
3時間目 活 紹介

多様な国際協⼒の活 を知ろう︕
〜コロナ禍におけるNGOの取り組み〜

進行：名古屋NGOセンター 村山佳江

以下の資料をチャットで配信しています。
・パワーポイントのデータ（本資料/PDF形式）
・出展団体情報（PDF形式） ※web掲載と同じもの
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前半︓1団体6分で活 紹介（7団体ノンストップ）
※画像オフ、マイクオフでご参加下さい。
※質問・感想はチャットのみ受け付けます。
※質問したい団体名が明確な場合は、
団体名を明記してチャットで質問して下さい。

後半︓小部屋トーク（ブレイクアウトルーム/30分程度）

7団体+相談コーナー＝8部屋
1つ選んで参加して頂きます。

※相談コーナー︓本⽇の出展団体以外のNGOを紹介してほしい。
国際協⼒分野で就職・転職を希望したい。
などの疑問にお答えします。（この他の質問もOKです）
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参加者のみなさんへお願い
前半の発表が終わるまでに後半の小部屋トークで参加
したい団体を1つ選んで名前の前にアルファベット(A
〜H)を記入してください。⇒Ｄ15山田花子
Ａ アイキャン
Ｂ キャンヘルプタイランド
Ｃ ハンガーゼロ
Ｄ ホープ・インターナショナル開発機構
Ｅ チェルノブイリ救援・中部
Ｆ アジア保健研修所（AHI）
Ｇ セイブ・イラクチルドレン・名古屋
Ｈ 相談コーナー（名古屋NGOセンター） ※希望なし︓N

・名前が変更できない⼈は、チャットで希望する部屋を教えてください。
・団体の希望がない方はNを選んで下さい。⼈数の少ないところへ割り振らせていた
だきます。
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発表団体のみなさんへお願い

・スムーズなバトンタッチのため、全団体発表
する方のみ画像オン（マイクオフ）にして待機
してください。発表後もそのまま画像オン。
・発表時間は6分間です。残り1分と終了時間を
音でお知らせします。
・参加者からチャットで質問・感想があった場
合は、発表後に可能な限りチャットで返信して
下さい。
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教育・子ども
Ａ（特活）アイキャン

フィリピン・イエメン・ジブチ等で危機的状況にある子ど
もたちの生活改善に取り組んでいる。何かを「与える」活
ではなく、そこに住む人びとと「ともに」活 すること

で、世界中の子どもたちが享受できる平和な社会の実現を
目指している。
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 名称︓認定NPO法人アイキャン
 設⽴︓1994年（代表︓直井恵）
 拠点︓⽇本、フィリピン、イエメン、ジブチ、ソマリア

アイキャン(ICAN)について

危機的状況にある子どもた
ちの生活改善に取り組んで
いる国際NGO(NPO)である
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アイキャン(ICAN)の理念

人々の「ために」ではなく
人々と「ともに」⾏ していく

どう⾏ していくのか︖
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事業内容①：フィリピン
→路上教育
→子供の家
（児童養護施設）
の運営
→フェアトレード
事業による生計向上
→緊急物資配布

etc....
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事業内容②：中東・アフリカ
（ジブチ・イエメン・ソマリア）

→⾷糧提供
→難⺠キャンプ
での活
→干ばつ地域
での活

etc....
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事業内容③：国内事業 →国際理解教育・
能⼒強化（スタディー
ツアー・フェアトレー
ド事業）
→委託事業（海外研
修・NGO相談員）
→自然災害への対応
→ボランティア・
インターン生の
受け入れ

etc....
105/6



新型コロナウイルス感染拡⼤以降の
インターン生の仕事内容

②クラウドファンディングに挑戦︕

①街頭募⾦活 を実施 【新型コロナウイルス感染拡大の影響 -緊急物資配布- 】

⻑年のパートナーである住⺠組織のお⺟さんたち(写真)と、
〇緊急物資配布
〇地域住⺠への感染予防教育
〇裁縫技術訓練を受けたお⺟さんたちが製作したマスクの配布を実施する資⾦を募った。

