1 分間に17 人（内12 人が子ども）
1 日に2 万5,000 人
1 年間では約1,000 万人が
飢えのために生命を失っています。

一般財団法人

日本国際飢餓対策機構
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わたしから始める、世界が変わる

ミャンマー
ロヒンギャ難民緊急支援
続報 P.４-5

「一人一人の意識改革」から変わる
来月は、東日本大震災発生から丸７年となります。東北
の復興は、着実に進んでいます。その反面、特別な事情の
ある方は、2019年春まで入居延長が認められる措置がと
られました。まさか８年間も、
「仮設」に入居することにな
るとは、誰も思っていなかったことでしょう。
近年、地震発生が頻繁になってきています。アジア地域
だけでなく世界中にこの傾向が広がっています。２月６日
に台湾花蓮県を震源とするＭ6.4（最大震度7）の大地震
が発生しました。２月12日現在、死者16名、負傷者300名
近くにのぼっています。大きなビルが４棟も倒壊し、懸命
な捜索活動が行われました。被災された方々に心よりお
見舞いを申し上げます。奇しくも２年前の同じ日に、南部
の高雄市を震源とした同規模の地震が発生しています。
昨年11月15日には、韓国浦項（ポハン）でＭ5.4の地震が
あり、公共施設、民家に大きな被害がでました。
災害はいつ誰に襲い掛かってくるか分かりません。改め
て『防災・減災』の大切さを感じます。個人的な防災と共
に、地域での防災も必要です。災害発生直後は、外から支
援が届くまで自分たちで何とかしなければなりません。現
代は、人と人との繋がりが希薄になっていると言われてい

ミャンマーから逃れてきたロヒンギャ難民（バングラデシュ）

日本国際飢餓対策機構 伊東 綾（緊急支援チーム）
ますが、日頃から地域の人たちと繋がることが、
「いざ」
という時の助けになります。
当機構は「個人の命」を大切にすると同時に、
『地域』
という視点も大切にして活動しています。一人の人から始
まった小さなことがやがては地域を変え、コミュニティ全
体を変え、国を変え、世界を変えていくと信じているから
です。そのためには、そこに関わる一人一人の意識改革が
必要とされます。
開発途上国では、自分には何の価値もない。自分は、何
も持っていない。自分たちの地域は、貧しいから仕方ない
ではなく、今ある物はなにか。それをどう生かしていけば
今より少しでも前に進めるかと気付いてもらうように励ま
していきます。自分の価値に気付いた人の表情は、キラキ
ラと輝き始めます。下ばかり向いていた人々が、笑顔輝く
毎日を過ごすことができるように、皆様も私たちと共に世
界（地域）を変える一歩を踏み出しませんか。
「私たちはひとりひとり、隣人を喜ばせ、その徳を高め、
その人の益となるようにすべきです。」 -聖書-

連載〈10〉

ところだったのです。

2 018 年１月16 日、私 の 住 むコ
チャバンバ州で住 民一 斉ストライキ
とデモ、道 路 封 鎖 が 実 施されまし
た。私の近所の道路も近隣の人々に
より、そして主要道路 等は公共交通
車両他によって全面封鎖されました。
（他３州ではすでに実施済）
また昨 年11月2 3日から今 年1月
10日までの49日間、医療関係者の
全国一斉スト（公立・私立全て）が実施
されましたが、それは救急患者と入院
患者以外は診療を一切しないという

ものですが（違反すると7年～12年の

変わるものと
変わらないもの

ラテンアメリカの
人々とともに

また項目第88は信教の自由を奪う

りこれに抗議しました。私は当日高地
の支援地にいましたが、私の友人たち
は参加しました。そして私の親友があ
る橋を渡っていた時、道路の端から男
性がストの参加者一人一人の顔をビデ
オカメラに収めていることに気づきま
した。警官が「何をしてるんだ！」と言
うと、その男性は慌てて立ち去ったと
いうことですが、友人は「政府が迫害

