ケア・インターナショナル ジャパン

国際協力への第一歩「i care PROJECT」始動
世界に向かってつぶやこう！「今一番、私が careしていること」
世界の現状や国際協力に関する情報は、毎日 TVや新聞、インターネットなどを
通じて入ってきます。しかし誰でもが気軽に取り組める国際協力についての情報は
意外に少なく、
「何か自分でもやりたいけれど、その方法が分からない…」という
声を多く聞きます。
そこで当財団では、WEB サービスtwitterを通して「今一番、あなたが careし
ていること」を140 文字以内でつぶやくだけという、気軽に取り組むことができる
新しい国際協力の形をご提案します。
世界各地で起こっている出来事の中で、あなたが関心を持っていることや気に
かけている課題、あなたが助けたいと思っている人々またはその方法などを、ど
んどんTwitter上でつぶやいてください。
「世界の現状を〈知る〉」とともに「自分で
〈考え〉」、そして「自らの言葉で〈つぶやく〉」。さらに「みんなと〈共有する〉」。皆
さん一人ひとりの何気ない、でも切実なつぶやきは、当財団だけではなく、日本中、
世界中の多くの人々へとつながっていき、そして世界を変える大きなうねりとなり
ます。
「国際協力」は大変なこと？――いえいえ、このつぶやきこそ、世界とつながる
まさに第一歩です。

グローバルフェスタ 2010 ではプレキャンペーンを実施。２日間で 115
のつぶやきをお寄せいただきました。

【参加方法】
Step１
「今一番、あなたが careしていること」を140 文字以内でつぶやいてください。また、
今年11月より開設予定の「i care PROJECT サイト」(URLxxxxx) もしくは当財団のホー
ムページからもアクセスいただけます。
Step ２

集まったつぶやきの中から３名の方に現在は
製造されていないレアな CAREグッズや事業部ス

同サイトでは「ケア・インターナショナル ジャパンが careしていること」として、様々

タッフが出張先で見つけた民芸品などを進呈し

な角度から、貧困削減に向けた当財団の国際協力活動について紹介しています。特に

ます。ハッと気づかされるような、そんなつぶや

途上国の「女性や子ども」が抱える課題やその解決に向けての取り組みについて、
「教

き を お 待 ち して い ま す。 詳 しくは、
「i care

育」
「保健･医療」
「経済」
「リーダーシップ」の４つの視点から掘り下げていますので、

PROJECT サイト」をご覧ください。

ぜひご覧ください。皆さまからのつぶやきへの解決の糸口となれば幸いです。



パキスタン

「カイバル・パクトゥンクワ州 初等教育向上事業」
モノではなく人や組織の支援を通じて、コミュニティの主体的・持続的な活動を目指す
当財団では、国際協力機構（JICA）および株式会社ラッシュジャパンの資金協力を得て、2009 年 1 月から、パキスタンにお
いて「カイバル・パクトゥンクワ州（旧：北西辺境州）初等教育向上事業」を実施しています。「CARE World vol.12」での活動
紹介を踏まえ、今号では、その進捗につきご報告します。

▶事業目的と背景◀
パキスタン地方部では、①未就学児童の数が非常に多い、
②成人女性の識字率が低い、③女子教育への理解が低い、④
公立学校の質が低い等、教育に関する様々な問題を抱えてい
ます。特に事業地は、2005 年に発生した地震の被災地でもあ
り、より包括的なアプローチが求められています。

▶活動内容と成果◀
１．人と組織の能力向上
～研修を通じて人々の教育の重要性に関する認識や問題解決
能力を高める～
基 礎 調 査 の 結 果 選 定 し た 20 校 の Parents and Teachers
Council( 以下 PTC) 注１）計 160 名、父母グループ計 400 名を対象
に 研 修 を 行 い、 意 識 向 上・ 能 力 向 上 を 図 り ま し た。 結 果、

