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「共に成長するために」という理念のもと、
KnK は困難な状況にある青少年が新たな人生へと歩み出

せるようサポートしています。ゆえに、KnK では緊急事

態に即して開始した援助プログラムにおいても、中・長

期的な支援を継続することが少なくありません。そして、

KnK の援助プログラムは活動現地国の現地 NGO や地域コ

ミュニティとの連携のもと共に進められています。これ

ら KnK のすべての活動に共通するのは『共に』というキー

ワードです。

『共に』という私たちの考え方には、日本の若い世代

の人々や、KnK をご支援くださる個人支援者の方々、法

人の方々も含まれています。

これからも、より多くの方々と、共に。

共に成長するためにに成長するために
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お問合せは下記の担当者までお願いいたします。

海外事業オペレーション／現地派遣員募集／公的機関からの助成担当 大竹綾子　　森田智　　栗林伸昭

広報／教育プロジェクト担当    清水匡　　松浦ちはる

渉外／KO&Co.合同会社担当    守谷季美枝

事業開発      金珠理

総務／支援者対応担当     足立まどか

事務局長      ドミニク・レギュイエ

事務作業、イベント、翻訳などをお手伝いくださるボランティア、
および学生インターンも随時受け付けております。
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KnK の活動方針 　　　　　　　　　　　　　       

●アジアにおける開発途上国と日本の青少年の相互理解と友情を促進

する。

●困難な状況にある青少年に、理解と援助および教育の機会を提供し

年齢にふさわしい尊厳ある生活が送れるようサポートする。

●アジアの活動現地国において、人々の宗教的・政治的信条や信念を

尊重し、男女の区別なく援助を提供する。

日本の国内外を問わず KnK は教育、職業訓練の必要性を重んじ、

自己表現や遊ぶこと、将来を夢見ることといった子どもの権利を尊重

しています。

KnK は、アジアの恵まれない青少年の現状に関する日本の若い世代

の理解を促進するため、援助対象となっている青少年の代弁者として

その声を日本の人々に届ける教育啓発活動にも力を入れています。

© Sayuri OHKAWA

アジア9カ国でおよそ5000人以上の青少年がKnKの教育支援や生活支援を受けています。

KnK活動地
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活動対象者　　　　　　　　　　　　　　　

KnK の援助活動対象は、ストリートチルドレン、人身売買や性的搾

取の被害にあった青少年、家族や家庭を持たない子どもたち、そして

大規模自然災害や紛争・騒乱の被害にあった青少年など、アジアの恵

まれない青少年です。この中には、労働を強いられている青少年や、

家庭内暴力の被害にあった子ども、法に抵触し刑務所や更生施設に収

容されている未成年も含まれます。

KnK では、これらすべての青少年は等しく理解と教育を受ける権利

を持つと考え、彼らが適切な職業に就き地域社会の一員として尊厳あ

る人生を歩めるよう手助けをしています。

ストリートチルドレン

人身売買の被害に遭った子ども

法に抵触した青少年

貧困家庭に生まれ育った子ども

労働に従事させられている子ども

虐待の被害に遭っている子ども

大規模な自然災害の被害に遭った子ども

騒乱・紛争の被害に遭った子ども

•

•

•

•

•

•

•

•

アジアやラテンアメリカ、アフリカ諸国に多く見られる、路上で寝泊りしたり

路上で働いている子どもたちを指し、その数は全世界で 1億人にも上るとも言

われています。家族がいない子や、家庭から遺棄された子もいれば、家族ごと路

上で暮らしているケースもあり、いずれも非常に不安定かつ危険と隣り合わせの

生活状況です。学校教育や医療、適切な食生活にはほとんど手が届いていない一

方で、身体的にも精神的にも暴力にさらされているのが実態です。

◆ ストリートチルドレン ◆　
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パートナー団体　　　　　　　　　　　　　

KnK の援助プロジェクトは、直接運営のものと現地パートナー団体

との連携のもと進められているものを合わせ、アジア 9 カ国で総勢

5000 名以上の青少年を対象として実施されています。活動に携わる

識字教師やソーシャルワーカー、職業訓練講師、スポーツ指導員など

現地スタッフは 120 名を超え、ピア・エデュケーターと呼ばれる見

習い指導員やボランティアも活発に活動しています。

KnK が 2008 年 4 月現在活動を展開しているアジア 9 カ国では、そ

れぞれの地域コミュニティや青少年の家族をはじめ他の援助機関や現

地当局とも連携しながらプロジェクトが進められています。

2008-2010 年活動目標　　　　　　　　　　　　　　 

● 年長の青少年に対する援助内容を拡充し職業訓練およびKnKの施設からの卒業後の

自立サポートを強化する。

● 現地パートナー団体の活動基盤強化のための取り組みを継続する。

人材育成

ネットワーキング、広報、資金調達などを促進

● 雇用と収入の創出にむけた活動を強化する。

カンボジア、バングラデシュにおける生産者組合

● ユースセンターや職業訓練施設の建設（カンボジア、フィリピン、インドネシア）

● アジアにおけるネットワークの構築

カンボジア　　／ KnKネットワーク・カンボジア（07年7月設立の現地法人）

フィリピン　　／ KnKネットワーク・フィリピン（07年7月設立の現地法人）

パキスタン　　／ Friends Welfare Association (FWA)

インドネシア　／ Indonesian Child Welfare Foundation (ICWF)

東ティモール　／ Comoro Child & Youth Center Foundation (CCYCF)

インド　　　　／ Depressed People’s Welfare Association (DPWA)

バングラデシュ／ Society for Underprivileged Families (SUF)

ヨルダン　　　／ Higher Council for Youth (HCY)

ベトナム　　　／ Children Education and Training Center (CETC)

● 日本事務局の機能の強化

友情のレポーター、写真展、講演会など各種教育プロジェクトの強化

支援者ネットワークの構築（学校組織、一般個人、支援会員など）

自然災害などの緊急事態に即した対応を強化

活動対象者データベース作成と援助事業の評価活動　

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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プロジェクト実施国 開始時期 終了時期 対象者 居住施設型の

サポート

非公式教育

ALS*

刑務所および

更生施設

収入創出

サポート

長期援助プログラム

カンボジア 2000 年 9月 継続中 ストリートチルドレン、

トラフィックト・チルドレン、

貧困家庭出身者、未成年拘留者、

地域コミュニティ

○ ○ ○ ○

フィリピン 2001 年 11 月 継続中 ストリートチルドレン、

貧困家庭出身者、未成年拘留者、

地域コミュニティ
○ ○ ○ ×

ベトナム 2001 年 1月 継続中 ストリートチルドレン、 

更生施設に収容されている子ども
× ○ ○ ×

緊急災害対応プログラム

インドネシア

（アチェ）

2005 年 1月 2006 年 7月 スマトラ沖大地震・

インド洋大津波の被災児 × ○ × ×

タイ 2005 年 1月 2006 年 1月 スマトラ沖大地震・

インド洋大津波の被災児
× ○ × ×

インドネシア

（スマトラ）
2007 年 10 月 2008 年 6月

　　　（予定）
スマトラ島南西沖地震の被災児 × ○ × ×

緊急対応を端緒とする中長期援助プログラム

インド

（タミルナドゥ）

2005 年 1月 継続中 スマトラ沖大地震・

インド洋大津波の被災児 ○ ○ × ×

パキスタン 2005 年 10 月 継続中 パキスタン北部大地震の被災児
× ○ × ×

インドネシア

（ジョクジャカルタ）

2006 年 5月 継続中 ジャワ島中部地震の被災児 × ○ × ×

東ティモール 2006 年 10 月 継続中 騒乱の被害を受けた青少年 × ○ × ×
ヨルダン 2007 年 10 月 継続中 イラク避難民および

避難民受け入れ地域の青少年
× ○ × ×

バングラデシュ 2008 年 1月 継続中 サイクロン「シドル」の被災児、
貧困家庭出身者 × ○ × ○

教育プロジェクト

子どもレポーター 1995 年 2002 年 レポーター 24名および日本の青少年

友情のレポーター 2003 年 継続中 レポーター 26名および日本の青少年

友情の５円玉
キャンペーン

2000 年 継続中 600 を超える学校、グループ、個人ら国内のキャンペーン参加者

ビデオワークショップ 2005 年 継続中 カンボジア、インド、インドネシア、ヨルダン、日本の青少年

インターネット
ワークショップ

2006 年 継続中 カンボジア、フィリピンの青少年

写真展 2004 年 継続中 日本の一般市民

公開講座シリーズ・
　　　　　　　アジア

2007 年 継続中 日本の一般市民

タイプ別に見るKnKの活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　

*ALS: Alternative Learning System

2008 年 4月現在
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© Atsushi SHIBUYA
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コミュニティ・ベースの援助活動

1999 年、日本の小中学生がレポーターとしてカンボジ

アを訪れ、北西部バッタンバン市で現地のストリートチル

ドレン受け入れ施設を取材しました。施設で暮らす 5 歳

から 14 歳の子どもたちと出会い、取材を進めるうちに、

手に職もないまま自立を果たせず再び路上生活へ戻ってし

まう子も少なくないという現状を知るに至りました。そし

て、そうした子どもたちが真の自立を果たせるよう学校

教育や職業訓練を継続する場を提供したいという考えから

KnK の「若者の家」は生まれました。子どもから大
人へと成長する時間と、将来の職業選択に向けて努力をす

る機会を提供し、ひいては彼らが自立し地域社会に責任あ

る一市民として参画できるようサポートすることを目的に

「若者の家」を開設しました。

各地の「若者の家」で子どもたちは大家族のように生活

し、識字教育や学校教育、職業訓練などを受けながら過去

の苦難を乗り越え、個々のアイデンティティを確立し、将

来の自立に向け日々、努力しています。

フィリピンの「若者の家」では、暴力の被害や薬物の乱用、

性的搾取など危機的状況にあった子どもたちを優先的に受

け入れています。社会から阻害されてしまった子どもたち

が、家庭的な生活の中で学校へ通い成長できるようサポー

トしています。

「若者の家」の誕生
恵まれない青少年の自立を目指して　

労働力としてやり取りされ、物乞いや荷物運び、売春などを強いられ

る子どもたちです。親元を離れる理由としては人身売買業者にだまされ

るケースもあれば、家計の苦しさゆえに自ら働き口を求めて近隣諸国へ

渡る子もいます。そうした子どもたちのうち、働いているところを警察

に補導され本国へ送還されたり自力で逃げ出すなどして親元へ戻ったと

しても、問題の根源にある貧困が改善されていないために、働き手とし

て繰り返し売られてしまう例も少なくありません。KnK ではそうした

子どもたちをカンボジアの若者の家で受け入れ、自立の手助けをしてい

ます。

◆ トラフィックト・チルドレン ◆
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コミュニティ・ベースの援助活動
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「若者の家」とは、主に 15歳以上の青少年男女

が 5名から 30 名規模で住まい、ここから学校や

職業訓練に通いつつ生活する居住型の援助施設で

す。その背景には、一般に恵まれない子どもの受

け入れ施設では対象年齢を 14、15 歳までとして

いる現状があります。

「若者の家」では主にトラフィックト・チルド

レン（人身売買の被害に遭った青少年）や極貧家

庭出身の青少年が数年間を過ごし、将来の自立に

備えています。また、KnKでは青少年の家族を探し、

関係を再構築するためのサポートも行っています。

◆ 若者の家 ◆ 

フィリピンのマニラ首都圏では、ソーシャルワーカーや元

ストリートチルドレン出身のエデュケーターからなる KnK

チームが街を巡回し、路上で寝泊りする子どもたちの聞き取

り調査を実施しているほか、彼らを対象とした課外活動や若

者の家の青少年との交流を図るなどして信頼関係を築き、識

字教室へ通えるようサポートしています。

ストリートチルドレンのフォロー

路上生活児と社会をつなぐために
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コミュニティ・ベースの援助活動