2006年に就任後急速に社会主義の

なる内容のみを強調していましたが、

キューバやベネズエラに追随するよ

医者の組合で綿密に調べた結果、幾

うになりました。今回政府は“この法

つもの内容が国民の権利を奪うとて

案の修正案を作成する”と回答しまし

も危険なものだということが分かった

た。信教の自由禁止に関しては、すで

からです。特に項目第205（もし患者

にこの２月隣国のウルグアイでも法案

が医者から虐待を受けたと訴えた場
ボリビア多民族国

可決を推し進める動きが起こっていま

駐在 小西小百合

す。

懲役刑）に危機感を感じ、この法案可
決断固拒否との大規模なスト決行に
つながりました。人々は「もし医者の
組合が詳細に調査しなかったら、私た
ち国民は事の重大さ

私たち一人一人の人権は決して侵害
されてはならない、それを守る法律は
決して変わってはならないものです。
“私たちはこの世の中で正義を貫く
戦いの最前線にいる”という意識を持
ち、祈りつつ自国であるいは世界で何

を知らないまま法 案

が起こり、何が起ころうとしているの

が 可決され、大 変な

かを知り、考え、正しくまた賢く対処す

ことになるところだっ

る知恵を神様から頂きたい、そして自

た！」と言っています。

分にできるアクションをとっていきた

この法 案は今 年３月
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会連合も１月17日、平和的なデモによ

ですが、現大 統領エボ・モラレスが

求する為でした。政府は国民の利益に

２

される仕組みです。プロテスタント教

ボリビアは立 憲共和制で二 院制

法・364項目全ての施行取り消しを要

から早くも施行される

大地の母パチャママ）崇拝だけは許可

たのだと思う」と言っていました。

それは政 府が昨年発 表した新 刑

害賠償と共に医者の資格はく奪の上

ほうじょう

している先住民族の信仰（豊穣の神・

の対象にする者の証拠写真を撮ってい

ものでした。

合、十分な調査もしないまま患者の損

懲役刑と罰金）、政府機関で現在実施

一斉ストで道路封鎖をする住民たち（コチャバンバ州）

いと願っています。

昨年12月8日、摂津市立第四中学校の中学３年生（約140人）
を対象に出前授業をさせていただきました。授業では世界
の飢餓や貧困の現状を写真や映像を投影しながら話しまし
た。生徒たちは、現実の悲惨さに衝撃を受けていました。
また現地の人々がそのような厳しい状況の中でも、自分たち

摂津市立 第四中学校

業

出前 授

の住む環境を改善しようと懸命に取り組んでいる姿や日本
の若者たちが台風で被災したフィリピンの学校建設のため
に募金を呼び掛けている話などをさせていただくと「自分に
は何ができるだろう」と考えてくれているようでした。
生徒たちの感想文を一部ご紹介します。

Hunger?

