未来へ繋ぐ「継続的な寄付」でご支援くださっている方の声を紹介します

片岡 均様・八千代様

CARE との出会いは、夫婦でウォーキングが趣味だった頃、
新聞記事で CARE のチャリティウォークを知り参加したことで

（70代・ご夫婦）

す。当日はとても楽しく、スタッフやボランティアさんの様子
を見て団体に親しみを持ちました。それまで、他の様々なチャ
リティ団体に寄付をしていましたが、ちょうど寄付先を整理す
るタイミングだったので、ニュースレターと一緒に送られてきた
チラシを見て、夫婦で毎月の寄付を始めることにしました。
クを飲み、とても美味しかった思い出があります。後になり、
それが他国からの支援物資であったことを知りましたが、歳を
重ねるごとに、これからは私たちも社会に恩返しをしていきた

チャリティウォークにご参加された際の片岡ご夫妻

3 8く国際協
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毎年3月8日は「国際女性デー」です。CAREでは、様々なイベントを通
じて、途上国の女性や女の子たちの現状をお伝えし、ジェンダー平等
を広く呼びかけていきたいと思っています。たくさんの皆さまのご参加
をお待ちしています。お申込み・詳細は、当財団ホームページまで。
イベント（東京/豊島区）開催

トークセッション＆
途上国の女の子の1日体験イベント
「だれもが自分らしく輝ける世界へ」

開催
日（土）

3月30TOSHIMA

019
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←3月9日のイベントでは、エチオピアのファティマちゃんの1日が
体験できるオリジナルすごろくを参加者全員にプレゼント！

編集後記

●CAREにキャンペーン担当として入局してようやく２年目になりま

●この時期になると、8 年前の東日本大震災を思い起こします。

した。歩く国際協力「Walk in Her Shoes」キャンペーンは、今年も3

当時、CARE は、議論に議論を重ね、初めて先進国での緊急支

月8日の国際女性デーに始まります。今回は、参加者一人ひとりが

援活動を決定しました。決定づけた点は、CARE のビジョンでも

主体となって「Walk in Her Shoes」を広められるよう、日本全国で

謳われている「すべての人々が尊厳をもって安心して暮らせる」の

の自主企画イベントの開催を促進していきたいと思っています。私

かどうか。あれから 8 年。被災地の人々は今どのような暮らしを送

も皆さまと一緒に「彼女の身になって」3ヵ月歩き続けます。
（脇坂）

られているのか。
これからも見守っていきたいと思っています。
（甲斐）

編集：甲斐 博子

3月9日（土）開催

（
イベント

催
島区）開
東京/豊

発行人：目賀田 周一郎

金）開始
月 日（ 力

「国際女性デー2019」関連イベントのお知らせ

2019 年 2 月 28 日発行

ン開催
オンライ

いという思いが強くなり、寄付を続けています。
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小さい頃、学校給食で黄色のアルミカップに注がれたミル

ケア・インターナショナル ジャパン ニュースレター

CARE マンスリー・ギビング・プログラム

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。
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4 支援者の声・事務局からのお知らせ