KnKは 2002年より、刑務所や更生施設に収容されている未成年者へのサポートを行っています。KnKの活動現地

国においては、しばしば貧困や教育の欠如ゆえに子どもたちが犯罪と隣り合わせにある一方で、法に触れ収監された青

少年に対し刑務所では教育面のサポートがほとんど得られないという現状があるからです。KnKでは、刑務所内の未

成年を対象とした識字教室や職業訓練を継続しているほか、出所後のサポートも行っています。

法に触れた青少年に対しても支援の手を

刑務所や更生施設における活動

© Sayuri OHKAWA
　町中の街路や橋の下、あるいは墓地の通路な

どに数人ずつグループを形成して寝泊りしてい

るストリートチルドレンは、スリやひったくり

などでわずかなお金を得たり、空腹を紛らすた

めに薬物を乱用し、ケンカなどの暴力沙汰や

犯罪行為に巻き込まれることも少なくありま

せん。KnK が支援する「法に抵触した未成年」

とは、このような青少年を指しています。

◆ 法に抵触した未成年とは ◆ 

軽度の犯罪でも、裁判の順番待ちなどの理由で、数年にわたり

刑務所の劣悪な環境で過ごさなくてはならないのが現状です。
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コミュニティ・ベースの援助活動

KnKは、アジア各地でユース・センターや教育施設などを運営し

ています。これらの施設では、教育機会を得られずにいる恵まれない

青少年、中でも他の援助機関からのサポートを受けられずにいる子ど

もたちに対し、識字教室などの非公式教育を通じて学ぶ喜びや子ども

らしい時間、そして将来に備え努力する機会を提供しています。

パキスタン･･･････2005年10月の北部大地震で被災した地域におい

て、3つの学校教育施設を展開しています。ここ

では300名を超える子どもたちが学んでいます。

バングラデシュ･･･2007年11月に発生した超大型サイクロン「シド

ル」により甚大な被害を受けた5つの村でチルド

レン・センターを運営しています。

ヨルダン･････････フヘイスとアズラックの二地域にて、既存のユー

ス・センターを活用しヨルダンの青少年とイラク

避難民の子どもたち双方に向けた人道的教育支援

を行っています。

東ティモール･････2006年春の騒乱により影響を受けた青少年を対

象に、首都ディリのコモロ・ユース・センターに

てスポーツ活動や識字教室を継続しています。

カンボジア、フィリピン、インドネシア（ジョクジャカルタ）にお

いて、KnKは恵まれない青少年のための生活施設、職業訓練施設や

ユース・センターを建設しています。これらの施設は、近隣の地域住

民家庭の子女にも開かれています。

援助の届きにくい子どもたちに支援を

ユース・センターや教育施設における活動

原則として日中に開所され、識字教育や学校の補習、カウン

セリングのほか、レクリエーションやスポーツをはじめとする

課外活動などを中心に子どもたちをケアする施設です。

◆ ユース・センター／チルドレン・センター／

　　　　　　　　　　　　オープン・センター ◆
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コミュニティ・ベースの援助活動

アジア各地における国境なき子どもたち

（KnK）の活動は、「教育支援」という共通項を

持ちながらも、それぞれの地域に特有の状況に

あわせて様々なプログラムを行っています。

KnKの活動対象となっている青少年の多くは、

教育機会を得られずにいる子どもたちです。スト

リートチルドレンやトラフィックト・チルドレン

（人身売買の被害に遭った子ども）、孤児、親から

遺棄された子、食べるために労働を余儀なくされ

ている子どもらのほとんどは、一度も学校へ通っ

たことがないか、あるいはごく早い段階で通学を

諦めざるを得なかった状況にあります。

こうした青少年に対し、KnKでは次のような取

り組みを行なっています。

KnK は子どもとしての当然の権利である教育を提供すると同時に、

自立に向けた職業訓練も実施しています　

職業訓練・非公式教育

2004 年に建設着工したカンボジ

ア、バッタンバンの KnK 施設は、

2008 年 3 月現在、若者の家・女子、

若者の家・男子、職業訓練（絹織物、

縫製、籐工芸）棟に加え、識字教室・

図書室・縫製の訓練室からなる最新の

施設が完成し、それぞれすでに機能し

始めています。2008 年中には敷地内

に桑の木を植林し、伝統的絹織物のた

め蚕による絹糸作りを開始する計画で

います。

　ストリートチルドレンなど基礎的な
学校教育を受けていない青少年の場
合、一般的には公式の職業訓練所へ
の入学資格もありません。KnK では、
こうした青少年を対象に職業訓練を
行っています。絹織物や縫製、木工芸
などの訓練コースを非公式教育と並行
して実施し、一市民としての自立を促
進しています。

　公式教育の仕組みが機能している地
域においても、極貧家庭の子どもが学
齢通りに就学するのは困難なケースが
少なくありません。騒乱や大規模自然
災害の被災により通学が中断する場合
もあります。KnK はこうした子ども
たちのために、公式学校へ通える環境
が整うまで、各地で非公式教育として
の識字教室などを実施しています。

　KnK がフィリピンで行う非公式教
育の一環です。その特色は、教育省
に認証された公的資格をもつ KnK ス
タッフ教師が公式教育の指導要項に
そって授業を行っている点です。この
ALS を規定の時間以上受け試験に合
格すると公式学校と同等の修了資格を
得ることができ、奨学金などを利用し
て上級の公式学校へ進学することも可
能になります。

◆ 非公式教育 ◆

 （Non Formal Education）

◆ ALS ◆

（Alternative Learning System）

◆ KnK が行う職業訓練 ◆

子どもたちひとりひとりが自立できるように ･･･
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2004 年末のスマトラ沖大地震・インド洋大津波で被災した子どもたちに対し、KnK はタイ、インド、

インドネシアでの援助活動を実施しました。そしてこれ以降、緊急事態に即した援助活動を各地で展開し

ています。その枠組みは次の通りです。

KnKは、大規模自然災害の被災地における救急救命活動など短期的な緊急支援が収束する時期、一般

的には災害発生のおよそ5～10日後に現地での活動を開始します。

KnKは、災害の被災地においても、本来の活動分野すなわち青少年への教育支援を主眼に援助活動を

行います。具体的には学校の補習授業やレクリエーション活動、職業訓練などが挙げられます。

KnKは、現地NGOをパートナーとして緊密な連携のもとに活動を展開し、同じく被災した現地NGOの

機能回復もサポートします。

KnKは、災害の被災地における援助活動期間をおよそ6ヶ月から2年間と設定し、被災した青少年ら

の復興に向けた歩みをサポートします。

KnKは、援助活動を通じて被災地の青少年と日本の若い世代の人々とをつなぐ役割を担います。

●

●

●

●

●

津波、地震、サイクロンなどで被災した子どもに 寄り添って
大規模自然災害での支援活動

© Atsushi SHIBUYA
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緊急事態に対応した援助活動

大規模自然災害や騒乱などの緊急事態は残念ながら今後も起こりうる可

能性があります。KnK では 2004 年末のスマトラ沖大地震・インド洋大

津波における対応以来、こうした事態がアジア域内で発生した場合に、ど

のような援助活動が展開できるか検討するための初動調査を実施していま

す。KnK の初動調査は、原則として緊急事態の発生以後およそ 5日から

10 日後に、2～ 3名のスタッフで実施します。調査現場では連携可能な

現地団体を探し、被災者の状況に合わせて活動内容を策定します。これま

での初動調査はすべて 5ヶ月から一年間の緊急事態に即した援助活動実

施につながっています。また、パキスタンや東ティモールなど中・長期的

な援助活動に展開した例も少なくありません。

緊急事態に即した初動調査

現地のニーズに合わせたプロジェクトを展開するために
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緊急事態に対応した援助活動

緊急事態に即した援助から、中・長期的な援助へ

大規模自然災害や騒乱などの被害を受けた活動地

では、初期の緊急援助が終了した後も、教育設備や

生活基盤が損なわれたまま困窮生活を送らなくては

ならない人々が数多く残されます。こうした状況に

対し KnK では、支援者の方々からのお力添えのある

限り被災地での活動を継続し、現地 NGO との連携の

もと中・長期的な援助プログラムに転換することを

視野に入れています。

共に寄り添い続けること
大規模な自然災害発生直後では世界各国から多く

の援助機関が緊急支援に駆けつけます。しかし、こ

うした緊急援助は通常、短期間で撤退するのが一般

的です。これに対し KnK は、現地の人々が復興に向

けて力を尽くせるよう、中長期的に被災地の子ども

たちを支援します。子どもたちが笑顔を取り戻すこ

とが、周囲の大人にとって心の支えともなるからで

す。

被災地の子どもたちと心を通い合わせる
KnKの海外派遣員たち



17

緊急事態に対応した援助活動

2006 年春、東ティモールでは出

身地域の違いによる軋轢から生じた

とされる問題によって暴動が度重な

り、首都ディリは騒乱状態に陥りま

した。数日間にわたり略奪や暴力行

為が続き、7 万人以上の市民が住ま

いを離れ国内避難民となりました。

一時しのぎの避難民キャンプが 60

以上も作られ、国連が警察部隊を派

遣するまでの事態になったのです。

このような状況の中で、KnK はディ

リ市内でも最も激しい破壊行為の繰

り広げられたコモロ地区にあるユー

ス・センターにて援助活動を開始し

ました。

2006 年 10 月、コモロ・ユース・

センターがサッカーやバレーボー

ル、ハンドボールなどのスポーツ・

プログラムにより再開されると、た

ちまち青少年が押し寄せ、月平均で

述べ 1 万人もの参加者が見られまし

た。

以来、センター内の識字教室で

は 150 名程度、英語教室では 100

名程度の青少年が学習を継続してい

ます。スポーツ・プログラムは国家

代表レベルの選手が指導に来てくれ

るなどの協力もあり、毎日の練習と

月一回のトーナメント大会も開催さ

れ、2008 年 3 月現在も地域の青少

年男女約 200 名が登録し熱心に取り

組んでいます。

こうした活動により、今ではコモ

ロ・ユース・センターは地元の人々

から「ピースセンター」と
呼ばれるまでに親しまれています。

 騒乱の影響を受けた青少年

最も治安の悪かった場所が、「ピース（平和）センター」と呼ばれるようにまでになっています

© Atsushi SHIBUYA
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緊急事態に対応した援助活動