新型コロナウイルスの影響で、フィリピンでは3食もまともに取ることができない子どもたち
やその家族が増加。生活が危機に直面している彼らを応援。

目標⾦額は１００万円。
期間︓10/12〜11/27で実施。 結果 、、、

116/6

教育・子ども
B（特活）キャンヘルプタイランド

タイやカンボジアの貧困地域に暮らす子ども達の教育環境改善
を目的に活 している。⽇本人スタッフはすべて無給ボラン
ティアだが、名古屋で活 し始めて25年の団体である。
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特定非営利活動法人

キャンヘルプタイランド
NPO C.A.N.H.E.L.P. Thailand

Canada America Nippon Health Education Love Purpose
１

２

１

活動地域
１ タイ東北部イサーン地方約10県（1990年～）
奨学金 学校校舎・図書館建設 給食支援

２ タイ北部（チェンマイ、メーホンソン）（2005年～）
山岳少数民族支援 学生寮「カサロンの家」
校舎・トイレ建設

３ カンボジア西部サンパオルン郡（2016年～）
学校トイレ、井戸建設 奨学金

３

131/6

活動内容
・奨学金支援

タイ（高校生、専門学校生を対象に年5,000バーツの支援） 約70名

カンボジア（小学校低学年を対象に年80ドルの支援） 20名

・建設支援（教育環境改善） タイ カンボジア

校舎、図書館、食堂、学生寮、手洗い場、トイレなどの施設を建設支援

・給食支援 タイ

学校給食の充実を図る（養鶏場、養殖池、学校の農地整備）

学生寮の食糧支援（コメ支援、家畜小屋建設）

・図書支援 タイ

学校図書の充実（本の寄贈）

現地の学生が手作りした絵本を日本国内のコンクールに出展
142/6



タイ

愛知大学タイボランティアツアー

タイ北部チェンマイにある少数民族の子ども達の
ための学生寮「カサロンの家」滞在

タイ奨学金
毎年7月頃にタイで奨学
金授与式を実施

奨学生から送られてきた
手紙を名古屋に住むタイ
人女性の皆さまと翻訳作
業（事務所にて）
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カンボジア

西部バッタンバン州
サンパオルン郡の

小学校へトイレや井戸
の建設支援

カンボジア奨学金支援
今年度 小学校１，2年生20名へ奨学
金を支援

コロナ禍における緊急食糧支援
サンパオルン郡に暮らす貧困家庭10軒
へお米や調味料などを支援

164/6



参加方法

・ド ナ ー： キャンヘルプタイランドの各プログラムへ寄付をする

・会 員： 年会費3,000円を収めて会員になる。総会の議決権

・ボランティア： スタディーツアーや翻訳会などのイベントに参加

・運営委員： 月1回程度の運営会議に出席。会の運営を行う

・理 事： 年4回程度の理事会に出席。会の運営方針を決める

175/6

スタッフの仕事
国内
・経理・・・入金（寄付金）、出金処理

・各種資料作成・・・会報、総会資料、助成金申請書等

・PC関係・・・会員管理、ホームページ・ブログ・メーリングリスト管理

・イベント・・・各イベント出展（メーデーフェス、ボラマッチetc..）

・担当プログラム運営・・・（奨学金、建設、図書、山岳少数民族支援etc..）

海外（1週間から2週間程度の海外出張）

・奨学金授与式

・スタディーツアー企画運営

・視察調査

キャンヘルプタイランド すべて無給ボランティアで運営されています。
186/6



地域開発
Ｃ ハンガーゼロ（一財 ⽇本国際
飢餓対策機構）

世界の貧困・飢餓問題の根本的解決を目指し、アフリカ、
アジア、中南米で活 している。飢餓に苦しむ地域のリー
ダーや次世代の人財育成を通して、地域住⺠自らが農業や
教育などの課題に取り組みつつ課題解決能⼒を上げられる
ようにサポートしている。
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私たちの世界で …

からだの飢餓 こころの飢餓

飢餓に ２種類

１１人に１人が十分な食料が手に入らず飢餓に苦しんでいる

201/6



＜理念＞
飢餓・貧困に苦しむ人々
基本的必要が満たされ、自分の可能性に希望をもって生き、
共生社会が広がっていくことを目指して活動

＜概要＞
１９８１年発足の民間国際協力団体（NGO）
国際飢餓対策機構(FH) と国際飢餓対策機構フェデレーション(FHIF)に加盟
約20ヶ国の海外パートナーと連携
貧困・飢餓問題の根本解決を目指して、アフリカ、アジア、中南米で活動

