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▪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

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。

「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

J I F H

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　〒 460-0004 名古屋市中区新栄町 2-3 YWCA ビル 6F
 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1,555,848ポイント（円）のご協力（24,074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。

Hunger Zero サポーター　現在…5260口

サポーターお申込み欄 FAX072-920-2155
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申込日 　　　　 年　　月　　日　  NL390号

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。
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✓ 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。
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プレゼントにも最適

フェアトレードチョコ
　世界定番のフェアトレードチョ
コレート１０種類。かわいいパッ
ケージと安心のおいしさ。
　１つ 390円（税込）、50g の板
チョコです。バレンタインのプレ
ゼントにぴったりです。４個まで
は送料180円、５個は送料込み
で 2,100円、６～１０個は５個の
価格に個数分の代金をプラス。
　11個以上の送料は個数に応じ
て変わりますので、ご確認くださ
い。（レターパックプラス、宅急
便コンパクト、宅急便等を使用）
　なお、コーヒー、ココア、紅茶
等と組み合わせてご注文の場合
は送料から 300円割引。
お支払い：後払いで以下①②
　①銀行振り込み　②郵便振替
お申し込み：
㈱キングダムビジネス
スマートフォンは右の
ＱＲコードから
電話注文：06-6755-4877

大阪マラソン2023
チャリティランナー
さんの寄附集めに
ぜひご協力をお願
いします！
　２月26 日に開催される「大阪
マラソン 2023」にハンガーゼ
ロを応援するために10 名のチャ
リティランナーさんが参加しま
す。参加にあたりランナーさんは
1月 24 日までに一人当たり最低
７万円の寄附を用意する必要が
あります。フルマラソンにチャレ
ンジしてくださる皆さんへの応援
をよろしくお願いします。寄附は
下記の専用サイトから行えます。
https://osaka-marathon.syncable.biz

クリスマス募金は１月末まで
　コンゴ民主共和国の活動を支
援する「2022 年クリマス募金」は
1 月末まで受付中です。募金は農
業プロジェクトや孤児院での給食
支援などに用います。募金目標は
800万円です。募金はホームページ
や郵便振替でお願いいたします。

●冬季休暇のお知らせ
　ハンガーゼロは、12月31日から
１月３日まで冬季休暇をいただき
ます。新年は１月 4 日より通常体
制の勤務といたします。

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

　フィリピンのビコール地区スラ・マトノグは、2025年５月
末に貧困からの「卒業」を迎えるためチャイルドの支援も
終了します。事務局では、地区の卒業までの間、まだサポー
ターさんのいないチャイルドを応援する「短期チャイルドサ
ポーター」さんを募集します！支援期間は、１～２年半です。
　◉ チャイルドの対象年齢：５～17歳
　◉ サポーターを待っているチャイルド：55名
■お申し込みはホームページ又は電話にて
　事務局Tel：072-920-2226で受付ています。

フィリピン短期チャイルドサポーター募集

【ウクライナ緊急支援募金】
募金は…●郵便振替　●ホームページからの
　　　　　クレジットカード決済利用の２種類
①郵便振替　00170-9-68590 一般財団法人
　日本国際飢餓対策機構　「ウクライナ緊急支援」と明記
②ホームページ　募金画面からクレジットカード、コンビニ決済が
　ご利用できます。
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OSAKA 2023

私から始める特集（支援参加のご案内）   P.4-5
飢餓のない世界を実現しよう！

大学生ボランティアのダブルスマイルサンタ  P.6-7
カンボジア支援地訪問の報告

2023 VOICE  ハンガーゼロ清家理事長  P.2

白鞘慧海親善大使にインタビュー  P.3
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カンボジア小学校の子どもたちと紙飛行機で交流
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Q ハンガーゼロへの支援参加は

