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フォトジャーナリスト 佐藤 慧× CARE「東ティモール写真展～学ぶことは生きること～」開催決定！
（4月7 ～ 20日、於JICA地球ひろば（東京）　※詳しくはWebsiteで）
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 インド

辺境地の酪農家に対する収入向上支援を
実施。村落へのミルク集荷センターの設立、
市場へのアクセス改善などにより、酪農家の
平均世帯月収が1３6％増加（58米ドルから
137米ドル）。

 パキスタン

パキスタン地震（2005年10月発生）の被
災者25万人以上に対し、テント・毛布・ビニ
ールシート・衛生キット・安全な水の配布な
ど緊急物資の提供と、長期的な復興支援を
実施。

 スリランカ

紅茶農園のプランテーションにおける労働
者の権利獲得のための支援を実施。90％以
上の労働者が、農園経営者との建設的な議
論の実現など、労使間の関係改善を認知。

 バングラデシュ

48の開発・人権擁護団体との連携を通じ
て、CAREは、家庭内暴力からの保護と防
止法案成立における重要な役割を果たし
た。現在、新法の成立に向け、関係者への 
働きかけを継続中。

 タイ

出稼ぎ工場労働者40万人を対象に、HIV/ 
エイズの予防教育、カウンセリングや検査
の受診促進、性感染症の治療支援を実施。 
事業対象の工場では、出稼ぎ労働者のコン 
ドーム使用率が43％から90％増加し、 
HIVの陽性率は6％から2％に減少。

 ネパール

30万以上の世帯に対する児童婚廃絶の働
きかけと、児童婚撲滅委員会の活動支援を
通じた慣習の変革に係る取り組みを実施。
娘の結婚年齢を18歳以降にしたいとする 
家庭が40％から90％に増加。

 ミャンマー

少数民族のチン族1,300世帯に対し、農業
の知識や農作業の改善を通じて食料確保
を支援。98％の世帯が2種類以上の新品種
と新たな農作業法を導入した結果、世帯の 
栄養状態が25％改善した。

 アフガニスタン

僻地に住む10万人以上の子どもたちを対
象に、コミュニティ・ベースの学校設立、運営
サポートを実施。地域住民とともに、およそ
6万人の生徒と2,350人の教員を公立教育
システムに編入させるための支援を行った。
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「ASIA IMPACT REPORT」発行

　2012年９月、CAREは2005年から2010年までの5年間に、アジア16カ国で実施した国際協力
活動を評価する「ASIA IMPACT REPORT」を発行しました。本評価は、CAREの活動を資金面で
支えてくださる支援者の皆様へのより明確な説明責任の遂行、開発援助効果を計る評価分野への
貢献、そして今後のCAREの事業立案・活動実施におけるより有効な改善を目的として実施しまし
た。多くの支援者の皆様の関心事である寄付の使途とその効果についての透明性を高めるための 
レポートであり、CAREとして初めての発行となります。

「 ASIA IMPACT REPORT」



注１：イギリスに本部を置き、世界40カ国以上で活動を展開する地雷撤去団体。正式名称はMines Advisory Group。

 インドネシア

スマトラ沖地震と津波による被災者に対し、
災害発生直後から2009年まで、35万人の
被災者に対する緊急人道復興支援を実施。
住宅提供と生活再建支援、及び、将来的な
災害発生への対応を踏まえた復興支援を
実施。

 ベトナム

少数民族の女性たちを対象とした収入向
上支援として、農業・畜産のトレーニングを
実施。世帯収入が、豚や鶏などの飼育・販売
を通じて300％向上。また農作物の収穫高
と種子貯蔵方法の改善により、年間およそ
2ケ月分の食料不足問題が解消。

 東ティモール

3,000以上の脆弱な世帯を対象に、コミュ
ニティ・ベースでの種子生産・貯蔵、貯水池
や有機肥料の保有、家庭菜園の促進を支
援。農民の95％が種子の品種改良による収
穫量増加を達成し、年間の食料不足期間が
4ヶ月分、縮小。