２．システムの構築

PTC では、これまで形骸化していた月次会合の開催が定着し、

～コミュニティが教育に関する意思決定に参画するシステム

持続可能で効果的な学校運営を目指す改善策が実施されるよ

を構築～

うになりました。「教育は学校に任せるもの」とこれまでは受

人々の意識の変化もあり、PTC や父母グループの役割は浸

身であった父母らも、自らの主体的な姿勢が、自分の子ども

透し、その機能についても強化されています。さらに、各校 5

のみならず学校全体の質の向上につながることを理解し、

名ほどのコミュニティ・ボランティアの育成などにも力を入

PTC との協力に積極的になるなど、変化が見られています。

れており、その活動は活発化しています。パキスタンの学校

また、PTC・父母グループからは、教育を改善するための

では、一人の教員が 80 名近い生徒を指導しなくてはならない

多くの提案が挙がり、実践されています。具体的には、学校

ような状況の中、コミュニティ・ボランティアは、教員を補

施設の修繕、衛生環境の改善、教員増員、就学向上に向けたキャ

助して生徒への指導を行うなど、非常に重要な役割を担って

ンペーンなど、地域全体の教育の向上に貢献する様々な活動

います。

が行われています。

３．連携の強化
～コミュニティと行政の連携強化を通じ、効果的な問題解決
の基盤を作る～
四半期会合および年次会合を通し、コミュニティからの積
極的な発信が行政側に効果的に伝えられる機会が増えていま
す。行政側も地域における教育問題についての認識を高めて
おり、コミュニティと行政の連携の強化が期待されています。
また全体を通して、女性が積極的に参加しており、会議にお
いて自信を持って発言する女性も数多く見られるようになり
ました。当事業の実施を通じ、女子教育への理解が向上し、ジェ
ンダー意識の向上へもつながることが望まれています。

▶今後の展開◀
当事業は、来年 1 月に一度区切りをつけ、ケア・インター
ナショナルジャパンの事業としては、終了いたします。一方で、
CARE の現地事務所は、新たな資金源をもって、当事業の成果
を活かし、今後もコミュニティ・エンパワーメントを基礎と
した初等教育向上事業を継続する予定です。
（注１）日本の PTA に相当



（事業部

今井 淑子）

テーマ「 初等 教 育」
2000 年に、日本を含む世界 189 ヵ国の代表者たちが「2015 年までに世界の貧困を半減すること」を目指して交わした
約束、
MDGs（ミレニアム開発目標）を知っていますか？掲げられた８つの目標のうちの 2 番目に「普遍的初等教育の達成」
があります。それは、2015 年までに、世界中すべての子どもたちが、男女の差別なく小学校に通えるようにしようとい

１）初等教育を取り巻く世界の状況

２）より深刻な問題～女子教育

小学校への就学率について途上国全

下の表は、
「ジェンダー

３）データで見るパキスタンの初等教育

格差の大

当財団が事業を実施しているパキスタ

体で見ると、2000 年の 83％から2007

きな国ワースト10」における成人識字率

ンではどうでしょう。統計によると、５

年には88％と増加し、最も状況が深刻

を示したものです。ここから、小学校に

～９歳の初等教育の学齢期の子どものう

な サハラ以 南のアフリカにおいても、

通えない子どもたちの中でも、特に「女

ち、学校へ通う子どもはわずか３分の２

58％から74％と大幅に改善されています。

児」の問題が深刻であることが分かり

に留まっており、都市部に比べて地方に

一方で、今もなお 7,300 万人もの子ど

ます。すべての国において、女性や女児

おける問題が深刻になっています。また

もが小学校に通っていません。そのうち、

の状況が男性や男児の数値よりも下回っ

次の表は、10 歳以上の識字率を示すも

サハラ以南の子どもたちが 3,800 万人、

ており、最もジェンダー格差が激しいア

のですが、ここでもジェンダーの格差が

南アジアの子どもたちが1,800 万人とさ

フガニスタンでは、女性の識字率はわず

明白に数字に表れています。

れています。

か10％強に留まっています。

（注１）

さらに未就学の問題に加えて、退学

教育分野に関

率の高さもまた顕著です。５年間の初

わらず、このよう

等教育を完了するのは、わずか３分の1

に 女 性・ 男 性、

となっています。

女 児・男児、 ま

州ごとの男女別識字率 (10 歳以上 )

たは格 差を生み

パキスタン事業／ CARE × MDGs

うものです。貧困問題を解決するためには、教育は不可欠な要素です。

出す民族や階級
などにも配 慮し
て、 その国 や 地
域 でより困 難 な
状 況にある人々
を 特 定 するとと
もに、 その 要因

( 出所：Social Development in Pakistan, 2005-06,SPDC)

