スタッフ紹介

米国の大学院で政治学を学んだ後、国際協力の世界に入り 20 年が経ち

ます。NGO、JICA、在外公館、赤十字の人道支援・開発支援の現場で、
時には事業実施者として、時にはドナーとして、時には資金管理者と
して、様々な立場で国際協力に携わってきました。組織や立場そして

012

国によって、必要とされるスキルや経験は異なりますが、どこで仕事

事業
部

をしていても想いは同じです。「貧困のない公平で誰もが健やかに可能

部長

性を持って生きてゆける社会であって欲しい」という想いです。大き
な社会的課題に対して思考することをあきらめずに、小さな一歩が踏

み出せるように、目の前の仕事に取り組んでいます。現在は、縁あっ

て 2010 年 10 月から当財団で働いています。当財団は CARE という

国際 NGO のメンバーである一方で、メンバー国の中でも小さく、事業

管理の色々な局面で制約があり、悲哀を感じながら日々の業務にあたっ
事業が構築できる組織にしていきたいです。

▲社会福祉法人 山田町社会福祉協議会から
感謝状をいただきました

歩く国際協力「Walk in Her Shoes 2015」スタートしました！

春の訪れとともに、お引越しシーズンが到来しました。読まなくなっ
た本などが 30 部あつまれば、玄関先まで、ご指定の日時に無料回収
に伺います。品物は換金し、当財団の女性や女子を支援する活動の資
金とさせていただきます。
例えば、DVD10 枚（約 4,000 円）で、東ティモールの子どもたちに
学習雑誌「ラファエック」を 20 冊配ることができます。詳しくは、
あつめて国際協力係まで。

編集：甲斐 博子

あつめて国際協力 〜お引越し準備ででた本・CD・DVD をあつめています！

発行人：五月女 英介

CARE のグローバル・チャリティーウォークキャンペーン、歩く国際協力「Walk in Her Shoes」を、
今年も 3 月 8 日（日）から 5 月 31 日（日）まで開催します。今年は、味の素株式会社様のご協力により、
歩数に応じたマッチング寄付を実現。また、オリジナル T シャ
ツは、ミズノ株式会社様のご協力により、水を使わない染色技
術を活用した環境配慮 T シャツを採用しています。キャンペー
ンスタート当日には、東京にて「国際女性の日・チャリティー
ウォーク」を開催。さらに、4 月 25 日（土）には大阪、5 月
24 日（日）には東京にて、ウォークイベントも開催します。
より楽しみながらご参加いただけるようになった「Walk in
Her Shoes 2015」。皆さまのご参加を心よりお待ちしており
ます。詳細は、当財団の HP からご覧いただけます。

2015 年 3 月 31 日発行

事務局からのご連絡
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ていますが、ケア・インターナショナル ジャパンならではの質の高い
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ケア・インターナショナル ジャパン

TEL：03-5944-9931

公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-2-1 目白カルチャービル５階 TEL：03-5950-1335 FAX：03-5950-1375 E-mail：info@careintjp.org
Website：www.careintjp.org Facebook：www.facebook.com/CAREjp Twitter：https://twitter.com.CAREjp
※ 小誌へのご意見、ご感想を募集しています。発行元までお寄せ下さい。
※ このニュースレターのデザイン・レイアウトは、CARE のデザインボランティアの古野真菜実様のご協力により、制作されています。
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変える、女性も女子も活躍する豊かな世界に

Newsletter
March 2015

「国際女性の日」

関連イベントで事務局長が講演しました

3 月 8 日は、国際女性の日。この記念日を踏まえ、女性も女子も活躍する豊かな世界を目指すケア・インター
ナショナル ジャパンの事務局長は、２つの関連イベントにおいてジェンダー * について講演しました。
具体的には、当財団の海外での事例を紹介しつつ、日本でも活用できる点を見出していくという内容でした。
* 注：ジェンダーとは、生物学的性別に対して、社会や文化的に形成されてきた性別（田中由美子「ジェンダーと開発」）。

ガーナで「イクメン」増加中

まず 3 月 6 日に、港区、ノルウェー王国大使館、大成建設株式会
社と協力して、
「女性も男性も ともにかがやく社会のために〜日
本企業や海外の事例から学ぶ 企業や社会にねづく本当の女性活
躍推進〜」と題するセミナーを開催しました。当財団からはガー
ナでの栄養改善事業から見えてくる男性たちの意識の変化を紹介
しました。夫も家事を分担し始める現象は、ガーナ北部では画期
的なことです。CAREの研修を受けた村の保健係、お母ちゃん啓
発係、男性向け啓発係といった村のボランティアが、教材や演劇