てなくて、今日の話を聞いて、食べる

かなり贅沢なものなんだなと思っ

物がなかったり、学校に行けずに

た。今日から、家とかどこでも、少

世界には貧困や飢餓に苦しんで

働いている子どもがたくさんいるこ

し、今日教わったことを意識して、思

いる人がたくさんいることを知って

とが分かりました。５秒で一人の子

考を考え直したり、行動に活かした

とても残念だなと思いました。自分

どもが、毎日約２万人もの子どもが

りしようと思った。誰かが困ってい

たちより小さい子とかが亡くなった

亡くなっていると知って、衝撃だっ

るときに、自分も自分を犠牲にして

り働いたりしていて、そんな子ども

たし、日本がどれだけ裕福なのか

でも、他の、困っている人を助けられ

たちが少しでも減ったらいいなと思

も思い知りました。水でさえも綺麗

るようになりたいと思った。

いました。そのためにも自分たちが

なものを飲めない国がたくさんあっ

ご飯を残したり捨てたりせず、困っ

て、自分に出来ることがあるならし

ている人がいたら助けてあげたり、

てみたいと思いました。募金とかボ

私は将 来 外 国に出て役に立つ

少しでも人のために何か役立つこと

ランティアとかに、
すごく興味が湧

仕事をしたいと思っています。今日

ができる人になりたいと思ったし、

き、今日の話をきけてよかった。私

の授業を受けて、私の気持ちは前

そういう人がもっともっと増えたら

もアンパンマンのように、自分の身

と比べて強くなりました。一刻も早

いいなと思いました。そして、これか

をけずってでも、誰かの役に立つ人

くたくさんの人を助けたいと思いま

ら５年後、
１０年後には、飢餓など

間になりたいです。

す。だけど、何をすればいいのか考

ゼロになって世界平和に

に苦しんでいる人たちが今よりもっ
と減ってたらいいなと思いました。

あれ飲むん？ 無理やろ・・

まず身の周りの人から

えても、あまり分かりません。だか
らまずは、身のまわりで困ってい

いつかはゼロになって世界平和に

世界の状況について知ることが

る人を助けたいと思います。
「自分

なってほしいです。普段の自分たち

出来てよかった。子どもの時から厳

だけ」というそんな考え方はやめ

の暮らしが恵まれていることを忘れ

しい労働をしなければならないなん

て、自分を犠牲にしてでも、役に立

ないようにします。

て辛いと思った。汚れた水をペット

てるような人になりたいです。

自分に出来ることをしたい
最初、飢餓って何かあまり分かっ

ボトルですくっている映像（㊦QR）
を見て、あれ飲むん？無理やろ・・と
か思った。自分が生きている環境が

自分にもある心の飢餓
飢餓は二つ存在するということ。
一つは食べることができない飢餓。
もう一つは、自分中心的な心の飢
餓で、私も心の飢 餓という意識が

毎日２万人もの子どもが亡くなっていると知り衝撃だった

うにしたい
まずご飯を残したり、捨てないよ

「自分だけ」という考え方はやめて人に役立てる人になりたい

あったので、改善したい気持ちで

YouTubeからハンガーゼロで検 索後「水は命です」を選択

スマホでＱＲコードを
読みとり動画をご覧く
ださい

いっぱいになった。
出前授業や講演などについては、
各事務所までお問合せください
JIFH NEWS LETTER
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ブータン

ミャンマー

インド

バングラデシュ

ロヒンギャ難民緊急支援

ミャン
ベンガル湾

応援をお願いします
移動医療サービス

飢餓対策ニュース2月号で、
「バン

地も生みだしています。FHバング

１０月までに2,134の家庭を訪問し、

グラデシュに逃れたミャンマーのロ

ラデシュは、UNHCR 、MTI（国際

4,155の経口補水塩、亜鉛薬剤など

ヒンギャの人々は65万人、そのうち

医療チーム）などと協力してこれら

を配布し、197人を専門家に紹介しま

55％が18歳未満」と報告しました

の人々の支援を続けています。

した。

が、AFP通信は1月17日、国境近く

コミュニティの保健チームは、急

のキャンプには100万4,742人の人々

医療センタープログラム

性水様性下痢症（AWD）の患者が多

が逃れてきていると述べています。

医療サービスと地域医師の訓練

い地 域で２箇所の経口補水療養所

ＦＨバ ングラデシュの 報 告による
と、以前から難民として暮らしてい

一次医療クリニックチームは、難

るロヒンギャの人々の入植地も形成

民が新しく到着してくる場所で活動

されていて、それがたちまち大きく

し、下痢の治療班はキャンプでコレ

なってきているということです。

ラや下痢感 染 症が発 生した場合に

また 新しく到 着したかなりの 数

備えて、地域の医療専門家の能力強

の人々が、地域の受け入れコミュニ

化の訓練も行なっています。また重

ティに吸収されています。新規の到

症者に医療サービスを始めると同時

着者たちには、医療や安全な水、食

に、半永久的な医療センターの建設

べ物、シェルターなどの人的支援が

にも着手しています。移動医療隊は

を設置しました。そこでは下痢や脱

ほとんど、あるいは全くありません。

医者２名看護師６名が、通訳者を通

水症状の迅速な治療を行います。重

特に新しく自然発生した難民の入植

して治療を行いましたが、そのうち

症の場合はFHとMTI（国際医療チー

地はアクセスの困難な険しい地形に

６割が５歳以下の子どもでした。

ム）のところに紹介されます。その

あり、輸送手段がない所です。この

他経口補水所ではコミュニティの人

ために敏 速な支 援が妨げられると

コミュニティ保健従事者プログラム

びとに健康に関する重要事項を伝え

共に、飲料水が媒介する感染症の素

家庭訪問や経口補水所の設置

ることもしています。

コミュニティの人々の健康を支え
るために、70人のコミュニティ世話
役、健 康 促 進係および指 導 者 養 成
係、急性水様性下痢症（AWD）の予
防法や知識を広め、病気に対処し専
門家に紹介する係などが訓練を受け
ました。
FHとMTIは20人のボランティア
難民キャンプの幼子
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保健促進係の家庭訪問の様子
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の 健 康 促 進係を 通して、２０１７年