ハンガーゼロってどんな団体？

212/6

＜主な活動内容＞

・子ども達が健やかに育つ環境を整える
チャイルドサポーター事業

・地域住民の自治力を上げ、主体的で持続可能な
コミュニティ開発をファシリテート（手助け）する
ビジョン・オブ・コミュニティ（VOC）

・緊急災害支援

ハンガーゼロってどんな団体？

223/6



活動地域

エチオピア
南スーダン
ケニア
コンゴ民主共和国
ウガンダ
ルワンダ
モザンビーク

フィリピン
カンボジア
インドネシア
バングラデシュ
パキスタン

ボリビア

234/6

コロナウィルスの感染拡大について

◀手作り手洗い機
▴ 拡声器をつけたリキシャ

245/6



「わたしから始める 世界が変わる」

ブレイクアウトルームでお会いしましょう

256/6

地域開発
Ｄ 認定NPO法人ホープ・インター
ナショナル開発機構
安全な水の供給と衛生教育を軸に、アフリカや東南アジア
の最貧困地域にて自⽴⽀援 活 を⾏っている。国内では、
講演などを通じて当団体の活 の認知を広め、⽀援者 を増
やすためのチャリティー活 をメインに活 している。
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貧困の原因 ？

貧困

教育？

医療？

歴史？

271/6

水を汲む手間
汚染された水

不衛生
不健康

教育が
受けられない

仕事に
就けない

貧困

水

282/6



簡易水道及び井⼾の建設と保健衛生指導

エチオピア連邦民主共和国
Federal Democratic Republic of Ethiopia

カンボジア王国

Kingdom of Cambodia

重力式水供給システム
(簡易水道)の建設

地形に合わせた
浅井⼾または深井⼾の建設

Ownership & Self-Reliance
293/6

日本でできる支援の仕方

チャリティーウォー
ク チャリティーディナー

304/6



国内事業の意義

ファンドレイズ + 啓発活動

資金

海外事業

チャリティー
イベントファンドレイズ

315/6

ブレイクアウトルームで

• インターンについて
• 国内事業について

326/6



前半︓1団体6分で活 紹介（7団体ノンストップ）
※画像オフ、マイクオフでご参加下さい。
※質問・感想はチャットのみ受け付けます。
※質問したい団体名が明確な場合は、
団体名を明記してチャットで質問して下さい。

後半︓小部屋トーク（ブレイクアウトルーム/30分程度）

7団体+相談コーナー＝8部屋
1つ選んで参加して頂きます。

※相談コーナー︓本⽇の出展団体以外のNGOを紹介してほしい。
国際協⼒分野で就職・転職を希望したい。
などの疑問にお答えします。（この他の質問もOKです）
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参加者のみなさんへお願い
前半の発表が終わるまでに後半の小部屋トークで参加
したい団体を1つ選んで名前の前にアルファベット(A
〜H)を記入してください。⇒Ｄ15山田花子
Ａ アイキャン
Ｂ キャンヘルプタイランド
Ｃ ハンガーゼロ
Ｄ ホープ・インターナショナル開発機構
Ｅ チェルノブイリ救援・中部
Ｆ アジア保健研修所（AHI）
Ｇ セイブ・イラクチルドレン・名古屋
Ｈ 相談コーナー（名古屋NGOセンター） ※希望なし︓N

・名前が変更できない⼈は、チャットで希望する部屋を教えてください。
・団体の希望がない方はNを選んで下さい。⼈数の少ないところへ割り振らせていた
だきます。
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発表団体のみなさんへお願い

・スムーズなバトンタッチのため、全団体発表
する方のみ画像オン（マイクオフ）にして待機
してください。発表後もそのまま画像オン。
・発表時間は6分間です。残り1分と終了時間を
音でお知らせします。
・参加者からチャットで質問・感想があった場
合は、発表後に可能な限りチャットで返信して
下さい。
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環境
Ｅ（特活）チェルノブイリ救援・中部
チェルノブイリ原発事故の被災者⽀援を1990年から開始。汚染地
域の子ども、事故処理作業者、医療機関に対し、医薬品医療機器
⽀援や、ミルク⽀援、精神的⽀援としてのカードキャンペーン等
を⾏う。2011年からは福島第一原発事故の被災地⽀援も実施。