変える、女性も女子も活躍する豊かな世界に
ケア・インターナショナル ジャパン

Newsletter February 2019

国際女性デーに寄せて

―CARE が女性と女子にフォーカスした活動を行う意義―
世界の女性や子どもの生活はとても大変です。21世

現を目指し、特に、女子教育、生計向上、母子保健の

紀になっても、多くの女性や子どもが地球上のいたる

支援に力を入れてきました。海外事業では、社会固有

ところで、飢餓や病気にさらされ、紛争や災害に巻き

のジェンダー課題について必ず分析を行い、ジェンダー

込まれています。貧困者の7割は女性で、妊娠や出産で

平等と女性・女子のエンパワメントが実現するような

1日800人が亡くなっています。女性に対する根強い差

活動を実施してきました。一方で、男性や男子の理解

別や弊害的な慣習¹が残っているため、女性の3分の1

も重要です。例えば、ガーナの乳幼児の栄養改善事業

が暴力の被害にあい、人間としての尊厳が傷つけられ

では、栄養啓発員の比率をほぼ男女半々にしました。

ています。中途退学、児童労働、人身売買の犠牲にな

男性啓発員による栄養とジェンダー研修の結果、地域

る子どもも多くいます。そのなかでも、特に女子は弱い

の男性の意識も大きく変化しました。ジェンダー平等

立場に置かれています。そのような状況を食い止めなけ

の推進には女性や女子だけではなく、男性や男子の参

れば、人間社会に未来はありません²。

加も不可欠なのです。

この現状を踏まえ、ケア・インターナショナル ジャパ

このように男性も巻き込みつつ、女性と女子にフォ

ンは、女性と女子にフォーカスし、彼女らが能力を発揮

ーカスした活動を行うCAREを今後も見守っていきた

し、経済的にも社会的にも自立できるような社会の実

いと思います。
（当財団理事・城西国際大学招聘教授 田中由美子）
1 弊害的な慣習（harmful practice）としては、幼児婚、婚姻に関
わる持参金・持参財（ダウリー）
、名誉殺人、女性性器切除、レビレー
ト婚、ネパールの奴隷制度カマイヤ（カムラリ）
、生理期間中の隔離、
などがあります。

個人支援者専用ダイヤル TEL：03-5499-9931

2 国連サミットで2015 年に合意された持続可能な開発目標（SDGs）
生きるチカラ

あなたのキモチ

には、貧 困、飢 餓・栄 養、健 康、教 育、雇 用、気 候 変 動など、
2030 年までに全ての国が達成しなければならない 17 の目標が掲げら

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

れています。SDGs は、
「誰も取り残さない」社会の実現に向けて、

※小誌へのご意見、
ご感想を募集しています。

5 番目の目標に「ジェンダー平等と女性・女の子のエンパワーメント」

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大橋久美様のご協力により、制作されています。

© 2012 Angela Platt/CARE

を掲げています。

ガーナ

農村地域の生計向上事業

乳幼児の栄養改善事業

最後の調理実演を実施。
テーマは
「動物性たんぱく質摂取の重要性」

村落貯蓄組合を通じ
女性の経済的エンパワメントも進む。
3回目のシェアアウト実施

2019年2月に終了した本事業。3年にわたる事業の

女性の経済的自立

最後の調理実演が、2018年11月に行われました。

スーパーマーケットにて
玉ねぎの販売が開始されました！
事業開始から3年。最終年の後半に差し掛かろうとしている中、
初めて首都ディリの大手スーパーマーケットで、農民グループが育

熱帯にあるガーナには冬がなく、1年を通して暖かい

もこの事 業の重要な

のですが、作物の収穫のピークは日本と同じ10月頃か

ゴール。そして、この活

今回販売に挑戦した農民グループは1つのみ。出荷量も100㎏

ら。獲れたての地元食材を使い、栄養を効率的に摂取

動の基盤となっている

ほどで決して大きな量ではありませんが、農作物の品質をチェッ

できる調理法を伝える「調理実演」は、栄養啓発員がそ

のが村落貯蓄組合（以

クするスーパーの従業員の方からは、
「 よく育っていますね」との

れぞれのコミュニティで地元の人々を指導できるように

下、VSLA）です。これ

コメントをいただきました。農民グループの皆さんが山奥の恵まれ

訓練する
「訓練者訓練」の機会でもあります。

は、CAREが初めてニ

ない土地でこれまで一生懸命農作物を

今回、60のコミュニティで栄養啓発を担当する啓発

ジェールで作ったモデ

員が参加する中、イースト・マンプルーシー郡農業開発

ルが、世界 中のスタン

東ティモール

てた玉ねぎが販売されました。

お金が戻ってきて、思わず笑みが
こぼれる女性

育ててきた努力が少しずつ結果につな
がってきているのだと感じています。

スーパーの販売員とともに自ら作った玉ねぎを手に
する農民メンバーたち

東ティモールの玉ねぎ事情

豆知識
識

テトゥン語で
「リストゥクトゥク」
と呼ばれる地元種の玉ねぎは、皮が赤く、
日本の玉ねぎと比べ
ると小ぶり。外国人向けのスーパーマーケットでは中国産のものが多く見られるが、地元の市場

