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インドネシア「スマトラ沖地震緊急支援事
業」被災地出張報告、企業の皆様からの
ご協力

新・旧事務局長挨拶
事務局からの報告
ジェンダー共生ワークショップ、
私スタイルの CAREライフ

CARE ストーリー

～スマトラ沖大地震・インド洋大津波災
害から5 年～、

ケア・インターナショナル ジャパン

CARE Notice Board

スマトラ沖地震緊急支援

インドネシア「スマトラ沖地震緊急支援事業」被災地出張報告
９月 30 日に西スマトラでマグニチュード 7.6 の地震が発生。家
屋の半壊や倒壊、地滑りなど、各所で深刻な被害をもたらし、同
時に多くの尊い人命が犠牲となった。この地震でおよそ 25 万世帯
が被災し、1,117 名の方が亡くなったと言われているが、未だ倒
壊した建物の下敷きになったままの人や、地滑りの犠牲となった
人々が大勢いると言われており、その数は公表されているものよ
りも多いことが予想される。CARE では、地震の発生当初より、被
災地へ緊急チームを派遣して支援を開始しており、現在も継続し
て支援活動を展開している。
11 月の下旬、地震発生から 2 か月近くが経過しようとしている
現在の様子と、CARE の支援活動の視察をするために被災地を訪問
した。当初、あまり大きな被害も目につかなかったため、それほ
ど被害は大きくないのではないかと感じた。すぐにわかったこと
だが、町から離れた遠隔地へ行けば行くほど被害が大きく、比較
的町に近い場所ではその被害が分かり難い状況であったこと、ま
た、一見普通に建っているように見える家屋も、角度を変えたり、

CARE は地震発生の翌日に緊急調査チームを被災地に送り、迅速に緊急支援を開始しました

近くで見ると半壊していたり、ヒビがいたるところに入っている
などの被害が出ていたが、薄暗い道を車で通り過ぎる一瞬ではす

もアクセスの困難な場所の一つであったが、CARE は一番に現地入

ぐにわからなかったことが、そのように感じた理由であった。

りし、支援を開始した。地震発生当初の調査時に、現地スタッフ
が「壊れた家を数えるよりも、無事に建っている家を数えた方が

今回の視察では、CARE が支援する Batang Gasang 地区と Singai

早い。」と村人に言われたそうであるが、現在もなお、被害を受け

Gelingi 地区の２か所を訪問した。この地域はどの村も 75％～

ていない家が見当たらないような状況であり、その言葉の意味が

95％が深刻な被害を受けたと言われている。CARE のスタッフの

良くわかった。

宿舎のあるパリアマン市から支援活動をする被災地まで車で１～
２時間かけて進むにつれ、徐々に倒壊した家屋の跡や、半壊して

Batang Gasang 地区では、衛生キットを含む生活必需品などの

放置された家屋、支援組織から配布されたシートで覆った家、庭

ファミリーキットを配布するとともに、住宅再建用の道具を配布

先にテントを張って生活をする人など、実際の状況が徐々に見え

している。訪問時、配布には CARE のスタッフと地元の協力 NGO
に加え、各村からのボランティアが配布要員として参加をし、積

てきた。

極的に貢献する姿が見られた。配布場所では、支援物資の入った
この地域は、地震発生当初は土砂崩れなどで道がふさがれ、最
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箱を頭に乗せて家路へ着く人、オートバイでやって来て膝の間に

大けがを負いながらも助かったという。また別の男性は、家族で
テレビを見ていた際に地震が起き、慌てて外へ飛び出したが、そ
の直後に地滑りに遭い、数百メートル先の谷まで流された、と教
えてくれた。辛うじて生き延びたものの、８人いた家族は３人が
残るのみで、あとの５人は未だに見つかっていないそうだ。私と
一緒にこの村を訪れたインドネシア人、カナダ人の同僚たちは、
いずれもこうした支援の経験豊富な人たちであったが、私を含め
一様に言葉を失っていた。
現在、被災者たちの直面する問題は、これからの生活にある。
どの支援組織も食糧や生活支援物資などを持ってきてくれるが、
一時的な支援に過ぎない。また、家を失った人々は、政府によっ
て建てられた仮設なシェルター、または自ら建てたバラックで生
活をしているが、シェルターも１年間の期限付きで、その後につ
パダン

