を通じた自立支援事業の視察を行いました。2020年度から新たな
5か年計画を策定。事業資金の多様化を図るべく、必要資金の半分
を東ティモール国内で調達することを目指しています。これまでも、
現地事務所では、他の援助機関・企業などと連携して、学習雑誌の
コンテンツを制作することで、
掲載料の収入を得ていましたが、
近年
では、
ラファエック公式のFacebookやウェブサイトの運営も開始し、
新たな広告収入も得て事業を行うというビジネスモデルを模索。
2019年度は、実に、4,000ドルの収入を得ました。企業連携担当
団体や企業と協力関係を育んでいけることが楽しみ」と抱負を語ってくれました。（脇坂）

サポーターズクラブ鹿児島（代表：清川照美氏）」
が発足。第一号の法人会員となられた

SHIROYAMA HOTEL kagoshimaで、設立総会

と設立記念講演会が開催され、
全国からたくさんの
柳井俊二名誉会長が清川会長に「設立許可書」を

手渡しました。
今後、
鹿児島を中心に広く会員を募り

ながら、
チャリティや啓発活動などを進めていかれます。
▲全国から駆け付けたCARE支援組織代表者の皆さまと清川会長（前列左）

編集後記

●CAREの活動地は、最貧困国や被災地、紛争地域に留まり

●この号の編集を終えてタイへ。
子育てがひと段落？したので、

ません。今、日産自動車との連携で、タイの中高生を支援して

久しぶりの海外出張です。自身の子らを含め、日本の子ども

います。日本でも子どもの貧困問題が深刻化していますが、

たちは複数の習い事をこなし、日々忙しくしています。タイで

急速な経済発展を遂げるタイでも同様に、貧困の負の連鎖

も、都市部では学校内外で受験偏重教育が進んでいるとの

を断ち切れずに社会から取り残された子どもたちがいます。

ことで、
きっと子どもたちは忙しい日々を送っているのでしょう。

「Leaving no one behind（誰一人取り残さない）」社会の実

今回訪れるのは工業地帯のサムットプラカーン県と、観光地

現のために。これからも、個人の皆さまからのご支援に加え、

としても有名なアユタヤ県の子どもたち。どんな出会いが

企業と連携した事業展開を強化していきます。
（高木）

あるのか、また後日お伝えします。
（甲斐）

編集：甲斐 博子

皆さまにお集まりいただきました。
そして、
当財団の

発行人：目賀田 周一郎

4つ目となるCARE支援組織として、新たに「ケア・
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2019年11月9日、
大分、
熊本、
佐賀に続き、
九州で
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スタッフのルシアは「コミュニケーション・チームは、ゼロからのスタート。とてもチャレンジングですが、今後多くの
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2019年9月、
東ティモールで実施している、
学習教材
「ラファエック」

ケア・インターナショナル ジャパン ニュースレター

「ラファエック」のマルチ・メディア化が加速

ケア・インターナショナル
ジャパンは、
世界100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。

「農業用水改善事業」
3
4 ・東ティモール「ラファエック事業」

page
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・
「ケア・サポーターズクラブ鹿児島」
設立など
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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 February 2020

3月8日 国際女性デー

歩く国際協力
「Walk in Her Shoes」
キャンペーン 開始
世界には、
水汲みのために毎日歩かなければならない

女性や女の子たちがたくさんいます。
そんな
「彼女たち

の身になって歩く」
シンプルで健康的な国際協力キャン

ペーン
「Walk in Her Shoes」
は、
CAREオーストラリア
で始まりました。現在は、日本を含め5か国で実施され
ているグローバルなキャンペーンです。

日本での開催は、
今年で9回目。
参加者は総勢2,933

名様を超えました。年を重ねるごとに、日本全国そして
海外にまで参加の輪が拡がっています。

オーストラリアの
Walk in Her Shoes
昨秋、
オーストラリアに出張し、
Walk in Her Shoes

キャンペーン担当に話を聞きました。
オーストラリアでは、
参加者は全員、
それぞれクラウドファンディングを行い、
CAREへの寄付を集めます。
「学校や地域のスポーツ

クラブなどで寄付を募るのは、
この国では一般的なこと。

ほとんどの人が子どもの頃からチャリティを経験していて、
クラウドファンディングに抵抗がある人はとても少数です」
と日本との寄付文化の違いを教えてくれました。

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会田ひとみ様のご協力により、制作されています。

さらに、
CAREオーストラリアは、
社員の皆さんが一丸

となって参加する
「企業対抗クラウドファンディング」
の

推進にも力を入れています。
合計寄付金額がランキングと
なって、
キャンペーンサイトに表示される仕組みで、
皆さん

「自分たちの企業が一番寄付を集めよう！」
と楽しみなが
らも一生懸命に挑戦してくださっているそうです。

▲2018年3月3日、アメリカのアトランタで行われた
チャリティウォークの様 子

クラウドファンディングや
企業参加を促進

日本の歩く国際協力
「Walk in Her Shoes」
は、
オー

ストラリアの参加方法とは異なり、
基本的に、
一人ひとり
がエントリー費を支払い、
「好きな時間、
好きな場所」
で
歩きます。エントリー費が寄付になることに加え、企業

協賛により500歩につき1円が寄付になります。また、
本来、
歩数を競うことを目的とするものではありません

が、
オンラインで歩数のランキングなども表示されます。
一方で、
クラウドファンディングへの挑戦者も募集して

います。
少数ですが、
毎年、
志のある方がチャレンジして

くださっています。
さらに、
オーストラリアと同様、
企業の
社員様によるチームでの参加も募っています。
健康経営
やCSRの一環として、またコミュニケーション強化の
機会として、ぜひご活用ください。