ロヒンギャ
難民緊急支援

募金目標150万円
郵便振替00170-9-68590
日本国際飢餓対策機構

通信欄に
「ロヒンギャ難民」と明記。
ウエブサイトからクレジットカード
もご利用になれます。
支援についてのお 問合せは大 阪事

務所 Tel:072-920-2225まで。

少数民族の

ラカ

FHバングラデシュからの報告

中国

ャンマー

のロヒンギャが暮らす

カイン州

から逃れてきた50万人のうちの１人でした。彼はキアリ

ラオス

パラング村で生まれ育ち、日雇い労働者として建設現
場や運送の仕事などをしていました。ある日、何百と

タイ

いう兵士が突然村に入ってきて、友人、親戚が老若男
女を問わず殺されました。彼は妻と村を逃げ出し、５日
間歩いてバングラデシュとの国境にあるナフ川を何と
か渡ってコックスバザールのクツパロン・キャンプにた

医療センターで

どり着きました。彼はそこで自分と同じような目にあっ

生後初めて注射を受ける子を見守る母

た多くのロヒンギャの人々を見たのです。キャンプに
は水もトイレも食べ物もない悲惨な状況にあることを

24歳のロヒンギャ女性アミナさん（写真㊤）が１歳

知り、泣くしかな

の女の子をこの地域唯一のコックスバザール医療セン

かった、と彼はい

ターにつれてきました。2017年10月にセンターを開設

います。バングラ

して以来、毎日80人の患者が訪れています。アミナさ

デシュ政府と国連

んの子どもは高熱があり、医療スタッフははしかにか

の支援によって食

かっているとの診断をしました。

べ物が与えられて

逃れてくる以前も何年もの間、
ロヒンギャの人々は栄養 不足と

なんとか家族と生

▼手洗いをする子どもたち

き延びることが出

不衛生な住環境、健康につい

来ました。

ての知識の不足、医療施設
に行けないなどの理由で、

ミャンマーのために喜んで奉仕したい

大 人も 子どもも 様 々な 病
気に悩まされていました。

ある日緊急処置を受けにFH/MTIの医療センターに

栄 養 不足の上予防 接種を受

来たラシュダルさんが、ベンガル語を話し、英語とビ

けないということは、命に関わ

ルマ語の読み書きが出来ることに看護師が目にとめま

る病気に非常にかかりやすいということ

した。彼はコミュニティの保健従事者として医療セン

です。アミナさんは子どもに注射をされるのは初めて

ターの手伝いをして欲しいといわれた時、自分の国

で、とても心配していましたが、治療を受けて3日後、

の人のために奉仕できる機会と喜んで引き受けまし

女の子は回復しました。

た。
クツパロン・キャンプの水は、人口の密集や下痢の

保健従事者ラシュダルさん

難民キャンプの現状に泣くしかなかった

蔓 延で汚染されていました。MTIの訓練を受けた彼
は、人々に錠剤を使った水の浄化方法を教え、経口補
水所で水浄化錠剤や石鹸を配布、また受け持ちの各家

FH/MTIはロヒンギャの人々の中から20人を保健従

庭を回って保健衛生の知識を広め、緊急の場合は医療

事者として選び、自分たちの言語で近隣の人たちに保

施設の紹介や治療が正しく行われたかのフォローもし

健衛生のことについて教えることができるように訓練

ています。自分の仕事がロヒンギャの人々の生活を変

しています。この保健従事者は水質浄化錠剤や生理食

えることを知り、情熱を持ってこの仕事をしているラ

塩水を配布し病気の人が適切な治療を受けられるよう

シュダルさんは、
「ロヒンギャの人々に知識を広める機

に医療施設の紹介もしています。

会をもらって、ぼくの人生を変えてくれたFHとMTIにと

21歳のラシュダルさん（写真㊨）は、最近ミャンマー

ても感謝しています」と話していました。
JIFH NEWS LETTER
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ハンガーゼロ実現のための新たな取り組み