パリアマン地区の子どもたち ©CARE/Wiwik Widyastuti

いては何ら保証がなく、将来に不安を抱えている。

箱を固定して帰る男性、箱を二つ積み上げてオートバイに二人乗
りでニコニコしながら帰っていく女性たちなど、地震の影響を忘
れてしまうほどのたくましさを感じた。
一方で、CARE のもう一つの活動地域である Singai Gelingi 地区
にある、地震直後に発生した地滑りで大きな被害が出た村では、
全く異なる光景を目にした。この地域も、開けた場所から風景が
変わり、徐々に周りを森や山に囲まれ始めると、途中の家屋の半壊、
全壊が多く見られ、また、所々に山肌が剥き出しの箇所がいくつ
も見られた。特に大きな地滑りが発生し、多くの人々が犠牲となっ
た村では、そもそもの地形、土壌などの性質からなのか、連鎖的
に発生したのか、村の入口あたりの山もかなり大きく崩れている
様子が見られた。
林を抜けて村へ入った途端、息をのむ光景が広がっていた。発
生直後の様子や、地滑りのあった場所の写真は事前に入手してお

広範囲にわたり地滑りが発生しました

り、状況を把握していたつもりだった。しかし、実際にその場所
に立ってみると、改めてこの村の地滑り被害がどれだけ甚大で広

地震発生から 2 カ月余り。たった 2 か月前の出来事である。日

範囲にわたっていたかを思い知らされた。ここでは未だ発見され

本では既にほとんど報道もされなくなったが、現地では今も緊急

ていない村人も多くいるとのことで、正確な被害者数がつかめて

支援から復興支援に移行できない地域もある。CARE は、そうした

いない状況だが、少なくとも 300 人を超す人々がこの地滑りの直

地域での支援を今後も継続をすることを決定しており、生活物資

接的な被害にあったと見られている。

支援やより耐震性のある住宅再建の為のサポートなど、この地域
の復興に貢献をしていく計画である。被災した人々が生活を再建

地滑りの被害の大きさとすさまじさに言葉を失っていると、数

するために CARE にできることはほんの一部に過ぎないが、それで

人の男性が私たちに近寄って来た。彼らもこの地滑りで被害を受

も、彼らの心の痛みが少しでも軽減され、新たな生活に向けての

け、そして家族を亡くしたという。ある男性は、地滑りが起きた

一歩を踏み出せるよう、強く願わずにはいられない。

瞬間、倒れてきたヤシの木にとっさにつかまり、そのまま流されて、

出張報告者：事業部

貝原塚二葉

企業の皆様からもご支援いただきました
当該被災地における 3 年間に及ぶ緊急・復興支援活動には、1,100 万ドルの資金が必要であるという CARE の呼びかけに対して、世界
中から多額のご寄付を賜りました。日本においても個人の皆様に加え、（株）イースクエア様、（財）茨城県国際交流協会様、インドネ
シア・コミュニティ・イン・ジャパン様、（株）サラスバ様、森永乳業（株）様 / 森乳スマイル倶楽部様をはじめ、多くの企業や団体の
皆様から 6,857,663 円ものご寄付を頂戴しました。
また、スターバックス コーヒー ジャパン（株）様には、10 月２日から 10 月９日までの期間中、インドネシア産コーヒー豆及びイン
ドネシア産を一部含むコーヒー豆を対象に、その売上金の 10％を救援金としてご寄付いただきました。岩田松雄代表取締役最高経営
責任者 (CEO) からは、｢日ごろからお世話になっているコーヒー生産地の方々のためにできることは何だろうかと、日々パートナー（従
業員）と考えています。ささやかではありますが、復興に役立てていただきたいと思います｣ とのコメントをお寄せいただきました。
この場をお借りして、ご支援いただきました皆様にお礼申し上げます。
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ココン州青年男女の能力向上事業
カンボジア南西部の沿岸部に位置するココン州で、当財団は、青年期の男女を対象とした能力向上事業を実施しています。
2007 年 12 月から 2010 年 11 月にかけて３ヵ年で実施している当事業について、これまでの成果をご報告します。