2007 年夏、ヨルダンには隣国イ

ラクから混乱を逃れてきた避難民が

数多く流入していました。公式に「難

民」と認定されていないこれらの

人々の生活は、ヨルダンでは第三国

へ移動する途中の一時滞在、あるい

は自国の混乱が収まるまでの一時待

機といった不安定な形になっていま

す。こうした状況に対し、KnK はイ

ラク避難民家庭の青少年と、ヨルダ

ンの青少年とが互いに理解と友好を

深め、助け合えるようになることを

願って、教育支援活動を開始しまし

た。

首都アンマンから約 30 キロに位

置するフヘイスという町のユース・

センターでは、イラク出身およびヨ

ルダン人の青少年女子を対象に英語

教室やスポーツ、音楽などの課外活

動を実施しています。また、アン

マンからイラク国境に向けておよそ

100 キロほど離れたアズラックとい

う町のユース・センターでも、イラ

ク出身およびヨルダン人の青少年男

女約 110 名に向けたスポーツ活動と

職業訓練を行っています。

避難民家庭の子ども

イラクでの戦火を逃れ、ヨルダンへ避難してきた子どもたち

大量の避難民を受け入れるヨルダンの青少年との相互理解を目指して

© Mika TANIMOTO
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収入創出による援助活動

貧困や自然災害の被災などにより教育を充分に受けられなかった青少年に対し、

職業訓練は自立に向けた重要な援助の一つですが、習得した技術を生かせる雇用に

結びつかなければその効果を存分に発揮することはできません

機織り機の購入のため、無利子で貸付を行う

就職先を探すためのサポートを行う

KnK の主導で発足する生産者組合に参加し、就業する機会を提供する

•

•

•

バングラデシュでもサイクロンの被災

地において縫製と機織りの職業訓練を実

施し、修了生や地域住民との協議により同

様の生産者組合の設立を視野に入れていま

す。

KnKは 2006 年にカンボジアのバッタンバンにて伝統的な絹織物の職業訓練を開始、次いで 2007 年には縫製と

籐工芸のコースも開始しました。そして 2007 年末に絹織物コースを修了した第一期生に向けて、KnK は下記の

サポートを行っています。

生産者組合「KO&Co. カンボジア」は2007 年 12 月
に発足しました。ここでは 2008 年 3月現在、訓練を修了した 8

名の若い女性が所属しています。2008 年中に縫製コースを終え

る 7名もここに加わる予定となっています。さらに、2009 年に

は籐工芸コースの修了者や絹織物コースの二期生も参加が可能と

なります。

この KO&Co. カンボジアで生産される商品は、バッタンバンの

市場などで観光客・訪問者に対して販売されるほか、絹製品は日

本でも KO&Co. 合同会社によりフェア・トレードとして販売され

る予定です。
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広報・教育啓発活動

KnK は教育的団体であり、その対象は援助プログラムを実施しているアジアの青少年だけでなく

日本国内の青少年も含まれています

ビデオカメラの基本的な使い方を学びス

トーリー性のある作品を作ることで、参加す

る青少年の心理的ケアにつながる自己表現を

目的としています。このワークショップは

2004 年以降、カンボジア、インドネシア、

インドをはじめ、日本国内でも行なわれ、

2008 年はヨルダンにおいて、イラク避難民

とヨルダン人の青少年相互理解を目的として

6 回目となるビデオワークショップを開催し

ています。

普段コンピュータに触れる機会がない子どもたちを対

象に、日本から講師が派遣され、コンピュータ操作とイ

ンターネットについて学びながら、現地組織 KnK ネッ

トワーク・フィリピンのホームページを作成しました。

「共に成長していく」ことを目指して

：ビデオワークショップ：

：コンピュータ＆
　　ウェブワークショップ：

KnK の設立の前身となった教育プロ

ジェクトを継続する形で、日本の小・

中・高生がアジア各地へ赴き、アジア

の青少年との相互理解と友情の促進に

努めています。

ベトナムやカンボジアの働く子ども

たち、少年修行僧となったラオスの子

どもたち、そしてタイに人身売買され

た青少年など、友情のレポーターが取

材を通じて出会った子どもたちの現状

に関するビデオレポートは、日本の学

校教育機関でも教材として広く活用さ

れています。

他者との出会い、　　

：友情のレポーター：
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広報・教育啓発活動

カンボジアの青少年に対し、京都在住の建築

士がボランティアで講師を務めるワークショッ

プです。大工道具を手にするのも初めてという

参加者が皆で一つの建物を完成させ、技術と同

時にチームワークや計画性なども養う機会と

なっています。

   これに勝る冒険はありません

：建設技術ワークショップ：
５円玉の募金でアジアの恵まれない子ども

たちを支援するプログラムです。

「ご縁」につながる 5 円玉を友情のシンボ

ルとして、小 ･ 中 ･ 学生でもアジアの同世代

の子どもたちのためにできることがある、と

呼びかけています。

：友情の５円玉キャンペーン：
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広報・教育啓発活動

写真が人々に訴えかける力は強く、子

どもたちが置かれている状況を説明する

にはとても有効な手段の一つです。

KnK は、ストリートチルドレン、ゴミ

山で働く子どもたち、法に抵触した青少

年、パキスタンやインドネシアの地震で

被災した子どもたち、そして東ティモー

ルで平和を勝ち取るために闘っている

青少年たちの状況を写真展会場のみなら

ず、駅や学校、企業内のスペースなどで

も紹介しています。

写真展を開催することはまた別の角

度から子どもたちを支援することにつな

がっています。

2008 年 5 月 7 日～ 14 日の日程で KnK

写真展「イラク避難民家族の物語 ～ヨル

ダンで願う平和～」を開催します。

写真展　　　　　　　　　　

日本の若者に 伝えるのもKnKの大切な役割です

KnK 公開講座シリーズアジア

2007 年 10 月より外部講師をお招きし

て公開講座を始めました。KnK の活動紹介

に留まらず、活動対象国についてさらに深

く学び、さらに多くの人々に伝えていきた

いと考えています。

KnK のアジアの活動現場では、毎年、数千枚にも上る写真が撮影されています。活動内容を紹介するこれらの

写真資料は、学校教育機関やギャラリーでの展示を通して、日本の人々、とりわけ若い世代の人々に、アジアの

子どもたちの現状についての理解を深めてもらうよう活用されています。
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広報・教育啓発活動

KnK では年間 5 ～ 7 回にわたり支援者向けニュースレ

ターを発行しています。援助プログラムの実施現場からの

ニュースや日本からの海外派遣員の報告、援助プログラム

の進捗など、ニュースレターは KnK の活動と支援者の方々

をつなぐ役割を担っています。

KnK は、株式会社小学館、UBS 証券会社、松下電器産業

株式会社などの協賛企業からのご支援をうけ、教育ビデオ

を毎年制作してきました。

その中には文部科学省より推薦作品として選定されたも

のもあり、その内容は KnK の活動だけでなく、アジアの

子どもたちの姿そのものを紹介しています。こうしたビデ

オ作品は一般の方々を始め、学校教材や講演会資料として

販売や貸出を行っています。

ビデオ作品一覧ビデオ作品一覧

・「共に成長するために～若者の家～」・「共に成長するために～若者の家～」

・「お帰り、ここは君の家」　フィリピン・「お帰り、ここは君の家」　フィリピン

・「ストリートチルドレン」　カンボジア ビデオワークショップ・「ストリートチルドレン」　カンボジア ビデオワークショップ

・「12月 26 日、僕らの町は色を失った」  ・「12 月 26 日、僕らの町は色を失った」  
                                         インドネシア ビデオワークショップ                                         インドネシア ビデオワークショップ

・「あの津波を忘れない」  インド ビデオワークショップ・「あの津波を忘れない」  インド ビデオワークショップ

・「友だちの笑顔（小学生作品）」／・「友だちの笑顔（小学生作品）」／
  「Together ( 高校生作品）」　　　 日本 ビデオワークショップ  「Together ( 高校生作品）」　　　 日本 ビデオワークショップ

・「トラフィックトチルドレン（人身売買された子どもたち）」  ・「トラフィックトチルドレン（人身売買された子どもたち）」  
　　　　　　　　　　　   　カンボジア ビデオワークショップ　　　　　　　　　　　   　カンボジア ビデオワークショップ

・「言葉にできない真実」　・「言葉にできない真実」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　イラク・ヨルダン  ビデオワークショップ（仮題）イラク・ヨルダン  ビデオワークショップ（仮題）

友情のレポーター作品友情のレポーター作品

・「日曜日なんて嫌い」友情のレポーター 2002 カンボジア取材・「日曜日なんて嫌い」友情のレポーター 2002 カンボジア取材

・「携帯を持つ子ども、携帯を持たない子ども」  ・「携帯を持つ子ども、携帯を持たない子ども」  
                                   友情のレポーター 2002 フィリピン取材                                   友情のレポーター 2002 フィリピン取材

・「友情へと続く道」     友情のレポーター 2003 カンボジア取材・「友情へと続く道」     友情のレポーター 2003 カンボジア取材

・「ラオス ルアンパバーンの少年修行僧」  ・「ラオス ルアンパバーンの少年修行僧」  
                                              友情のレポーター2004 ラオス取材                                              友情のレポーター2004 ラオス取材

・「ベトナム 働く子どもたち」  ・「ベトナム 働く子どもたち」  
                                       友情のレポーター 2005 ベトナム取材                                       友情のレポーター 2005 ベトナム取材

・「地球が丸い理由～ジャワ島中部地震被災者取材～」　・「地球が丸い理由～ジャワ島中部地震被災者取材～」　
                                友情のレポーター 2006 インドネシア取材                                 友情のレポーター 2006 インドネシア取材 

・「黄金の絹糸～伝統技術で貧困からの脱却を～」・「黄金の絹糸～伝統技術で貧困からの脱却を～」
                                   友情のレポーター 2007 カンボジア取材                                   友情のレポーター 2007 カンボジア取材

             　　　　　　　　 ニュースレター 

　　　　　　　　　　　　　　ビデオ制作 
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活動にご参加いただくには

KnKネットワーク・インターナショナル

KnK はアジアの援助プログラム現場において活

動するアドミニストレーター、コーディネーター、

ソーシャルワーカーを募集しています。海外派遣員

とは、KnK の活動方針に基づいて、東京事務局と

の連携のもと現地でのプログラム遂行に従事してい

ただくポジションです。派遣期間は原則 6ヶ月か

ら 2年、渡航費用と現地生活日当、国内支給手当

は KnK の負担ですが、基本的にはボランティアと

しての派遣に応じてくださる方を求めています。

KnKは同時に、東京事務局での事務作業補助や、

イベント開催時のお手伝い、そして在宅での翻訳な

ど、ご協力くださるボランティアの方を随時募集し

ています

学生インターンをご希望の方も、ぜひ事務局まで

お問合せください。

KnKネットワーク・カンボジアと、KnKネットワー

ク・フィリピンは 2007 年 7 月に現地法人として

設立されました。それぞれ現地国における理事会を

設置し、現地国における非営利法人としての活動を

目指しています。

海外派遣員　募集　　　　　　　　 

ボランティア ･インターン 募集　　

下記のインターネットホームページを開設準備中です。

KnKの現地法人　　　　　　　　　

www.knk-network.org.kh ( クメール語／英語 )

www.knk-network.org.ph ( タガログ語／英語 )

www.knk-network.org ( 英語 ) 

KnK ネットワーク・カンボジアのロゴマークKnK ネットワーク・フィリピンのロゴマーク
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KO&Co. は、NPO法人国境なき子ど

もたち（KnK）の活動をサポートする

ために 2007 年に設立されたフェア・

トレードの会社です。フェア・トレー

ドとは、海外の製品を公正な価格で買

取り、生産者の自立を助ける新しい貿

易のあり方です。

KO&Co. は主に、カンボジアのシル

KO&Co. でのお買い物、それは･･･

KnKの活動をサポートすること

カンボジアでKnKが実施する職業訓練を資金面でサポートすること

カンボジアの恵まれない青年層のために雇用を創出すること

恵まれない青少年に職業訓練を提供し、組合制度を通じて雇用を創出  

          することで、貧困の悪循環から抜け出せるようサポートすること

1 

2 

3 

4 

KO&Co. は今後、KnK が活動するアジア各国（2008 年 4月現在 9カ国）

でも「フェア・トレード」、「職業訓練への資金サポート」、「恵まれない若者

への雇用創出」という同様のビジネスモデルによるサポートを広げていきた

いと考えています。

KO&Co.合同会社（コーアンドコー）

ク、なかでも衣類やアクセサリー、イ

ンテリア装飾小物などの絹製品の輸

入・販売を手がけています。その収益

は、カンボジアの北西部バッタンバン

市で KnKが実施している職業訓練（絹

織物＆洋裁）と、修了生を中心とす

る生産者協同組合の活動に充当されま

す。
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【A. カンボジア活動報告】

Ⅰ　アジアにおける援助活動報告

[1]  概況
2000 年に開始したカンボジアに

おけるプロジェクトは 2007 年で

丸 7 年 を 迎えた。7 月 に は、KnK 

network Cambodia が現地 NGO 法人

として承認され、それ以降はカンボ

ジア人代表を中心として諸活動が展

開されている。「若者の家・バッタ

ンバン」では、前年までに建設され

た居住施設やワークショップ用施設

に加え、12 月にはコミュニティセン

ターの建設も完了した。現在は、絹

織物、縫製、籐家具作りの訓練が実

施されている。またバッタンバン州、

バンテアイミエンチェイ州の両刑務

所での教育活動については、本年は

受益対象者数が 50 名以上増加し、

若者たちの出所後の社会復帰支援も

強化した。

[2]  プロジェクト
1）「若者の家」プロジェクト
(1) 活動内容
「若者の家・バッタンバン」は、

ストリートチルドレンや孤児、人身

売買や性的虐待の被害に遭った青少

年のための自立支援施設であり、他

の援助機関が運営する施設での受け

入れが難しい 15 歳以上の青少年を

対象に支援を行った。同施設では、

子どもたちに衣食住や教育・職業訓

練の機会を提供し、心理的ケア、就

業支援、家族との和解に向けた調停、

卒業後の定期フォローアップ等を行

った。12 月末時点で計 59 名（男子

38 名、女子 21 名）が同施設で生活

していた。

また、2002 年 9 月に開設した「若

者の家・プノンペン」では、首都で

しか学べない職業訓練や高等教育機

関への進学と自立を希望する貧困層

の若者を支援しており、年間を通じ

て 4 名の男子を受け入れた。

(2) 成果
バッタンバンの施設に滞在する子

どものほぼ全員が公立学校または職

業訓練に通った。公立学校では計

24 名（男子 16 名、女子 8 名）が学

び、職業訓練では計 15 名（男子 4

名、女子 11 名）が車修理塗装、美容、

絹織物技術等を学んだ（後述）。また、

平日には施設内で 29 名（男子 21 名、

女子 8 名）を対象に識字教育も行わ

れた。

なお、バッタンバンでの卒業生数

は、プロジェクト開始時から 2007

年 12 月末までの期間において 100

名を超えた。卒業生が精神的・経済

的に安定した生活を営むため、卒業

後も KnK スタッフによる定期的なフ

ォローアップが行われている。なお、

卒業生が転職・独立・起業する際、

必要に応じたローン等の支援も行っ

ている。卒業生同士が情報交換を行

い問題解決に取り組むための同窓会

（The Alumni Club）も 2007 年中に 2

回実施された。

(3) 課題
本事業は、恵まれない青少年へ

の衣食住、教育・職業訓練機会の
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盗を繰り返す若者、薬物依存の若者