　2017年に東京での世界食料デーにGOSPELコンサートで
協力したのが最初です。ハンガーゼロのスタッフから「東京
でいま食料デー大会がないのでぜひ！」と声をかけられ、学
生時代に国際協力に興味があった自分を思い出し「ぜひ、
やらせて下さい」とお返事をしました。2015年に社会支援
団体 Everlasting LOVE Project（えばらぶ）を立ち上げ、病
院や施設の慰問などの活動を始めており、世界食料デーも
毎年開催するようになりました。過去5回は東京開催でした
が、今年は、夫（谷口卓嗣牧師）と共に牧会させて頂いてい
る、大阪堺市の上野芝キリスト教会を会場にハイブリット
方式（対面とオンライン）で開催致しました。

Q GOSPEL形式での開催の良いところは

　GOSPELって通常のコン
サートに比べて出演参加さ
れる人数が多いので、たくさ
んの方が集まりやすいんです
ね。私のゴスペルクラスの生
徒さんや音大の学生なども、
みんな喜んで出演参加してく
れています。GOSPELは、普段
キリスト教会とは無縁な方で
も関心を持ちやすいようで、いろいろな方が足を運んでくだ
さいます。歌を通して神様の愛を伝えていきたい私にとって
は何より嬉しいことです。それからGOSPELで愛を歌う人た
ちってハートが柔らかい、優しい心を持った方が多いので、
「貧困や様々な困難の中にいる世界の人たちのために自分
も何かしたい」と積極的に協力してくださるんです。

Q 世界食料デーのテーマ曲に込められた思いは

　「ぼくらの世界」は、スタッフの田村先生（牧師）から「親
善大使として最初の仕事です!」と言われた時、実は既に食
料デーのためにと思ってサビだけ作っていた曲があったの
で、早速それをベースに曲全体を組み立てました。『ぼくら
はこの世界に愛し合うため生まれてきたんだ、国も言葉も超
えて』『ぼくらの描く世界は、あたたかい愛に満ち溢れてる

んだ繋ごう心と心
…』に愛し合うこと
や心が繋がること
の大切さを描きま
した。
　また１番の最初『遥かな空の上から見下ろせば、ぼくら
は一つの星の上』は、神様の目から地球の人々を見た情
景、そこで一人一人が差し伸べる手は小さく見えるかもし

れないけど『そこから未
来が変わる』という希望
があって、本当の愛（神
様の愛）に出会い、いの
ちの泉で満たされた人々
がその愛をもって誰かを
思いやるならこの世界は

変えられる。今回の世界食料デーのテーマ「Small Action 
Everyday!」（小さなことから一歩ずつ）の願いに、この想い
を重ね合わせて曲を書き上げました。

Q 親善大使となって取り組みたいことは

　やはりハンガーゼロの活動地に実際足を運んで、人 と々
触れ合ってもっと知るということ。そして音楽を通して１人
でも多くの方の力になれたらと思います。もちろん世界食料
デーにも取り組みます。また2023年は新しいCDも出したい
ので、完成後のコンサートツアーの機会でも何らかの形で
協力させて頂き、お役に立てればと思っています。
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「キリストの平和が、あなたがたの心を支配するよ
うにしなさい。そのために、あなたがたも召されて
一つのからだとなったのです。また、感謝の心を
持つ人になりなさい」コロサイ3章15節(聖書）