１ 事業の背景
～ココン州の青年男女が抱える困難～
ココン州は、カンボジア南西部のタイ国境近くに位置し、カ
観光開発の影響で売買春や麻薬売買も増加しており、青年男女
がこれらの被害に遭うリスクも高くなっています。
当財団は、ココン州の中でも特に貧困が進んでいるスマッ・
ミンチェイ郡、モンドル・セイマ郡およびボトゥン・サコー郡
で活動していますが、これらの地区においては、特に青年の就
学・就労機会の不足が深刻です。事業開始時の調査によると、
調査対象の 330 世帯において、小学校卒業者は 54％、高校卒
業者は４％となっています。
青年が就学できない背景には、家庭の貧困があります。両親
の稼ぎだけでは家計を維持できないため、青年は就学をあきら
め、両親の仕事や家事を手伝ったり、外に働きに出たりせざる
をえません。そのため、多くの青年が学校を卒業できず、就労

職業訓練やビジネスを開始するにあたり、社会人としての心がまえを
学ぶための研修の様子

につながる技術もないため、日雇いの単純労働に従事します。
析力やコミュニケーション能力も向上しました。なお、村役場・
教育局・地域の大人に対しても研修を実施し、青年の就学・就
労機会を確保することや、青年が行政に参画することの大切さ
を理解してもらいました。
２年次の前半は、識字教室を修了した 251 名（うち女子は
190 名）がライフスキル教室に参加し、健康衛生管理・算術な
ど、生活に必要な知識を得ました。また生計向上支援としては、
就労に直結する技術を習得するための職業訓練機会を提供する
ほか、小規模ビジネスを起業するための訓練も行い、まずはパ
イロットグループとして 32 名を支援しました。青年たちは、
現在も習得した技術やビジネスの運営能力を生かして、美容院・
縫製店・バイク修理店での勤務や、自宅での食品・日用品販売
などに従事しています。「技術を生かして労し、自分でビジネ
識字教室で勉強する子どもたち

スを運営できるので、責任感が向上し、自信も出てきた」とい

インドネシア「スマトラ沖地震緊急支援事業」被災地出張報告／ココン州青年男女の能力向上事業

ンボジアの中でも貧困にあえぐ人が多い州の１つです。経済・

う声が参加者から報告されています。
２年次の後半には、パイロットグループの 32 名に追加して、

２ 事業の目標
～青年男女の能力の向上と生活の改善を目指す～

139 名（女子 118 名）に対して生計向上のための支援を行い

このような困難な状況を改善するために、当事業を 2007 年

ました。その他にも、青年の声が開発や行政に反映されるよう

12 月より開始しました。第１の目標は、青年男女に学習機会

に、青年代表が地方行政の定例会議に参画する機会を設定しま

を提供し、生計の向上を支援することです。第２の目標は、地

した。
現在、当事業は３年次に入りました。今後は、２年次に職業

できる環境づくりに協力してもらうことです。すでに、当事業

訓練や小規模ビジネスを開始した 153 名の青年が、就労を継

は３年次に入りましたが、これまでの活動と成果を以下に紹介

続し生計を向上できるようにフォローアップを行います。そし

します。

て、青年の声が地方行政に反映され、青年の生活環境が改善さ
れるように関係者への啓発活動も継続していく予定です。

３ 事業の成果
～ 400 名以上の青年男女が学習や就労機会を得る～

以上の通り、当事業を通じて、400 名以上の青年男女に学習や

まず、１年次には、小学校を卒業していない青年を対象として、

就労機会を提供し、彼らの生活の質の向上に貢献することがで

識字教室やワークショップを実施しました。373 名（うち女子

きました。当事業は、ご寄付やご助言などをくださる支援者・

は 280 名）が参加しましたが、参加者は、読み書きができる

協力者の皆様の温かいお気持ちにより、継続できています。こ

ようになったほか、ワークショップでの演習を通じて、問題分

の場をお借りして、皆様のご支援に心より感謝申し上げます。
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域の大人や地方行政へ働きかけ、青年の就学・就労機会が維持