 ラオス

地雷除去団体MAG（注１）と連携し、不発
弾の除去を実施。脆弱な世帯を支援するた
め、生産性のある農地へのアクセスを広げ、
食料確保手段を改善。一世帯あたりで保有
する水田が、3.6ha増加。

 カンボジア

カンボジア政府が、CAREのバイリンガル教
育モデルを国内5県40校の学校で採用。教
育課程において使用される少数民族の言語
が2倍に増加し、バイリンガル教育を受講し
た少数民族の子どもたちの数が10倍（280
人から2,890人）に拡大。

 パプアニューギニア

乾季の食料確保に向け、自給自足の農民を
対象に、耐乾燥性の農作物の導入と、農作
物貯蔵・処理・調理方法のトレーニングを
実施。

 バヌアツ

国内4島の住民3,500人と共に、地域災
害委員会の強化と、サイクロンや津波に
対する、伝統的な対策法を活かした地域 
災害対策計画の作成、施行の支援を実施。

 フィリピン

164の市民団体からなるAADCと連携
して、一般社会と社会から取り残された
人々を繋げるために、知識の共有とアド 
ボカシーを展開。また緊急時の備えと災害
リスク軽減に向けて、地元組織の能力強化
を支援。
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5年間でCAREがもたらした
アジア全域における重要な変化について

CAREの活動による主な成果（2005～2010年）
◆ 食料の安全ならびに栄養改善プロジェクトの対象者が1千万人に達し、バングラデシュ、インド、ネパールの対象地域においては、栄養失調率が21.5％ 

低下。200万人以上の子どもたちの栄養状況改善が見られた。
◆ 900万人に及ぶ貧困層の生計向上に取り組み、バングラデシュ、インド、スリランカ、ベトナムでは、およそ270万人の年間平均収入が17％増加。
◆ 200万人の人々に教育の機会を提供し、アフガニスタン、カンボジア、インド、ネパール、東ティモールの活動対象地域における初等教育就学率が、 

平均74％向上。
◆ 緊急支援では、シェルター、水、衛生用品、食料など430万人以上の人々に対する物資提供の他、保健支援や中長期復興を視点に置いた対策を実施。
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STAFF

（注）「ファンドレイジング・チャレンジ！」チームのOB、プロボノとしての支援者がメインとなって 
       組織され、CAREの活動をファンドレイジング、PRなどの面で支援するグループ。

マーケティング部 
法人寄付・ ボランティア担当

徳 恵利子

007

「CARE＋（ケアプラス）」（注）メンバー 
（元「第2期ファンレイジング・チャレンジ！」ボランティア チームメンバー）

吉島 寛典

　現在、マーケティング部で企業連携並びにボランティアの担
当として、協力企業への企画提案や報告の他、ボランティア主
催イベントの実施サポートなどの業務に携わっています。当財
団で働き始めてこの4月で丸二年になりますが、民間企業の担
当者に加えて、ボランティアや自分の持つ専門性やスキルを活
かしたプロボノの皆さんなど、CAREの活動を様々な形でサポ
ートしてくださっている方々との関わりが多く、刺激的で学びの 
多い毎日を送っています。

　私は、幼稚園教員を目指していた学生時代にフィリピンでの 
ワークキャンプに参加し、「生まれた場所によって人生の選択肢
に明らかに違いがある」ことを実感する体験をしました。その時
から、世界の不平等な状況に変化をもたらすような仕事に就き
たいと思うようになりました。卒業後は幼稚園の教員として子
どもたちと充実した日々を送っていましたが、国際協力の仕事
をあきらめることができず幼稚園を退職、国際協力NGOに入職
しました。その後はネパールや東ティモールなどの開発現場で、
教育や農業、医療、経済活動など、主にコミュニティ開発プロジ
ェクトに8年半携わりました。言葉や文化が異なる場所での仕
事は苦労も多いですが、その分手ごたえを感じる瞬間も少なく
ありません。何よりも、困難な状況でもたくましく生きる現地の
人びとから気づかされること、学ぶことが多く、その中で自分の 
変化を実感できることがこの仕事の醍醐味だと思っています。