等）を支援するためには、スタッフ

が社会福祉分野の方法論（ケースマ

ネジメント、依存症者のカウンセリ

ング、地域に根ざした福祉ケア等）

についてより広範に学び、同分野で

の他団体の成功例等も参照、応用す

るなど、スキル向上のための一層の

努力が必要となる。 

2）職業訓練活動
(1) 活動内容
上述の「若者の家・バッタンバン」

にて以下の職業訓練を実施した。

　①絹織物ワークショップ：

2006 年 8 月より絹織物の職業訓練

を開始した。2007 年 12 月末の時点

で 16 名の女子が織物技術の習得ま

たは向上を目指しながら、販売用の

絹製品の製造も行っていた。

提供の面では確実に実績を残して

いる。一方、それらの機会の提供

が、実質的に若者の社会復帰や自立

において、どの程度貢献したのかに

ついての検証はこれまで十分ではな

かった。今後は、本事業におけるサ

ービスの利用者数や、活動またはサ

ービス実施といった単なる履歴確認

にとどまらず、援助活動により、ど

のような変化が個々の受益者に現れ

たか、もしくは地域社会や受益者の

家族に対しどのようなインパクトを

もたらしたかを評価することが必要

であろう。そうした評価活動を経る

ことによって、青少年が実際に社会

復帰または自立できているかどうか

を客観的に把握することが可能とな

る。同時に、本事業の有効性と持続

性を向上させるための、より良い事

業運営の方向性、実施体制、戦略等

が示唆されるように思われる。

より困難な問題を抱えた若者（窃

　②縫製ワークショップ：

2007 年 8 月より縫製訓練を開始し

た。12 月末の時点で 8 名の女子が、

鞄や洋服の製造技術を学んでいた。

　③籐家具ワークショップ：

2007 年 10 月より籐家具製造技術の

訓練を開始した。12 月末の時点で 5

名の男子が製造技術の向上に努めて

いた。

　④農業関連アクティビティ：

施設と同敷地内にて、これまで家庭

菜園や稲作活動を実施した。2007

年には野菜、果物、米の収穫が行わ

れた。

(2) 成果と課題
2007 年は絹、縫製、籐家具の製

造と 3 種の職業技術訓練を行い、受

講する若者の技術力は大幅に向上し

た。今後は、これらの技術を習得し
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被害を受けた子どもの心理ケア手法

を学び、ワークショップで得た知識

やスキルを実際に活用して子どもに

カウンセリングを実施するなど、ス

タッフと子どもたちの双方に役立つ

結果を生んでいる。

4）法に抵触した青少年への
　　　　　　　　　 支援活動
(1) 活動内容
　バッタンバン（BTB）州およびバ

ンテアイミエンチェイ（BTMC）州

の刑務所に拘留されていた若者に対

し、以下の諸活動を実施した。

　①教育活動： 

BTB 州および BTMC 州刑務所におい

て、識字、算数、道徳等の基礎教育

を毎週実施した。活動参加者数は、

BTB 州では 50 名（うち女子 4 名）、

BTMC 州では 78 名（うち女子 15 名）

であった。

　②職業訓練：

BTB 州刑務所に拘留されていた若者

に対し、毎週、絵画、縫製、造花の

職業訓練を実施した。支援対象人数

は、絵画が男子計 15 名、縫製と造

花に関しては女子計 16 名であった。

　③出所前後のサポート：

教育活動に参加している若者を対象

として、彼らの刑務所の出所前後に

家族との連絡調整や、出所時の交通

費および衣服の支給等を行った。

2007年はBTB州およびBTMC州刑務

所において計60名に支援を行った。

　④人権啓発活動：

BTB 州では国際子どもの日（6 月 1

日）を、BTMC 州では人権の日（12

月 10 日）を記念して、刑務所内で

イベントを企画実施し、子どもの権

利保護に対する関係者間での意識向

上を促した。

た若者が協同組合を形成し、グルー

プで絹・縫製・家具製品の製造と販

売を行い、彼らの収入向上につなが

るよう、協同組合の形成のための支

援を実施する。なお、組合への参加

を希望しない若者については、技術

を活かせる職場への就職斡旋なども

支援する予定である。

3) ワークショップ活動
職業訓練の他に、「若者の家・バ

ッタンバン」では同施設に滞在して

いる子どもたちを対象として啓発ワ

ークショップを実施した。テーマは

「薬物」や「HIV/AIDS」といった特

に青年期に必要なものを取り上げ、

ロールプレイやグループディスカッ

ションを適宜まじえて行われた。

同時に、2007 年で 3 年目の開催

となったが、現地の NGO スタッフ

を対象に「カウンセリング研修」を

実施した。各スタッフは人身売買の
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(2) 成果と課題
刑務所での教育および職業訓練活

動に参加した若者の多くは、本事業

において初めて学びの機会を得て、

自分の過去の行いについて反省し、

出所後の生活の計画が立てられるよ

うになったと述べるなどしている。

今後は、刑務所を出た若者の社会復

帰支援をより強化し、一時的な住居

の提供、就職支援等も拡充して行う

予定である。

[3]  パートナー・関連諸機関

1）国際機関
-  国際移住機関 (IOM)

-  国連児童基金 (UNICEF)

 

2）政府機関
-  トランジット・センター（人身売  

   買被害者でタイから送還された子

   どもの一時受け入れ施設）

-  社会福祉省（MoSAVY）

-  内務省

-  バッタンバン州：教育青年スポー 

   ツ局、  保健局、職業訓練センター

   （BTB-VTC）等

3）非政府組織（NGO）
●子ども・青少年の受け入れ団体

HOMELAND ,  K om a r  R i k r e a y 

Association Center, Goutte D’eau, 

CCASVA, LAC, ILDO, SKO, Phare 

Ponleu Selpak, ARM, Pteah Teuk 

Dong, Komar Santapeap 2, Dhamma 

Yeatra Mongkol Borei, ERM, NYEMO, 

SFODA, SCCR, JCIA, CWCC, Neavea 

Thmey 等

●子ども向けカウンセリング実施・

協力団体

TPO, COSECAM, MEDiCAM, NGO-CRC等

●刑務所内教育活動協力団体

LICADHO, ADHOC, PJJ 等

[4]  今後の展望
2000 年の事業開始から 7 年が経

過したことを勘案し、本事業の便益

が持続的に発現して当該地域やそこ

に居住する多くの若者に還元される

ことを目指す時期に来ていると思わ

れる。これまでの事業成果の客観的

な分析や、事業対象者である若者や

事業スタッフも含めた当事業の内部

評価などの実施が、今後の事業展開

において重要な鍵となるであろう。

なお、カンボジアにおける 2007

年の活動に対し、下記の皆様より現

地でご支援をいただきました。心よ

り感謝申し上げます。

-  Schmitz-Hille-Foundation

-  英国大使館

-  オランダ大使館
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【B. フィリピン活動報告】

 [1]  概況
2007 年 7 月、KnK ne twork 

Philippines が現地 NGO 法人として

登録されたのを機に、各地域におけ

る活動内容の改善を目指してプロジ

ェクトごとに大きな改革を行った。

カロオカン市北部に位置するバゴ

ンシーランの「若者の家」は、未

成年受刑者（CICL）* やストリート

チルドレンの更生プログラムと、育

児放棄された幼い子どもたちへの生

活支援を行うプロジェクトで構成さ

れ、それぞれ事情を抱え親と暮らせ

ない子どもたちを受け入れている。

教育支援では、登録者数が年々増

加するバゴンシーランとパヤタスで

行っている非公式教育において、必

要に応じ家庭訪問や子どもならびに

親に対しカウンセリングを行うなど

裨益者 1 人 1 人のケアに力を入れて

いる。さらに、フィリピン国内での

資金調達が開始され、制服や通学鞄

の支給に加え非公式教育に必要な教

材を一層充実させることができ、高

校卒業資格取得試験に 1 人でも多く

の受講生が合格することが期待され

ている。また、青少年ならびにその

両親を対象としたセミナーを定期的

に実施し、青少年の教育と同時に地

域住民の啓発に努めた。

新規のプロジェクトとしては、カ

ロオカン市の南に位置するサガンダ

ーン墓地やその周辺で暮らすストリ

ートチルドレン支援のための準備を

開始した。子どもたちの情報をま

とめたデータベースを作成している

が、これは同地区で今後事業を実施

する上で貴重な情報として活用され

る。さらに、行政関係者や国際 NGO

など現地におけるネットワーキング

に力を入れたことにより、フィリピ

ン国内における資金調達の基礎を固

め、KnK の活動が広く認知されたこ

とは、事業継続のための資金確保や

物資の支援の増加につながった。

[2]  プロジェクト
1）「若者の家」
（北部カロオカン市 バゴンシーラ

ンおよびマリラオ市 ハーモニー）
「若者の家」では、CICL をはじめ、

事情により家庭に戻れないストリー

トチルドレンを保護している。家庭

的な環境の中、専門知識のあるソー

シャルワーカーが定期的にカウンセ

リングを行い、彼らの将来を共に考

え自立できるようケアする更生プロ

グラムを提供する。同時に、育児放

棄された年少の子どもたちのための

安全な生活環境としても重要な役割

を担っている。2007 年 5 月末まで

6 歳～ 20 歳前後の青少年や幼い子

どもたち、平均 15 ～ 20 名が「若者

の家」で共同生活を行った。しかし、

2007 年 6 月より個々の子どものニ

ーズに応えるため、CICL やストリー

トチルドレンであった青少年のグル

ープと、育児放棄された幼い子ども

たちのグループとに分け、2 つのグ

ループホームとしてプロジェクトを

実施した。なお、2007 年 5 月末ま

でに、同年 1 月に「若者の家」に滞

在していた 16 名のうち 6 名が家庭

に戻ることができた。

「家」を 2 つに分け、それぞれに

合ったカウンセリングやグループデ

ィスカッションが行われるようにな

り、課外活動やセミナーにも積極的

に参加することで子どもたちは精神

的な落ち着きを取り戻している。ま

た、健康診断や心理評価を行い、必

要に応じ治療を受けさせたり、専門

* 未成年受刑者 (CICL, Children in Confl ict with the Law)…法的問題を抱えた子ど

　もたちの略。裁判所の要請により保護観察を行い、更生を図る。
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家によるカウンセリングにより、担

