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この度は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。
2016 年 1 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）
2016 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：447,721 円

ギフト総数：68 件

計 2,440 人

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。
2017 年もご支援・ご声援のほどよろしく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

ギフト①

家族みんなで使える浄水器
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：2
ご支援総額：2,290 円 ×2＝4,580 円
2 世帯分の浄水器に相当

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。水たまりや河川の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、衛生教育も行っています。

きれいな水が安心を届けます
グッドネーバーズが活動する水上村に住む 164 世帯へ浄水器を提供
し、ギフトでのご寄付をその一部として使わせていただきました。
衛生教育を受けたクリュイくんは「安全な水の大切さを、村の人に
もっと広めたいと思った。」と話していました。また小さい子ども
をもつ母親からは「子どもにはきれいな水を飲ませたいから、うれ
しい」という声も聞かれました。家族みんなが正しい衛生知識をも
ち、健康でいられるよう今後もサポートを続けていきます。

ギフト②

栄養たっぷり !

給食 1 カ月分

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：0
ご支援総額：1,650 円 ×0＝0 円
残念ながら 2016 年のギフトのご注文は 0 件でした。
2017 年も引き続きご協力をお願い致します。
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。

給食で出席率アップ
十分な食事を得られない子ども達は、空腹のあまり授業に集中でき
ないばかりか、病気にかかり学校を休んでしまう場合も多いのが現
状です。グッドネーバーズが運営するメルカム幼稚園の子ども達は、
みんなで一緒に食べる給食をとても楽しみにしています。
子ども達が学校に通うようになると、子ども達の学習環境も意識さ
れるようになり、地域全体の学習環境の整備が進むことにもつなが
ります。

ギフト③

女の子に自由を !

生理用ナプキン

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：0
ご支援総額：3,000 円 ×0＝0 円
残念ながら 2016 年のギフトのご注文は 0 件でした。
2017 年も引き続きご協力をお願い致します。
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。

毎月の自由と安心を届ける
グッドネーバーズがケニアのある学校で行った調査では、女の子の
半分以上が「生理中は学校に行かないことがある」と答えました。
日本ではナプキンがすぐに手に入るので気づきにくい問題ですが、
年頃の女の子たちにとっては大きな問題です。彼女たちの健康を守
るため、また中学校、高校へと勉強を続けていくためにも大切な支
援になります。

ギフト④

子どもの健康を守る !

定期健診

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＋約 42＊
ご支援総額：4,580 円 ×0＋191,101＊＝191,101 円

＊青字は Yahoo! ネット募金経由のご寄付です

5,460 人分の健康診断に相当
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。

元気に学校へ行きたい
チクジャラ地区の採石場は上下水道がほとんど整備されていないた
め、劣悪な衛生環境にあります。そこで暮らさなければならない子
ども達にとって、健康診断は欠かせません。

グッドネーバーズが運営する学校では定期的に健康診断や予防接種
を実施し、子ども達の健康管理をしています。2016 年には 313 の

学校で健康診断を実施しました。病気を予防、早期発見することで
子ども達が元気に学校に通うことができています。

ギフト⑤

若者に未来を !

パソコン教室

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：0
ご支援総額：4,580 円 ×0＝0 円
残念ながら 2016 年のギフトのご注文は 0 件でした。
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。

未来を担う若者に夢を
教室はレベル別に 6 つのクラスがあり、生徒の多くは大学生です。
修了生の中には教室で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。
パソコンのスキルを身につけることで将来の可能性が広がり、それ
ぞれの夢を実現するために一生懸命学んでいます。

ギフト⑥

たくさん学ぼう !

学用品セット

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：4＋約 1＊
ご支援総額：5,950 円 ×4＋4,905＊＝28,705 円

＊青字は Yahoo! ネット募金経由のご寄付です

約 130 人分の学用品に相当

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。

子ども達の学びを支える
グッドネーバーズは 2016 年、コロゴチョのジラニ教育センターで教
科書などの学用品を配布しました。教科書は 3,4 人の子どもで一緒
に使わなければならない貴重なものですが、子ども達は教育省が定
めた最新のカリキュラムに則って勉強をすることができます。
また、本が少なくあまり使われていなかった図書室に本を購入し、1
年生から 8 年生までの子ども達が図書室に通うようになりました。
本は子どもの世界を広げ、将来貧困から抜け出す力につながります。

ギフト⑦

女性に教育を !

識字教室

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：0＋約 8＊
ご支援総額：7,230 円 ×0＋55,635＊＝55,635 円

＊青字は Yahoo! ネット募金経由のご寄付です

授業料 8 人分に相当

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。

読み書きで未来を変える
2016 年はグッドギフトでの支援も含めて、全部で 80 人の女性が参
加しました。
小さな子どもを抱えながら勉強するお母さん達も多く、半年のあい
だ週 5 日の授業を受けて修了テストに合格することは簡単ではあり
ません。しかし、1 クラス 20 人の教室で互いに励まし合いながら、
子ども達の未来を明るくするためにも、「読み書き・計算を身につ
けたい」と一生懸命学んでいました。

ギフト⑧ 野菜栽培で家族の収入向上
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＋約 10＊
ご支援総額：11,400 円 ×0＋117,842＊＝117,842 円

＊青字は Yahoo! ネット募金経由のご寄付です

農業研修約 10 世帯分に相当

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。

研修を経て立派な農家に
2 年前から農業技術の研修を受けているビジャヤさんは、農業や漁
業で得た収入で 3 人の子ども達を学校に通わせることができるよう
になりました。今では畑でカリフラワー（45kg）、キャベツ（40kg）、
唐辛子（30kg）、きゅうり（30kg）などが収穫でき、他の農家と協
力しながら、さらに技術を向上させようと積極的に取り組んでいま
す。また、自分の収入で子ども達を学校に行かせることは、親とし
ての自信にもつながっています。

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＋約 1＊
ご支援総額：46,670 円 ×0＋49,858＊＝49,858 円

＊青字は Yahoo! ネット募金経由のご寄付です

トイレ１基分に相当

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、感染症のリスクが低くなるだけでな
く、人目を気にしたりトイレを我慢したりするストレスからも解放されます。グッドネーバーズは住民のニーズを調査した
上で、衛生教育やトイレの管理方法などを指導し、学校や世帯向けのトイレ建設を進めています。

不安から解放され、家族も健康に
ヨウンさんは 6 人の子どもをもつ母親です。家にトイレがなく草むら
で用を足していましたが、特に夜はヘビなどが出るためいつも危険を
感じていました。また不衛生な環境が原因で子どもが感染症にかかる
ことも多く、治療費が家計の負担となっていました。ヨウンさんはト
イレが家にできてからの変化について「病院に行く回数が減ったよう
に思います。子どもが学校を休まなくてすむので良かったです。この
ままみんな健康でいてほしい。」と話しています。

心のこもったギフトは、贈る人も受けとる人も幸せにします。
2016 年は 2,000 人を超える方々にご参加いただき、ギフトの輪が広がりました。おかげでたく
さんの子どもやその家族が皆さまのあたたかいご支援を受け取り、多くの安心や喜びが生まれ
ました。心から感謝申し上げます。
皆さまにも、このご報告を通して現地のプロジェクトや子ども達の様子をお伝えし、喜びをお
届けできたなら幸いです。

THA NK YOU!

2017 年もグッドギフトで皆さまと途上国の
子ども達をつなぎ、より多くの人が笑顔にな
れるよう活動を続けて参ります。
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。

グッドネーバーズ・ジャパン
スタッフ一同

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/

