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改めて皆さまからのあたたかいご支援に御礼申し上げます。
今後も、皆さまがご支援しやすい仕組みづくりとプロジェクト成果の
拡大に取り組んで参ります。
これからもご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

グッドギフトを通してのご支援を賜り、誠にありがとうございます。
グッドギフトを開始した 2015 年 10 月から 12 月末日までにいただいた
ご支援と、実施したプロジェクトの成果をご報告致します。
（グッドギフトURL：http://www.gnjp.org/products/list.php?category=gifts）

2015 年のグッドギフトのご支援実績は下記となります。

　　　　　　　ご支援総額：260,493 円
　　　　　　　ギフト総数：64 件



ギフト① 栄養たっぷり !　給食 1 カ月分

ギフト② 家族みんなで使える浄水器

ギフトお届け先：エチオピア

ギフト内容：子ども 1 人の 1 カ月分の給食

ギフト注文：43

ご支援総額：1,650 円 ×43＝70,950 円

　　子ども 43 人の 1 カ月分の給食に相当

カンボジアの農村部ではまだ上下水道が普及していません。水たまりや雨水のような浄水されてない水を飲むと病気にな
りやすく、免疫力の低い子どもは命を落とすこともあります。このギフトでは家庭用浄水器が 1 台届けられ、安全な水が
家族みんなの健康を守ります。また、安全な水に対する知識と理解を深めるため、衛生教育も並行して行っています。
2015 年は対象地域で 300 世帯への浄水器の提供を目指し、このギフトでのご寄付はその一部として使わせていただきま
した。

グッドネーバーズはエチオピアの首都近くにあるスラム街、リデタ地域で 5 ～ 7 歳の子ども 120 人が通うメルカム幼稚園
を運営しています。ここに通う子ども達は、経済的な理由でこの幼稚園での給食が 1 日の唯一の食事であるケースも多い
のです。子どもの発育に、栄養が不可欠なのは言うまでもありません。幼稚園で学ぶ勉強と同じくらいに、給食は欠かせな
いものです。栄養たっぷりの食事が成長を支えるだけでなく、幼稚園の出席率の向上にもつながっています。

ギフトお届け先：カンボジア

ギフト内容：安全な水を得られる浄水器（1 世帯）

ギフト注文：12

ご支援総額：2,290 円 ×12＝27,480 円

　　12 世帯分の浄水器に相当

　家族にも喜びと安心を
メルカム幼稚園に通う子どもの親達は、経済的な事情で大切な我が
子に食事・衣服・教育など必要なものをそろえることができず、つ
らい思いをしてきました。
体を壊し物乞いで暮らすある母親は、自分の子どもが幼稚園で栄養
のある食事を食べ、教育を受けているところを見て涙があふれ、何
時間も泣き続けたそうです。教育や栄養の提供は、子ども自身だけ
でなく、子どもの幸せを心から願うその家族をも支えています。

　安全な水ができること
ロウ コエンちゃん (9 歳 ) は 9 人家族。釣りで生計をたてており収
入が不安定なため飲み水を買えず、川から直接汲んでいました。
家族は病気がちでわずかな収入も医療費に消え、ロウちゃんは体調
不良でなかなか学校に行けませんでした。
グッドネーバーズによる衛生教育や浄水器の提供により、家族の病
気は減って家計の状況は向上しました。ロウちゃんも今は毎日学校
に通えるようになり、優秀な成績をおさめる生徒となっています。

ロウ コエンちゃん



ギフト③ 女の子に自由を !　生理用ナプキン

ギフト④ 子どもの健康を守る !　定期健診

ギフトお届け先：ケニア

ギフト内容：女の子 20 人の 1 カ月分のナプキン

ギフト注文：5

ご支援総額：3,000 円 ×5＝15,000 円

　　女の子 100 人の 1 月分のナプキンに相当

インドのチクジャラ地域は、採石場で過酷な肉体労働に従事する移民労働者が多く、彼らのわずかな賃金では子どもの授
業料等を払うことができません。グッドネーバーズはチクジャラで 1,200 人の子どもの教育支援をしています。また、毎
月健康診断をし、必要であれば病院で治療を受けられる支援も行っています。このギフトでは 130 人の子ども達が健康診
断を 1 回受けることができます。

生理用のナプキンが買えず、学校や外に行くことができない。途上国の女性を悩ませている問題の一つです。ナプキンがな
い不衛生、不便さに悩まされるだけでなく、中には男の子達のひやかしに傷ついて、生理中は家にこもってしまう子もいま
す。学校を休む日が多くなると成績にも影響します。ナプキンを毎月受けとることができれば、周りの目を気にして学校を
休んだり、不快な思いをすることがなくなり、いつも通り生活することができます。