36



【ウクライナ･チェルノブイリ原発事故 被災者の支援】1990年4⽉〜
１．緊急支援・・・粉ミルク・医薬品・医療機器の提供
２．復興支援・・・移住村診療所整備等
３．自立支援・・・バイオエネルギー・農地再生「菜の花プロジェクト」
４．精神的支援・・クリスマスカード･キャンペーン

【福島原発事故 被災者の支援】2011年4⽉〜
１．南相馬市の放射能測定・・・汚染マップづくり
２． 放射能測定センター･南相馬 ・・食品･土壌等の測定
３． 農地再生・・・ 「南相馬･菜の花プロジェクト」

「油菜ちゃんワークショップ」
４． 精神的支援・・・クリスマスカード･キャンペーン

(特活)チェルノブイリ救援･中部の活動

371/6

「ミルクキャンペーン」

【医療支援】

【ウクライナ･チェルノブイリ支援】

382/6



【事故処理作業者(リクビダートル)支援】

393/6

【福島支援】南相馬市･浪江町･富岡町の放射能測定

↖ボランティア測定隊･
汚染マップ作成

← ←放射能測定センター･南相馬404/6



｢菜の花プロジェクト｣

南相馬のナタネ油のセシウム濃度
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ナタネ油「油菜ちゃん」で〜す！ 415/6

｢ミルクキャンペーン｣ と ｢クリスマス･新年カードキャンペー
ン｣

426/6



人権・平和・医療
Ｆ（公財）アジア保健研修所（AHI）
アジアの草の根の人たちが、協⼒しあいながら、自分たちで課題
に取り組むことによって、健康や生活を守ることができるように
働きかける保健ワーカーの育成をおこなっている。⽇本と⽇本以
外のアジアの学び合いを参加型の研修を通して進めている。
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アジア保健研修所

441/6



誰もが尊重され、健康に生きられる社会に

【相互に作用する AHIの２大活動】

国際研修地域に根ざした活動

アジア各国のNGOから約20名を事

務所（愛知県日進市）に招待。

６週間の共同生活の中で

保健衛生についてを学び、

現地で活躍するリーダーに。

広報誌「アジアの健康」等の作成や

恒例イベント「オープンハウス」で

アジア各国の情報を発信。

また、「学校への出前授業」で

日本の子どもたちへの教育活動も行う。

452/6

【地域に根ざした活動】
＼アジア理解のためのイベント「オープンハウス」／

463/6



【国際研修】

日本（AHI）

で学ぶ

現地で実践、

アジアの健康を

守るリーダーに

474/6

【現地での研修生の活躍】
〜コロナ禍に立ち向かう研修生たち〜

乗り合いバスに予防ポスターを掲示感染予防をしながら食料の配給

485/6



ぜひ、AHIを覗いてみて下さい︕
新型コロナウイルスの影響もあり、今年 研修生を迎えること

出来ませんでしたが、オンラインで元研修生と繋ぐなど現地との

つながり 絶えません。AHI いつも職員とボランティアで和気あ

いあい、アットホームな雰囲気です。

少しでもAHIに興味が湧いたら、

気軽にイベントに来てみて

ください。
496/6

人権・平和・医療
Ｇ（特活）セイブ・イラクチルド
レン・名古屋
小児がんや先天異常など難病・疾患に苦しむイラクの子ども
たちを救うため、イラク人医師の医療研修機会の創出、およ
びイラクへの医療⽀援を⾏っている。「できる時に、できる
人が、できる事をやろう」が当会の⽀援活 コンセプト。
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G:人権・平和・医療