前事務局長退任のご挨拶
公益財団法人

ケア・インターナショナル ジャパン前事務局長

野口千歳

世界中の CARE のスタッフ、関係者の方々と共に、「貧困が克服
され、人々が尊厳をもって安全に暮らすことのできる、希望に満
ちた、寛容で公正な世界」を目指し活動して 13 年。そのうちの
３分の２以上を日本の CARE で過ごさせていただきましたが、特
にこの６年間、お世話になりました支援者の皆様には、心より感
謝を申し上げます。
CARE で の 活 動 を 振 り 返 る と、 頭 に 浮 か ぶ 言 葉 は “CARE is
about people” です。
「人」が尊厳を持って生きることができるように、「人」が潜在的
に持つ能力を引き出して、
「人」が自ら人生を形づくる手助けする。
「モノ」ではなく「ヒト」に焦点を置いた支援。
津波の直後、全てを失いながらも生活を立て直すことの信念に
満ちあふれた、スリランカの避難キャンプの若い女性。自分は学
校に通うことができなかったけれど、娘にはなんとしても通学さ
せたいと、勇気を出して小規模ビジネスを始めたエチオピアのお

スリランカの事業地にて（中央が野口前事務局長）©HarshaDeSilva

母さん。HIV 陽性を宣告され一時は生きる希望を失いながらも、
ほかの若者に同じ経験をしてほしくないと、仲間とエイズ予防
キャンペーン活動を始めたベトナムの女性。
現場で出会った人々は、決して無力ではなく、機会さえ与えら
れれば自分や家族やコミュニティの人生を変える能力も意欲もあ
る人々でした。そして「支援」をする立場にいるはずの私自身が、
勇気と希望をいただくことが何度もありました。
他方、CARE の支援活動は、その意義を信じて支えてくださる
「人」なしには成り立ちません。一人でも多くの「人」が世界で
起きている紛争や災害、貧富の格差、差別や偏見について知り、
関心を持ち、行動することによって、世界が変わっていくのです。
日本で出会ったボランティアやインターン、支援組織（ケア・
フレンズやケア・サポーターズクラブ）、企業や政府関係者の方々、
NGO の仲間、そして会員や寄付者の皆様。それぞれが違った立
場で、しかし究極的には同じ目的を持って私たちと共に活動をし
てくださった有志の皆様からは、何度も激励を受けました。
CARE という一つの国際 NGO を通し、世界中の「人々」がつな
がり、力を合わせて活動する素晴らしさを体験させていただくこ
とができたのは、とても光栄でした。
お陰様で、この６年間でケア・インターナショナル ジャパンは、
事業規模を３倍に伸ばし、アジアからアフリカに活動を広げ、緊
急・復興支援に対応する体制を強化することが出来ました。また、

んでいく予定です。是非、今後とも、皆様の一層のお力添えをい
ただけますよう、心よりお願い申し上げます。
６年間お世話になり、本当に有り難うございました。

ガバナンス改革を行い、念願の公益認定を取得することができま

最後になりましたが、皆様のご健康とますますのご発展をお祈り

した。しかし、まだまだ課題はたくさんあります。

申し上げます。

新い事務局長の武田勝彦の下、新体制で様々なチャレンジに挑
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公益財団 法 人