当者は常に子どもの状況を把握する

よう心掛けている。教育面では、「若

者の家」の利用者のほとんどが奨学

金で公式学校へ通っている。うち 1

名が 2007 年 3 月に公式の高校を卒

業し、KnK のモデルケースとして、

ソーシャルワーカーを目指し大学に

通っている。

2） 教育プロジェクト
①北部カロオカン市 バゴンシーラン：

第 1 地区、第 7 地区および第 8 地区

バゴンシーランはアジア最大のス

ラム地域と呼ばれ、職を持たない貧

困層の家庭が多く存在し犯罪率も高

い。そのため、弱い立場にある子ど

もたちが虐待や育児放棄の被害に遭

い、ストリートチルドレンや CICL

となるケースが後を絶たない。カロ

オカン市の青少年の犯罪率はマニラ

首都圏のおよそ 20％を占めている。

KnK は子どもたちに教育の場を提供

し、通常の授業科目に加えて彼らが

生きるために必要とする一般常識を

教える時間を設けている。2007 年

には、バゴンシーランの第 7 地区と

第 8 地区で公式教育を受ける計 36

名に奨学金を提供し、また公式教育

のレベルに達していない子どもたち

約 136 名に対し、定期的に教師やボ

ランティアを派遣して個人指導を含

む非公式教育を行った。これまでに

実施してきた地域密着型の教育プロ

グラムが定着し、2007 年 6 月から

は行政との協力で、十分なスペース

のある第 1 地区の小学校の一室と第

7 地区のコミュニティーセンターを

借りることができ、より充実したプ

ログラムの提供が可能となった。バ

ゴンシーランでは、支援活動を行っ
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子どもの人権に対する親や地域住民

の理解を得るために、スタッフが週

3 ～ 4 軒の家庭訪問を行い、また定

期的に関係者を集め意見交換会を行

っている。バゴンシーラン同様、パ

ヤタスにおいても計 14 名を対象に

した奨学金制度を設けると共に、公

式学校に通えない子どもたちに対し

非公式教育や課外活動を実施し、約

70 名が定期的に出席した。2007 年

9 月には、第 2 地区で実施してきた

非公式教育が評価され、地域住民の

要望によりこの非公式教育の場を第

3 地区にも拡張することとなった。

これらの２地域（バゴンシーラン、

パヤタス）では、上述の教育支援に

加えて、青少年が受益者から支援者

になるための「ピア・エデュケータ

ー研修」を実施し、計 45 名の参加

を得た。同時に、彼らの親 40 名程

を対象に定期セミナーを開催し、「青

少年の扱いに対して学ぶことが多

い」と参加者から高い評価を得てい

る。また、健康面でのケアとしては、

活動に参加した全青少年のうち、計

166 名が健康診断を受け、135 名が

心理テストを受けた結果、必要な医

療処置や精神的ケアを提供した。特

に、パヤタスの子どもたちは普段明

るく振舞う反面、心の奥に問題や

悩みを抱えていることが判明したた

め、カウンセリングや適切なケアを

必要とする子どもたちに対し、至急

専門家による治療を試みた。

ている NGO が少ないため、KnK の

活動は行政関係者や地域住民に大き

な期待を寄せられている。これらの

奨学金制度と非公式教育の実施に加

え、基本的な常識や社会性を身につ

ける課外活動を実施し、約 100 名が

参加した。

②ケソン市 パヤタス：

  　　　　　　第 2 地区、第 3 地区

ケソン市や周辺の市のごみが毎

日運ばれてくるパヤタスのごみ山で

は、幼い子どもたちが朝から夕方ま

でリサイクル品を集めて家族のため

に日銭を稼いでいる姿が目立つ。子

どもたちの大半は家計に余裕がな

く、学校に通えずにいる。KnK は、
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3）ストリートチルドレン・
　　　　　　　プロジェクト
2007 年 7 月から、経験豊富なソ

ーシャルワーカーと元ストリートチ

ルドレンでトレーニングを受けた

KnK のピア・エデュケーターがチー

ムを組み、以前から支援活動を継続

してきたサガンダーン墓地やモニュ

メント、そしてバリンタワックの 3

ヵ所の路上で暮らす子どもたちの情

報を収集した。その結果、103 名の

ストリートチルドレンが定住してい

ることが明らかとなり、子どもたち

とのインタビューを通じて彼らの個

人情報を収集しデータベースの作成

に取り組んだ。この 3 ヵ所の子ども

たちを対象に、2008 年から非公式

教育を提供するための準備を進める

と同時に、彼らに対して課外活動を

実施したり、KnK の交流会に招待す

るなどして、普段危険と隣り合わせ

の子どもたちに短い時間ではあった

が安らぎの場を提供することができ

た。これから彼らとさらなる信頼関

係を築き、教育を提供することで子

どもたちの更生する道を共に探って

いく。

[3]  パートナー・関連諸機関
1）公的機関
UNICEF, JICA, Local Barangay of 

Bagong Silang, Local Social Services 

Depar tmen t  o f  Ca loo can  C i t y , 

Department of Social Welfare and 

Development ‒Nat ional  Capita l 

Region, Department of Social Welfare 

and Development  ‒Reg ion 4-B , 

Philippines National Police ‒Police 

Precinct in Bagong Silang, ocial 

Services Development Department 

‒Quezon City, Payatas Operations 

Group (POG)

2）NGO・他団体
FOCOLARE Carpentry Training Center

‒NGO, Center for the Prevention and 

Treatment and Counselling of Sexually 

Abused Children (CPTCSA), Psycho

‒Trauma Department‒University of 

Santo Tomas, Marcel Van / Alliance 

Internat iona l ,  Dangerous  Drug 

Board, KUYA Center, Hospicio de San 

Jose for abandoned children, End 

Child Prostitution Child Trafficking 

and Child Abuse, Free Lava‒Cebu, 

Juvenile Justice Network, Bahay 

Tuluyan, FASID, International Justice 

Mission (IJM), Child Justice League 

(CJL), Humanitarian Legal Assistance 

Foundation, Consuelo Zobel Algiers 

Foundation, People’s Recovery and 

People’s Development Association 

(PREDA), Philippines Global Exchange 

(PGX), ICAN-Phil Inc., SALT, German 

Doctor, HOPE-Phil, Medical Action 

Group (Dr. Ben), Samahang Tunay 

(PO), Department of Education ‒

Division Office of Caloocan City and 

Quezon City, Local Barangay Health 

Unit, University of the East for Dental 

referral, Molave High School

[4]  今後の展望
フィリピンで活動を始めてから 6

年、KnK は最も過酷な状況にあると

される CICL や学校に通えない子ど

もたち、そして行き場のないストリ

ートチルドレンに対し、教育支援な

らびに生活支援を行ってきた。2007

年は今まで築き上げたネットワーキ

ングに基づき、他団体とパートナー

シップを結び、サステイナビリティ

（持続可能性）を確実にするため現

地での資金調達の第一歩を踏み出せ

た。今後も、常に危険に直面し最も

支援を必要としている子どもたちに

寄り添い、現場の声に耳を傾けるこ

とでニーズの把握に努め、KnK のオ

リジナリティを十分に活かしたプロ

ジェクトを強化していく。また、ス

タッフのキャパシティ・ビルディン

グの充実化とプロジェクトを遂行す

る上での十分な資金確保を重視し、

子どもたちが必要としている教育を

継続して行っていく。

なお、フィリピンにおける 2007

年の活動に対し、下記の皆様より現

地でご支援をいただきました。心よ

り感謝申し上げます。

-  UNICEF 

-  YOKOHAMA TIRE Philippines

-  Philippines Japan Ladies

-  Japan Airlines

-  FASID

-  Rotary Club
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【C. ベトナム活動報告】

[1]  概況
目覚しい経済発展を遂げつつあるベ

トナムでは、近年、社会的格差の広が

りが著しい。南部の商業都市ホーチミ

ン市には、地方の農村地帯から労働力

として移住させられストリートチルド

レンとほぼ変わらない生活を送る子ど

もが増加の一途をたどり、ベトナム国

内におけるトラフィッキングともいう

べきケースが数多く認められている。

KnKは、同地の恵まれない青少年が

地域コミュニティの一員として社会参

加し自立を果たせるよう、2007年も

ホーチミン市での援助活動を継続した。

[2]  プロジェクト
1) 「若者の家」プロジェクト
(1) 活動内容
KnKがベトナムにおけるパートナー

シップを結んでいる児童教育訓練セン

ター（CETC）は、主にホーチミン市

内のストリートチルドレンや警察に補

導された青少年ら約400人を受け入れ

る公立施設である。ここに収容されて

いる青少年のうち、自立に向けた職業

技術の習得を希望する年長の女子を対

象に、KnKは「若者の家・女子」を運

営している。2004年 1月の開設から

2007年 12月末までに計34名の女子

を受け入れており、2007年には前期

10名、後期 6名の女子が同施設にお

いて生活し、地域の学校への通学や職

業訓練の受講を中心とする「若者の家」

での共同生活の中により、規則正しい

生活習慣や責任感も身につけることが

できた。また、「若者の家・女子」にお

ける食費や生活費を決められた予算内

で支出する際の家計のやりくりにも参

画し経済観念や計画性などを養いつつ、

真の自立生活に備えた。

(2) 成果
職業訓練としては、各個人の適正や

希望と、修了後の雇用の現実性とを勘

案し、縫製や理容美容を選択する女子

が多く、実際に縫製工場や美容室での

就業に結びついている。

「若者の家・女子」で共同生活を送

るスタッフは、エデュケーターとして

思春期で成長過程にある女子内面的な

発達に引き続き重点を置いた。また、

可能な限り家族や親戚を探し出し、話

し合いの機会を重ねるなどした結果、

2007年は 16人中13人が家族との関

係を再構築できた。

(3) 課題
2007年に卒業した者のうち、習得

した技術を生かして就職できた青年女

子も見られたが、必ずしも全員が容易

に就業できた訳ではない。しかし、地

域での自立生活を送るためだけでなく、

再構築された家族との関係を安定させ

るためにも、一定の収入の得られる就

職が不可欠である。そのためには、衣

食住と教育環境の安定に力を入れてき

た「若者の家・女子」という居住型施

設中心の援助プロジェクトから、より

就業支援に重点を置いたプロジェクト

に移行すべき段階に達しつつあるとも

言えよう。具体的には、地域住民の理

解を得て見習い就業の仕組みを活発化

させたり、青年層の求人情報の取りま

とめなどの取り組みが必要となると考

えられる。

2) 「スキルクラブ」
                           プロジェクト
(1) 活動内容
前述の児童教育訓練センター（CETC）

では、収容されている青少年を対象に

施設内で識字教育を行っている他、こ

れと並行して子どもたちの心身の発達

と過去の困難な生活環境によるストレ

スの軽減を目的に、「スキルクラブ」と

称するレクリエーション活動を実施し

ている。2007年は武道（柔道）、絵画、

サーカス、音楽の4クラブが設けられ、

KnKはこのうちサーカスと音楽の2種

のクラブ活動の運営を前年に引き続き

支援した。2007年の両クラブの参加
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者は計 50名程度であり、これまでこ

の2種のクラブ活動を通じてKnKが支

援した青少年は計130名以上に上る。

活動はいずれも週に3回、各回1時

間半程度で、夜間に実施されている。

この他、サーカスクラブに関しては、

月に2回程度、祝日のイベントなどで

施設内外（他の学校などを含む）での

公演を行っている。

(2) 成果
各クラブとも施設における行事など

にあわせ発表の機会を持ち、日ごろの

練習の成果を発表することで、施設内

という限られた環境の中でも目標意識

を持って日常生活を送ることができる

ようになった。また、パフォーマンス

の上達につれて自己表現が豊かになり、

精神的な安らぎや仲間同士のチーム

ワークなども培われた。

(3) 課題
2種のクラブのうち、サーカスクラ

ブは年間を通じて活発に活動が継続さ

れ参加希望者が後を絶たない一方で、

音楽クラブは参加者数が減少する傾向

にあり、指導にあたる講師の力量や活

動内容、時間帯設定の見直しが必要と

考えられる他、外部での発表の場を増

やすなどの工夫が必要であろう。サー

カスクラブには練習スペースの都合上、

参加人数に制約があることから、多種

のクラブ活動を幅広く維持し同施設に

収容されている子どもたちが等しく心

身の健全な発達の機会を得られるよう

にすることが必要である。  

　

[3]  パートナー・関連諸機関
-  ベトナム社会福祉労働省ホーチミン  

   市局 (DoLISA)

-  児童教育訓練センター (CETC)