　途上国の現場で長く活動した私は、この世界をとりまく諸々
の社会課題に先進国の関与が多いことを知り、その解決には
先進国社会の理解と行動変容こそが必要だとの考えに至りま
した。CAREに入職したのは、日本社会における啓発活動に携
わっていきたいと考えていた矢先でした。途上国の問題は遠い
場所の問題ではなく、私たち自身の問題であることを実感し、行
動の一歩を踏み出せるようなきっかけを社会に提供したいと思
っていた私は、CAREでの業務を通して、そのきっかけはむしろ
一人ひとりの中にあることに気づかされました。CAREの支援
者はそれぞれ、企業人として、学生として、自分と途上国をつな
ぐ方法を真摯に考え一歩を踏み出している人たちです。いま考
える私の役割は、「私が」社会に何かを訴えることではなく、個
々の気づきや新しいアイデアの創出を促すような機会を提供す
ること、そこから支援の輪を拡げていくことだと思っています。 
その先には「すべての人に人生の選択肢が平等にある世界」が 
あると信じて。

　CAREを知るきっかけは、ファンドレイジングボランティアでし
た。転職を機に地元の東京に戻り、仕事以外の人脈を広げたい、同
じ活動をするのであれば多くの人の役に立ちたいと思い、サイトを 
検索していたところCAREに行き着きました。

　さしたるボランティア経験もなく「NGOって何？」というレベ
ルでしたが、CAREのファンドレイジングボランティアは型には
まったボランティア活動ではなく、応募者のみで構成したチー
ムが一つのチャリティイベントを企画から実施まで全て自分た
ちで責任を持って行うもので、そこから得られた収益の寄付先
も自分たちで決められるという、裁量のほぼ全てがボランティ
アに委ねられていました。そういった点が非常に魅力的に映り 
応募したのがきっかけです。

　普段、なかなか出会わない異業種の同じような志を持った仲間が
集まり、それぞれの強みを活かしつつ、一つのイベントを、力を合わ
せて作り上げて行く。それは部活動やサークル活動のようなチーム
プレイ・助け合い・一体感などを思い起こさせ、とても充実感あふれ
る、貴重な経験でした。また、実施した多くのイベントでも、ご参加者
など多くの出会いがありました。そして何よりもチームメンバーとは、
助け合い、時には衝突や試行錯誤を繰り返し、今では一生付き合っ
ていけるようなかけがえのない仲間となったことが最大の収穫です。

　このようにたくさんの成果を得ることができたのは、ボランティア
を信じて活動を委ねてくれる、メンバーとCAREの信頼関係がある
からこそだと思います。まさに多様なボランティアの形を提供して 
くれるのがCAREの大きな特徴だと思います。

　また、ボランティア経験がない人々は、寄付をしようにも果たし
て自分の寄付がどこに行くのか、明確に分からず躊躇してしまう
場面も多いのではないでしょうか。その点、CAREでは「女性や
子ども」へ焦点を当てた支援といったように目的が明確であり、
更には例えば南スーダンの支援など今の世界情勢にリアルタ
イムに対応している支援先を選択できることも積極的に支援に
関われる理由です。世界にアンテナを張り多くの支援者が世界
中にいるCAREだからこそ、信頼できる国際協力NGOなのでは 
ないかと思います。

　ボランティアの機会を通じて多くのものをいただいたので、今後
も引き続き「CARE＋」として多くの人の役に立てればと思います。
そして同時に、自己成長もできる、CAREはそのような場ではないか
と思います。

Hello!
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CARE Notice Board
「ケア・パートナーズ金沢」が設立

　2012年12月14日、石川県金沢市において、7番目のCARE支援組織として「ケア・パートナーズ金沢」が設立されました。同
日、設立総会の会場となった北國新聞社では、脚本家の水橋文美江氏をゲストにお迎えし、設立記念講演会が開催されました。 
設立にあたりご尽力いただきました皆様ならびに講演会にご来場いただきました皆様に、御礼を申し上げます。