ケ ア・イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ジ ャ パ ン事務局長

武田勝彦

2010 年 1 月より、当財団の事務局長に就任することになりました。

評議員）と事務局職員と支援者が力を合わせて公益財団法人化が

どうぞよろしくお願い致します。就任にあたり、3 つのことをお話

はらむ課題に取り組み、解決していけるように調整していきたい

したいと思います。日本における NGO 事情、公益法人改革、そし

と思います。

て CARE の特徴についてです。

そして、最後にお話

私が NGO を通して国際支援に携わるようになって 15 年程が経ち

したいのが、日本の国

ます。私が日本の NGO に従事した頃は、まだ NGO への理解は低く、

際支援において、当財

「政府の国際支援と違うのですか」
「ボランティア（無給）で大変

団の存在意義は何かと

ですね」などとよく言われました。しかし、阪神・淡路大震災で

い う こ と で す。CARE

のボランティアや市民組織の活躍があり、その後の「特定非営利

の特徴は、他の多くの

活動促進法（NPO 法）
」の整備により日本社会の NGO 観もかなり

支 援 団 体 と 比 較 し て、

変わってきました。日本の特殊な寄付文化事情から財政基盤が弱

次の 3 つに集約されま

く、一般企業のような給与水準ではないものの、海外のように、

す。まず、①支援の行

NGO でプロとして給与をもらって働く人々が増えてきました。そ

き 届 い て い な い 地 域、

れでもまだまだ寄付文化を変えて、NGO の財政基盤を改善してい

ほかの援助機関が行かないような地域でも、支援が必要であれば、

く必要があります。政府からの委託金や助成金に頼り、事業を実

可能な限りそこに支援を届ける点です。援助の現場では、ロジス

施することは可能です。しかし、そのような組織が、市民団体と

ティクス（輸送手段）の点からどうしても首都や大きな都市、あ

呼べるかは疑問です。当財団の向かう方向は、欧米のような市民

るいは主要幹線道路に近い場所を支援対象地に選定する傾向があ

が支える団体になることでしょう。CARE は世界有数の NGO で、

ります。しかし、そのような場所から離れた所の方が、ニーズが

パキスタンの事業地にて（右端が武田事務局長）

20 年以上にわたり、日本においても国際的なネットワークをもつ

高く支援サービスが求められています。次に、②支援を必要とし

「国際 NGO」として活動してきました。一方で、
「日本の NGO」と

ている人に、確実に支援が届くようにする点です。サービスは提

しての認知が十分ではないと実感しています。日本の団体である

供するだけではなく、そのサービスが本当に役立っているのか確

以上、日本の人々に支えられた日本の市民団体として認知される

認することも重要です。支援実施後のフォローアップや定期的な

べきでしょう。当財団が、国際的なネットワークを活かした「国

視察などのモニタリングや評価を行い、確認作業を必ず実施しま

際 NGO」という側面と、
「日本の市民組織」という側面を兼ね備え

す。また、支援サービスを受け取る方々（受益者）にも支援のサ

た組織になるように努力していきたいと考えています。

イクル（準備・計画、実施、モニタリング、評価）に積極的に参

次にお伝えしたいのは、公益法人改革という大きな流れです。

加してもらうことで説明責任と透明性を確保しています。最後に、
③包括的支援を行っている点があります。団体によっては、ある

ました。ゼロから法律上の組織としての体裁を築き上げるには、

分野に特化したところもありますが、CARE は様々な分野の支援活

様々なしがらみがあり、本当に大変な作業でした。特に、会計シ

動を実施しています。最近の区分では、
「農業と自然資源」
「教育」
「保

ステムの導入では非常に苦労しました。そして、なぜか今、公益

健」「HIV/ エイズ」「栄養」「経済開発」「水と衛生」などに分かれ

法人改革による「公益社団法人および公益財団法人等の認定に関

ています。そして、気候変動に対する取り組みが近年は大きな課

する法律（公益法人認定法）
」に基づいて、当財団で公益財団法人

題としてあがっており、戦略的な取り組みを検討しているところ

化に関わっているのは、とても不思議な感じがします。NPO 法人

です。これらの特異性を多くの方々に伝えて、新たなご支援やご

化の時は、会計、労務、組織運営などを整備する絶好の機会となり、

協力を得ることに力を注ぎたいと思います。
今ある 2 つの課題を克服し、CARE が日本で愛され、その使命を

公益財団法人への移行も、コーポレートガバナンスを改善するこ

全うするように、支援者の皆様、一般市民や企業の方々をも巻き

とに役立っています。公益法人というと、
「天下り、無駄遣い、社

込む活動の将来像を描いています。このニュースレターを読まれ

会悪」という悪いイメージが一部にあります。しかし、当財団の

た方々のご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い

ように、設立当時の法の未整備で、財団法人や社団法人という法

致します。

人格を選んだ NGO も多々あります。民間でも健全に公益事業を行
えるということを世に示していく役目があります。役員（理事・
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私は、NPO 法施行後に、任意団体を NPO 法人化する業務を経験し