国際女性デーから約3か月間、
皆さまと一緒に
「彼女

たちの身になって歩く」
ことを、
キャンペーン担当として

も、とても楽しみにしています。
（マーケティング部 脇坂 翠）

地球にも女性にもやさしい点滴灌漑を使って、 貧困削減と女性のエンパワメントを目指す
「農業用水改善事業」
ってどんな事業？

どうしてやる必要があるの？期待される効果は？

この事業は、
2019年6月に終了した
「農村地域の生計
向上事業」
の成果を継続させ、残された課題である
「水

へのアクセスと水不足」
を解消するために実施します。
地形の特性に加え、
気候変動の影響も受けて、
対象地域の水不足は深刻で、

当財団は 2030 年に向けて世界が合意した SDGs( 持続可能な開発目標 ) の達成に向けて取り組んでいます。

2020年3月、
当財団は、外務省の助成を得て、
東ティモールのエルメラ県アッサベ郡で
「農業用水改善事業」
を開始します。

新たな支援を通じて、貯水タンクや点滴灌漑設備などを設置し、
山間部の水源から村、
そして畑へと水を引くことで、安定的な
農作物の収穫が期待されます。
さらに、主に女性や子どもたちの役割とされる水汲みや水撒き作業が不要になることで、農作業
負担も軽減されます。
それにより、地域全体の農業活動の活性化が期待されています。

具体的な活動内容は？

とは、
「点滴灌漑」

１．水源を保全し、貯水タンクおよび水路を造ります
２．点滴灌漑を設置することによって、農地で水を効果的に利用します
３．点滴灌漑設備を維持管理するための水管理委員会を設置し、
能力強化を図ります

活動地域：エルメラ県アッサベ郡の4村落（12の農民グループ）
実施期間：2020年3月〜2023年1月
（2年11か月）
年間事業規模：およそ40,000千円

農業の妨げとなっています。

エルメラ県アッサベ郡って

４．水管理委員会およびコミュニティの人々を対象に、
ジェンダー平等
研修などを行います

どんなところ？
国土の60%が山岳地帯の東ティモール。エルメラ県アッサベ郡は、
首都ディリから南西に山道を車で4時間のところにあります。
郡内のほとんどの道路が舗装されておらず、対象地区までは、郡の中心部から車で更に1時間以上かかります。
雨季には頻繁に土砂崩れが発生し、車が立ち往生してしまうため、辿り着くだけでも大変なところです。
そのようなところで、ほとんどの人々が農業を営み、家畜の世話をしながら暮らしています。学校や保健所、
農地、
どこへ 行くにも険しい 山 道を歩くため、みな足 腰が 強いです。
その暮らしは決して楽ではありませんが、
人々は明るく、笑顔に満ちています。

農地に張り巡らされたチューブ内に水を流し、等間隔に
開けられたチューブの穴から水が染み出して、作物の
根周辺に直接水やりをする方法のこと。より適切に根に水
が与えられるため、
スプリンクラーなどに比べて点滴灌漑
は蒸発と深部への排水を減らすことで水の節約となる。
世界の水消費の70％が食糧生産に使われている中、
点滴
灌漑の最大の強みは、
節水と省エネ性。
また、
高低差を利用
するため、
低コストで省労力なシステムで、
水汲みや水やり
などの労働から女性農民を解放することが可能となる。

担当者からのメッセージ

加藤 良子 国内プログラム・コーディネーター

昨夏に東ティモールの山間部の事業地を訪れた際、
新しい事業の対象と
なる農民の方々から様々な話を聞きました。
その中で、村長さんが、
「コミュ
ニティの中で水の問題が一番大きな課題です」
と教えてくれました。
また、
女性
農民は、
「乾季に水源の水が減ると川に水汲みに行かねばならず、
水を入れた
容器を頭に乗せて運ぶため腰や肩が痛くなります」
と悩みを打ち明けてくれ
ました。
さらに、
川まで洗濯に行かねばならないので、
それだけで半日が終わ
ってしまうそうです。
もし、
乾季に水があればどうしたいか尋ねたところ、
「乾季
は農作物に撒く水が少なくなってしまうので、農作物に水を撒きたい」
と
答えてくれました。
東ティモールでは伝統的に女性が水汲みに行きます。女性を水汲みの重
労働から解放し、
野菜栽培を行う環境を整えることにより、
対象地の農民の
生活が豊かになります。
そのために、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

国の経済は、
ティモール海

の石油や天然ガスに依存

しており、
民間の経済活動は
ほとんどありません。

政府は、農業を含む経済

産業の多様化を国家戦略の
一つとして定めています。

豆知識

現地の人の声
計画的な農業で未来への投資を夢見る パウリーナさん

(c)Kei SATO
2

二人の息子の母親、
農民グループのリーダー、
村の女性グループのリーダーと3つの
役割をこなすパウリ―ナさん。先行事業の「農村地域の生計向上事業」
を通じて、
財務研修を受けました。
「農業での売り上げの半分を将来の農業に投資し、残りの
半分を私生活への投資に回すと教わりました。最近、息子が学校で使う筆記用具
やコーヒーを買うことができた他、やっと自分用の携帯電話を買うことができて
うれしかった」
といいます。
「さらなる農業の拡大には、
水不足がネックになっています。
より効率的に多くの水 アジアで一番新しい国「東ティモール」の人口の70%は、
を運ぶことができるようになれば、
作物の栽培量を増やすことができます」
とこれから パウリーナさんのように農村部で暮らす農民。
始まる事業に期待を寄せています。
国民の約40%が、
今も1日1.25 ドル以下で暮らしています。
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