被害者が出てからでは遅く、未然に防ぐに越したことはありませ
ん。行政に任せようとか、誰かがやるだろうからと言っていると、
被害をなくすことはできません。今回は、スリランカでのジェン
ダーに基づく暴力事業を紹介しました。各対象の村で自主的に活
動をする啓発グループを立ち上げ、活動しています。各グループ
は 20 名程から成り、大多数は女性たちです。村での女性への暴
力についての集会の開催、啓発教材の配布・普及、啓発用の看板
の制作・設置などを通じて「暴力」についてオープンに語ることで、
意識と行動を変えています。また、彼女たちは村での女性への暴
力をモニターし、被害者の相談相

を通じて、村民に栄養について繰り返し伝えていきます。特に、

手となり、必要な場合は専門家へ

村の男性会議で、男性向け啓発係（男性）が説明すると、男性た

紹介をします。村での啓発が浸透

ちの子どもの栄養に関する意識が

すると、男性たちもこのグループ

上がり、効果はテキメン。事業地

に協力してくるようになります。

域では今、
「イクメン」が増えてき

◀かつて DV 加害者であったアブドゥル・マ
ジードさん。考え方を変え、家事や育児にも
参画しています。

ています。

個人支援者専用ダイヤル

国際協力 NGO「CARE」は、1945
年から 100 カ国以上で人道支援活動
を実施してきた世界最大級の国際協
力 NGO です。日本事務局である当
財団では、主にアジアやアフリカに
おいて、災害時の人道支援を行うと
ともに、
「女性と女子」に焦点をあて
た活動を通して、最も困難な状況に
ある人々の自立を支援しています。

◀子どもに食事を与えるのは母親の仕事だっ
たが、今では、父親も子どもの栄養に責任を
持ち、食事を与えるように。その間、母親は
ひとやすみ。

スリランカでも男性の行動が変わる

次に、3 月 12 日に、豊島区との共催で「女性への暴力、地域社
会で防ぐ！〜海の向こうの事例から考える〜」ワークショップを
実施しました。DV やデート DV が日本でも明るみに出ていますが、

最後に、ハリーポッターの映画で有名な女優のエマ・ワトソンさ
んが昨年 9 月の国連総会でジェンダーに関して素晴らしいスピー
チをしました。彼女は核心を述べます。
「男性のみなさん、ジェン
ダー平等はみなさんの課題でもあるのです」と。世界中の CARE
の活動も、男性たちに向けて、同じメッセージを、手を替え品を
替え発信しています。ジェンダーについて改めて考える日、それ
が 3 月 8 日です。

（常務理事・事務局長 武田 勝彦）

終了事業

アフガニスタンの遠隔農村地域における
コミュニティ運営による初等教育事業
4 年間で 1,693 名（うち女子 1,185 名）の就学を支援しました

当財団は、2011 年 3 月から 2014 年 12 月末まで、（特活）ジャパン・プラットフォーム による助成、CARE 支援
組織及び個人支援者の皆様のご寄付により本事業を実施しました。約 4 年にわたり、生徒をはじめ、地域住民、
教育行政担当者とともに、民家やモスクを利用した小学校を運営しました。2011 年の事業開始時に 900 名だった
生徒数は、2014 年 12 月末時点にはおよそ 1,700 名に達しました。

女子生徒も学べる環境づくり

つながる国際協力「CARE スマイルギフトキャンペーン 2014」報告
学習雑誌「ラファエック」を東ティモールの人たちに届けました

当財団は、2012 年から毎年、9 月 8 日の「国際識字の日」より本キャ

ンペーンを実施しています。東ティモールの人々に対して、現地語（テ
トゥン語）で書かれた学習雑誌「ラファエック」を製作・配布するた

めの支援を募りながら、日本と東ティモールをつなげる活動を展開し
ています。

3 回目となる 2014 年度は、花王株式会社及びハートポケット倶楽部

のご支援を受けて、新たな試みとして「東ティモール★フェス 2014」
を開催。講演や写真展で人々の文化や暮らしを知り、また NGO による
ワークショップや物販、地元料理等を通じて、同国とのつながりを感
じていただく機会を提供しました。