４）学校に通えない本当の理由とは

を究 明 すること

初等教育の問題を考えるとき、多くの

は、効果 的な事

人は「では学校を建てればいい」と思う

業実施への近道

かもしれません。しかし学校（建物）の

だと言えます。

不足だけが、その原因ではありません。
パキスタンの教育事情においては、主
なものとして次の要因が考えられます。

私は今、公立小学校に通っているけど、女

①教育（特に女子教育）の意義に対す
る理解不足

子はみんな教室の片隅に固められて、３人

②十分に訓練を受けた教師の不足によ

がけの長椅子に座って授業を受けるの。やっ

る教育の質の低さ

ぱり男子の多さにとても居心 地が 悪いわ。

③家庭での労働を優先させざるを得な

それでも、英語とウルドゥ語のクラスが大好

い貧困状況

き。家ではパシュトゥー語を使っているから、

④女児へ配慮を欠いた学校施設や危険

授業はとっても難しいけど、新しい言語を勉

を伴う通学への不安

強することはすごく楽しい。放課後の宿題
も大好きなの。
※学校に行くことができるようになった Ishrat Bibi（11 歳 / 女児）へのインタビューより
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子の数より男子の数が圧倒的に多いの。女

このように初等教育の問題には、様々
な要因が絡み合っており、とても複雑か
つ根深い問題なのです。

（注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 )



企業と CARE のパートナーシップ

丸紅の「社会貢献」バナナ
女性たちの自立を支援することができる「お買い物」

皆さんは、近所のスーパーで輸入果実ブランド「BRAVO( ブラボー )（注１）」を見かけたことはありますか？ 2008 年 10 月以来、
同ブランドのフィリピン産バナナと台湾産マンゴーの売上の一部を寄付いただく形で、総合商社である丸紅株式会社様にご支援い
ただいています。丸２年を経て、今年 9 月末現在で、その寄付総額は 1,300 万円を超えました。今回は、企画段階からの担当者であ
る農産部園芸課課長の田口さんにお話をお伺いしました。

■寄付付き商品に込めた願いとその可能性は？

■寄付金の使途についての報告は？

のバナナが並んでいますが、「社会貢献」を武器にそれら商品

少なくとも１年毎に、寄付金額と支援活動の報告をするととも

と差別化したかったというのが当初の想いです。また購入を通

に、特売日などには随時現地からの近況報告を行うなど、「売

じて、お客様を巻き込んだ国際貢献活動が提案できることで、

り場」にパネルを設置して、広くご紹介していますので、ぜひ

流通各社とも幹の太い取引が可能となります。まさに本業を通

ご覧ください。またプレスリリースも行い、全国紙はじめ地方

じた社会貢献が実現できると思いました。

紙にも掲載いただいています。

バナナは青果市場の一大商材です。店頭には色んなメーカー

CARE と相談して、都度、内容や方法について考えています。

■なぜ CARE との連携を？

バナナを購入するお客様の多くは家庭の主婦であり女性で

す。多くの団体が存在する中、CARE は特に「女性と子ども」
に焦点を置いた国際協力を実践しており、顧客の共感を得ると
直感しました。また総務部を窓口に、長年 CARE には、社員か
ら集めた切手や書き損じハガキなどを寄付しており、信頼のお
ける団体でした。

■商品の評判、売上はいかがでしょう？

自社ブランドを立ち上げた初年度は、バナナダイエットブー

ムもあって前年度比の 140％を記録しました。以後、少し落ち

寄付累計１千万円突破の謝恩企画としてダイエー店舗に設置したパネル

■最後に、ブラボーブランドの PRをお願いします。

最近種類が増えてきたバナナですが、ブラボーブランドにも

着いていますが、なおご好評いただいています。またマンゴー

２種類ご用意しています。通常のブラボーブランド（黄色のシー

についても需要が高まっており、今年度は年間輸入量を 60㌧

ル）は食べ切りサイズとなっており、さっぱりとした味なので、

と従来の２倍に増やす予定です。

朝のエネルギー源として毎日食べて頂きたいバナナです。一方
ブラボープレミアム（黒色のシール）は高地でじっくり栽培し
たこだわり商品で、もっちりとした食感が特徴で、食べごたえ
のあるサイズを選定しています。“ こころ ” も “ おなか ” もいっ
ぱいになれるブラボーブランドを今後ともご愛顧下さい。
（注１）ブラボーブランド商品は、全国のダイエー、ピーコックストア、相鉄ローゼ
ンほかで取り扱っています。※一部、取扱のない店舗もございます。ご了承ください。
感謝状贈呈式の写真 : １周年を記念して感謝状を贈呈
（左から、丸紅 丹羽食料部門長代行、CARE 野口元事務局長、
ダイエー 西見社長）

