2018年9月28日、インドネシアのスラウェシ島でマグ
ニチュード7.5 の地震が発生。その後5日間で、この地

春期の少女たちが、避難生活でのニーズや心配事を話
しやすい環境を整えました。

震と津波による死者は少なくとも1,407人、負傷者は

これまで、日本の皆さまから2,379,047円（2019年

2,550人以上に及び、7万人以上の人々が避難を余儀

5月31日現在）に及ぶあたたかいご寄付をいただきまし

なくされました。

た。皆さまからのご寄付は、左記の緊急支援のほか、現

CAREは、直ちに、緊急支援に向けての現地調査を

在行っている災害に脆弱な人々が繰り返される災害か

開始。その結果、震源地に最も近く、必要な支援が最

ら回復する力を持てるようにするための生活再建支援

も届きにくいPalu市北部のDonggala地域を中心に活

に充てられます。

緊急支援として、防水シート、毛布、水、衛生キットな

して皆さまのたくさ

どに加え、地元文化に配慮したサロン（マレー諸島の

んのご支援に心か

男女が身に着ける腰に巻き付ける衣類）や地元の女性

ら感謝を申し上げ

や女子が好む生理用品も配布しました。また避難所で

ます。ありがとうご

は、男性だけでなく、女性スタッフも配置し、女性や思

ざいました。
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この場をお借り

動することを決定し、
即座に支援を開始しました。

加者ご自身がチャリティーウォークを企画・運営する「自主企画イベン
ト」が、沖縄、宮崎、兵庫、千葉の4県で企画され、過去最多となる5回
開催されました。また、クラウドファンディングを通じて、東海道500km
2012年から毎年開催している本キャンペーン。回を重ねる毎に、全
国で歩く輪が広がっています。そして、参加者の皆さまからは、期間中の
参加者同士の交流の様子や、日々の生活で歩数を伸ばす工夫ほか、様
々なご提案などもいただきました。また来年、皆さまとともに歩くことを
楽しみにしています。
（マーケティング部

脇坂

翠）

編集後記 ●いくつかのNGOや国際協力機関で働いた後、ケア・インターナ

●令和になって初めてのニュースレターはいかがだったでしょうか。終

ショナル ジャパンでお仕事をさせていただくことになりました。担

わりを告げた平成の歩みは、
ケア・インターナショナル ジャパンのそれ

当する業務は、東ティモールのプロジェクトです。子育て中のため

編集：甲斐 博子

ウォークに挑戦し、寄付を募ってくだった参加者もおられました。

発行人：目賀田 周一郎

本年度の歩く国際協力「Walk in Her Shoes」では、キャンペーン参

2019 年 6 月 30 日発行

歩く国際協力「Walk in Her Shoes 2019」への
ご協力ありがとうございました

沖縄県での自主企画イベントの様子

ケア・インターナショナル ジャパン ニュースレター

インドネシア「スラウェシ島地震被災者緊急支援募金」終了
たくさんのご支援、ありがとうございました

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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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 June 2019

ミッション達成に向けて、
ケア・インターナショナル ジャパンは
組織基盤強化に取り組みます
2019年の年明け早々、ケア・インターナショナル ジャ
パンの組織診断に向けたヒアリングが開始されました。
これは、パナソニック株式会社がNGOの組織基盤

