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今、チャイルド・スポンサーを募集しています！
今も世界では、毎日約1万5000人の子どもが命を落とし、10人に
1人の子どもが児童労働を強いられています。ワールド・ビジョンは、
皆さまのご支援に支えられ、子どもたちを取り巻く多くの課題に対し、
活動を続けてきました。現在、世界最大の国際 NGOとして、約100カ
国で活動しており、10秒ごとに1人にきれいな水を届け、60秒ごとに
１家族を貧困から救う大きなインパクトを届けています。

さらに多くの子どもたちに " 豊かないのち " を届けるために、11月 1
日～12月27日の期間、「クリスマスまでに、あと 3000人の子ども
を救いたい」キャンペーンを実施します。新たに 3000人の子どもた
ちに支援を届けるために、チャイルド・スポンサーになってくださる
方を募集しています。このキャンペーンを通して、皆さまと一緒に、
多くの子どもたちを救いたいと願っています。

電話でのお申込み 0120-465-009
ワールド・ビジョン

チャイルド・スポンサーシップ、
募金のお申込みはこちら WEBからのお申込み

ワールド・ビジョン　お友だち紹介

カンボジア　都市繁栄の影で 194
 2019年11月　

ワールド・ビジョンニュース

ワールド・ビジョン・ジャパンは、キリスト教精神に基づき世界の子どもたちを支援している国際NGOです

あなたが蒔く一粒の種は、やがて世界を変えていく

クリスマスまでに、あと3000人の
子どもを救いたい

新たなチャイルドとの出会いを
チャイルド・スポンサーシップにご参加ください

いつもあなたと一緒に
特製カレンダーカードをご利用ください

伝えることですてきな世界に
お友だち紹介キャンペーン実施中！

クリスマスまでに3000人の子どもたちのチャイルド・
スポンサーを募集しています。現在のご支援に追加し
てご支援くださる方、また新しくチャイルド・スポン
サーになってくださる方のご連絡をお待ちしています。

特製カレンダーカードの裏面に団体概要とクリスマス
キャンペーンの案内が掲載されています。ご友人、ご
家族にチャイルド・スポンサーシップの魅力を伝える
きっかけのギフトとしてご利用ください（数量限定）。

あなたに紹介された方が、新たにチャイルド・ス
ポンサーシップに参加されると、お二人それぞれ
に特製「クマネコ・ピンバッチ」をプレゼント！

ワールド・ビジョン・ジャパンとつながってみませんか。
世界の子どもたちが待っています！

メルマガLINE

FACEBOOK
@worldvisionjapan

Twitter
@WorldVisionJPN

Instagram
@worldvisionjapan

東京マラソン2020チャリティの寄付先団体になりました！

応援
お願いします！

あなたが蒔く一粒の種は、
やがて世界を変えていく
クリスマスまでに、あと3000人の子どもを救いたい

もらえるよ！
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あなたが蒔く一粒の種は、
やがて世界を変えていく

クリスマスまでに、
あと3000人の子どもを救いたい

すべての子どもたちが、
生まれた場所や置かれた状況に関係なく、

人生の選択肢を持ち、
自分の可能性を見つけ活かすことで、
「豊かないのち」を全うできる世界。

それが、ワールド・ビジョンが目指す世界の姿です。
その実現を願う輪を、もっともっと広げたい

可能なら、あなたと一緒に。

あなたの一歩は、一粒の種。
その一粒が、子どもたちのなかで生きる力となって芽吹き、

まわりに希望や勇気をもたらし、
豊かないのちで充たしていく。

あなたが蒔く一粒の種は、
やがて世界を変えていく。

レアちゃん（9歳）
カンボジア
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大通り沿いの屋台で働く女の子に出会った。レアちゃん

