2017年夏以降、ミャンマーから67万人以上の人

支援を通じて、およそ18万人に直接支援を届けました。

CAREは、
これまで、食糧や生活必需品の配布、保
健衛生、栄養改善、避難所、保護施設、水と衛生の

CAREは、2019年2月までに、25万人以上の人々
に支援を届けることを目指しています。引き続き、皆
さまのあたたかいご支援をどうぞよろしくお願いい
たします。

学の大学生や地域のご協力者の皆さま、そしてアフ

って終了。協賛・後援企業や団体、自治体等の他に

リカ音楽を広める活動をするNPO法人「一期JAM」

も、たくさんの皆さまのご協力をいただきました。特

様などとの協働により、イベントを盛り上げることが

に、東京と大阪で行われたチャリティウォークイベン

できました。ご協力、そしてご参加いただいた皆さま

トの企画・実施にあたっては、
「第10期ファンドレイ

に、心より感謝を申し上げます。

ジングチャレンジ！ チーム」とCARE+の皆さまをは
じめ、学習院大学、関西学院大学、武庫川女子大
編集後記

キャンペーンについての詳細報告は、ウェブサイ
トをご覧下さい。

●先日、ある小学校からたくさんの古切手が届きました。そこには、色鉛
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日産自動車株式会社による支援のもと、2017年4月

中高生1,200人が対象です。中所得国タイでは、貧富

を作ったり、塩を加えると温度が下がる氷の性質を利

の格差が進学や就職、職業観などにも影響を与え、特

用して、手作りアイスを作るなど、子どもたちは試行錯

に貧困に苦しむ子どもたちは、自らの可能性を十分に

誤しながら商品を開発。グループで協力して、収支計

発揮できず、社会の中で取り残されています。

画や販売戦略を練り、校内のイベントで模擬店を出店

１．リーダーシップ研修

することができました。

事前調査では、子どもたちの多くが、人前で自分の
考えを表現したり、他者と協働することに対して、十分
な自信が持てない状況でした。そこでCAREは、
「リー
ダーシップ育成キャンプ」を開催。グループでの討論に
加えて、ロールプレイやゲームなど多様なプログラムを
通じて、リーダーシップの育成を図りました。そしてチー
ムで活動することの大切さ、他者を尊重して多様な意

ることも想像できませんでした。これからシャワーを浴びる回数が増

る力、また仲間と協力して活動計画を立て実行する方

て、とても胸が熱くなりました。大切に活用させていただきます。
（神）

人々が沢山いることを心に留めたいと思っています。（甲斐）

デザインボランティアの大橋久美様のご協力により、制作されています。

ムを通じ、
子どもたちの自主的な取り組みを支援しました。
りながら育てたマッシュルームを使って、チリペースト

える季節。キャンペーンが終わっても、毎日のシャワーにも事欠く

※このニュースレターのデザイン・レイアウトは、CAREの

＊「STEM
（ステム）」とは、Science（科学）、Technology
（技術）、
Engineering
（工学）
、
Mathematics
（数学）
の頭文字をとった言葉。

地帯でもあるアユタヤ県とラヨーン県における8校の

点。それが、日本の小さな子どもたちにも強く根付いていることを感じ

発行元までお寄せ下さい。

タイ

例えば、気温や湿度、日の当たり具合などにも気を配

作文が同封されていました。見えない誰かを思いやる心は、CAREの原

※小誌へのご意見、
ご感想を募集しています。

ミャンマー難民緊急支援事業

から3年間の計画で始まったタイでの教育事業。工業

見を受け入れると同時に、自分の意見もしっかりと伝え

ケア・インターナショナル ジャパン
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「理数系（STEM*）教育を通じたリーダーシップ育成事業」

服部緑地は、中学時代に駅伝で走った公園。その頃は、世界
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には、水汲みに時間を割かれ、学校にも行けない子どもたちがい