　先月号で紹介した王
おう

楠
なんえい

穎さんは、ロシアがウクライ

ナに侵攻した2022年2月24日、ウクライナ北東のハ

リキウ（ウクライナでは首都キーウに続いて2番目に大

きな町）で攻撃を受けました。彼は三日間避難してい

た地下で爆撃が収まるようにと祈っていました。その

間、食事はおろか水を飲むこともできなかったそうで

す。この三日間はひたすら神様に「この攻撃を止めて

ください。私はあなたのために働きます」とお祈りをし

たと言います。その後、台湾政府が用意したバスに乗っ

てポーランドに避難することができました。

　スタッフのジェローム・カセバが11月にアフリカの

シエラレオネを訪問したときにひとりの人に出会いまし

た。彼は手縫いの布製のバッグを通りを行き交う人々

に売っていましたが、よく見ると彼の両手首はありませ

んでした。ジェロームは彼に話しかけ、生い立ちを聞

いたのです。彼の名前はエイブラハム。彼がまだ小学

生の頃、お父さんが働く町まで遊びに行きました。そ

こで政府に対する反乱軍の攻撃を受け、お父さんは

殺され、エイブラハムは将来自分たちに復讐しないよ

うにと両手首を切断され

たのです。

　エイブラハムの心と体に

残っている傷は、私たち

の想像をはるかに超える

ものであると思います。で

も彼は、人生に絶望しな

いで縫製の技術を身につ

け、結婚をし、子どもを育てているのです。自分の身

体に残っている傷を見るたびに、復讐ではなく平和を

作り出すことを考えているそうです。

　王さんは 4月から6月までウクライナの義勇軍に入

り、兵士を運ぶバスの運転手をしていました。しかし

除隊をしたその日に、派遣されていた月井サムエルさ

んからハンガーゼロのために働きませんかとの誘いを

もらいました。それから王さんはウクライナに物資を

届け、病院を訪問し、難民を日本に送り出しています。

ビザ取得のためにしばらく日本にいましたが、クリスマ

ス前にはウクライナに戻りたいと日本を発っていきまし

た。クリスマスを今も攻撃を受け、厳しい寒さと闘っ

ているウクライナの人たちと過ごしたいと思っているの

です。

　平和は自然に発生するものではなく、平和を作り出

す人たちによってもたらされるものであることを深く考

えさせられています。

　今年もよろしくお願い致します。みなさまにとって

素晴らしい一年となりますように。

ハンガーゼロ理事長　清家弘久

白鞘慧海（しらさや えみ）…ゴスペルシンガー＆ソングライター、上
野芝キリスト教会協力牧師、昭和音楽大学講師。　Everlasting LOVE 
Project ( えばらぶ ) 代表。　早稲田大学在学中より、シンガー＆ソングラ
イターとして活動を始め、1995 年 ビクターエンタテインメントよりメジャー
デビュー。NHK『みんなのうた』や CM、TV などで楽曲オンエア。2002
年 東京でクリスチャンとなる。所属教会にて、副牧師として仕えた後、
2014 年、ゴスペルシンガーとして音楽活動を開始。音楽を通して、神様
の愛と希望、癒やしや励ましを人々に伝えていくことをビジョンとし、各地
でコンサート活動を始める。2016 年から、昭和音楽大学で教鞭を執り、
次世代の音楽教育にも携わる。2017 年 CD「BLOSSOM」発売。2018 年、
夫の谷口卓嗣師と「Emi & Takuji Music Ministry」スタート。現在、チャペ
ルコンサート、ゴスペルコンサート、病院や少年院、福祉施設訪問などを
行い、各地に賛美を届けている。毎年、世界食料デーに合わせて「World 
Food Day+Gospel」を開催している。www.emishira.com

2022年にハンガーゼロの親善大使に就任されたゴスペル
歌手の白

しらさや

鞘慧
え み

海さんに、支援参加のきっかけや世界
食料デーテーマ曲作成についてお話を伺いました。
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 新春VOICE 白鞘慧海親善大使白鞘慧海親善大使

♪ぼくらはこの世界に
愛し合うために生まれて来たんだ♬

平和は
平和を作り出す人たちによってもたらされる

左から近藤総主事、王さん、月井さん（ポーランドの避難所で）

 新春VOICE

  ２
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生活の中から“始める”
◉ フェアトレードの商品を購入する

　開発途上国の生産者から適正な価格で買い取られた商
品などを扱う協力企業（株式会社キングダムビジネス）から
買って支援する。イベントなどで出店する機会も少しづつ増
えてきています、チャリティ
企画の際はぜひご活用くだ
さい。通信販売もあります。
商品の購入がハンガーゼロ
への支援にもなります。
　一番人気のフェアトレード
チョコレートは３月末までの
限定です。P.8 に商品案内が掲載されています。贈り物な
どにいかがですか。