「ハンガーゼロ・パートナーズ」
世界を変える担い手を募集します！

当機構は、世界で飢餓・貧困に苦しむ人々に手をさ

いただきたいと考えています。そのために「わたしか

し伸べる様々な活動に取り組んできました。緊急支

ら始める、世界が変わる」を自ら実践し、また社会の

援、自立開発、子どもの教育、保健衛生、人材派遣、

中でその輪を広げる担い手になってくださる方を求

啓発など多岐にわたる活動を通して、世界から物心

めます。

両面の飢餓がなくなることを目指しています。

なお、
「アンバサダー」は当機構からの任命、
「パー

2030年に「飢餓をゼロに」とする国連の新たな開

トナー」は面談などの諸手続きを経た上で決定させ

発指標が掲げられる中、当機構も働きの輪を一段と

ていただきます。関心をお持ちの方は東京事務所又

広げるための新たな取り組みとして「ハンガーゼロ・

は、jifhtokyo@gmail.comまでご連絡ください。

パートナーズ」を求めていくことにしました。
「ハンガーゼロ・パートナーズ」は、当機構の活動
理 念に賛 同する２つ のボランティア「ハンガーゼ
ロ・アンバサダー」と「ハンガーゼロ・パートナー」の
総称です。
「アンバサダー」は当機構と共に協力活動をしてくだ
さる方、
「パートナー」は啓発や募金活動、個々の能
力や技術を提供してくださる方です。

世界の飢餓問題について

多くの方に理解を広めたい

ハンガーゼロ・アンバサダー
伊藤晴彦氏（前泉大津市長）
世界食料デー南大阪大会実行委員

５年前に飢餓問題の解決に取り組んでおられ
る古林さん（南大阪大会実行委員長）と知り会
い、市長だった2013年から世界食料デー泉大津

「ハンガーゼロ・アンバサダー」の主な役割

大会に関わらせていただくようになりました。こ

◦教会・学校の訪問
◦講演・報告活動
◦企業訪問（啓発と支援要請）等

の度、ハンガーゼロ・アンバサダーという役割を

「ハンガーゼロ・パートナー」の主な役割

当機構は次年度を迎える2018年7月までにまず

かわらず世界の飢餓について理解していただき、
一人でも多くの方にその問題に目を向けていただ
きたいというのが
私の一番の願いで
す。自分なりに精
一杯この努めを果
たしていきたいと
考えています。

25名の方に「ハンガーゼロ・パートナーズ」にご参加
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鹿児島の中学校で講演中の佐多洋明氏（ハンガーゼロ・アンバサダー／世界食料デー鹿児島大会実委員））

伊藤氏のアンバサダー任命式。
左に当機構評議員古林氏

◦募金活動（チャリティイベント等の企画）
◦広報活動（SNSによる発信と支援ネットワーク
の構築）
◦プロボノ（職業等で培われた技術を提供する
例：デザイン、写真、動画編集、翻訳、イベント
運営他）等

いただきましたので、泉大津市民や企業家にか

◀︎フィナーレでゲストの演奏家
や子どもたちと「君は愛される
ために生まれた」を披露（指揮
者の左にソン・ソルナムさん）

生きる姿が 素 晴らしいと思いま
す。韓流ドラマは見ないのですが、
今回初めて聴 かせていただいて
本当に良かったです」、
「フルート
の音色が心に残りました。ふるさ
と（実家の広島）を思い出しまし