-  ホーチミン人民委員会

-  人民援助調整委員会 (PACCOM)

-  ホーチミン友好協会連合 (HUFO)

[4]  今後の展望
　ベトナムにおけるKnKの活動は、政

府系機関をパートナー団体としている

こともあって、他の国での活動状況と

比較すると運営上の制約が多いのが現

状である。しかしながら現在に至って

も、同国には教育面での援助を必要と

する青少年が数多くいる状況に変わり

はなく、KnK にも果たすべき役割は

少なくないと考えている。これまで以

上にKnKらしい援助プロジェクトが

実施できる環境が整うまで従来のプロ

ジェクトの延長線上での活動を継続し、

2001年 1月から積み重ねてきた同国

での活動実績をさらに活かせる機会が

あることを願っている。
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【D. インド活動報告】

[1]  概況
2004 年 12 月 26 日に発生したス

マトラ沖地震・インド洋大津波を受

けて、KnK はインド、インドネシア、

タイの 3 ヶ国にて被災児への教育支

援プログラムを開始した。この津波

被害は 23 万人以上の死者・行方不

明者にも及び、史上稀に見るほどの

も大規模な自然災害となった。KnK

はいずれの被災地においても現地

NGO と協力体制をとりプロジェクト

を進めていった。

津波被災地での KnK の活動は、タ

イ（パンガー県）においてはプロジ

ェクト開始 1 年後、インドネシア（ア

チェ）では 19 ヶ月後に現地パート

ナー団体にプロジェクトを引き継ぎ

終了した。しかし、インドにおいて

は KnK ホームという居住型施設の運

営をしており、なおかつ政府および

他の援助機関の支援を受けにくい子

どもたちが主な対象になっているこ

とから、2007 年もプロジェクトを

継続した。

[2]「KnK ホーム」
                            プロジェクト
(1) 活動内容
現 地 NGO（DPWA ／ Depressed 

People’s Welfare Association）との連

携のもと、KnK は津波の発生した翌

月 2005 年 1 月にインド南東部のヴ

ィランガニにて居住型施設 KnK ホー

ムを開設し、現地の一時避難所に保

護されていた津波被災児 60 名を受

け入れた。ヴィランガニはそもそも

貧困層の家庭が多く、津波被災以前

から家庭環境に問題がある子どもた

ちも少なくなかった。そのため、家

族のもとに戻ることができない子ど

も 35 名が 2007 年現在も KnK ホー

ムで生活している。

KnK ホームは 24 時間体制で運営

されており、年間を通じて子どもた

ちに安定した衣食住および公立学校

での初中等・高等教育などを提供し

ている。レクリエーション活動にも

力を入れ、2 月に一度は遠足を行い、

限られた施設環境での共同生活によ

るストレスを発散させるなどの工夫

をしている。肉親の死を目撃する

など被災による心の傷を現地スタッ

フも交えた共同生活を通じて緩和さ

せ、必要に応じてカウンセリングを
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実施するなどひとりひとりに目の行

き届くサポートを行った。規則正し

い生活を心がけると同時に教育に対

しても力を入れ、公立学校での成績

も常に上位にある子どもたちが多く

見られた。

同時に、周辺地域の貧困家庭に対

しては食料品等を提供し、KnK ホー

ムで暮らす子どもの祖父母のうち健

康面で問題を抱える者には医療支援

も行うなど、KnK ホームで生活して

いる子どもたちの支援に限らず、そ

の親族を含む地域住民への支援を行

った。

(2) 成果
津波発生から早くも 3 年が過ぎ、

子どもたちは心身共に成長し日常生

活においては津波時の恐怖やトラウ

マはほとんど見られないまでになっ

た。KnK ホームの卒業生は親族のも

とから公立学校へ通いつつ、卒業後

も KnK ホームの子どもたちと引き続

き交流を深めている。また、周辺地

域住民へのサポートを継続すること

で KnK の活動に対する地域コミュニ

ティの理解と協力が得られ、ひいて

は親族の生活環境が少しずつ改善さ

れ 2007 年は 7 人が親族のもとに戻

るという結果に結びついている。

(3) 課題
被災児と家族の再統合を妨げてい

る要因は貧困だけではない。保護者

の健康問題、離婚再婚による親子関

係の複雑化など、こうした諸問題と

津波による打撃が重なりあって再統

合をより困難なものにしている。ま

た、2007 年も日本からの派遣員が

常駐していなかったため、親族家庭

調査などのきめ細かい進捗を把握す

ることが困難であった。

[3]  パートナー・関連諸機関
-Depressed People’s Welfare 　    

 Association (DPWA)

[4]  今後の展望
援助対象となっている子どもたち

が将来の自立に向けて成長していく

につれ、どの時期にどういった形で

施設を卒業し、地域社会の一員とし

て参画するかが大きな鍵となってい

る。今後は、各自の希望進路や適性

に合った形での支援の展開が必要と

なるだろう。

なお、DPWA では、KnK ホーム運

営のための現地レベルでの自己資金

調達のための取り組みに力を入れて

いる。今後、KnK と DPWA との協力

関係を継続していく一方で、KnK か

らの資金的援助をさらに抑え、プロ

ジェクトの運営主体を DPWA に引き

継いでいく予定である。
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【E. パキスタン活動報告】

[1]  概況
現地 NGO のフレンズ・ウェルフ

ェア・アソシエーション（FWA）と

KnK が共同運営する教育施設「ニュ

ーホープ（新たな希望）アカデミー」

（NHA）は、2007 年 11 月で開設か

ら丸 2 年を迎え、より充実した教育

内容および地域に密着した事業運営

を展開してきている。建国以来最大

規模の人的・物的被害をもたらした

2005 年 10 月のパキスタン北部地震

は、震災後 2 年以上経った今も、被

災した人々に苦難を残しており、住

民の多くがいまだに生活の再建に苦

労している。当事業の受益者である

子どもたちの約半数は故郷に帰るこ

とのできない状況にあり、今後も被

災した子どもたちと彼らを取り巻く

周囲の地域環境整備のために、継続

的な支援が必要とされている。

[2]「ニューホープ
   アカデミー」プロジェクト
(1) 活動内容
NHA は震災で被災した子どもたち

への心理ケアに重点を置き、その教

育機会の確保と生活支援を基本とし

て、北西辺境州マンセラ郡シンカリ

町、山間のサタンガリ村にそれぞれ

共学校を、また震源地に近いバラコ

ット市近郊のショハール村において

女子校を開校している。2007 年末

現在、311 名（男子 155 名、女子

156 名）の子どもたちがこれらの教

育施設に通っている。NHA では、ウ

ルドゥ語、英語、数学、社会、科学、

道徳、宗教の 7 科目の学習が毎日行

われると同時に、課外活動（音楽、

工作、手芸、スポーツ、スピーチコ

ンテスト等）を取り入れることで子

どもたちの精神的不安を和らげ、自

己表現の促進により心の傷を克服す

るよう心がけた。貧困のため、震災

以前から通学の機会がなかった子ど

もも楽しく学習できるよう、ゲーム

やクイズを取り入れる等の工夫もし

た。教師一人あたりの生徒数を 15

人規模とし、教師は子どもの行動や

心理面での変化を日々観察・記録し

ながら、子ども一人ひとりにあった

きめ細やかな対処をした。FWA は、

子どものケアの質の向上を図り、ス

タッフや教師を対象としてブラッシ

ュアップ研修も実施している。

一方、子どもの精神面での安定の

基礎となる家庭にも目を向け、父兄

や保護者からの生活問題の相談にも

応じた。また、PTA の結成に伴い、

教員と保護者らの意見・情報交換が

活発に行われると同時に、保護者に

対して衛生面や道徳、教育の重要性

といった啓発活動を行った。特に、

ショハール村を中心とした山岳地に

おいては、女子に対する教育が軽視

されており、年齢に比べて学習進度

の遅れている子どもが多かったが、

NHA を運営していく中で生徒の家族

に対して説明を重ね、理解を促した。

同村の NHA 施設では約 50 名の女子

を対象に裁縫や刺繍等の職業訓練を

実施し、彼女たちが将来自立して生

計を立てることができるよう支援し

ている。

(2) 成果
教師やスタッフの日常的なケアに

よって、子どもたちの笑顔も多く見

られるようになり、授業中の発言回

数等も増大した。生活基盤の揺らぎ

はあるものの、教育を受け、学校で

の生活が日常化されたことにより、

子どもたちは地震からの精神的ショ

ックから立ち直りつつあるだけでな

く、同じ被災体験を持つ仲間と時間

を共有することで連帯感が生まれ、

お互いをいたわる気持ちも芽生えて

きた。同時に、学業に対する意欲が

高まったり、家庭での手伝いや礼儀

作法にも改善が見られるなど、子ど

もたちの発達の様々な面においても

インパクトが見られている。

事業の運営に関しては当初から地

域に根ざした形で進められ、保護者

や地域住民から感謝や満足の声も頻

繁に寄せられ、継続した支援が望ま

れている。村の人々が学校行事を手

伝ったり、費用を共同で捻出して学

用品の購入に充てるなど着実なアク

ションとして効果があらわれている。
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山岳地域では、震災以前より貧困

の度合いが非常に厳しく、また父兄

らの教育の重要性への認識不足によ

り、多くの子どもたちが学校へ行か

ずに労働に従事するなどしていた。

しかし、NHA の開校後には、同地域

において教育普及の重要性への認識

が高まり、他の公立学校等で就学率

の上昇が見られた。特に、バラコッ

ト校運営を通じた女子の教育に対す

る意識の向上は目覚しかった。FWA

は 2007 年 10 月に子どもと女性の

権利に関する啓発活動を開始し、11

月の国際子どもの日には記念イベン

トを主催するなど、子どもおよび女

性の保護分野における活動の中心的

な役割も担うようになっている。

また、KnK の指導協力により、

FWA はその事業運営面においても

大きな改善を果たしている。会計管

理や事業のモニタリング体制の整備

に加え、FWA が主体となっての資金

調達活動にも積極的に取り組み始め

ている。その結果、財団法人ひろし

ま・祈りの石国際教育交流財団より

2007 年の現地教育事業に関するご

支援を得ることができた。

 (3) 課題
当該地域において事業の実績が認
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知されるにつれ、近隣の住民から

様々な支援に関する問い合わせが寄

せられるようになった。直接の事業

目的から外れる支援に関しては、そ

の数の多さから対応にも困難をきた

す。しかし、家庭の生活環境の改善

は、子どもの精神面での安定にも欠

かせないため、地域で活動する他の

機関・団体が提供するサービスを利

用できるよう、今後はより幅広いネ

ットワーキングが必要となるであろ

う。

なお、2007 年は同国における社

会・政治状況の不安定さゆえ KnK 本

部の現地モニタリング実施等に支障

が生じた。現地パートナー団体との

連絡を密に取りながら、今後も継続

して現地状況に係る情報収集に努め

る予定である。

 

[3]  パートナー・関連諸機関
- Friends Welfare Association (FWA)

-マンセラ郡政府、サダール・ユスフ 知事

- 教育省マンセラ郡調整局

- 社会福祉省マンセラ郡調整局

- 国連児童基金ハザラ郡アボタバード   

  市代表事務所

- 世界食糧計画 マンセラ郡代表事務所

- 国際移住機関（IOM）

- International Medical Corp (IMC)