ギフトお届け先：インド

ギフト内容：子ども 130 人の健康診断

ギフト注文：0

ご支援総額：4,580 円 ×0＝0 円

　　残念ながら 2015 年のギフトのご注文は 0 件でした。
　　2016 年も引き続きご協力をお願い致します。

　700 人の女の子たちに自由と安心を届けました
このギフトでのご寄付は、グッドネーバーズが協力しているケニア
の 3 つの小学校で行った、計 700 人の女の子への 2,100 個のナプ
キン配布活動の一部として使わせていただきました。
なかなか目が向きづらい問題ですが、学校や外に行きたいのに行け
ないのはとてもつらいことです。生理用ナプキンがあることで、多
くの女の子たちがのびのびと過ごすことができます。

　子ども達の健やかな笑顔のために
厳しい生活環境のなか、免疫力が弱い子ども達は病気にかかるリス
クが高く、経済的な理由で医療にアクセスしづらい子ども達にとっ
て、健康診断は病気の予防や早期発見のための大事な機会です。実
際に健康診断によって深刻な病気が見つかり治療を受けられた子
や、頭痛や貧血など日々抱える健康問題を解決できた子もいます。
健康診断は、子ども達の命や未来を守ることにつながっています。



ギフト⑤ 若者に未来を !　パソコン教室

ギフト⑥ たくさん学ぼう !　学用品セット

ギフトお届け先：バングラデシュ

ギフト内容：1 人分のパソコン教室費

ギフト注文：1

ご支援総額：4,580 円 ×1＝4,580 円

　　パソコン教室費 1 人分に相当

ケニアの首都ナイロビ近郊にあるゴミ処理場周辺にできた巨大なスラム街コロゴチョでは、住民の多くはゴミ山から売れ
る物を拾い、生計を立てています。 しかし稼げるお金はほんのわずか。グッドネーバーズはコロゴチョに教育センターを
設置し、学校に行けない子ども達を支援しています。このギフトでは 26 人分の学用品セットが子ども達に贈られます。

近年、バングラデシュは都市の経済が急速に発展する一方農村部の発展は進まず、格差が深刻化しています。より安定した
職に就くために最近は IT リテラシーが必要となってきていますが、農村部ではパソコン設備や教室を見つけることは難し
く、仕事を見つける際の一つの壁となっています。このギフトでは、若者たちが未来ある仕事に就くためのチャンスをプレ
ゼントすることができます。

ギフトお届け先：ケニア

ギフト内容：26 人分の学用品

ギフト注文：2＋約 20＊

ご支援総額：5,950 円 ×2＋123,353＊＝135,253 円

　　約 572 人分の学用品に相当

　チャンスをつかむために
教室はレベル別に 6 つのクラスがあり、3 ヵ月のコースが年 4 回行
われています。2015 年はグッドギフトでのご支援も含めて、63 名
が教室に登録し、全員が無事コースを修了することができました。
修了生の中には教室の経験を活かしてパソコン教室の講師になった
り、銀行や NGO、保険会社に就職したり、自ら起業する若者もい
ます。明るい未来のため、教室に通う生徒たちは意欲的に勉強に取
り組んでいます。

　子ども達の未来のために
コロゴチョには、経済的理由のために勉強したくでもできない子どもが
たくさんいます。2015 年、グッドネーバーズは 1,393 人の子ども達に 1
学期に 1 回ごと学用品を配布し、このギフトでのご寄付はその一部に使
わせていただきました。
授業を受ける子ども達はみな真剣で、「先生になりたい」「お医者さんに
なりたい」そんな夢を持ちながら日々勉強に励んでいます。スラム街と
いう厳しい環境から抜け出すため、子供達にとって、教育は大きな希望
となっています。

＊青字は Yahoo! ネット募金経由のご寄付です



ギフト⑦ 女性に教育を !　識字教室

ギフト⑧ 野菜栽培で家族の収入向上

ギフトお届け先：バングラデシュ

ギフト内容：女性 1 人分の識字教室費

ギフト注文：1

ご支援総額：7,230 円 ×1＝7,230 円

　　識字教室費 1 人分に相当

人口の約 7 割が農業に従事しているネパール。豊かな自然を擁しながらも地方は慢性的な食糧不足に苦しんでおり、農業
技術の不足もその理由の一つです。グッドネーバーズは農業組合の設立・運営支援や、その土地に適した野菜の効率的な
栽培法などの農業技術研修を提供しています。このギフトで 1 世帯が研修を受けることができ、野菜の収穫増での食糧不
足解消だけでなく市場で売って収入を得ることで、貧困家庭やその子ども達が明るい未来を築けるようになります。