生駒市
「市民みんなで創る音楽祭」
ソン・ソルナム親善大使のチャリティコンサート

た。すごく充実した時間を過ごせ
て感謝でした」、
「温かいコンサー
トでした」などの声を聞くことが
できました。

2月３日に奈良県生駒市の北コ

奏、またドラマや楽器のエピソー

ミュニティセンターで「ソン・ソル

ドを交えながら、愛し合うことの

ナム・ハンガーゼロチャリティコン

大切さについて話されました。

あなたは大切な存在です
GMSの増田代表は「ソルナムさ

サート」が開催され300名の方が来

その 後、当機 構 理 事長 の 清 家

んが『あなたは大切な存在です』

場、愛の輪が広がる機会となりまし

から「アフリカには『 種の中に森

と語られました。それはGMSの願

た。この催しは、生駒市と生駒市教

がある』ということばがある。マ

いである“愛に生きる音楽”を届け

育委員会が主催する「市民みんな

ンゴーは最初小さな種だが、やが

ることそのものです。また先の出

で創る音楽祭」
（全18公演）の一つ

て森ができるような大きな木にな

前授業でも子どもたちに愛するこ

として行われ、当機構の応援団体

る。その種は子どもたちの中にあ

との大切さを伝えてくださいまし

であるGMSミニストリーズ（増田果

る。水や、勉強という栄養を与え

た」と話されました。

枝代表）が企画と運営をしてくださ

ると子どもは立派な木に育ってい

出前授業（２回）と音楽祭を通

いました。

く。そして彼らの手によって世界

じて小学生を含む約600名の方々

は変わっていくのです」と子ども

に、飢餓の問題や解決のために愛

たちへの支援の意義がアピールさ

を分かち合うことの大切さを伝え

れました。

ることができ、募金や当機構のサ

コンサートではソルナムさんの
様々な種類のフルートが奏でる美
しい音色が、聴衆に大きな感動を
与えました。ソルナムさん自身が

充実した時間でした（来場者）

ポーターになってくださる方も起
こされました。主催者の生駒市と

作曲と演奏に携わった、韓国ドラマ

来場された方からは「良かった

（NHK放映）のメインテーマの演

です。ソルナムさんが愛と使命に

GMSに感謝いたします。

の社会に少しでも貢献しお返しし

した。子どもたちが手紙に添えた

たいという考えとマッチすること

絵には、家や飼っている牛や鶏な

がわかりました。

ど目の前にある風景をそのまま描

ザ・リッツ・カールトン大阪

社会貢献活動
青木奈津美さん

子どもたちから学べました

教育委員会、企画していただいた

いていて生活の様子がわかり、手
紙には「今日は人間に必要な栄養

会社の社会貢献活動として何か

について勉強しました。栄養はと

できないかと探していた時、JIFH

ても大切なものだそうです」とい

のホームページに出会い、現地の

う、ハッとさせられるものもあり

子どもの手紙の翻訳ボランティア

ました。みんな本当に楽しみなが

をさせていただくことになりまし

ら翻訳すると共に、開発途上国の

た。その前にJIFHの活動の内容や

25名の従業員が仕事の合間を

思いを話していただき、当ホテル

縫って140通の手紙を翻訳できま

子どもたちからたくさんのことを
学ぶことができました。
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飢餓対策ニュース 第 332 号 発行日 2018 年 2 月 20 日（毎月 20 日発行）定価 15 円

日本国際飢餓対策機構（Japan International Food for the Hungry：略して JIFH）は、イエス・キリストの精神に基づいて活動
する非営利の民間海外協力団体 (NGO)です。1981年に誕生して以来、世界の貧困・飢餓問題の解決のために、自立開発協力、
教育支援、緊急援助、人財育成、海外スタッフ派遣、飢餓啓発などに活動を広げてきました。現在は、国際飢餓対策機構連合（Food
for the Hungry International Federation）の一員として、20ヵ国 60のパートナー団体と協力し、アジア、アフリカ、中南米
の開発途上国で、「こころとからだの飢餓」に応える活動をしています。

飢餓はなぜ起こるの？

綿の素材感を生かしたポーチ
〜女性の自立支援を応援します〜
バングラデシュの貧しい地域に暮らす女性の
自立支援を目的としたフェアトレード商品。
（色、デザインはおまかせ）2,000円

サイズ：巾15㎝×高さ10ｃ㎝×まち6㎝
素 材：綿
発送料サービス。
簡易包装でポストへのお届けです。
収益の一部をＪＩＦＨの活動に寄付させていた
だきます。
【お支払いは後払い】
郵便局払込で㈱キングダムビジネス口座へ。
【問合せ】キングダムビジネス
〒540-0026 大阪市中央区内本町1-4-12 NPOビル402
TEL:06-6755-4877 FAX:06-6755-4888

台湾地震被災者募金にご協力を
〜心のケアを行うFH台湾に協力〜
当機構は２月６日に台湾の花蓮県で発生
した地震で被災された方々のために、台湾
国際飢餓対策機構の緊急・復興支援活動
に協力しています。ぜひ応援をよろしくお
願いいたします。
募金は郵便振替（下記）の場合「台湾地震」
と明記、またウエブサイトからクレジット
カードでも募金ができます。

ファシトレで一緒に学びませんか

まもなく募集締め切り！

3 月19 日から開催する「ハンガーゼロ・
ファシリテータートレーニングキャンプin
東 京（
」 東 京 基 督 教 大 学内）の 参加 者を募
集しています。将来、途上国の人々と共に生
き、働きたいと願っておられる方、また世界
の諸問題について知りたい方に「飢餓とは
何か」
「
、その原因って」
「
、自分には何ができ
るのか」を考える時間を持っていただくた
めのキャンプです。共同生活をしながら、専
門的な講義とともに参加者同士でグループ
ワークもして楽しく学べます。
参加費３万円（食費・宿泊費込）※会場までの交通費は除く
お申し込みは、JIFH 東京 03-3518-0781

ハンガーゼロ
サポーターを

大募集中!!

