
▪発  行  者　清家弘久
▪発  行  所　一般財団法人 日本国際飢餓対策機構
 Webサイトアドレス http://www.hungerzero.jp
 ｅメールアドレス general@jifh.org
 フェイスブック　 facebook でハンガーゼロで検索  

▪募金方法　※各種方法で随時受付中、詳しくは電話やウエブサイトで

　①郵便振替　00170-9-68590  一般財団法人日本国際飢餓対策機構
　②他の金融機関からの自動振替③クレジット、デジタルコンビニ

大　阪 〒 581-0032 八尾市弓削町 3-74-1  
（広島） ＴＥＬ (072)920-2225 ＦＡＸ (072)920-2155
東　京 〒 101-0062 千代田区神田駿河台２-１ OCC ビル 517 号室  

（東北）　 ＴＥＬ (03)3518-0781 ＦＡＸ (03)3518-0782
愛　知　〒 460-0012 名古屋市中区千代田 2-1９-16 千代田ビル３F
 ＴＥＬ (052)265-7101 ＦＡＸ (052)265-7132
沖　縄　〒 ９00-0033 那覇市久米２-25-8  メゾン久米 202号　
　　　　ＴＥＬ (098)943-9215 ＦＡＸ (098)943-9216
U S A  Ainote International c/o Mr. Takehiko Fujikawa
             8010 Phaeton Dr. Oakland, CA94605
 ＴＥＬ(510)568-4939 ＦＡＸ(510)293-0940  

◦Ｔポイントを利用して「南スーダン・マブイ小学校給食支援」ができます。現在までに597,801ポイント（円）のご協力（6584件）がありました。Ｔポイント募金で検索。
◦「つながる募金」はスマートフォンからご利用できます。募金は、ソフトバンクモバイル（株）経由となります。詳しくはウエブサイトをご覧ください。

ハンガーゼロ
で検索！

チャイルドサポーター

ハンガーゼロ（日本国際飢餓対策機構 ) は、イエス・キリストの精神に基づいて活動する非営利の民間海外協力団体 (NGO) です。
1981年に誕生して以来、世界の貧困・飢餓問題の解決のために、自立開発協力、教育支援、緊急援助、海外スタッフ派遣、飢餓
啓発を行っています。現在は、国際飢餓対策機構連合（Food for the Hungry International Federation）の一員として、18ヵ国60
のパートナー団体と協力し、アジア、アフリカ、中南米の開発途上国で、「こころとからだの飢餓」に応える活動をしています。

ハンガーゼロニュース　第340 号　発行日2018 年10 月20 日（毎月20 日発行） 定価15 円　

サポーターお申込み欄 FAX072-920-2155

氏
ふり

　名
がな

 （TEL）

住　所

〒

申込日 　　　　 年　　月　　日　  NL 340 号

✓ 下記から希望されるものをお申し込みください

□
ハンガーゼロサポーターとして協力します。
 ①毎月（　　）口 （１口 1,000 円）
 ②一時募金として　　　　   円協力します。

□ 継続募金（JIFH サポーター）として協力します。
毎月（　　）口 （１口 500 円）

□ チャイルドサポーター (子ども１人毎月 4,000円）の
説明書（申込書）を送ってください。

□ 郵便自動引落し申込書を送って下さい。

□ その他の銀行自動引落し申込書を送って下さい。
上の申込書をコピーして必要事項を記入の上、FAXまたは郵送にて
大阪事務所までお送りください。届きましたら確認書類等を送らせ
ていただきます。お電話やウエブサイトでも申し込みできます。

Hunger Zero サポーター　現在…4485口

「つながる募金」（旧かざし
て募金）に変わりました。
ソフトバンクスマホの方は、
T ポイントで募金ができます。

Hunger Zero
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1分間に17人（内12人が子ども）
1日に２万５,000人が
1年間では約1,000人が
　飢えのために生命を失っています

子どもたちにクリマスカードを
　送付ご希望の方は、大阪事務所へ
お送りください。プレゼントの同封は
ご遠慮いただいております、ご理解ご
協力をお願いします。
　音の鳴るカードは輸送中に破損す
る可能性がありますので紙製のカード
をお勧めします。

（12 月以降に到着したカードは2019
年に入ってからのお届けになります。新
年のご挨拶も歓迎します。）
※皆様が送られたカードを大阪事務
所で受領した通知が必要な方は、封筒
などに一言お書き添えください。