（9歳）。体に似合わないサイズのお金が入ったバッグを肩

にかけ、口をむすんだまま仕事をする。屋台で売っている

のはシジミを茹でたもの。カンボジアでは昼食がわりによ

く食べられる。ちょうど昼食時、通りは大学生やオフィス

で働く人々でにぎわっていた。

レアちゃんが住むのは線路沿いのスラム街。雨が多く水につ

からないよう高床式に作られたスラム街の家々は、何年もの

間に捨てられたゴミが床下まで達し、酷いにおいを放っていた。

雨期にはゴミが水につかり、衛生状態はさらに悪化する。

食事も充分にとることができないレアちゃんは小さい頃、病

気がちだったという。病院に行くお金もなくお母さんが途方

に暮れていた時、貧しい人々を診てくれるお医者さんに出

会った。レアちゃんはそのお医者さんのことを今でもよく覚

えていて、自分も大きくなったら、「お金がない人を無料で

診てあげるお医者さんになりたい」と、心に夢を描いている。

アジアでも屈指の経済成長を示すカンボジア。都市
部の発展は目覚ましく、大型ショッピングモールや
高級コンドミニアムの建設ラッシュで地価が上昇。
その影で貧困に苦しむ人々は住処を追いやられ、ス
ラムや墓地など違法な場所に移り住む。幼いころ貧
困で学校に行けなかった人が大人になり、仕事につ
けずにその子どももまた学校に行けず働く、といっ
た貧困の連鎖が問題に。

チャイルド・スポンサーシップは、ワールド・ビジョンの創始者、ボブ・ピ

アスが、第 2 次世界大戦後、混乱が残る中国で、貧困で今日を生き延びるこ

ともままならない1人の女の子に出会い、「この子」を救おう、と施設に月々

の送金を約束して女の子を託したことから始まりました。

ワールド・ビジョン・ジャパンは、さらに多くの子どもたちを救うため、「この

子を救う。未来を救う。」キャンペーンをクリスマスまで行います。詳しくは本

誌の裏表紙(p.12)をご覧の上、応援をどうぞよろしくお願いいたします！

「この子を救う」ことから始まったチャイルド・スポンサーシップ

ワールド・ビジョン創設者ボブ・ピアス

一人で “何もかも” はできません。
でも、誰かが「この子」を救おうと
“何か” を始めることから、
「未来」は変わっていきます。
ご支援くださる一人ひとりの力が集まって、
今この瞬間も、「未来」は変えられています。

カンボジア　
都市繁栄の影で

カンボジア
ベトナム

ラオス

タイ

コーヒーショップでパソコンを広げ商談する人々、レストランのテー

ブルいっぱいに料理をオーダーし食事する家族。カンボジア都市部の

人々の生活は大きく変化している。一方で、家計を支えるために夜

遅くまで働く子どもたちもいる。学校の制服らしき姿で現れた女の

子は、屋台で夕食をとる人々のテーブルをまわり、かごに入ったピー

ナッツを売り歩いていた。無視されても、怪訝そうにあしらわれても、

あきらめない。

別の通りには、大きなリアカーを引いてゴミを拾い集める男の子

がいた。夕方になると家々から出されるゴミを目当てに、夜遅く

まで拾い集める。ゴミ袋をやぶり、中から売れるゴミを探し出す。

1 日中リアカーいっぱいになるまで拾い集め、稼ぎは日本円で約

50円ほどだと言う。

歩道もない大通りを屋台のカートを押して歩く。交通事故の危険とも隣り合わせ

にぎやかな通りで黙々と働くレアちゃん
屋台のシジミを売り切らないとお給料はもらえない

レアちゃんが住むスラム街のすぐ脇を電車が通る。
踏切もなく子どもがひかれてしまうことも

ゴミ拾いが嫌になって泣き出してしまった男の子

かごに入れたピーナッツを夜遅くまで売り
歩く女の子

車通りが多い道路を１人で渡り、売れる場
所を探す

遠くの町からバイクで繁華街を訪れ仕事す
る子どもも

リアカーでゴミを拾う男の子。売ったお金
が生活の糧となる

夜の繁華街で働く子どもたち
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青山学院大学陸上競技部 ( 長距離ブロック ) の原晋監督が、東京マラソン
2020チャリティのワールド・ビジョンのチャリティアンバサダーに就任
しました。「実は、私は「チャリティランナー」の仕組みを今回はじめて知
りました。自分のためだけではなく、誰かのために走る。こんな素敵な仕
組みがあることを、もっと伝えなければいけない！そう感じました。ワー
ルド・ビジョンを寄付先に選んだチャリティランナーのみなさんの寄付は、
アフリカの子どもたちの命を救うきれいな水を届ける支援につながりま
す。みなさんのことを心から応援しています！がんばってください！」と、
就任への想いを話してくださいました。