あなたのキモチ

page

変える、女性も女子も活躍する豊かな世界に

ます」と、消しゴムで消して書き直して一生懸命に丁寧な字で書かれた

生きるチカラ
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筆で彩られた紙に、
「毎日一人でも多くの人が助かるようにお祈りしてい

個人支援者専用ダイヤル TEL：03-5499-9931
公益財団法人

●地元・大阪で、チャリティウォークに参加してきました。会場の

編集：甲斐 博子

今年で7回目となったキャンペーンが5月31日をも

発行人：目賀田 周一郎

歩く国際協力「Walk in Her Shoes 2018」への
ご参加、ありがとうございました

2018 年 6 月 30 日発行

々が隣国バングラデシュに逃れており、その内、女
性、子ども、乳児が70%以上を占めています。

CARE World Vol.35

6月から始まるモンスーンに備
え、CAREは、避難 所を補強
するための、防水シート、竹、
土 嚢、ロープなどの配布を急
いでいます。
「モンスーンが始
まってしまうと、難民たちが自
分たちで作った一時しのぎの
避難所は破壊され、今よりも更
に困窮した状況におかれてし
まいます」とCAREバングラデ
シュ事務所のジア・チョードリ
ー事務局長はいいます。

ケア・インターナショナル ジャパン ニュースレター

「ミャンマー難民緊急募金」へのご協力をお願いします

ケア・インターナショナル
ジャパンは、世界90ヶ国以
上で人 道 支 援 活 動を行う
国際NGOケア・インターナ
ショナルの一員です。災害
時の緊急・復興支援や「女
性と女子」の自立支援を通
して、貧困のない社会を目
指しています。

法などについて学びました。

２．理数系教育の知識を活用して取り組む
「小規模ビジネス起業体験」
さらにCAREは、子どもたちの自己分析や職業理解
を促しつつ、
マーケティング研修を実施。その後、主に
理数系（STEM）学習を通じて得た知識等も応用しな
がら、グループごとに小規模な起業を体験するプログラ

経済的な事由から、中学卒業後の就職を考えている
15歳のアラニャちゃんは、
「この1年間でたくさんの失
敗と成功を繰り返して、とても自信がつきました。これ
からは、
『経理』の勉強をしてみたいです。後輩たちに
も、リーダーシップと責任感を身につけることができる
CAREのプログラムへの参加を薦めたいと思います！
必ずや誰もが専門的な知識や経験を得ることができる
と思います」と話してくれました。

「CAREパッケージ
（ケア物資）
」
を送った人、
受け取った人から
証言が寄せられました どんな人が送っていたの？ どのように受け取っていたの？
2017年5月、当財団は創立3 0周年を迎えました。この節目に、
CAREパッケージ（以下、ケア物資）を受け取った方から証言を募ると
ともに、初めての試みとして、ケア物資の送付窓口があった米国とブラ
ジルにおいて、
主に日系メディアを通じ、
送った方の証言を求めました。
その結果、米国の日系3世の方々を中心にケア物資を送ったという証

国内から寄せられた
ケア物資を受け取った人の証言

言が寄せられました。国内から寄せられたケア物資を受け取ったという
証言とともに、
その一部を紹介します。
→1949年にブラジルで発行された
「サンパウロ案内」
という

ガイドブックに掲載された
「ケアー慰問小包南米総代理店」
の広告

ケア物資を送った
日系人の証言
ケア物資を受け取った友人の親戚は、
とても感謝し、
ケア物資の段ボールで
靴を作ったそうです

広島県北に在住の80代の女性

郵便局員が
自宅まで自転車で
配送してくれました

小学2年生の時に、戦争で夫を失った妻たち限定で
援助物資が配布されるとの通知が自治会長よりありま
した。母と一緒に、ふろしき持参で自治会長のお宅に
広島県三原市在住の
70代の女性