冒頭のヒアリングの結果、海外事業では、新しいや

強化に向けて助成する「Panasonic NPO/NGOサポー

り方にチャレンジし、失敗から学び改善に活かしてい

トファンド for SDGs」を受けて始まったものです。当

る、達成したいことも明確で、事業を行いながらデータ

財団は、
「貧困のない世界を目指す活動を持続発展さ

を収集し、効果を確認しながら事業の改善を図るとい

せるための組織基盤強化」のために、
「組織診断から

うやり方が根付いていると評価されました。その一方

はじめるコース」を選択し、公益財団法人パブリックリ

で、中・長期的にどのように事業を組み合わせ貧困の

ソース財団に組織診断を委託しました

解決を図っていくのか、組織全体としての道筋が明確に

なぜ今、
組織診断なのか

なっていないことが課題として指摘されました。

組織診断とは、組織が今どのような状態にあるのか、

ミッションに立ち返って、事業に取り組む

変化か・選択か・維持か、それを見極めるものです。ケ

ガーナの「乳幼児の栄養改善事業」や東ティモール

と軌を一にしています。平成の時代に、私たちは延べ77ヵ国において

ア・インターナショナルは、国外では人道・緊急支援を

の「農村地域の生計向上」が終わる今、改めて、ミッシ

ずっと海外出張に出られませんでしたが、子どもが少し大きくなった

支援活動を行い、実績を積みました。
これから本腰を入れて、組織基

ので、先日、やっと東ティモールに行くことができました。東ティモー

盤強化に取り組み、
これまでの実績と私たちの強みを活かした事業

行う世界最大級の国際協力NGOとして国連や各国政

ョンに立ち返り、10年先の組織としてのありたい姿を

ルの子どもたちも日本の子どもたちと同じようにとても可愛かった

を展開していきたいと思っています。令和の時代においても、私たち

府の高い評価を得ている一方で、国内においては、戦

定め、それに向けて、今後3年間で進むべき道筋につい

ので、気づいたら子どもの写真ばかり撮っていました。
（加藤）

の活動を見守っていただきますようよろしくお願いいたします。
（甲斐）

後の日本でも活動していたにもかかわらず、他のメンバ

て、職員全員で明確にしていくための作業を行って参り

ー国に比べ知名度が低い上に、組織や事業の規模も

ます。3年間の方針と戦略を策定しましたら、また皆さ

小さく、その財政基盤は安定していません。2017年の

まにも共有させていただきます。

個人支援者専用ダイヤル TEL：03-5499-9931
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