セイブ・イラクチルドレン・名古屋
～６分間紹介～

�国際協力カレッジ２０２０ 2020年12月19日（土）

2003年のイラク戦争を機に⽴ち上げた私どもの会は、設立17年を迎えました。イラクに薬剤や医療機

器を贈ったり、５０名を超えるイラクの医療者を愛知県内の病院に受け入れて研修してもらいます。

その医師らは、日本滞在中は国際理解を広めるメッセンジャーであり、イラク帰国後は、医療技術だけでなく

日本文化を伝える親善大使となる、かけがえのない友人です。

『隣人は私たちを見向きもしないのに、7000km離れた日本には、

心配してくれる友がいる。それだけで心強い！』

これは、ISIS占領で苦しむ医師が、講演会で語った⾔葉です。
511/6

＊これまで招聘したイラクの医療人たち＊

2004年～2019年に愛知県内の病院で
研修を受けた医療人 50名以上

研修先

名古屋大学病院
あいち小児センター
愛知医科大学病院

など多数 戦禍や情勢不和のなかを来日する医師も少なくない
522/6



＊活動内容＊= 2020年2月まで =

医師の研修受入れ
国際理解の啓蒙活動

など

= コロナ禍の活動 =

イラクの病院に防護具を贈る
プロジェクト

現地からのSOSに応えて

＊モスル・アルカンサン病院＊ ＊モスル・アムハダムニヤ病院＊

＊研修受入れ＊

＊定例会実施＊ ＊イベント参加＊ ＊講演会の開催＊

＊ラマディ・母子病院＊
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� SICNとの出会いは

国際協力団体がブースを出すイベント

�なぜ、活動に参加しようと思ったか

イラクの子どもたちの写真を見て心動かされた

カナダ留学でボランティアをして

�活動を再開した理由

団体の人たちが好き

中東にまた関わりたい

＊メンバー紹介＊

SICN 人生のルーツをつくってくれた出会いと経験があった

＊小原さん＊

高校生の活躍ぶりを
紹介する新聞

544/6



＊廣田さん＊
中東分野で活躍
現在、トルコ在住

＊鈴木さん＊
2019年12月末

ピース・セル・プロジェクト
イラクの小学校にて
読み聞かせを実施

＊田淵さん＊
2017年6月

ヨルダンのイラク難民
キャンプなどにて

医療ボランティアを実
施

＊海外での活躍＊

555/6

＊メンバー募集＊

あなたの チカラ すべてが
ボランティア活 です

初心者大歓迎
わたしたちの活動モットー

できることを、できる範囲で、無理なく活動すること

日常生活の空いた時間に、趣味や自分の時間 そのままで

〝歓送迎会に参加、イベントブースに２時間だけ など

少し都合を調整するだけで十分です。

そんな活動スタイルでも、イラク人医師に 大きな支えとなり、
7000km離れたイラクの子どもたちを支援できるのです。

まず 一緒 に活動してみませんか？
566/6



ここからの進め方︓
小部屋トーク（ブレイクアウトルーム/30分程度）

7団体+相談コーナー＝8部屋
1つ選んで参加して頂きます。

※相談コーナー H 名古屋NGOセンター
本⽇の出展団体以外のNGOを紹介してほしい。
国際協⼒分野で就職・転職を希望したい。
などの疑問にお答えします。（この他の質問もOKです）
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●各部屋に移 したら
・画像オンに変更して参加して下さい。
※画像オンにしたくない方はオフのままでOKです。

・マイクやチャットの使用方法については、
各部屋のスタッフの指示に従ってご参加下さい。

●小部屋トークが終了したら⇒自 で全体へ戻ります。

1つ選んで名前の前にアルファベットを記入して頂きましたか︖
Ａ アイキャン
Ｂ キャンヘルプタイランド
Ｃ ハンガーゼロ
Ｄ ホープ・インターナショナル開発機構
Ｅ チェルノブイリ救援・中部
Ｆ アジア保健研修所（AHI）
Ｇ セイブ・イラクチルドレン・名古屋
Ｈ 相談コーナー（名古屋NGOセンター）

※希望なし︓N ブレイクアウトルームの設定はできましたか︖
それでは、⾏ってらっしゃい。

⇒Ｄ15山田花子
・名前が変更できない⼈は、チャット
で希望する部屋を教えてください。
・団体の希望がない方はNを選んで下さ
い。⼈数の少ないところへ割り振らせ
ていただきます。
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