「ブラボー」関連掲載記事のご紹介
■ 2009 年 3 月 13 日
「バナナ食べて途上国に寄付を」
（朝日新聞）
■ 2009 年 3 月 14 日
「バナナ食べて国際貢献
丸紅 売上高の 1％を寄付」
（朝日新聞）( 記事参照 )
■ 2009 年 7 月 10 日
「途上国支援のマンゴー」
（西日本新聞）
■ 2009 年 7 月 5 日
「マンゴーで途上国支援」
（朝日新聞）
■ 2010 年 7 月 1 日 「丸紅 台湾マンゴー輸入増加
自社ブランドで年 60㌧割安、濃厚な味」
( 日本産業新聞 )



「プレミアムブラボーバナナ」の
提供を得て、イベント成功
10 月２日と３日に日比谷公園にて行われた
国内最大の国際協力イベント「グローバルフェ
スタJAPAN2010」では、当財団として初めて「タ
ピオカバナナ」を主力商品とする飲食ブース
の出展を果たしました。無償にてご提供いた
だいた商品は、無事完売。ご来場者には普通
のバナナとは一味違う、心でも味わう「ブラ
ボー」をご堪能いただき、絶好の PR の機会と
なりました。

ジェンダー の視点に立った国際協力を極める
（注１）

CARE が、その使命に掲げる「貧困の根源の解決」に向けて、より効果的に事業を実施するためには、社会的、経済的、政治的など
あらゆる側面における男女間の不平等な関係を無視することはできません。今回は、具体的な事例を挙げながら、ジェンダー視点に立っ
た活動とはどのようなものか、ご紹介したいと思います。

企業と

１. 緊急支援におけるジェンダーの平等とは？

大規模な地震や洪水など、生死に関わる緊急支援の状況下において、ジェンダーの平等は、

何か贅沢なことに聞こえ、後で対応すればよいことのように思われがちですが、現実として
「ジェンダーの平等とは贅沢でも女性に特権を与えることでもありません。その視点とは、緊

C
A
R
E

急支援の中で提供される保護や支援が、男性にも女性にも平等に行き渡るよう計画・実施さ

のパートナーシップ／

れているか、さらには、男女別に必要なものやサービスなどについてそれぞれ分析し、適切
な対応ができているかを確認するための重要な視点です。(IASC Gender Handbook より )」と
されています。

２. コンゴの事例

～水と衛生事業における配慮

2009 年９月の武装グループによる闘争により、コンゴ民主主義共和国の北 Kivu を南北に通

る幹線道路沿いにある村 Mighobwe には、周辺の村落から多くの人が国内避難民として逃れ
てきました。この急激な人口増加は、地元の水資源をすぐに枯渇させました。社会的に、水
汲みが女性と女児の役割とされるコンゴでは、水を求めて女性や女児が森に入らなければな
らなくなりました。これは大変危険なことでした。なぜなら、性的暴力にさらされたからです。
CARE は、井戸・トイレの設置や衛生啓発などの活動を実施するにあたり、女性、男性、女児、男児それぞれの安全と尊厳を確保す
るため、国連のアドバイザーによるサポートも得て、「ジェンダーシート」を開発しました。ジェンダーに配慮しつつ活動を行う上で
の６つの具体的なステップが示されていますが、水関連の事業に限らず、どの分野の活動においても応用できる非常に実用的なもの
です。

（注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 )
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ジェンダーシート
「水と衛生事業」の 6つのステップ

アム開発目標 ) のような国際的公約を踏まえた「ジェンダー規程」の策定を行うなど体制整備を行っています。また役員やスタッフを対
象としたジェンダー研修をはじめ、大学と連携してのジェンダーワークショップ開催など、様々な取り組みも行っています。
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当財団では、途上国における事業実施において、常にジェンダーの視点に配慮することはもちろん、国内においても、MDGs(ミレニ

カンボジア「ココン州青年男女の能力向上プロジェクト」帰国報告会を開催
8 月 1 日、JICA 地球ひろば ( 東京・広尾 ) において、「ココン州青年男女の能
力向上プロジェクト」事業統括責任者である松本直美の帰国に伴い、報告会を
開催。15 名の方にご参加いただき、約３年間にわたる事業概要とその成果に
ついて、写真や受益者へのインタビューなどを交え報告しました。カンボジア
を含むアジア地域、そして教育支援等に高い関心を持つ参加者が多く、質疑応
答では今後の事業展開にまで言及するなど、大変貴重なご意見をいただきまし
た。また、受益者の生の声を通じて、数値データだけでは伝えられない活動の
効果を紹介することができ、「事業についてより印象深くなる報告会だった。」
とのご感想もいただきました。