◉ 書き損じ年賀はがきで応援する（古くてもOK)

　未投函のはがき
4 4 4 4 4 4 4

や未使用切手
4 4 4 4 4

を支援活動に用いさせ
ていただいています。かもめーるはがきや収集されてい
た記念切手類なども大歓迎です。国内外の通信費軽減
になります。

【2022年実績】
　はがき：172,942円分の切手に換金。
　未使用切手：201,563円分。
　注 はがきは日本郵便のものに限定

◉ ハンガーゼロ自動販売機を利用・設置する

　飲み物を買うと１本につき10円が
ハンガーゼロの支援活動に用いられ
ます。また防災対応のハンガーゼロ
自販機を設置していただくと、緊急
災害時の備蓄用としてパンの缶詰、
水、各96個が無償で提供されます。
現在、全国で112台が稼働中です。さらに設置してくださる
方を求めています。問い合わせは大阪・東京事務所まで。
【2021‒2022年度募金実績】
　設置 112台　3,240,000円
　設置のご相談は大阪事務所までご連絡ください。設置
費用は必要ありません。飲料の補充や空き容器の回収も
業者が行います。

◉ ネットを活用して支援の輪を広げる

　皆さんのホームページや SNS でシェア
や、いい ね、リツィートで 支援の輪を広
げてください。ハンガーゼロYouTube チャ
ンネルでは楽しい動画や現地情報などを
アップしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。

◉『本 deリンク』で支援する

　ハンガーゼロの各事務所では送られた本や CD・ゲー
ムソフトを換金して、支援活動に使わせて頂いています。
　※送料をご負担ください。以下のものはご遠慮ください。

本： 破れ、汚れ、書き込み、個人出版、文学全集など

CD 類：ケース割れ、ジャケットや歌詞カードの不備、

　　　 海賊版、カセット、レコード、VHS ビデオなど。
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参加や計画して“始める”
◉ 世界食料デーを開始し啓発・募金に協力する

　2022年の世界食料デー大会
は、全国 11 地区１８会場で対
面（オンライン併用も含む）で
の開催になりました。支援団
体のキリスト教会では世界食
料デーを覚えて特別な日曜礼
拝を行って支援をしてくださっています。大会やオンライン
で食料デー動画を利用していただく機会も増えていますの
で、今年も動画のラインナップを充実していきます。ぜひ
世界食料デーを通じて「わたしから始める」の輪を広げて行
きましょう。事務局（東京事務所）までお問合せください。

◉ 各種学校での「出前授業」にスタッフ派遣

　ハンガーゼロでは、未来を担っていく世代に貧困、飢
餓、戦争など、世界の現状を知ってもらい、関心をもって「わ
たしにできること」
を見つけて欲しい
と願って、スタッフ
が出かけて出前授
業を行っています。
授業は幼保育園か
ら大学まで年間70校前後で実施しています。
　目的、人数、対象年齢など、ご要望に合せてお受けし
ています。授業（講演）内容についてもご相談ください。
オンラインでも実施しておりますので遠慮なく各事務所
までご連絡ください。

 ◉ ハンガーゼロ親善大使を招きチャリティを企画

　ハンガーゼロにはクラシック、ゴス
ペル、ロックなどの音楽分野で活躍
されている親善大使がおられ、世界
食料デーやチャリティコンサートで協
力をいただいています。一昨年から
親善大使に落語家も加わり、新たな
企画で取り組んでくださる支援者さんもおられます。親
善大使についてのご相談は、東京事務所までお問い合わ
せください。

募金を “始める”
▪「ハンガーゼロサポーター」になる。（一口1000円／月）	
▪「チャイルドサポーター」になる。（子ども一人4000円／月）
▪「JIFHサポーター」になる。（一口	500円／月）
▪「海外スタッフサポーター」になる。（一口	1000円／月）
他「Tポイント募金」Ｔポイントカードの保有ポイントで募金する。
		「つながる募金」スマホやＰＣから支援する。
		「ストライプ募金」動画配信時などで随時募金する。