東京マラソン2020チャリティの
寄付先団体になりました！
このたび、ワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）は、「東
京マラソン2020チャリティ」の寄付先団体として新たに
選ばれました！WVJ の寄付先事業「アフリカの子どもた
ちに命を救うきれいな水を届けたい」に賛同し選んでくださっ
たチャリティランナーのみなさまとともに東京マラソン
2020チャリティに挑戦します。

ＷＶＪチャリティアンバサダーに、
原晋監督が就任！

世界中の
ワールド・ビジョン・ランナーが集結！

チャリティランナーの一部を紹介　

WVJ に寄付をしていた祖父母が亡くなった後、家に届く DM
は捨てていました。一方で走ることが趣味で、東京マラソン
には毎年応募しては落選していました。2020 年は必ず走り
たいと思っていた矢先、WVJ からチャリティランナーの案内
が届いたので、祖父の意志を次いで、WVJ を寄付先に走るこ
とを決意しました。

シオノギ製薬の一員としてワールド・ビジョン・ジャパン
と一緒に活動しています。
1.アフリカの妊産婦と子どもたちの健康を守る活動
2. サマースクールにて手洗いの大切さを伝える活動
「世界の子どもたちを感染症の脅威から守る」という思いを
込めてチャリティランナーとして走ります。

笠松 良治　さん
塩野義製薬株式会社　
CSR推進部 | 適正使用推進室

樋口 統彦　さん

「走ることを通して、アフリカの子どもたちにきれいな水を届けたい」
という同じ想いと目的をもったワールド・ビジョン・ランナー（別名 
TEAM WORLD VISION ：チーム　ワールド・ビジョン）26 名が東京
マラソン 2020 チャリティのために来日します。彼ら・彼女らはシカゴ
マラソン、ベルリンマラソン、ニューヨークシティマラソン、ロンドン
マラソンなど世界 6 大マラソンを含め、トライアスロンやキリマンジャ
ロ山登山などにも参加しています。
（東京マラソン2020は、2020年3月1日（日）開催です）

東京マラソン2020チャリティで
ランナーを一緒に応援しませんか？
2020 年 3月1日（日）に予定されている東京マラソン 2020。国内外から集ま
るワールド・ビジョンのチャリティランナーを盛り上げ、応援します!! 詳しい応
援スポットについては、決まり次第ＷＶＪホームページにてご案内します。事
前申し込みなどは不要ですのでぜひお気軽にお越しください！

ベルリンマラソン

ロンドンマラソン

原監督チャリティアンバサダー就任記念
インタビュー動画はこちらから

認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパンは、
東京マラソン2020チャリティ事業の寄付先団体です。

東京マラソン2020チャリティ公式ウェブサイト：
https://www.marathon.tokyo/charity/

「神は私たちに手足とそれを動かす能力を与えてくれました。それで私たちは忙しく動いている
わけですが、そのどれほどが誰かのためになっているでしょう？ TWV と走ることで、確実に
子どもたちにインパクトを与えます。私は、アメリカで必要（needs）ではなく欲（wants）
の中で贅沢に暮らしています。子どもたちのために走るのは最低限のことです。「困っている子
どもたちのために”何か”したい」という想いを持った日本のランナーとともに走れることを楽
しみにしています。あと、日本食大好きです！」

「2017 年、コンゴ民主共和国を訪れて、ワールド・ビジョンの数々の素晴らしいプロジェクトを
見ました。しかし、そこには何百人もの子どもたちが、学校に通わずに水汲みのために歩いてい
ました。薬もなく、マットレスもない病院のベッドに複数人が寝ていました。もっと僕にできる
ことがあるはずと信じてそれ以来ずっと走っています。いつか行ってみたいと思っていた東京で、
水がなくて困っている子どもたちのために走れることを嬉しく思っています。」

Jason Cheung
（ジェイソン・チャンさん）

RickEy Lumpkin ll
 （リッキー・ランプキンさん）

私が走り続ける理由



支援地域のことをもっと知りたい！

ケニアの支援と暮らし
ケニア基本DATA
正式名：ケニア共和国
首都：ナイロビ
面積：58.3万㎢(日本の約1.5倍)
人口：4,970 万人
宗教：伝統宗教、キリスト教、　
　　　イスラム教
略史：1963年にイギリスから
　　　独立