結果的に組織をより良くすることにつながったと実感しました。

旧事務局長ご挨拶／事務局長就任のご挨拶

事 務局長 就任のご挨 拶

インドネシア・コミュニティ・イン・ジャ
パン主催チャリティのご報告

「TOKYO DESIGNERS WEEK 2009」 チ ャ リ
ティ・オークションのご報告

12 月５日に六本木のアークヒルズカフェでインドネシア・
コミュニティ・イン・ジャパン主催のチャリティ忘年会が開
催されました。当日は、CARE の団体概要とともに、寄付の
活用方法について、11 月末に現地視察から帰国したばかり
の事業部職員より、ご紹介をしました。また現地で撮影した
写真パネルも会場内に多数展示し、最新の現地被災状況なら
びに「スマトラ沖地震緊急支援事業」について、多くの皆様
に改めて知っていただく貴重な機会となりました。
当日は、悪天候の中、127 人もの方にご参加いただき、参加
費の 20% を同事業にご寄付いただくとともに、一部の皆様
からは、追加でのご寄付も頂戴し、善意のご寄付は合計で
172,000 円となりました。改めまして、本チャリティの企画
ならびに参加を通じて、ご支援いただきました皆様に心より
感謝申し上げます。

10 月 30 日 か ら 11 月 ３ 日 の ５ 日 間 開 催 さ れ た「TOKYO
DESIGNERS WEEK 2009」において、SPiCE-UP! 様、DESIGN
ASSOCIATION NPO 様、プーマ ジャパン株式会社様の共催に

小中学生による事務局訪問

より、
「GREEN」/「AFRICA（2010 年 PUMA ブランドテーマ）」
をテーマにしたチャリティ・プロジェクトが実施されました。

12 月３日に武蔵村山市立第一中学校の生徒６名、12 月 11

カスタマイズフィギュア「MUNNY」をキャンパスに、様々

日に戸田市立芦原小学校の生徒 10 名、また 12 月 15 日には

なジャンルのクリエイター、デザイナー、アーティスト、

東京学芸大学付属国際中等教育学校の生徒 2 名の事務局訪問

ミュージシャンが制作した世界で 1 点の作品（計 37 作品）を、

の受け入れを行いました。

会場のコンテナ展にて展示するとともに、Yahoo! JAPAN の

各校の児童・生徒のみなさんは、事前学習に力を入れ、多く

協力により、インターネットオークションを同時開催しまし

の質問を準備して来訪されました。職員によるプレゼンテー

た。多くの方のご参加によりすべて落札いただき（総額

ションの最後には全員が「私たちにできることは何ですか」

586,672 円）、レソトにおける「栄養改善と農村開発事業」

と自分のこととして国際協力を捉えた質問を投げかけてくれ

をご支援いただきました。

ました。また訪問後には、全ての児童・生徒のみなさんより、
感想と温かい励ましのお手紙をいただきました。

お知らせ
～２月１日より、個人・法人からの寄付
金が「寄附金控除」の対象となります～
ケア・インターナショナル ジャパンは、２月１日に「公
益財団法人」として登記しました。
２月１日以降に頂戴した寄付金は、確定申告・決算の際に、
「特定寄附金」として「寄附金控除」の対象となります。
貧困の根源の解決に向けたケア・インターナショナル ジャ
パンの活動をサポートしていただくことで、所得税・法人
税が軽減されます。詳細については、事務局までお問い合
わせいただくか、当財団ホームページをご覧ください。
戸田市立芦原小学校の児童に説明する事業部職員
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ジェンダー共生ワークショップ
当財団は、2009 年 10 月より文部科学省ニーズ対応型地域研究推進事業「共生人
道支援研究班」、地域研究コンソーシアム「社会連携研究会」および（特活）難民
を助ける会と共催で、「ジェンダー共生ワークショップ」を開催しています。その