※「協賛広告」を募集しています。ウエブにも掲載。詳しくは東京事務所・近藤まで

上原 令子

ハンガーゼロ
親善大使の
みなさん

沖　縄
アンバサダー

森 祐理 ソン・ソルナム

小堀 英郎
ピアニスト シンガー

フルート奏者ゴスペル歌手 福音歌手

Manami

ゴスペル歌手
白鞘慧海

紫園 香
フルート奏者

ナイトdeライト
ロックバンド

SakiSaki
ゴスペルシンガー
ソングライター

ゴスペル亭パウロ
アマチュア福音落語家

飢餓のない世界を実現しよう！飢餓のない世界を実現しよう！
子どたちの希望になろう

デザイナーズアパートメント

東京（03）3518-0781 　　　愛知（052）265-7101 　　　　　「わたしから始める、世界が変わる」特集　　　　　 大阪〈本部〉（072）920-2225  　　　沖縄（098）943-9215

【購入者の声】
◦地球家族カレンダーの表紙写
　真の笑顔が素敵なので購入し
　ました。各月の写真も素晴ら
　しいですね。
◦フレーバーティーは、一度買って飲んでみたらとても美味
　しかったので発売されたら必ず購入しています。
◦刺繍の手工芸品の細かな手作業に感動します。
◦アンティークビーズアクセサリーは、とても良いパーツを
　使っている美しい商品ですね。この品質ならデパートでも
　並べられるくらいだと思いました。
◦フェアトレードチョコレートは、季節限定なのですがとて
　も美味しいので毎年楽しみにしています。

遺贈寄付についてのお問合せ、ご相談はこちらへ

お気軽に電話かメールでご連絡ください。

電話：03-3518-0781（東京事務所・近藤）

メール：tokyo@jifh.org
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各グループの中からボランティアリーダーが選ばれて、FH
カンボジアから保健衛生についてのトレーニングを受けま
す。各ボランティアリーダーは、学んだことを自分が所属す
るボランティアグループに教えます。そして、各ボランティ
アは、そこで学んだことを自分の家庭で実践しつつご近所
に啓発するというカスケードシステムが整っていることに驚
きました。このシステムがあるから保健衛生の取り組みを
広く浸透させていけるのだと感じましたし、村全体が同じ
目標に向かって進むことができるのだと思いました。保健
衛生は活動の成果が目に見えやすいものだと思います。以

前は汚れた水が気にならず関心も
なかった住民が、手をきれい

な水で洗ったり、トイレを
利用したりするのが習慣
化されることで、病気に
かかりにくかったり、生
活環境が良くなったりと

目に見える成果に直接つな
がります。それが地域の人の

大きなモチベーションにつながっ
ているのではないかと感じました。お話を伺った後、グルー
プに所属しているご家庭を訪問させていただきました。自
分のイメージをはるかに上回るほど生活環境がきれいに保
たれており、特にトイレやお風呂などの水回りやゴミが一
つもない環境に驚きました。現地の住居を見ることができ
てとても貴重な経験をさせていただきました。

念願の子どもクラブ訪問で感じたこと

　そして今回の大きな目的が小学校、子どもクラブの訪問
でした。私たちは事前に「日本のことを知ってもらえる達成
感のあるもの」をテーマに、日本の縁日をモチーフにした
新聞紙でできるワークショップを考えました。考えていく中
で規模感や現地の子どもたちの理解度、説明の仕方に苦
戦し、メンバーで試行錯誤しながら準備を進めました。ま
た、言語の壁も大きなもので、FH カンボジアの方やハンガー
ゼロのスタッフの方にたくさん助けていただきました。自分
たちで進められるか不安でしたが、快く私たちを迎え入れ
てくださり、何より現地の子どもたちが楽しそうに取り組ん