KENYA

ずっと会いたかった！
チャイルドと感動の対面！

ツアーでのイララマタクADP 訪問は 2013 年以
来、キアムボゴコADP訪問は初めてだったため、
「ケニアツアー参加を心待ちにしていた」という
チャイルド・スポンサーが多くいらっしゃいまし
た。チャイルドによって話す言語が異なるため、
チャイルド・スポンサーの皆さまとの対面は三重
通訳 (日本語⇔英語⇔スワヒリ語⇔現地語 ) を介
したり、チャイルドによっては英語で直接話した
りしながら、交流することができました。

キアムボゴコADP　

0908 No.194

ワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）がチャイルド・スポンサー
シップを通じて支援を届けている 21カ国 44 の地域の中から、
今回はケニアのキアムボゴコ地域開発プログラム (以下、キアム
ボゴコADP)とイララマタク地域開発プログラム (以下、イララ
マタクADP)をご紹介します。2019年7月6日～14日に「地
球あちこち～ケニアを知る旅」(支援地訪問ツアー)を実施しました。
14名のチャイルド・スポンサーが両ADPを訪問し、チャイ
ルドと対面しました。その報告をお届けします。

（出典：外務省）

水キオスク。乾期には水を汲む人たちで 1km 以上の列ができます。貴
重な水を地域全体で有効に活用するため、安価で水を販売する水キオ
スクの設置を進めています

学校の外で話を聞きました。この学校では英語を含む 8 科目を教えていて、
生徒は英語で感謝の意を伝えてくれました

大きくなって学校を守ってね、と心を込めて
1本 1本植樹しました

南スーダン
エチオピア

ソマリア

イエメン

ケニア

タンザニア

ザンビア

ウガンダ
1

2

1 キアムボゴコADP
2 イララマタクADP

2013年のツアーにも参加されたチャイルド・スポン
サー。6年ぶりの再会にチャイルドもチャイルドの両
親も嬉しそう！（イララマタクADP)

プレゼントの折り紙で折り鶴に挑戦！上手に鶴を折れ
てとても嬉しそうなチャイルド
（イララマタクADP)

日常をテーマにした詩を披露してくれたチャイルド。
チャイルド・スポンサーの皆さまも笑顔で聴き入って
いました（キアムボゴコADP)

皆で一緒に『幸せなら手をたたこう』を歌って
踊りました（イララマタクADP)

コミュニティの暮らしを守る水事業
支援地では、年間を通じて水を入手しにくいことが課題の一つです。WV では、子ど
もたちの健康と生活に欠かせない水を入手しやすくなるよう、井戸や給水設備を整備し
ています。視察した井戸ではソーラーを利用してモーターで水を汲み上げ、水キオスク
に供給・販売（20リットルあたり約 2～3 円）しています。水キオスクは住民が構成
する水管理員会が管理をしており、売上はコミュニティの給水設備の維持管理などに
役立てています。

イララマタクADP　

地域に初めてできた高等学校
イララマタクADPの支援地にはこれまで高校がなく、小学校を卒業しても多くの子
どもたちが学びを続けられないことが課題でした。WV の長年にわたる働きかけの
結果、2019年1月に初めての高校が開校し、現在41人の生徒が学んでいます。
生徒たちは「私が今ここにいるのは、日本の皆さまの支援のおかげです」「ワールド・
ビジョンは僕の人生を変えてくれました。支えてくださっているチャイルド・スポンサー
の皆さまに感謝しています」と、目を輝かせて学べる喜びを伝えてくれました。

コミュニティワーク　
地域の小学校を嵐から守るための植樹
キアムボゴコ ADP で訪問した小学校は周囲
に森がないため、校舎が暴風の被害を受ける
ことがありました。そのため、コミュニティワー
クとしてこの小学校に通う児童と一緒に、将
来防風林となる苗木を植えました。

参加したチャイルド・スポンサーの方の感想

私のプレゼントなどおよびもしないそれ以上のものを
チャイルドから受け取りました。氷が砕かれたごとく
の衝撃を受け一瞬で溶けて息を吹き返したような目覚
め方である。これからの生き方に新しい喜びを与えて
くれたことに感謝したい。