そしてキャンペーン終了から 2 カ月が経った 2015 年 2 月には、フォ
トジャーナリストの佐藤慧氏や支援者 2 名とともに東ティモールを訪

生徒数の増加の背景には、CARE アフガニスタン事務所の職

問し、首都ディリから車で南へ 3 時間ほどのアイナロ県のコミュニティ

員が村人とよく話し合い、地域で尊敬を集める長老たち、イ

と学校に、最新号の「ラファエック」を直接届けました。

スラム教の指導者や教育行政担当者と協力して活動を進めた

▲公益財団法人 日本手芸普及協会の会員有志の皆さまに制作いただいた
ロゴキルトとともに (c)KeiSATO

「ラファエック」
は 90% の人が理解するテトゥン語で書かれていますが、

ことにあります。村人たちとの信頼関係があったので、無償

同国にはテトゥン語の教科書はもちろんのこと、テトゥン語で書かれ

で民家の提供を受けたり、村人がボランティアで図書室の運

た読みものはほとんどありません。それゆえ、
「ラファエック」の有用

営や生徒・教師の出席を確認する学校運営委員を担ってくれ

性は東ティモール政府も高く評価しており、毎号の構成は教育省の監

ました。村人たちにとって、女子を学校に通わせるには、女

修・協力の下で決められています。さらに、大人向けと子ども向け（主

子が安全に勉強できる環境が整っている必要があります。本

事業では、
保護者もよく見知っている民家が教室として使われ、
自分たちが信頼して任命した学校運営委員が管理しているの

で、安心して女子を通わせることができます。また、学校には、
女性の学校運営委員が配置され、女子生徒が男性の教師に相

に小学１、2 年生対象）に加え、新たに未就学児向けと教師向けも製作

4 年間の成果
▲女性教師、女性の学校運営員の活躍が事業を支えています

談できないことも相談できる環境があります。

しています。これに伴い、学校での配布も開始し、配布数、配布地域
も着実に増えています。

今回訪問したアイナロ郡ホラキイク村とマウベシ郡リアモリ小学校で
は、初めて「ラファエック」を手にした大人も子どもたちも、そして

教師たちも一様に目を輝かせページをめくっていました。その光景を

女性教師も増員

見て、遠く離れた日本の支援者の気持ちが確実に、東ティモールの一
人ひとりにつながっていると感じるとともに、
「知る」ことは、
「生き

教員の面では、
事業開始時に5名だった女性教師が、
終了時には17名
（全教師の3割）
になりました。アフガニスタンの遠隔地では、
小学生を指導できるレベルの教育を受けた女性を探すことはとても大変なことです。しかし、女性の学校運営委員が、自分たち
の知り合いや親戚など、地元の女性で指導できる人を探し出し、12 名が増員されました。信頼できる地元の女性が教師である
ということも、保護者が女子の通学を認めた理由の一つです。

4 年間の成果

るチカラ」支えていると感じました。

（マーケティング部 徳 恵利子）

▲初めて目にする「ラファエック」を少し緊張気味に受け取る子どもたち
(c)KeiSATO

東ティモールを一緒に訪れたフォトジャーナリストの佐藤慧氏とともに、
同国の「今」を伝える写真とともに、現地報告会を開催します。

本事業の成果として、生徒たちが読み書きのできない保護者

あります。父親たちは、娘が勉強して働くことで家計も改善

■日時：4 月 17 日（金）19:00（開場：18:30）
■場所：当財団会議室（豊島区目白）
■内容：東ティモール訪問の報告・佐藤氏撮影の写真展示
■詳細・お問い合わせ：当財団まで。Email: info@careintjp.org

した。そのため、事業地では、子どもたちが小学校、中学・

皆さまのご来場をお待ちしております！

と外出して代わりに文字を読んだり、
商売の帳簿をつけるなど、
多くの面で家族を助けていることが挙げられます。更に、女

性教師には、農業に従事する父親よりも安定した現金収入が
するので、女性が学び就職することについて肯定的になりま
高校と継続して学ぶことを望む保護者が増えています。

このように 4 年間の活動によって多くの子どもたち、特に女

子が学べるようになり大きな変化が生まれています。当財団
の主体的な運営は昨年 12 月末で終了しましたが、現在は、

CARE アフガニスタン事務所に引き継がれています。同事務

所の職員は、今後も、村の子どもたちが小学校、中学・高校
と卒業できるように活動を継続していきます。これまで、本
事業をご支援いただいた皆様に心からお礼申し上げます。

▲CARE アフガニスタン事務所の職員が事業を継続していきます
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(c)KeiSATO

(c)KeiSATO
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(c)KeiSATO