「CAREマンスリー・ギビング・プログラム」のオンライン決済が可能になりました！

　お正月も迫る12月15日、被災地応援企画第5弾となる料理教室（東京都豊島
区）を開催しました。テーマは、三陸沿岸地域に古くから伝わる食文化。「東日本大
震災被災者支援事業」の活動対象地の一つ、大槌町出身者2名を講師に迎え、くる
みダレを添えたお雑煮とちょっと変わった甘いお赤飯を作りました。講師のお二人
は幼馴染で息もぴったり。「お正月が近づいてクルミを摺るのはおじいちゃんの役
目」、「漁師町だからメインはやっぱりお刺身！ウチでは年越し蕎麦はなくお刺身で
した」など、故郷のお話しを交えながら、幼い頃から慣れ親しんできた家庭の味を 
教えて下さいました。
　試食の卓には、お雑煮や赤飯に加えて、復活した大槌町の地酒やお菓子も並び
ました。全員で大槌町のお酒を舐めながら、復興の現状や自分たちに出来ることに
ついて語り合う中、講師のお一人が仰られた「復興までの道のりはまだまだ長く、今
も被災地で頑張っている人たちがいるということを忘れないでほしい」という言葉
が心に残りました。

「いわて三陸沿岸地域のお正月料理教室」を開催しました！

　2012年11月、1日あたり33円からできる草の根支援「CAREマンスリー・ギビング・プログラム」のオンライン決済システムが始動し、手続
きがより手軽になりました。同プログラムは、月額1,000円から千円単位で、支援者の皆様が任意で金額を選択できる定額寄付プログラ
ムです。中長期的な計画に基づいて実施される、途上国の人々の自立支援の効果を高めるためにも、皆様の継続的なご支援が必要です。 
ご参加をお待ちしております。
※当財団ホームページからお申し込みいただけます。http://www.careintjp.org/support/02.html

講師の伊橋さんと山下さん（右端） 地元で奮闘されている同級生を遠方から
支えていらっしゃいます。

「宮古事務所閉鎖のお知らせ」
２０１１年4月、「東日本大震災被災者支援事業」の現地活動拠点として開設した宮古事務所を、2012年末をもって閉鎖致しました。事務所開設、 
ならびに日々の運営にあたりご支援いただきました皆様に、改めまして心より御礼申し上げます。今後は、同事業の拠点を東京事務所に移し、
復興に向けた活動のフォローアップを継続して参ります。

〜 宮古事務所駐在職員からのメッセージ 〜

◆ 支援活動に携わらせて頂いて感じたことは、本当に人が温かいということでした。地域の皆さん、そして現地 
スタッフの協力がなければ、ここまで活動はできなかったと思います。これからは東京から皆さんを応援させて
いただきます。                                                              （「心のケア」プロジェクト・マネージャー 玉熊 諭）

◆ CAREのスタッフの一員として活動させていただいた1年4か月は、経験したことのない事ばかりでした。感謝の
一言に尽きます。この経験を糧に前へ進んでいきたいと思います。

 （「心のケア」フィールド・オフィサー 松本 あゆ子）

◆ 皆様、大変お世話になりました。ありがとうございます。また暖かいご支援をいただき、被災地の者として心より
感謝致しております。必ず復興致しますので是非見にいらして下さい。                      （総務担当 上坂 則夫）

◆ 2011年8月1日よりドライバーとしてお世話になりました。今後、皆さまが当地にいらっしゃることがある時に
は、復活した三陸で笑顔でお会いしたいです。ありがとうございます。                         （ドライバー 鈴木 茂）

◆ 今回の東日本大震災で辛い思いをしましたが、辛いことばかりではありませんでした。短い間でしたがCARE 
宮古事務所で素晴らしいスタッフに出会い一緒に働けたことに感謝しております。       （ドライバー 館洞 峰一） 左から上坂、松本、鈴木、玉熊、館洞（CARE宮古事務所にて）

（玉熊を除く4名は宮古市出身者）
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