[4]  今後の展望
支援対象者の子どものうち約半数

は、いまだに避難地の仮屋で十分な

給水設備もなく、家族の収入も限ら

れた厳しい生活条件のもとで暮らし

ている。震災後既に丸 2 年たった現

在においても、社会全体の復興は政

府の計画通りに進んでいないのが現

状である。

NHA では子どもたちの精神面で

の安定と質の高い教育機会の提供と

いう当初の事業目的については、既

にかなりの程度達成しているといえ

る。しかし、地域住民からの本事業

への参画が高まる中で、今後は受益

者への直接的な支援の枠を超えて、

より地域全体の復興を目指した活動

を進めていく必要がある。具体的に

は、住民の生計向上に対応する職業

訓練の拡充や、開発の鍵となる女性

の権利に関する意識の向上、および

地域全体が自治組織として活発化し

ていくためのマネジメント能力の強

化など、事業運営の幅を広げていく

ことになるであろう。



43

【F. インドネシア活動報告】

[1]  概況
～インドネシアの自然災害～
近年のインドネシアは、度重なる

自然災害の影響を被っている国の 1

つとして、メディア等の話題に上る

ことが多くなっている。その主要な

災害には、2004 年 12 月末のスマト

ラ島沖地震と津波、2006 年 5 月の

ジャワ島中部地震、2007 年 9 月の

スマトラ島南西沖地震があり、他に

も各地で洪水や活火山の噴火などが

発生している。

2007 年 9 月 12 日にスマトラ島

南西沖でマグニチュード 8.4 という

大規模な地震が発生した際には、そ

れまでの経験から現地住民が得てき

た教訓が生かされており、防災およ

び避難行動が着実に行われた。その

ため、地震の規模自体は大きかった

ものの、死亡者数は25名、負傷者数も

100名程度に止まった1。

過去に発生した他の大規模な災害

と比較すると、人的な犠牲者は圧倒

的に少なかったが、それでもおよそ

9 万軒の家屋や公共施設に全半壊等

の損害が出ると共に、6 万人近い被

災者が出たことが報告されている 2。

　

[2] 「チルドレンセンター」
プロジェクト　（ジョグジャ
カルタ、中部ジャワ）
(1) 活動内容
2006 年 5 月 27 日発生のジャワ島

中部地震において被害が甚大であっ

たバントゥル県では、震災から半年

が経った 2007 年 1 月時点において

も、多くの子どもたちが仮設の住居

で生活していたり、政府の対応の遅

れによりほとんどの村で恒久的な教

育施設の再建予定がない状況にあっ

た。被災した青少年らの間では、家

族の一員や親戚、級友を亡くすなど

して精神的に大きなショックを受

け、地震発生当初からストレス兆候

が見られていた。

KnK では 2006 年 6 月以降、バン

トゥル県内のウォノクロモ村、ウィ

ロクルテン村、グロジョガン村、ド

カラン村の 4 村落にて、現地パート

ナー NGO である ICWF との協力のも

とチルドレンセンターを運営し、5

～ 15 歳の青少年計 300 名を対象に、

公的教育支援および自己表現を主目

的とした各種アクティビティと、経

験豊かな現地スタッフらによる心理

面でのケアを実施した。

(2) 成果
チルドレンセンターでの活動を

通じ、被災した青少年の間で当初見

1　Indonesia: Sumatra Earthquake OCHA Situation Report No. 8, 　

　　http://www.reliefweb.int/(2007 年 12 月 26 日アクセス )

2  同上。
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られたストレス兆候なども徐々に治

まっていった。2007 年 2 月から 5

月にかけて、現地のガジャマダ大学

心理学部の専門家に協力を依頼し、

子どもたちの心理アセスメントを

行った。その結果、子どもたちの心

の傷や心的ストレス障害、鬱症状な

どの後遺症に関して、一部の子ども

を除き、特別なケアや治療の必要が

ない段階にまで回復していることが

判明した。この点を勘案し、6 月以

降は規模を縮小した形で本事業を継

続運営し、9 月には全ての活動を無

事終了した。

(3) 課題
当該地域は農村地域であり、都市

部よりも収入レベルが低く教育制度

の質や教育機会も限られている。就

業機会も農業以外にはあまりなく、

多くの青少年を含む村人から、公

的教育以外の教育活動や職業技術習

得のための活動実施の要請が寄せら

れ、被災体験を乗り越えた青少年へ

の自立支援のニーズが高い点が指摘

されていた。今後これらのニーズに

柔軟に応えていく必要がある。

(4) 今後の展望
上述した青少年支援のニーズに応

えるべく、KnK ではチルドレンセン

ターを運営した 4 村落の一つ、グロ

ジョガン村において、青少年のため

のユースセンターを設立・運営する

計画である。センター建設用地は既

に確保済みとなっており、2008 年

6 月にはセンター開設のセレモニー

を行う予定である。実際の活動実施

に関しては、村の代表および自治組

織との連携の下、現地スタッフ数

名と地域のボランティアの協力によ

り、青少年のニーズに合わせた形で

の各種教育プログラムや職業訓練プ

ログラムを実施する計画である。

(5) パートナー・関連諸機関
- Indonesian Child Welfare Foundation  

  (ICWF) 

- The Crisis and Recovery Center    

  (CRC)

- Faculty of Psychology, Gadjah Mada 

  University

[3] 「チルドレンセンター」
プロジェクト （ブンクル、ス
マトラ南西部）
(1) 活動内容
KnK は、スマトラ島南西沖地震発

生から約 1 ヵ月後の 2007 年 10 月

17 日より、北ブンクル県で特に甚

大な被害を受けたプニャンカ村、ル

ブックルスン村、スランガイ村にて

支援事業を開始した。各村にチルド

レンセンターを開設し、それぞれ 5

～ 15 歳までの 70 名程度を対象に、

地域住民の損壊した家屋が再建さ

れ、公共施設が完全に機能を回復す

るまでの期間、青少年の保護と教育

支援、および心理ケアを通じてその

精神面での安定を取り戻すことを目

的に活動を実施した。

チルドレンセンターは被災による

ショックや住環境の変化によるスト

レスに晒されている子どもたちが安

心して過ごせる場所を提供した。具

体的な活動は以下の通りである。 

　①心理的ケア：

ソーシャルワーカーおよびエデュ

ケーターが常駐し、子どもたちの
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相談相手となりながら、その心理状

態の把握に努め、その時々の状況に

合ったプログラムを実施した。読み

聞かせやゲーム、図画工作や作文と

いった自己表現の機会を目的とする

内容や、スポーツ活動も多く取り入

れた。

　②公的教育支援：

震災とその後の混乱によって教材や

文房具が失われため、チルドレンセ

ンターでは、学業継続のために必要

な文具や教材などを提供し、皆で活

用できるように配慮した。また、ソー

シャルワーカーおよびエデュケー

ターらが算数、インドネシア語等の

学校科目の補習を実施した。

　③心理アセスメントの実施：

ブンクル州立大学教育学部心理学科

の専門家に依頼し、各事業地でト

ラウマ症状が深刻であると判断され

た子どもたちの心理面での変化を観

察・評価するためのベースライン調

査を行った。調査データは、今後の

子どもたちのケアや事業内容に反映

すべく活用する。

(2) 成果
　①心理面での安定：

本事業開始当初は、落ち着きが見ら

れず頻繁に喧嘩を繰り返す子どもの

姿が散見されたが、チルドレンセン

ターの活動に参加して 2 ヵ月目を過

ぎた頃から徐々に落ち着きを見せ始

め、年長の子どもが年少者の面倒を

みるなどの変化が見られた。

　②学習意欲の向上：

不安感や集中力の欠如などに対し心

理的ケアを重視したプログラムを集

中して行ってきたことにより、震災

後に子どもたちが感じていた不安は

少しずつ解消され、学習に対する集

中力も高まった。

　③地域への貢献：

課外活動の一環として、子どもたち

は伝統工芸である竹篭や魚捕り網の

製作を地域住民の指導の下で行っ

た。子どもたちと周囲の大人が共同

作業を行うことにより、両者の間に

新たな連帯感が醸成され、村長を中

心とした地域共同体からは本事業へ

の感謝と理解が得られた。

(3) 課題
子どもたちは被災によるトラウマ

症状から徐々に回復し、チルドレン

センターでの活動中においても、そ

の心理状態は安定していった。し

かしながら、諸症状の完全な回復に

は多くの時間を費やす必要があるた

め、現地の専門家の意見を取り入れ

ながら、適切な内容のプログラムを

今後実施していく必要がある。また、

教育支援分野においては、各事業地

近郊の学校との連携も視野に入れつ

つ、さらに効果的なプログラムを実

施していくことが重要である。

(4) 今後の展望
スマトラ島は地震が頻発する地域

であり、本事業開始以降も何度か大

規模な余震が発生している。今後の

災害発生時に備え、子どもたちを守

る立場にある保護者や地域住民が防

災に対する正しい知識と訓練を行う

ことは非常に有益となる。近い将来

に想定される災害の被害を最小限に

止めるためにも、防災に対する積極

的な努力を地域共同体が行っていく

ような働きかけも併せて進める計画

である。

(5) パートナー・関連諸機関
-KnK Network Indonesia

-Indonesian Child Welfare Foundation   

 (ICWF) 

-Faculty of Education, Science 

 and Teaching, State University of 

 Bengkulu
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【G. 東ティモール活動報告】

[1]  概況
KnK が東ティモールでの支援活動

を開始してから、2007 年 10 月で 1

年が経過した。活動開始の契機とな

った 2006 年 5 月の騒乱による影響

によって頻発していた暴力事件や軽

犯罪の発生も、時間の経過と共に沈

静化していった。また、騒乱によっ

て完全に破壊された首都ディリにお

いて、最大規模のコモロ市場の復旧

工事が開始された等、復興の兆しも

少しずつ見え始めた。

 他方で、町中には屋根が焼け落

ちて煤けた家屋や建造物が多く残っ

たままであり、最大で 15 万人 3 と

もいわれる国内避難民（IDPs）のう

ち依然として 2 万人程度が、12 月

末の時点においてディリおよびその

周辺地域の避難民キャンプでの生活

を続けていた。また、若者層におけ

る失業率は 40%以上ともいわれてお

り、彼らの鬱積した不満はいまだ国

内の治安を不安定化させる要因の 1

つである。

2007 年には、4 月から 6 月にか

けて独立後初となる大統領選挙、お

よび議会選挙が行われた。独立前か

ら継続的な支援を行っている援助機

関等 4 との連携を図りながら、新政

権下での国造りが正念場を迎えてい

た。

このような状況の中、2006 年 10

月 17 日に KnK が現地パートナー

NGO の CCYCF との協力のもと、デ

ィリのコモロ地区において開設した

ユースセンターでは、1 年を通じて

順調に活動が継続実施された。12 月

末の時点で、騒乱の影響を受けた青

少年や貧困家庭出身の青少年 350 名

を対象としたスポーツ活動支援、教

育支援、そして意識啓発の各分野に

おける諸活動が展開されていた。

[2]「ユースセンター」
　　　　　     プロジェクト
(1) 活動内容 
月曜から金曜の日中に、スポーツ

活動、教育支援活動を展開した。各

プログラムでは担当講師の他、十分

な経験を有するエデュケーターが子

どもたちの個別状況の把握に努め、

心理的ケアと適切な活動実施に取り

組んだ。

本事業の主な目的は、青少年の健

3 The United Nations Independent Special Commission (2006). Report of the United 

  Nations Independent Special Commission of Inquiry for Timor-Leste. Geneva. p. 42. 

