サンジャナ・シュレスタさんからの
メッセージ
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 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。
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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

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。

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

アドラニュースを拝見し、
世界の様々な地域で大勢の
人々の役に立つ活動をして
いらっしゃることに敬服し
ております。僅かですがお
手伝いできることに感謝申
し上げます。（小牧弓子さ
ん／ADRAフレンド）

入間市で活動している奉仕
グループ「アジア音楽祭実
行委員会」にアドラジャパ
ンの世界的な支援活動を紹
介し、人的、物的、資金援
助を十数年前から始めまし
た。年3回行っているコン
サートは現在コロナ禍のた
め休止していますが、今後
もアドラジャパンを応援し
ます。（山口孝志さん／継
続支援者）
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