事業成果について説明する事業部の松本駐在員

「グローバルフェスタ 2010Japan」に参加
10 月２日・３日の２日間にわたり、毎年日比谷公園で行われる国内最大級の国際協力イベント「グローバルフェスタ
Japan2010」が開催されました。今年のテーマは「MDGs( ミレニアム開発目標 )、それは

“ 私たちの約束 ”」。スタッフとと

もに、多くの「週末ボランティア」の皆さまが中心となって、イベントの企画
から実施 ･ 運営まで、担当いただきました。
団体紹介ブースでは、CARE グッズや民芸品の販売、写真パネルでの活動紹
介に加えて、民族衣装を貸し出しての写真撮影会も行いました。また今回は、
飲食コーナーにも初参加。丸紅（株）様の協賛により「タピオカバナナ」を提
供するとともに、「世界のコーヒー飲み比べセット（ハイチ、インドネシア、
ケニアの３種）」を販売し、大変ご好評いただきました。
さらに活動紹介ワークショップでは、カンボジア「ココン州青年男女の能力
向上プロジェクト」事業報告とクイズ大会を行い、正解者にはコーヒー試飲券
を贈呈。より多くの人に CARE を知っていただく機会となりました。

グローバルフェスタ2010にて、参加者に説明をするボランティアさんとスタッフ

貧困をなくすために “ 立ち上がる ”「STAND UP」に参加
2006 年より毎年実施されている「STAND UP（スタンド・アップ）」。一人
ひとりが立ち上がることで、世界の貧困問題解決を目指すミレニアム開発目標
（MDGs）の達成と貧困をなくしたいという意志を表明し、各国代表者たちに
約束の実現を求める、世界同時アクションです。今年は９月の「国連 MDGs レ
ビュー・サミット」直前の９月 17 日から 19 日の３日間で行われました。当財
団も、その趣旨に賛同し、事務局スタッフに加えて、法人会員である（株）イー
スクエア様にもご協力をいただき、総勢 22 名で参加。世界中の多くの人々と
ともに、「貧困を終わらせたい」という強い声を届けることができました。
( 株 ) イースクエアでの STAND UP

レイクランド大学・日本校での講義
6 月 28 日、新宿にあるレイクランド大学・日本校にて、緊急支援における
NGO マネジメントについて、自然災害と人災における事例を交え、英語によ
る講義を行いました。参加した 12 名は、タイやウガンダ、韓国からのインター
ナショナルな面々で、NGO マネジメントコースを履修している皆さんでした。
とても熱心にメモを取りながら、講義内容への質問から自身の国際協力への
関わり方、そして進路相談に至るまで、様々な質問をいただきました。
当財団では、国際理解教育の一環および活動への理解促進を目的として、
ご要望に応じ、講師派遣や事務局訪問に対応しています。学生から企業や自治
体まで、どなたでもお申込いただけます。詳しくは、URLをご覧ください。
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現在、私は大学で、国際政治を専攻していま
す。３年間の授業で学んだことは、世界の諸問
題を解決していくには、もはや国家の役割だけ
でなく、NGO や企業、個人を始めとする非国家

事務局からの報告／スタッフ紹介
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レベルの役割も重要になってきているというこ
こんにちは。マーケティング部 個人支援者担当の松永です。ケア・