でくれてとても嬉しかったです。正直、自分の中で日本の
子どもたちと比べるとどこか違う部分があるのではないか
と思っていました。しかし子どもたちのキラキラした目を見
て、生活水準や環境、文化が異なっても同じ子どもで何も
変わらないのだと実感しました。小学校訪問では私たちが
12 月 24 日に集めたチャリティー募金が使われて設立され
た図書館（写真㊤）も見せていただきました。実際に絵本
を読んでいる姿や絵本によって学びに良い影響があるとい
うお話を聞くことができ、胸がいっぱいになりました。

３年ぶりの支援地訪問で得られたこと

　この約 1 週間のスタディーツアーを通して多くのことを学
び、経験し、考えることができました。3 年ぶりのスタディー
ツアーという事もあり、これまで紙でしか支援状況が見ら
れず、本当に自分たちの支援方法は現地の人にとってプラ
スなのかと不安に思うこともありました。しかし、実際に支
援先を訪れて自分の目で見たり、現地の方のお話を聞いた
りする中で、自分たちの行っている活動が誰かのためになっ
ていると身に染みて感じることができましたし、自分の活
動に自信が持てるきっかけになりました。不安と緊張を抱
いて臨んだこのツアーでしたが、それ以上に多くのものを
持って帰ることができた気がしています。

貯蓄グループは信頼関係構築の証

　コミュニティ訪問１日目、チャン・ヒア村の貯蓄グループ
を訪問させていただきました。グループの代表の方からグ
ループに参加した理由や、ハンガーゼロの現地パートナー
である FH カンボジアが村にきて変わったこと、今後望む
ことについてお聞きしました。日本の銀行のような役割を
村のコミュニティーの中で行っていることに驚きました。自
分のお金を預けるという事はお互いに信頼関係が築けてい
ないと難しいことだと思います。しかし、このような活動が
何年も続いているのは、FH カンボジアの根強い支援はも

ちろん、村の方々の強
い意志があるからだと
実感しました。子どもた
ちに教育を受けさせら
れるようにするため、自
分たちの生活水準を高
めるため、といった責

任と決意がグループの方のお話から伝わってきて、FH カン
ボジアの支援が終了した後も持続が可能な取り組みだと感
じました。

取り組みを浸透させるカスケードシステム

　コミュニティ訪問２日目、サッカダ村の保健衛生グルー
プを訪問させていただきました。こちらには 2007 年に一
度外部団体が入ってきたものの活動が続かず、2014 年か
ら FH カンボジアが、村の活性化のための総合的な活動
を行っている地域でした。ポリタンク
で作れる簡易手洗い設備（Tippy 
tap）の使い方や村の変化につ
いてお聞きすることができま
した。ここで特に印象に残っ
たことはカスケードシステムに
ついてです。村の中には、ご
近所同士が集まったボランティ
アグループがいくつもできています。貯蓄グループの説明を記録する参加者㊧

小学校の先生たちと参加者ゲームを楽しむ子子どもクラブで楽しい交流ができました

「日本の子どもと海外の子どもをダブルでスマイルに」という取り組
みを通して、毎年、ハンガーゼロの活動地の１つであるカンボジアの
子どもたちを支援してくださっている大学生ボランティアグループ「ダ
ブルスマイルサンタ」のメンバー 6 人が、2022年8月13日～20日
の日程で、支援地域「バン・ミリア」へのスタディツアーに参加され
ました。その活動報告と感想が届きましたので、紹介させて頂きます。 

（報告者・ダブルスマイルサンタ学生代表 竹森大洋さん）

FH= 国際飢餓対策機構

「ダブルスマイルサンタ」で検索するとHP がご覧になれます

大学生ボランティアの大学生ボランティアの

ダブルスマイルサンタがダブルスマイルサンタが
支援地を訪問支援地を訪問

大学生ボランティアの

ダブルスマイルサンタが
支援地を訪問

カンボジア
Cambodia

同グループは「大阪マラソン2023」でハンガーゼロの支援や運営にも協力いただいています


