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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。
2017 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）
2017 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：371,558 円
ギフト総数：172 件

計 721 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。
グッドギフトによるご寄付の受付は 2017 年で終了となりますが、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ので、
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
7 月から 12 月にかけ、バンテイメンチェイ州の州都シンソポン
から 25km ほど離れた３つの地域で浄水器を配付しました。こ
の浄水器は現地の原料で作られたセラミックフィルターを使用
しており、電気がない地域でも使うことができるものです。
浄水機能や水質検査を経て製作された浄水器は、26 世帯に配付
され、224 名が浄水器の必要性やメンテナンス、また衛生知識
の説明を受けました。

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：128 ＊内 95 件分は SO AMAZING 29th BD PROJECT 経由のご寄付
ご支援総額：1,650 円 ×128＝211,200 円
メルカム幼稚園の園児 120 人の
1 カ月分以上の給食に相当
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 日の唯一の食事と
な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が、給食は幼稚園の出席率
の向上にもつながっています。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。

食べて、成長する。それは子どもの権利
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、病気や栄養不良で学校を休んでしまう場合
も。グッドネーバーズは、運営するメルカム幼稚園で 120 人の
子ども達の「育つ権利」「生きる権利」を守っています。
給食は、幼稚園がお休みの 8 月を除き提供され、ご寄付は食材
や調理担当スタッフの人件費に使われています。

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：8＋約 27＊
ご支援総額：3,000 円 ×8*+81,168 円＝105,168 円

＊青字は Yahoo! ネット募金経由のご寄付

女の子 702 人の 1 カ月分のナプキンに相当
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
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。古い布やバナナ
の葉、わらなどが生理用ナプキンとして使われています。この心
許ない手当てでは不安で、外出できないこともあります。
グッドネーバーズが活動するムクルという地域では、支援する学
校に通う女子生徒に、生理用ナプキンを毎月提供しています。

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 11 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 2017 年のギフトのご注文は 0 件でした。
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 11 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
接種を実施しています。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 2017 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：0
ご支援総額：5,950 円 ×0＝0 円
残念ながら 2017 年のギフトのご注文は 0 件でした。
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ています。これにより、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提供す
ることもしています。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：7
ご支援総額：7,230 円 ×7＝50,610 円
授業料 7 人分に相当
バングラデシュの識字率は 61.5%(2014 CIA)。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、自分の名前などが書けず公的
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ない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。

読み書きと一緒に社会問題も学ぶ
グッドネーバーズの識字教室では、女性の権利や早婚など、バ
ングラデシュ女性にとって身近な社会問題を題材にしたディス
カッションを交え授業を進める「FIVDB メソッド」を導入して
います。2017 年 7 月からは、これまで週 5 日 ×6 カ月だったク
ラスを 8 か月に増やして実施。12 のプロジェクト地域で 240 人
の女性が参加しました。子どもの将来のため、そして自分に自
信を持つために、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
ご支援総額：11,400 円 ×0＝0 円
残念ながら 2017 年のギフトのご注文は 0 件でした。
人口の約 7 割が農業に関わっているネパール。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、土地に適した栽培法な
どの農業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、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
農業技術の研修を受けたビジャヤさんは、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。
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
もつながります。
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。

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 2017 年のギフトのご注文は 0 件でした。

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
減るだけでなく、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が、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。
2015 年 10 月に始まったグッドギフトはこれまでに 3,641 人もの方々にご参加いただきました。
そして、総額 1,079,772 円分の学用品や給食・農業研修といったギフトが、たくさんの子ども
やその家族に届けられ、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。

THANK YOU!

グッドギフトキャンペーンは 2017 年をもち
まして終了となります。改めてこれまでのご
協力ありがとうございました。
今後も現地で「何が必要とされているか」を
伝え、皆さまのお気持ちとご支援を現地の子
どもたちに届けられる仕組みを創っていきた
いと思います。
グッドネーバーズ・ジャパン

特定非営利活動法人

スタッフ一同

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
E-MAIL：FR@gnjp.org URL：http://www.gnjp.org/