【送付先】〒581-0032
大阪府八尾市弓削町3-74-1
チャイルドサポーター事務局

大好評フェアトレードチョコ
キングダムビジネスから

商品代：1 個　￥380　
☆ 1 セット 4 個（ハンガーゼロに募
金 80 円、税、送料込）計 2,000 円　
①オレンジ　②カラメルクリスプ　
③新製品：ホワイトアーモンド　④
ミルク　⑤抹茶ホワイトライスノキ
アパフ　⑥ヘーゼルナッツ　⑦ビ
ター・ザクロ　⑧オーガニックビター　   

⑨レーズン＆カシューナッツ　
上記からお好みの 4 種類を選び、
番号でお知らせください。
☆ 5 個以上は商品代＋送料 600 円～　

（配送エリアによって料金が変わり
ます）でお届け。
・お届けは日本国内に限ります。
・お支払い：後払い（郵便局払込で
　㈱キングダムビジネス口座へ）お
求めは「キングダムビジネスで検索」
ウェブサイトから。
電話 06（6755）4877 やメールから
も注文ができます。

ハンガーゼロ親善大使ロックバンドの
「ナイトdeライト」とウガンダへ行く
ツアーです。明るい子どもたち、奮
闘するお父さん、あたたかいお母さ
ん。笑顔あふれるアフリカへ「あな
たの宝探し」に出かけませんか！
期間：2019 年 2月12 ㈫ ~22日㈮
費用：調整中
内容：子どもたちとの交流、家庭訪問、「ナイトdeライト」
ミニライブなど。現地の人々と間近で接し、コミュニティ
における開発とは何かについて知るチャンスです。
問合わせ先：ハンガーゼロ東京事務所
ＴＥＬ：03-3518-0781　Email:jifhtokyo@gmail.com
応募については上記にご連絡ください。

ナイト de ライトと行くウガンダスタディツアー

写真：カンボジア活動地・スバイルー
撮影：黒坂スタッフ

contents
ハンガーゼロ支援活動MAP
　〜数字で見る支援実績〜
支援活動一覧／決算報告
支援の輪を広げる各種の活動
　支援者の取り組み・親善大使
　2017世界食料デーほか

▪ 理　事
 清家弘久（理事長） 大 友 幸 一（副理事長）
　  益田良一 伊藤得志男 中澤竜生 池田恵賜
 篠原基章 大嶋重徳 奥田英男 矢野雅士
 荒栄　豊 保浦宏規 吉持日輪生 山田晶一
 酒井信也　 崔　信義 杉野美礼 正野隆士 
 拝高真紀夫 安田　豊 麦野達一 砂川勝彦
▪ 評議員
 中臺孝雄 沖胡一郎 安達隆夫 古林寿真子
 田辺寿雄 吉本慎二 田中敬康
▪ 監　事
 朝倉　章（顧問税理士）、吉田　伸
▪ 創立理事長
 堀内　顕（アドバイザー）
▪ 親善大使
 上原令子（ゴスペルシンガー）
 森　祐理（福音歌手）
　 ソン・ソルナム（フルート奏者）
 小堀英郎 （ピアニスト）
 Manami （シンガー）
 ナイト de ライト（ロックバンド）
 紫園　香（フルート奏者・音楽伝道師）
▪ ハンガー・ゼロ特別大使 
 秋元義彦（パン・アキモト代表取締役）
▪ 特命大使
 藤川武彦（Ainote）※在米
▪ 海外駐在スタッフ（2017 年７月現在）

【フィリピン】酒井　保・慶子
【ボリビア】小西小百合
【コンゴ民主共和国】ジェローム・カセバ

（順不同敬称略）

役員・親善大使・海外スタッフ

1分間に17人（内12人が子ども）
1日に２万５,000人が
1年間では約1,000 万人が
飢えのために生命を失っています

年次報告
2017.7-2018.6

今年度も温かいご支援を賜り心より感謝を申し上げます
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コンゴ民主共和国
D.R.Congo