バングラデシュの識字率は 61.5%(2014 CIA The World Factbook)。とりわけ農村部の女性の識字率はさらに数 10% 低いとも言
われています。読み書きができないと、仕事が低賃金のものに限られてしまうだけでなく、自分の名前や住所が書けず公的
な手続きができない、薬の服用法など大切なことが理解できず誤用の危険性があるなどの弊害もあります。このギフトで読
み書きや簡単な計算を習うことは、所得の向上だけでなく、生活全体の不便や危険を減らすことにつながります。

ギフトお届け先：ネパール

ギフト内容：野菜栽培研修（1 世帯）

ギフト注文：0

ご支援総額：11,400 円 ×0＝0 円

　　残念ながら 2015 年のギフトのご注文は 0 件でした。
　　2016 年も引き続きご協力をお願い致します。

　子どものためにも
2015 年はグッドギフトでのご支援も含めて、全部で 40 人のお母さ
ん達が参加しました。職探しのために引っ越した 1 人以外、39 人
全員が教室を修了できました。
大人になってからの勉強に、初めは「私には無理だから」と戸惑う
女性も多いのですが、先生の応援に励まされ「子ども達にも、きっ
と役に立つ」と読み書きや計算ができることで豊かで便利になる生
活を目指し、一生懸命に学んでいます。

　所得向上で子ども達に未来を
ビジャヤさん (43 歳 ) は、3 人の子どもがいます。以前は雇用主か
らの高利負債を抱え低賃金で働いていました。そこから解放された
時に政府から支給された農地を活用するための支援を受け、今では
野菜栽培によって得た収入で子ども達を学校へ通わせることができ
るようになりました。
教育など直接子どもに関わる支援だけでなく、家族の収入向上も子
ども達の未来を明るくする大きな力となります。ビジャヤさん



ギフト⑨ 家族が安全に、安心して使えるトイレ

ギフトお届け先：カンボジア

ギフト内容：トイレ 1 基

ギフト注文：0

ご支援総額：46,670 円 ×0＝0 円

　　残念ながら 2015 年のギフトのご注文は 0 件でした。
　　2016 年も引き続きご協力をお願い致します。

途上国における「飲み水」の大切さに比べると「トイレ」の重要性は注目されづらい状況ですが、トイレがあることで様々
な好循環を生むことができます。カンボジアのトイレの普及率は 33%(2013 年 ) と低く、人々は川や草むらなどで用を足
すしかありません。不衛生な環境は、免疫力の低い子ども達には特に危険です。トイレがあれば、周辺の衛生環境が改善さ
れ、感染病のリスクは低くなります。また、人目を気にしたり、トイレを我慢するストレスからも解放されます。

　健康や収入向上まで
チンさん (52 歳 )、 キヴさん (58 歳 ) 夫婦は息子と 3 人の孫と住んで
います。以前はトイレがなく、草むらで用を足す時ヘビにかまれる
危険などもあり非常に不便な生活をしていました。
グッドネーバーズがつくったトイレは、その悩みの解消だけでなく、
不衛生な環境による病気でのための医療費が減り家計が良くなる、
病気で休みがちだった子ども達も学校に元気に通えるようになるな
ど、たくさんの幸せを家族にもたらすことになりました。

家族や友達など、大切な人に贈り、笑顔をうみだすギフト。同じように途上国の子ども達に必
要なものや支援を贈ることができるグッドギフトは、私達にとって新しい試みでした。

贈っていただいたギフト達は、この報告書でお伝えしているように、たくさんの子どもやその
家族が苦しい状況から抜け出し笑顔になるための大きな力となりました。皆さまからのあたた
かいご支援に、心より御礼申し上げます。
また、このご報告で「ギフトを贈って誰かが笑顔になる喜び」を皆さまにお届けすることがで
きたなら幸いです。

トイレ建設用の資材

特定非営利活動法人　グッドネーバーズ・ジャパン
〒143-0016 東京都大田区大森北 2-14-2 大森クリエイトビル 3 階
TEL：0120-916-010　平日 10 時〜6 時　FAX：03-6423-1766
E-MAIL：FR@gnjp.org　URL：http://www.gnjp.org/

グッドネーバーズ・ジャパン
スタッフ一同

THANK YOU!THANK YOU!

2016 年も新しいギフトなど皆さまが参加し
やすい仕組み作り、そして、1 人でも多くの
子どもが笑顔になれるように活動に取り組ん
で参ります。

これからも、ご理解・ご協力を賜りますよう
どうぞよろしくお願い申し上げます。