私 ス タ イ ル の CARE ラ
イ フ インターン アー
ニー・チェン

概要および人道支援とジェンダー（注１）の関連性についてご説明します。

ワークショップの概要

目的は、ジェンダーに配慮
した人道支援の実践に向け、
ジ ェ ン ダ ー 主 流 化（ 注 ２）
について学ぶ機会を NGO に
提供することです。第２の
目的は、ジェンダーに関す
る地域研究者と実務家との

「メールマガジン会議にて（左側の男性）

連携を促すことです。ワー
クショップは５回のセッ
ションで構成され、既に３

たくさんの参加者の方が、活発に意見交換をされました

回が終了しました。第１回
では、NGO によるジェンダーに配慮した事業の実践状況や、研究者と実務家との連
携について検討しました。そして第 2 回では、人道支援活動でのジェンダー主流化の
方法、第 3 回では、開発支援とジェンダーについて討議しました。

来日は四回目ですが、今回の目的は「観
光」ではなく、日本人の「一般的な生活」
を経験することでした。東京でいろいろな
ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 を 訪 問 し、 最 終 的 に
CARE を活動先として選びました。

事務局からの報告／ ジ ェ ン ダ ー 共 生 ワ ー ク シ ョ ッ プ

当ワークショップの第１の

私は、カナダで 10 年間 IT コンサルタン
トとして働いており、母語が英語、そして

人道支援とジェンダー
次に、人道支援とジェンダーとの関連について説明します。例えば、多くの国で、自
然災害の犠牲者は女性が男性よりも多くなっています。（注３）女性が男性に比べ体
力が弱いことや、家族の世話があるため避難が遅れることなどがその原因です。それ
だけではなく、女性が災害から生き延びても、避難所で性的暴力に遭うという危険性
もあります。
このような深刻な状況の解決のために、女性と男性のジェンダー関係に配慮して、人
道支援活動を行う必要があります。例えば、村の女性や NGO の女性職員が、災害時
の避難所設置計画の策定や実施に従事することで、女性のニーズに配慮した支援がで
きるようになります。また女性の健康に配慮した女性用トイレの設置や、避難所にお
ける性的暴力防止のための女性専用の避難所の確保なども実施できます。さらに、女
性が防災や救援活動に積極的に関与する様子を確認することで、地域の男性たちが、
「女性は、家事だけではなく地域のための重要な役割も担っていけるのだ」という認
識を持つようになるなど、ジェンダー意識の変化を促すきっかけにもなります。
以上の通り、ジェンダーに配慮した人道支援の実施は、災害における女性への被害を
えます。この「ジェンダー共生ワークショップ」への参加を通して、多くの NGO が、
ジェンダーに配慮した人道支援を実施しうるようになることを期待しています。
注記１：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 （田中由美子著 「ジェンダーと開発」
による定義）

にも関わらず、今回 CARE で働く機会を得
ることができました。当初ボランティアと
して応募しましたが、IT の知識があったの
で、インターンとして活動に参加すること
になりました。そして、私の主な仕事はウェ
ブサイトを作ることでした。
ある日の作業は、急遽、大量の「care ギ
フト」チラシを封入発送しなければならな
いというものでした。締め切りに間に合う
よう、一時的に事務局にいるスタッフも総
出で作業。そのチームワークと事務局内の
温かい雰囲気に、CARE の活動に加わって
良かったと思いました。
またスタッフの方の話す英語の方が、私
の日本語よりも上手であるにも関わらず、
全員がいつも日本語で話しかけてくれまし
た。私の日本語の練習のために！
短い間でしたが、日本の職場経験をした
り、日本語を練習したり、CARE の国際協
力活動についてたくさん学ぶことができま
した。より多くの方が CARE のことを知っ
てくださること ( ウェブサイトを見てくだ
さい！）、そして CARE が素晴らしい活動を