部の女性農業課の専門家が、CAREのスタッフととも

ダードになったもの。VSLAでは、毎週、組合員が貯金を

我々チームは、この貴重な成功体験

に、適切な調理の方法について伝授しました。テーマは

し、病気や小規模事業で資金が必要となった時に組合

が、今後、他の農民グループへとつなが

「動物性たんぱく質摂取の重要性」。農村では様々な古

員に貸し出し、一定期間が経過した後、利子を付けて

り「次は自分たちも！」という声が出てく

産と比べて質が劣ることが多かったものの、近年NGOや国際機関の支援によって徐々に質は

組合に返済します。

るように活動を続けていきます。

向上しつつある。
この赤玉ねぎは、土地の温度が比較的高い場所でよく育ち、東ティモールの

い慣習があり、子どもにはお肉を食べさせない傾向が

組合の資金はこうして膨らみ、10カ月から12カ月が

あります。これでは貧血に代表される農村の低栄養問

（東ティモール駐在員

平山泰弘）

では地元種の赤玉ねぎが主に売られている。
サラダとして生で食されることが多い。
以前は、劣化した種を使ったり栽培環境が悪かったりしたため、地元種の赤玉ねぎは、外国

気候に適した野菜であることから援助団体の農業支援においてよく取り入れられている。

経過した後、
「 シェアアウト」といって組合員全員の前

題は解消されません。

で資金を分け合います。組合員の手元には預入額に応

このような問題を含む子どもたちの栄養改善を目指

じて利息が付いて返ってくる仕組みです。

し、CAREは、これまで計4回の調理実演を実施。その
結果、栄養啓発員たちは、実演研修で身につけた知識

このVSLA設立以来、2018年11月に3回目のシェア

を、それぞれのコミュニティにおいて現地方言で発信

アウトを実施。ある組合員の場合、420ガーナセディ
（10,000円）の預入額に対し、85ガーナセディ（2,000

できるようになりました。

円）の利息がついてお金が戻ってきました。自由に使え
る現金が少ない農村女性にとって、この払い戻しは大
きな喜びです。
「子どもが病気の時に助かった」という
声もあれば、
「手にした現金で今夜は栄養満点のごちそ
うを作ろう」、
「小規模ビジネス（遠くの市場で商品を仕

学習雑誌
「ラファエック」を通じた農村地域の自立支援事業
当財団職員が「ラファエック」の配布に同行し、
現地の先生からお話しを伺いました
2018年10月に、約10年ぶりに東ティモールを訪問

配布に同行し「
、ラファエック」を授業に取り入れている

しました。首都のインフラが大きく変わっていたのと対

1.2.3小学校のジョアニーナ先生にお話しを伺いまし

照的に、田舎の景色はほとんど変わらず、東ティモール

た「
。最近のラファエックで特に印象に残っているの

の方々の笑顔や人懐っこさも健在でした。

は、栄養の学習です。園芸を通し肥料や野菜を知るこ
とで、栄養や栄養バランスについて学ぶことができま

エルメラ県ゴウロロで、学習雑誌「ラファエック」の

す。学校の敷地内で、ラファエックを参照しながら、子

入れ、村で小分けにして販売する仕事が多い）の規模を

どもたちと一緒に野菜を育てる実験をしています。現在

拡げよう」という声も。現金を手にした女性たちはそれ

は、なすとからし菜を栽培していて、子どもは自分たち

ぞれの夢を描きながら笑顔で家路につきます。
（ガーナ駐在員

で、牛のふんなどを肥料として持ってきて積極的に参

宇佐美直人＊）

加してくれますよ」と現地でどのように「ラファエック」

＊4月に同駐在員による活動終了報告会を行う予定です。詳細など決まり
ましたら当財団ホームページ等でご案内いたします。

調理を指導する女性農業課の専門家
（中央）

を活用しているのかを教えてくれました。
学習雑誌「ラファエック」は、
年に3回発行され、現地
語の教科書や読み物が十分にない中、学校での教育

事業終了後は、ガーナ保健局や現地の味の素ファンデーションの協力を得て、
栄養啓発員やVSLAの組合員の活動の継続性をモニターしていきます。
❷

や農村地域の生活改善に役立っています。

配られたばかりの「ラファエック」
を
手にするジョアニーナ先生と生徒たち

（マーケティング部
❸

脇坂翠）