WVJ の支援だけではなく、地元のお母さんたちが刺激
を受けて学校建設に立ち上がっておられたことに大変
感動しました。学校や水の支援など、微力ですが地域
の方々の生活の役に立っていることを肌で感じることが
できてうれしく思いました。

2020 年の支援地訪問ツアーのお知らせ
2020 年の支援地訪問ツアーではエクアドルを訪問する予定です。
訪問先：コルタ地域開発プログラム、プンガラ地域開発プログラム
時期：夏 (7月頃 )
詳細は、WVJの公式 HPでご案内します。
※現地の安全状況などを鑑み、訪問国が変更になる可能性もあります。ご了承ください。

キアムボゴゴ ADP で訪問した高校で、理
科の実験の様子を見せてくれた生徒。こ
の学校では挨拶の返礼の際、「この学校
での学びを通して私たちの人生は変わりま
す」と言うそうです。生徒たちは学べる
喜び・学びの成果をかみしめていました。

コラム

ナイロビ
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お引越しされていませんか？
ご連絡お待ちしています！

WVカフェに参加してみませんか？ＷＶスタッフが、あなたの街を訪れます！

日時：2020年2月8日（土）14：00～16:30（13:30受付開始）
会場：アステールプラザ　大会議室B
　　　広島県広島市中区加古町4 -17

広島

日時：2020年 2月9日（日）14：00～16:30（13:30受付開始）
会場：エイムアテイン博多駅東貸会議室　5R
　　　福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17

福岡
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チャイルドからの手紙や成長報告、グリーティングカード、そして寄付金控除

等に必要な領収証、どれも世界に一通しかない大切な郵送物です。確実にお手

元にお届けできるよう、お引越しされた方やこれからお引越しの予定がある方

はワールド・ビジョン・ジャパンまでご連絡ください。2019年領収証のお届

け先は、12月20日までにご連絡いただいたご住所になります。

2019年の領収証は2020年１月21日に
発送予定です

今世界には、全人口の必要を満たせるほどの食糧が生産・備蓄
されているにもかかわらず、およそ 8億2,000万人が飢餓に苦
しみ※1、心身の成長に必要な栄養をとれず、命を落とす危険に
直面しています。食べ物がないことで一番大きな影響を受けるの
は子どもたちです。今回は、食糧支援を実施している国の一つ、
南スーダンについてご紹介します。

1956 年にイギリス・エジプトからスーダンが独立し、その後、南
スーダンとして2011年に独立した世界で一番新しい国ですが、部
族対立による内戦が現在に至るまで半世紀以上続いています。長引
く争いで土地が荒廃し、十分な種まきも収穫もできない状況にあり
ます。食糧価格が高騰し、困窮世帯では毎日きちんと食事すること
が難しくなっています。人口の 6 割（約690万人）が食糧不足にあ
ります※2。また、5歳になる前に亡くなる子どもの割合は、日本の
30倍です。（南スーダン　91人、日本　3人。出生1,000人あたり※3）

「紛争からの避難生活で困窮してきちんと食事をとれずにいたので、娘は急
性栄養不良と診断されました。避難民を対象に配布された栄養強化穀物のお
かげで、私の母乳もきちんと出るようになり、娘も元気になりました。今で
はこんな風にダンスもするんですよ」　

今日も明日も、すべての子どもたちが十分に食べられるように、
食糧支援にご協力ください！

ワールド・ビジョン　クリスマス募金

緊急人道支援 /
食糧支援の現場から

日時：2019年11月16日（土）14：00～16:30（13:30受付開始）
会場：東京セミナー学院　501会議室
　　　東京都豊島区西池袋5-4-6　東京三協信用金庫ビル内5階