注記２ ： あらゆる政策 ・ 施策 ・ 事業等にジェンダーの格差解消の視点を組入れること

さらに発展させることを祈念しています。

注記３ ： インド洋大津波 （2004） のためインドネシア北アチェでは女性死者数は男性死者数の 3.5 倍。 阪

ボランティアに興味を持っている方は、是

神大震災 （1995） では女性死者が男性死者の 1.35 倍。

非 CARE に連絡してみてください。
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軽減すると同時に、女性の能力育成や、ジェンダーによる偏見軽減にも貢献するとい

短期滞在で来日しているという特殊な状況

～インド洋大津波災害から 5 年、現地からの報告～

私も「care ギフト」を応援しています！
～女優・木村佳乃さん～

インドネシア共和国のスマトラ島最北端の州都Banda Acehは、
2004 年 12 月の大津波で壊滅的な被害を受けた町です。これ
までの５年間ずっと、この町の人々は復興・再建に向けての
取り組みを続けてきました。
町 の 一 角 に、Eri Arfian
（26歳）が経営するカフェ
があります。５年前のあ
の日曜日の朝、巨大な力
を放った津波は Eri が人
生で得たもの全てを流し
去ってしまいました。家
族と暮らした家、幼い頃

映画に舞台にと、幅広い活躍を見せる本

から大切にしてきたも

格派女優の木村佳乃さんから、この度、

の、そしてもう一つ何よ

CARE のオンライン寄付システム「care ギ

りも耐えがたいものを失

フト」へのメッセージをいただきました！

いました。彼の母親です。

木村さんは、以前、「スマトラ沖津波復興
支援 学校における子どもの心のケアプロ

Eri Arfian（26 歳）。経営するカフェ “Milanisti” にて

津 波 の 後、Eri は 父 親 と

ジェクト（スリランカ）」の活動報告ビデ

バラックで暮らし始めま

オのナレーションにご協力いただいて以

した。学業を断念せざるを得なくなり、建設作業員として働
き続けながら 2008 年 10 月、CARE の Youth Project を通して、
サービス業の無料研修を受講しました。そしてプロの料理人
から、地元料理や外国の料理の調理方法を学びました。Eri は、
学んだ知識と限られた資金を元に、９カ月前に屋台を始めま
した。CARE から冷蔵庫、台所道具や食器などの支援を受け、
Eri と仲間たちは自宅兼カフェとなる物件を借り、カフェ経営、
ケータリングサービスなどを始めました。事業は軌道に乗り、
今では月収 500 万インドネシアルピア (450 米ドル）の収入を
得ています。
「今でも夜中、ベッドで横になっていると母親のことを思い出
す事があります。５年たってもなお、とても辛いですが、前
を向いて生きようと思っています。」Eri は静かに深呼吸をしな
がら語りました。
津波が大きな被害をもたらした直後、CARE は 350,000 人に緊
急支援を行い、非常食や飲み水、その他の必要な物資などを
配布しました。その後何年も、CARE は Aceh の住民と共に被
災者の生活再建に向けて再建・復旧活動を実施してきました。
「５年前、僕は全てを失いました。再び何かを手にすることは
できないと思っていました。今は精いっぱい毎日を生きてい
ます。」
このように CARE の支援を受けて、復興に向け努力する人たちのス
トーリーを、当財団ウェブサイトでご覧いただけます。

http://www.careintjp.org/
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来、CARE の心強いサポーターです。
木村さんがおっしゃる通り care ギフト
は、ギフトを贈った自分、そしてカード
を受け取った身近にいる大切な人（友人・
家族など）、そして支援というギフトを受
け取った現地の人々など、世界中でいろいろな人を笑顔にすることができま
す。身近な相手を思いやる温かい気持ちが、世界中に広がっていく――本当
に素敵なことです。
木村さんの知的なイメージや清潔感、そして何より凛とした女性像は、ま
さに CARE が目指す「女性のエンパワメント」、そして彼女たちの自立した
姿を象徴しています。care ギフトでは現在、3 月 8 日の「国際女性デー」に
向けたキャンペーンを行っています。これをきっかけに、世界中で困難な状
況に立ち向かいながら力強く生きる女性たちについて、今一度お考えいただ
き、彼女たちに対する温かいご支援をお願いします！

「careギフト」は
www.caregift.jp です