とです。

インターナショナル ジャパン ( 以下 CIJ) に入ってから、ちょうど 1 年

中でも世界各国の NGO の活動には興味を惹

半が過ぎました。私の業務は DM を作成したり、お預かりしたご寄付

かれました。でも実際、日本の NGO はどんな活

の管理をしたりと、おそらくスタッフの中では支援者の皆さま一人

動を行っているのだろうか？そんな好奇心か

ひとりと直接関わる機会が最も多い仕事を担当しているのではない

ら、私はケア・インターナショナル ジャパン ( 以

かと思います。

下 CIJ) で週１回のインターンを始め、主に企業

子どもの頃から「自分が好きなことをやって働いて、結果、他人

連携調査の翻訳、イベントの準備やバザー、広

を幸せにするような仕事がしたい」と何とも贅沢な夢を思い描いて

報に関わるデータ整理など、マーケティング部

いた私は、大学では社会福祉を専攻しました。しかしながら、卒業

の業務補佐に関わりました。

後は全く異なる道である CM 制作会社に入社し、海外担当の部署に配

インターンを始める前に抱いていた NGO の

属されました。夜中から会議が始まったり、太陽の動きを撮影する

イメージは、華やかで何か大きな事をする仕事

ために一週間ぐらい海辺の崖でジーッとしているなど、今思えばか

であるというものでした。しかし、実際に事務

なり変わった仕事でしたが、その時にできた仲間たちは今、それぞ

所でお仕事をさせて頂いて学んだことは、一つ

れの特技を活かしてCIJにボランティアとして参加してくれています。

ひとつの細かい仕事を積み重ねていかないと、

そのような会社に数年勤務した後、イギリスの音楽と映像に憧れて

きちんとした一つの仕事が完成しないというこ

（？）渡英。様々な国から来た友人と学び、時間さえあれば共に近隣

とです。それは膨大な量であり、忍耐力や集中

諸国へと旅に出掛け、大好きな音楽や映像に囲まれて過ごした時間

力が必要になってくるという事を、事務所の皆

は本当に夢のようでした。

さんの仕事に対する姿勢を見て、実感しました。

帰国後 CIJ に入局し、今に至ります。社会人になってから国際協力

これからの進路はまだはっきりとしていませ

団体への寄付は続けていたものの、上記のような経歴を持つ私は、

んが、ここで学び、感じ取った事を生かして、

国際協力に関する専門的な知識がほとんどない状態で CIJ に飛び込み

今後の自分のキャリアを考える糧にしていきた

ました。甘いことを言っていると思われるかもしれませんが、今で

いと思います。様々な視点を学ぶ機会を提供し

はそれが逆に良かったのかなと感じています。何故なら私の仕事は、

て頂いた CIJ には感謝しています。

まずは国際協力を身近に感じてもらえるように皆さまに情報をお伝
えして、寄付をしていただくことだからです。そのために、途上国

www.careintjp.org

の現状、世界が抱える問題はもちろんのこと、何故寄付が必要であ
るのか、また、お預かりしたご寄付はどのように使われているのか
ということを少しでもわかりやすく伝えようと、日々試行錯誤して
います。凝り固まったアタマと知識で、難しい言葉を伝えても人の
心には響きません。自分が「あー、そうだったんだ」と思ったこと
をもっと多くの人に伝えて、国際協力活動は決して特別なことでは
なく誰にでもできることなんだと、一人でも多くの方に感じてもら
えたらこれほど嬉しいことはないと思っています。

チャリティーバザー「アジアの祭典」で CAREグッズなどを販売する新井さん



気軽に参加できる「美味しい国際協力」はいかがですか？
CAREによる料理教室シリーズが始まりました
活動報告会とは違う形で、CARE やその支援活動について広く知って

もらえるような、楽しい参加型企画を実現したい。そんな思いから９月５
日（日）、アカデミー湯島（東京・文京区）にて、
「赤堀博美先生と作る！
カンボジアお料理教室」を開催。記念すべき第1回目は、120 年余の歴

史を持つ赤堀料理学園より、赤堀博美校長を講師としてお招きし、約 30
名の方に参加いただきました。

知人・友人とご一緒の方やお一人で参加された方、これまで全くCARE

を知らなかった方など、様々なきっかけでお集まり下さった方々が、いく

つかのグループに分かれ、和気あいあいと約1時間かけて楽しく調理。
今回のメニューは、カンボジアの代表料理である「クイティウ（麺）・生

姜と鶏肉の炒めもの・タピオカバナナ」です。ご家庭でも簡単に作れる

よう配慮されたレシピとは思えないほど、出来上がった料理はとても本
格的で、美味しくいただきました。また、食事中には事業部スタッフによ
るカンボジアプロジェクトの説明もあり、リラックスした雰囲気の中で

CAREの国際協力活動について知っていただく絶好の機会となりました。
ご参加いただきました皆さまをはじめ、赤堀料理学園、味の素株式会

社、そしてボランティアの皆さま、本当にありがとうございました。次回
は11月に都内にて「アフリカ料理」の教室を予定しています。ご関心の
ある方は、事前予約を受け付けていますので、事務局までご連絡をお待
ちしています！

セガサミーグループは、当財団の「I am powerful 基金」を通じて、途上国の女性たちの自立を支援し、豊かな社会の実現に貢献しています。