4455口

今すぐ
各種支援の
お申し込み
ができます!!
●まず右の必要事項
に記入して、点線の
枠部分を切り取りハ
ガキに貼って、下記
の大阪事務所宛に郵
送、又はこの頁をコ
ピーして、ファクシ
ミリで申し込みくだ
さい。確認のための
必要書類等を送らせ
ていただきます。
お電話でも申し込み
できます。各事務所
までおかけ下さい。

▪発 行 所

ハンガーゼロ
で検索！

▪募金方法

◦郵便振替

大

一般財団法人 日本国際飢餓対策機構
Webサイトアドレス
ｅメールアドレス
フェイスブック

http://www.jifh.org/
general@jifh.org
https://www.facebook.com/hungerzero

※各種方法で随時受付中、詳しくは電話やウエブサイトで

00170-9-68590 ／日本国際飢餓対策機構

◦他の金融機関からの自動振替◦クレジット、デジタルコンビニ
今すぐ
募金が
できます！

一時募金として（

）円

□ ハンガーゼロサポーターとして協力します。

現在までに

▪発 行 者 清家弘久

□ ロヒンギャ難民緊急支援

阪

毎月（

）口

（１口 1,000 円）

□ チャイルドサポーター (子ども１人 4,000円）に
なりたいので説明書（申込書）
を送ってください。
□ 海外スタッフサポーターとして協力します。
毎月（

）口

（１口 1,000 円）

□ JIFH サポーターとして協力します。
毎月（

）口

（１口 500 円）

□ 郵便自動引落し申込書を送って下さい。
□ その他の銀行自動引落し申込書を送って下さい。
フリガナ

氏名：
フリガナ

男・女
〒

住所：

（電話）

▼申込日：

年

月

日▼NL 332 号

FAX・072-920-2155
〒 581-0032 八尾市弓削町 3-74-1

（広島） ＴＥＬ ( 07 2 ) 9 2 0 - 2 2 2 5 ＦＡＸ ( 07 2 ) 9 2 0 - 215 5

東

京

〒 101-0062 千代田区神田駿河台２-１ OCC ビル 517 号室

（東北） ＴＥＬ ( 0 3 ) 3 518 - 07 81

愛

知

ＴＥＬ ( 0 5 2 ) 2 6 5 -7101
沖

縄

ＦＡＸ ( 0 3 ) 3 518 - 07 8 2

〒 460-00１２ 名古屋市中区千代田 2-1９-16 千代田ビル３F
ＦＡＸ ( 0 5 2 ) 2 6 5 -713 2

〒 900-0033 那覇市久米２-25-8 メゾン久米 20２号
ＴＥＬ ( 0 9 8 ) 9 4 3 - 9 215 ＦＡＸ ( 0 9 8 ) 9 4 3 - 9 216

USA

Ainote International c/o Mr. Takehiko Fujikawa
8010 Phaeton Dr. Oakland, CA94605

ＴＥＬ ( 510 ) 5 6 8 - 4 9 3 9

ＦＡＸ ( 510 ) 2 9 3 - 0 9 4 0

「かざして募金」はスマートフォンからご利用できます。募金は、ソフトバンクモバイル（株）経由となります。詳しくはウエブサイトをご覧ください。

毎月、飢餓対策ニュースを皆様にお届けするた
めに、ひばり障害者作業所（八尾市）、生活愛、
関西地区のボランティアの皆様が発送作業の協
力をして下さっています。

★ Ｔポイントを利用して「南スーダン・マブイ小学校給食支援」ができます。現在までに５３２１８９ポイント（円）のご協力（５３５０件）がありました。募金はＴポイント募金で検索

バングラデシュ