東京

2019年7月 WVカフェ in大阪の様子

配給された食糧を持ち帰る人々。遠方から何時間も歩いてくる家族も少なくない
（南スーダン）

2019年1月1日から2019年12月31日までに当団体が受領したご支援金の

領収証を2020年1月 21日に皆さまへ発送予定です。

クレジットカードによる寄付は VISA、MASTERCARD、セゾンカードの場合

は 2019 年11月までの寄付が、JCB、AMEX、ダイナースクラブの場合は

2019 年10月までの寄付が対象となります。また、コンビニエンスストアをご

利用の場合で、2019 年領収証の領収金額に寄付を含めることをご希望の場合

は、2019年12月 10日までにお願いします。

当団体は東京都より「認定NPO法人」として認められており、皆さまからのご

支援金は、確定申告によって税制上の優遇措置が受けられ、最大 40％が控除さ

れます（年末調整では寄付金控除等を受けることはできません）。領収証が届き

ましたら、確定申告まで大切に保管してください。

マイ ワールド・ビジョンから簡単にご変更いただけます。

ログイン後、「登録情報の
確認、変更」よりお手続き
ください。

https://www.worldvision.jp/mywv/account_signin/

住所変更は
お電話・FAX・メールでも
ご連絡いただけます！

理事長交代のお知らせ
理事長榊原寛は９月30日をもって退任し、10月１日付で小西孝蔵が新理事長に就任いたしました。
これまでの皆さまのご厚意に感謝申し上げるとともに、今後も変わらぬご支援をお願い申し上げます。

このたび、新理事長に就任した小西孝蔵です。2014年より理事として、ワールド・ビジョン・ジャパンの働きに従事させて

いただいております。理事として、チャイルドを含む世界各国の代表が参加する国際会議にも参加しました。また、理事にな

る以前より、チャイルドスポンサーをしておりましたが、今年、初めて、ケニアでのチャイルド・スポンサーツアーに夫婦で

参加し、チャイルドに会うことができました。厳しい環境下に置かれていても、子どもたちが目を輝かせて学校に通い、将来

の夢を堂々と語る姿を見て感動を覚えました。その時の感動は何物にも代えがたく、子どもの持つ「豊かないのち」を守りたい・

育みたいとの思いが一層強くなりました。子どもたちの未来のため、またワールド・ビジョン・ジャパンのさらなる飛躍のため、

微力ではございますが力を尽くさせていただく所存です。何卒、今後とも変わらぬご理解・ご支援を賜りますよう、衷心より

お願い申し上げます。

「チャイルド・スポンサー同士で話せるのが楽しい！」「紙面上の情報とは違って、現地

に行った方の話は分かりやすく、”すっ“と入ってきました」と好評のイベント「ワールド・

ビジョン・カフェ（WV カフェ）」を全国各地で開催しています ( 参加費無料 )。支援

地域の子どもたちの様子や活動状況を写真や動画を交えて報告します。参加者同士

の交流の時間もあります。参加ご希望の方は、事前にホームページ、E メール、お

電話にてお申込みください（締め切りは開催日の3日前です）。

※1　出典：FAO　The state of  FOOD SECURITY  AND NUTRITION IN THE WORLD 2019 
　　　http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

※2　FAO：IPC Map of South Sudan -Population distribution in IPC phases
※3　ユニセフ　世界子供白書2017

※4　unicef  Nutrition briefing note May 2019, South Sudan Country Office 

基本情報
・首都：ジュバ
・言語：英語（公用語）、アラビア語、他部族語
・民族：ディンカ族、ヌエル族、シルク族、
　　　　ムルレ族、バリ族、他多数
・宗教：キリスト教，イスラム教，伝統宗教
・面積：64万㎢（日本の約1.7倍）
・人口：1,258万人

南スーダン

南スーダンでは、5歳未満の子どもの 86万人※4 が、
急性栄養不良と推測されています。ワールド・ビ
ジョンでは、困窮世帯等を対象に穀物や油などの食
糧、栄養補助食等の配布を行っています。診療所等
で配布するペースト状の栄養補助食は、生死の境に
ある子どもたちの命綱になっています。

子どもたちの命をつなぐもの

入退院を繰り返し、急性栄養不良と診断された南
スーダンのエマヌエラちゃん（10カ月）　
家計が厳しくて1日に1食が精いっぱいだと、母親
は話します

栄養補助食の一例。ピーナツペーストに類似した
味と形状で、開封してすぐ食べられるため、衰弱
した乳幼児でも摂取しやすい

南スーダン、アブ―クちゃん（1歳）　のケース

南スーダンの歴史と今

小西孝蔵（元農林中央金庫監事）