●駐在員
ジェローム・カセバ

（アフリカ担当）

●駐在員
酒井  保／酒井慶子

●駐在員
小西小百合

南スーダン
South Sudan

エチオピア
Ethiopia

パキスタン
Pakistan

ブルンジ
Burundi エスワティニ（旧スワジランド）

Eswatini

ガーナ
Ghana

シエラレオネ
Sierra Leone

ケニア
Kenya

カンボジア
Cambodia

バングラデシュ
Bangladesh

フィリピン
Philippines ニカラグア

Nicaragua

ボリビア
Bolivia

ウガンダ
Uganda

ルワンダ
Rwanda

女性専門病院／
ガールズホステル

エイズ孤児と家族

緊急支援

学校給食

KFHIパク親善大使
（子ども支援）

ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン

ハンズ・オブ・ラブ・コンゴ

医薬品、援助物資

食料支援
（輸送費含む）

食料援助

農業指導

医薬品・援助物資
（輸送費含む）

国際飢餓対策機構
国際飢餓対策機構連合

V.O.C.F
AINOTE（愛の手）

シープケア学校（ケニア）

農業を主体にコミュニティ変革に取り組むジェローム㊧

カンボジア

バングラデシュ

ウガンダ

学校開設（ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン）

図書室建設（バルナバプロジェクト）
ボリビア

マブイ小学校（南スーダン）

ロヒンギャ難民（ミャンマー少数民族）

世界の飢餓人口（国連2017統計）

8億2,100万人
小学校に通えない子ども

6,100万人
（ユニセフ2017統計）

５%未満

非常に低い

5-14.9%

やや低い

15-24.9%

やや高い

25-34.9%

高い

35%以上

非常に高い

データなし
データ不足

出展：WFPハンガーマップ2017

栄養不足の人口の割合(2014-2016)

わたしから始める、世界が変わる

学校給食
●シープケア学校（ケニア）
●コイノニア教育センター（ケニア）
●マブイ小学校（南スーダン）
●キンシャサ（コンゴ民主共和国）
●ルブンバシ（コンゴ民主共和国）

支援コミュニティ　 3,028地区
子どもの栄養改善　 64万4,000人
支援世帯数　　　 79万5,675世帯
継続支援からの卒業 18コミュニティ
緊急災害支援 14ヵ国

2017年…
国際飢餓対策機構（FH）の全体での支援実績

ハンガーゼロ  支援活動MAP

支援している国…………17ヵ国
支援している人…………56,000人
支援している子ども……1,795人
子ども給食支援…………1,207食／日
支援コミュニティ………86地区
パートナー団体…………60団体 以上

※チャイルドサポーターの支援国は含まない
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アジア 35,130,932