生きるチカラ

あなたのキモチ

※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大橋久美様のご協力により、制作されています。

団体創立30周年の節目に、新たに私が事務局長とし

貧困の解決に向けて、私たちの活動は微力ではあり

て着任し、また各界より新しい理事や評議員を迎え、

ますが決して無力ではないと信じて、引き続き全力で取

新体制の下、再出発を図ったところです。この機を捉え、

り組んでいきたいと思っておりますので、今後とも皆さま

更に組織基盤強化を加速させ、貧困のない世界を目指

のご支援とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

した活動に取り組み、飛躍していきたいと考えています。

（事務局長

池田

卓生）

ガーナ

乳幼児の栄養改善事業

理数系（STEM）教育を通じたリーダーシップ育成事業

駐在員による事業の終了報告と成果発表を行いました
当財団が外務省
などの資金供与を

タイ

最終年次に向けて、視察を通じて見えてきた課題

についての一般男性の意識改革の促進が認められたこ

日産自動車株式会社のご支援のもと、2017年4月から

徒たちに変化が生まれています。分析能力、自尊心が芽

と
（表3）
をあげました。

実施している、タイ「理数系（STEM＊）教育を通じたリー

生え、家計を助け、学習意欲も高まっています。この活動

得て、2016年2月

また、女性のエンパワメントについては、村内貯蓄貸

ダーシップ育成事業」。2年目の終わりを迎える本年2

で教えていることは、ライフスキルなので、人生を生きる

より3 年 にわたり

付組合（VSLA)の組織化や運営面での支援を行った結

月、ジェンダー専門家でもある田中由美子理事とともに

ために役に立つはずです」と喜びを語ってくれました。

ガーナで行った「乳

果、
「 家計の使途を夫婦共同で決定する家庭」が、目標

ラヨーン県の中学校を視察しました。

幼児の栄養改善事

の30%に対し61％にまで達しました
（表4）
。

業」について、4月16日、雑司が谷地域文化創造館にて、
駐在員の宇佐美による活動報告会を行いました。
具体的には、この事業の3つの柱である、1）保護者ら

この事業では、
10校1,400人の中高生を対象に、STEM

女の子のリーダーシップなど、視察を通して良い成果

その一方で、男性コミュニティ・リーダーの意識改革や

教育を通じたリーダーシップ育成や将来に向けたキャリ

も見られた一方、今後の課題は「持続性」であると、田中

栄養補助サプリメント「KOKO plus（ココプラス）」の定

ア教育、小規模ビジネス起業体験など、学校のカリキュ

理事は指摘しています。この事業では、生徒たちをサポー

期摂取の定着が、
今後の課題として残りました
（表5）
。

ラムだけでは普段身に着けることが難しい学びの機会

トする教員の継続的な育成が不可欠です。そのため、最

を課外授業として提供しています。

終年次は、
教師向けの活動実施マニュアルの作成や研修

を対象とした乳幼児の栄養啓発、2）保護者らを対象と

本年2月に終了したこの事業は、事業パートナーで

した乳幼児の食習慣の改善、3）女性の経済的エンパワ

あった味の素ファンデーションに引き継がれ、
「 KOKO

私たちが訪れたワットフアンヒンスクールでは、課外活

ほか、学校を越えた教員同士のネットワーク育成などの

メントにかかる活動の成果について、外部コンサルタン

Plus」の販促を含めた栄養啓発の諸活動は継続されて

動にもかかわらず、50名の生徒全員が活動に参加し、5

整備を進めるとともに、事業の規模拡大を見据え、地元

トによる事業終了時の調査結果を踏まえ、
報告しました。

いきます。当財団としては、今後も、同ファンデーション

つのグループに分かれ意欲的に小規模ビジネス活動を

政府の教育カリキュラムとの統合の可能性も模索してい

からの活動進捗情報などをできる限り発信していきます。

行っていました。興味深いことは、全てのグループで女の

きたいと考えています。（マーケティング部

成果として、調理実演会、寸劇会を繰り返し行うこと
によりコミュニティにおける栄養に関する知識の定着

最後に、これまで、様々な側面からこの事業をご支援

や、食生活の改善などの行動の変化が認められたこと

いただいた全ての皆さまに心より感謝を申し上げます。

（表1、表2）、また「父親ポスター」などを活用した男性啓

なお、本事業に関する正式な活動報告書は現在作成中

発員による栄養啓発活動により、乳幼児の栄養と育児

です。
改めて、ホームページ等にて、ご報告いたします。

子がリーダーを担っていることです。

パイナップルを使った
洗 剤。リサイクルボト
ルは10バーツ（35円相
当 ）、そうでないもの
は15 バーツで販 売す
るなど、価格設定にも
工夫が見られました↗

【表3】
乳幼児の栄養と育児についての男性の意識改革

【表1】
栄養に関する知識の定着
乳幼児の保護者を含めた
コミュニティ住民

一般男性

目標

60%

目標

モニタリング＊の結果

95%

モニタリングの結果

終了時の調査結果

97%

終了時の調査結果

【表2】
食生活の改善
（行動の変化）

男性コミュニティ・
リーダー

60%

60%

100%

95%

96%

14%＊＊

【表4】
女性のエンパワメント

左から2人目が田中理事

家計使途を共同決定

あるグループでは、市場で捨てられてしまうパイナップ

目標

50%

目標

60%

30%

ルの頭の部分を有効活用し、オーガニック洗剤を作って

モニタリングの結果

80%

モニタリングの結果

87%

44%

販売していました。
「作り方やパッケージデザイン、会計な

終了時の調査結果

85%

終了時の調査結果

−

61%

どでSTEMの知識が役に立ちました。職業能力が身に着

練った石けんに︑塩やパイナップル
を発酵させたもの︑ＥＭ菌などを入
れ て 作 り ま す ︒力 仕 事 な の で ︑チ ー
ムの男子生徒も手伝ってくれます

女性メンバーの
VSLA借り入れ

乳幼児の保護者を含めた
コミュニティ住民

いたと感じています。1ヶ月で33本売れたので、利益はこ
れからの活動のために貯蓄していきたいです」と発表し

【表5】
KOKO plus定期摂取の定着
目標

50%

モニタリングの結果

43%

終了時の調査結果

13%

＊モニタリングとは、事業期間を通して、事業を担当するスタッフが定期的に受益者に直接聞き
取り調査を行い、現状を把握するために行う調査を指す。
＊＊男性コミュニティ・リーダーの乳幼児の栄養と育児に関する意識改革に関し、モニタリング
とエンドライン調査結果の数値に大きな差があることについては、モニタリングはこれまで関係
を築いてきたCAREのスタッフが行うため人間関係に配慮した評価が示される可能性が高い状
況下にある一方で、エンドライン調査は外部コンサルタントが聞き取り調査を行うため、批判的
な意見などを示しやすい状況があることが、このような差が生じた一因であると考えられます。

❷

神 裕子）

てくれた女子生徒の生き生きとした表情が印象的でした。
この地域は貧困家庭も多く、以前は学生の間で、ド
ラッグや10代の妊娠など、問題も多かったといいます。

＊
「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。

この活動を統括するラキット先生は、
「活動を通じて、生
❸