妹が生まれた昭和27年から昭和30年くらいまで、
米国オレゴン州ポートランドに住む父の弟から段ボー
ルを何回か受け取った記憶があります。

〜シアトルから広島、その近郊へ〜
全米の日系人が、
日本の同胞を
助けるべきだというメッセージを
受け取ったと思います

行き、
ふろしきに包んで物資を持ち帰りました。
中身は、ミルク（脱脂粉乳）、バター、氷砂糖、熊のぬい
ぐるみのような大きなコートに加え、
肉類の缶詰もあり
ました。
初めて高価な缶詰を見たのを覚えています。
いただいたコート（右上の写真ご参照）は、母には大

中身は、
粉ミルク、
コンデンスミルク、
キスチョコと板

きく一度も袖を通すことはありませんでした。新品のま

チョコ、
チューインガム、
子ども用の革靴、
布
（白木綿）
、

ま残っており、
近く原爆資料館に寄贈する予定です。

反物
（ポプリンの生地で当時上質）
などが入っていました。
郵便局員が自宅まで自転車で配送してくれました。

ワシントン州シアトルの小学校に通っていた頃、
母が

第2次大戦後の1945年にシアトルに戻った時、
母が

コーヒーやハーシーのキスチョコ、
古着が詰まったケア

ケア物資の購入や梱包に協力していました。3人兄弟

物資を、広島近郊の大島に住む祖父母や叔母、友人た

全員で、そんな母を手伝っていたことを、とてもよく覚

の送付に多くの日系人が関わっていたことが裏付けら

ちに送っていたのを覚えています。母は、食糧が詰まっ

えています。私たちが送ったケア物資は、おそらく広島

れました。また、戦争で夫を亡くした妻限定でケア物資

た段ボール箱を、お米が入っていた丈夫な布の袋に詰

にいる親戚に届けられたと思います。米国の北西部一

が配布されたという証言は、最も弱い立場におかれた

め、郵便局に持っていく前に縫って封をしていました。

帯の日系米国人コミュニティが、ケア物資を送っていま

人々や最も支援の届きにくいところに支援を届けると

97歳の母は、姉のおさがりのコートを着ている従弟の

した。シアトルに移民した人たちで最も多かったのが

いうCAREの精神が、当時の日本でも実践されていた

写真（下記、ご参照）を今でも大切に持っています。当

広島出身者でした。

ことを示すものです。

物資は、米国のキリスト系の慈善団体から送られた
と聞きました。

今回の調査を通じ、
「CAREパッケージ（ケア物資）」

時は、衣料品などの物資が不足していて、日本人は手

また、
カリフォルニア州サクラメント出身の私の妻に

現代の「CAREパッケージ」には、米国製のミルクも

に入れたものは何でも着

よると、戦後、祖母が広島県八木地区の親戚にケア物

ウールも入っていません。今日では、CAREの援助物資

資を送ったとのことです。

は、
途上国や被災国の自国経済を助けるために、
極力、

ていたと思います。母に

戦争で夫を失った
妻たち限定で、ケア
物資が届けられました

よると大好きだった中

私たち日本人は住んでいるところにかかわらず、必

現地あるいは周辺国で調達されています。更に、生活

学 校の先生にケア物

要な時には同胞を助けるという精神がDNAに組み込

様式や宗教・文化へのよりきめ細やかな配慮がなさ

資を送ったところ、礼

まれていると思います。私は、およそ110年前の1907

れ、ますます多様化され、その形態や規模も様々です。

状を受け取ったとの

年に米国に来た祖父母を持ち、まだ日本や日本の人々

また、CAREは、援助物資を配布するだけでなく、より

ことです。

に親近感を抱いている日系3世です。私たちの日本語

良い教育へのアクセスを提供し、持続可能な農業を促

ケージ」
は、
およそ70年前のそれとは 中味 は違えど、

は流暢ではないかもしれませんが、日本人であることに

進し、村人による貯蓄貸付組合への参加を通じて家計

当時のパッケージに詰められた 精神 は今も強く息づ

変わりはありません。

所得の向上を支援しています。現代の「CAREパッ

いています。

←米国から届いたコートを
着る従弟たち

↑父親を原爆で失った9才の少女。ウールの入ったケア物資を受け
取りました。
CAREは被爆者を優先して物資を配布しました。