バングラデシュ 5,696,007

チャイルドサポーター 5,696,007

カンボジア 7,663,604

チャイルドサポーター 6,649,616

FH カンボジア家庭菜園プロジェクト（ダブルスマイルサンタ寄付） 93,988

HAGAR 虐待被害児童栄養プロジェクト（キリン労組支援） 920,000

フィリピン 19,973,081

チャイルドサポーター 7,151,160

海外駐在スタッフ／酒井保支援　　 5,650,276

ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン　　 6,061,200

バービン小学校校舎建設支援（バルナバプロジェクト）  1,110,445

パキスタン 1,798,240

女性専門病院支援 1,137,400

ガールズホステル支援 660,840

中南米 42,043,705

ボリビア 14,993,665

チャイルドサポーター 11,150,037

火災見舞金 64,199

病児見舞金 20,040

海外駐在スタッフ／小西小百合支援  3,759,389

ニカラグア 27,050,040

医薬品、物資援助（輸送費含む） 27,050,040

アフリカ 401,757,062

ウガンダ 8,327,690

チャイルドサポーター 8,327,690

ルワンダ 5,161,807

チャイルドサポーター 1,610,687

ニャギハンガ地区農業指導　　　　　　　　　 2,214,800

ピースインターナショナルスクール運営資金 1,336,320

南スーダン 1,136,600

ルンベック村マブイ小学校給食支援 1,136,600

ケニア 4,186,431

チャイルドサポーター 1,165,031

シープケア学校  給食支援　 2,221,400

コイノニア教育センター　給食支援 800,000

ブルンジ 27,694,260

食料支援及び輸送費 27,694,260

シエラレオネ 333,363,252

医薬品、援助物資支援 333,363,252

ガーナ 143,877

KFHI パクシネ親善大使活動支援 143,877

コンゴ民主共和国 7,914,600

ハンズ・オブ・ラブ・コンゴ 7,914,600

エチオピア 3,409,800

FH エチオピア　エイズ孤児などのためのプロジェクト 3,409,800

エスワティニ（旧スワジランド） 10,418,745

食料援助 10,418,745

※数字の単位は全て円です。
※駐在スタッフの支援金に
は、年金・海外旅行傷害保険
などが含まれています。

その他 15,419,647

AINOTE（愛の手）　北米地区活動委託費 1,113,600

Ｖ. Ｏ .Ｃ．F. 加盟負担金 5,552,500

国際飢餓対策機構　分担金 1,998,359

国際飢餓対策機構連合活動資金 5,641,588

KFHI 共同プロジェクト 1,113,600

支援合計  4億9,608万2,193円 

海外緊急支援 1,107,400

ロヒンギャ緊急支援 1,107,400

国内支援 623,447

東日本大震災被災者支援 27,803 

九州北部豪雨被災支援 579,288

大阪北部地震被災支援 16,356

決 算 報 告

    支援活動一覧 2017.7-2018.6 

10月２日付 官報号外 第215号 64頁に掲載

エチオピア　エイズ孤児と家族のためのプロジエクト（食料支援の様子）

収入の部

受取利息・雑収入(0.001%)
12,100円

寄付金収入（３4.9％）
2億2,598万6，708円

献品収入［物資］（60.9％）
3億9,412万5,685円

会費収入（2.7％）
1,749万9,457円

準備金取り崩し（0.8％）
500万円

収入不足（0.7％）
456万5,572円

運営費（3．2％）
2,059万2,977円

  事業費（96.8％）　6億2,659万6,545円

　　　　　　　  
海外支援　4億9,545万8,746円（７6．6％）

　　　国内支援        　 62万3,447円（ 0．1％）

　　　　内訳　・支援総額 　4億9,608万2,193円（７6.7%）

・教育啓発活動費　１億3,051万4,352円（20.2％）

支出の部

6億4,718万9,522円

6億4,718万9,522円

皆さまからのご支援は下記の通りに用いさせていただきました。ありがとうございました。
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■ 支援者総数（個人・団体） ………… 6,490

■ ハンガーゼロサポーター ……… 4,487口

■ チャイルドサポーター  ………… 1,238人

■ 海外スタッフサポーター ……………… 172人

■ 講演・出前授業・活動報告 …………861ヵ所

■ ファシリテータートレーニング（春） ……………13名

■ 学校海外研修キャンプ（２回）  …………20名

■ サマーキャンプ（１回） …………………………6名

※2018.6末集計

※子ども支援

■スポーツ国際交流／レナトF.C.名古屋

■出前授業／親善大使派遣

■ハンガーゼロパートナーズ■海外研修／西南学院大学 ■ハンガーゼロ／サマーキャンプ

多様な音楽のジャンルで活躍中の方々が演奏活動
を通じて力強い応援を続けてくださっています。

※東京基督教大学／西南学院大学

※南米・ボリビアにて開催

※ 幼・保園／小・中・高校／大学／教会ほか

シンガー
Manami上原令子

ゴスペル歌手
森  祐理

福音歌手
小堀英郎

ピアニスト
紫園  香
フルート奏者

ナイトdeライト
ロックバンド

ソン・ソルナム
フルート奏者

WFD仙台
WFD多賀城
WFD郡山

WFD千葉北
WFD Tokyo WFD+Gospel

WFD湘南

WFD札幌大会実行委員会発足

WFD名古屋

WFD近江
WFD京都長岡

WFD＠きりたん
WFD八尾河南
WFD東大阪
WFD南大阪
WFD北大阪

WFD奈良北
WFD奈良南

WFD宝塚
WFD芦屋

WFD関門

WFD鹿児島 WFD八重山
WFD宮　古

WFD北　部
WFD中　部
WFD南　部
WFD久米島

東京 事務所

大阪 事務所 （本部）
沖縄 事務所

愛知 事務所

2017 世界食料デー
WORLD FOOD DAY

大会 会場数 ……………… 26会場

大会 総来場者…………2,772名

募金総額…1,393万4,728円
▼ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン
のエバさん・酒井慶子さんが
現地講演をしました。

全国設置数 ……………………97台

募金額 ……… 2,890,817円

公式ウエブサイト毎月の訪問数 ………… 約 6000
ウエブサイトからの募金 ………1,775,613円

書き損じハガキ・未使用切手の回収 …… 458,839円

本deリンク集計 ……………… 84,262円

ハンガーゼロ・アンバサダー ………7名大阪 事務所 （本部）

ハンガーゼロ自販機 

ウエブサイト

愛知 事務所

ウエブサイト

募金箱 申し込み受付中！

ハンガーゼロパートナーズ大募集！

※お問い合わせは東京事務所まで

ハンガーゼロ・パートナー…………8名

▼世界食料デーで配布されたチラシと小冊子。
小冊子は大会後、学校講演でも活用しています。

ハンガーゼロ
サイト開設！

こちらから▶

アクリル製の鍵付き募金箱を是非ご活用ください。

新しい募金箱が出来ました

♪ハンガーゼロ親善大使のみなさん

九州北部豪雨
緊急・復興支援

支援の輪を広げる各種の活動

わたしから
始める

世界が変わる

■玉川聖学院
歯ブラシ回収
で国際協力！

ボリビアにサツカーボール寄贈

出前授業

温かい応援を感謝いたします！

Yahoo,GoogleのWEB広告からの流入を含む。

※継続支援も含む

※集計は2017.7-2018.6実績

※集計は2017.7-2018.6実績　（本1620冊、CD470本、DVD35本、ゲームソフト28本）
読まなくなった書籍やCD、DVD、ゲームソフトを回収後、換金して募金へ。