  当時の国内避難民の内訳は、ディリ県およびその周辺地域に 73,000 人、ディリ県外に 

  78,000 人となっている。

4 国連機関としては、1年間のマンデートを有する UNOTIL（United Nations 

  Integrated Mission in Timor-Leste/ 国連東ティモール統合ミッション）が設立さ

  れていた。また、その他の援助団体や各国の外交団が、東ティモールへの支援を行っ

  ていた。
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全な育成への寄与、若者間の確執の

排除と和解促進による新たな混乱や

衝突の未然防止、また、それらを通

じた地域社会の安定化への貢献であ

る。具体的には、以下の諸活動を実

施した。

　①スポーツ活動（男女計 200 名）：

ユースセンター内の各競技場（サッ

カー、バスケットボール、バレーボ

ール）で、担当講師およびボランテ

ィア講師の指導による練習プログラ

ムを提供した。練習の成果を発揮す

る場として、スポーツトーナメント

大会を定期的に開催した。同大会開

催時には、コモロ地区以外からの参

加者や地域住民ボランティア、そし

て多くの観客がユースセンターを訪

れており、毎回 1,000 人以上が参加

した。

　②教育支援（男女計 250 名）:

・英語学習（男女計 100 名）

午前と午後の 2 クラス編成で授業を

行った。ディリ市内には多くの国際

援助機関が事務所を設置しており、

英語能力は現地の若者が就職する際

に非常に重要となる。本プログラム

に参加する青少年の学習意欲は非常

に高く、熱心かつ積極的な姿勢が見

られた。

・非公式教育（男女計 150 名）

騒乱の影響や家庭の貧困等の諸事情

により学校に通うことのできない子

どもたちを対象に、識字、算数、国

語（公用語であるテトゥン語とポル

トガル語）、課外活動を行った。また、

これまでに正規の教育を受ける機会

が無かった子や、途中で学校を辞

めなくてはならなかった子どもたち

に対する復学支援も継続実施した。

2007 年 10 月には、15 歳から 25 歳

までの青年層に対する小クラス制の

識字教室も開始した。

　③意識啓発活動（男女計 70 名、　

　　　　　および地域住民 50 名）：

ユースセンターの諸活動に参加して

いる青少年や地域住民（成人層を含

む）を対象に、保健衛生、疾病予防、

若者の能力開発等に関するセミナー

やワークショップを開催した。講師

には政府機関や他団体から専門家を

招聘し、内容の充実を図った。本事

業では、同センターに地域のコミュ

ニティセンターとしての機能を持た

せることも重要視しており、住民間

での情報共有や新たな知識を得られ

る機会を提供する場となっていた。

2007 年 12 月には、子どもや女性の

権利、家庭内暴力の防止、平和や教
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育の重要性等の題材を設定した演劇

ワークショップを本格的に開始した。

(2) 成果　
　①地域社会の安定化への貢献：

ユースセンターのスポーツ活動に

は、毎日 200 名近くの青少年が参加

し、各競技を通じた新たな友好関係

の確立や、これまでの対立の和解に

大きく役立っていた。同センターは、

2007 年 4 月頃から地域住民の間で

「ピースセンター」と呼ばれるよう

になっていた。これは、本事業が地

域密着型、住民参加型であることの

着実な証の 1 つであるといえる。

　②青少年の学習継続および

　　　　　　　　　就職への貢献：

基礎教育の実施によって、これまで

教育機会を制限されてきた子どもた

ちに対する、学習の契機の提供や意

欲の向上に貢献した。復学支援にお

いては、これまでに 40 人以上の子

どもたちを公立学校に再度通学でき

るようにした実績がある。英語教育

においては、修了者の中の 8 名が国

外へ留学するための資格および奨学

金を得たり、ディリにおける就職先

を見つける等、着実な成果を挙げて

いた。

　③地域社会の拠点としての役割：

基本となる諸活動の他にも、意識啓

発活動としての様々なセミナーやワ

ークショップを開催することによっ

て、ユースセンターが単に若者の集

まる場所というだけでなく、地域社

会に根付いた拠点としての役割を持

つに至るようになった。大規模なイ

ベント等の開催時には、1 千人規模

の人々が集まる場所となっているこ

とからも、同センターが持つ役割は

非常に重要である。　

 (3) 課題 
前述のように、ユースセンターの

開設から 1 年以上を経て、本事業は

地域社会からも信頼され、多くの若

者が参加するようになった。今後の

重要な課題として、以下の 3 点が挙

げられる。

まず、一歩先の段階へ進むための

支援、つまり子どもの復学および進

学ということに重点をおいた教育支

援や、若者の更に確実な就職に繋が

る自立支援において、新たなプログ

ラムや新規事業の立案を行っていく

点である。

次に、順調な事業運営を継続して

いくためには、十分な予算の確保が

必要不可欠な点である。事業への参

加者に比較して職員の数は限られて

おり、今後の事業運営に影響が生じ

る可能性も少なくない。各プログラ

ム運営上の見直しを図りつつ、事業

全体の効率を上げることが最優先で

あるが、実施体制の枠組みを一部変

更することを検討する余地もある。

同時に、必要な資金の提供元である

ドナーを確保していくことも重要で

あろう。現地および日本における資

金調達活動を今後もさらに強化して

いく必要がある。

そして、現在の事業を継続してい

くためには、東ティモール国内の社

会情勢の安定化が非常に重要である

点である。これまでの経験からも、

ディリで比較的大規模な騒動や暴力

© Atsushi SHIBUYA
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事件が発生すると、活動への青少年

の参加継続が非常に難しくなること

が判明している。同国の不安定な社

会状況にうまく向き合いながら、本

事業を着実に進めていくことが求め

られる。

[3]  パートナー・関連諸機関
-  Comoro Child & Youth Center 

   Foundation (CCYCF)

-  Ministry of Education, Culture, 

   Youth and Sports

-  National Youth Council

-  NGO Forum Timor-Leste

-  Inited Nations Children’s Fund 

   (UNICEF)

-  USAID 

[4]  今後の展望
東ティモールは独立から既に丸 5

年が経過している。同国は、国際社

会の継続的な支援を受けながら、既

に復興・開発、および紛争（騒乱）

予防・再発防止の時期に入っており、

国内の諸制度や国家運営の体制にお

いては、前進への歩みを着実に見せ

ている。しかし、治安を含む国内情

勢のさらなる安定化や国民 1 人 1 人

の生活状況の改善には、まだ多くの

時間を要する。この観点から、KnK

が本事業を継続し、更に発展させ

ていくことの意義は非常に大きい。

2007 年 12 月に行われた東ティモー

ル教育省の担当者との協議において

は、コモロ地区におけるユースセン

ター事業と同様の事業を、国内の他

県で開始することの重要性が指摘さ

れており、新たな地域における活動

の可能性も拡がっている。

本事業は、地域住民と共に歩みを

進めていく草の根の活動である。そ

して、青少年の心理的なショックか

らの回復、青年層を中心とした人材

の育成、そして地域住民を含む人々

全体の意識変革等には、非常に多く

の時間が必要となる以上、今後も長

期的な視点に立った支援活動を継続

していく計画である。

© Atsushi SHIBUYA



51

【H. ヨルダン活動報告】

[1]  概況
ヨルダン国内へイラクから避難し

滞在している人々（以下、イラク避

難民）の数は 40 ～ 75 万人といわれ

ている。ヨルダン人口 600 万人に対

し、このような多数のイラク避難民

が流入してきたため、ヨルダンでは

社会的に大きな影響が出ている。

ヨルダンにおいて、イラク人が難

民認定をもらうことは難しく、その

多くが不法滞在者として生活してい

るため、ヨルダン政府、特に警察か

らの摘発を恐れ、周囲にその存在を

隠している者が少なくない。そのた

め、イラク避難民の多くは、病気に

なっても病院に行かなかったり、子

どもを学校へ通学させられないな

ど、  多くの困難を抱えている。

また、不法滞在の場合には就業す

ることが非常に困難であるため、結

果として働き手が未就業であった

り、収入がほとんどない貧困家庭が

多い。

こうした状況を勘案し、KnK では、

ヨルダンで生活するイラク避難民の

子どもや青少年らを対象とした教育

支援を 2007 年 10 月より開始した。

 

[2]「青少年への人道・
        教育支援」プロジェクト
(1) 活動内容
本事業は、フヘイスおよびアズラ

ックの 2 都市にあるユースセンター

を拠点に実施されてきた。

・フヘイス

フヘイスは首都アンマン近郊に位

置し、約 300 世帯ほどのイラク人が

生活する。公立のユースセンター（女

子）において、12 ～ 18 歳のイラク

人およびヨルダン人（女子）を対象

に、英語クラス、スポーツ（バスケ

ットボール）、音楽等の活動を実施

し、青少年の就業のためのスキル習

得と青少年間での友好関係の促進を

図ってきた。当センターでは定期的

にスポーツ大会やダンス大会等のイ

ベントを開催して、広く地域住民の

参加を促し、青少年のみならず家族

間での交流も促している。なお、定

期的な活動やイベントも含め、当セ

ンターの利用者総数は 600 名以上に

上った。

また、フヘイスには、学校に通学

できていないイラク人青少年も少な

からずいることから、教材や文具の

提供等を通じた公的教育支援を行っ

た。

・アズラック

アズラックは首都アンマンからイ

ラクとの国境に向けて 100km 程離

れた場所に位置する。低所得者が多

く居住し、約 40 世帯のイラク避難

民がひっそりとアズラックに滞在し

ている。アズラックのユースセンタ

ーでは、8 ～ 18 歳のイラク人およ

びヨルダン人の男女計約 110 名を対

象に、スポーツ活動（サッカー）お

よび職業訓練としてコンピューター

スキル訓練等の活動を実施した。当

センターでも定期的にスポーツ大会

やダンス大会等を実施し、イラク人

とヨルダン人の青少年および家族間

での交流促進を図っている。さらに、

© Mika TANIMOTO
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アズラック滞在のイラク人家庭の困

窮度が深刻なため、教材や文具の提

供等を通じた公的教育支援や、生活

物資の配布等も実施した。

・ イラク避難民状況調査

ユースセンターを拠点とした活動

に加え、イラク避難民の置かれた状

況をより理解し、彼らのニーズに促

した形で事業計画の策定・実施がで

きるよう、計 80 家庭（フヘイス 60

家庭、アズラック 20 家庭）のイラ

ク人家庭の訪問調査を行った。

 (2) 成果
活動に参加する青少年とその家

族、各センターの職員等から、本事

業に対する月 1 回のフィードバック

を行ってもらった。その結果による

と、本事業の開始後、以下のような

点が主な成果として挙げられた。

①フヘイスでは、多くのイラク人

（女子）が英語クラスに参加し、英

語力の着実な向上が見られた。英語

スキルの習得により、将来の職業選

択の幅が格段に広がる他、難民認定

を受けて他国に移住することが許可

された際に、移住国において英語力

を役立てることが可能となる。

②フヘイス、アズラックの両都市

において、イラク人とヨルダン人の

青少年および家族の間での交流が促

進され、相互扶助の意識が徐々に高

まった。

③ヨルダン政府機関の青少年高等

評議会（Higher Council For Youth）が、

ヨルダンで避難生活を送るイラク人

青少年の生活の困難さや、それに対

する支援の必要性を十分認識するよ

うになった。

④当事業活動、特に家庭状況調査

の実施により、イラク人家庭が抱え

る問題、特に医療を受ける機会の欠

如や収入の不安定性等のニーズが明

らかとなり、またそれらに応えるた

めの支援実施体制が整備された。

(3) 課題題
本事業においては、事業実施パー

トナーからの協力が十分得られたこ

ともあり、全ての活動が潤滑に実施

された。なお、多くのイラク避難民

のニーズも確認できた他、受益者お

よび関係者との良好な関係も構築で

きたため、彼らから活動改善のため

の提言も数多く得ることができた。

今後の課題は、事業を展開する

中で新たに発見されたニーズ（例え

ば、フヘイスにおけるイラク人青少

年の男子を対象とした活動実施、イ

ラク人女子を対象とした英語クラス

の増設、イラク人家庭の医療機関へ

の紹介、年長の青少年への職業訓練

の実施等）に応えていくこと、そし

て、フヘイスやアズラック以外にも

イラク人が多く居住する地域がある

ため、そうした地域において当団体

の活動実施の可能性を探ることとい

えよう。

 

[3]  パートナー・関連諸機関
-  青少年高等評議会

-  国連難民高等弁務官アンマン事務所

 

[4]  今後の展望
今後の展望としては、本事業を現

在の活動地域で継続し、イラク人青

少年の活動への参加を促進する他、

イラク避難民の多い地区を中心に、

活動地域の拡大の可能性を探ること

が挙げられる。なお、本事業のよ

り効果的かつ効率的な継続実施のた

め、実施体制の定期的な見直しと改

善を図り、資金調達における一層の

努力を進めていくこと等も挙げられ

る。

© Mika TANIMOTO
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【I. バングラデシュ初動調査報告】

[1]  概要
2007 年 1 月 15 日にバングラデシ

ュを襲った巨大サイクロン「シドル」

により、死者・行方不明者は 4,000

人、被災者は 800 万人を越えたと

されている。1991 年にも大型サイ

クロンが同国を襲った際の教訓を活

かし、各地にシェルターが設置され

ていた。さらに、今回は事前に警報

で知らされていたため、多くの人々

はシェルターに避難することができ

た。しかしながら、この警報システ

ムに関しては、今年 9 月に初めて使

用された折に実際には災害が起きな

かったため、今回の警報を信じなか

った人々も多くいたという。バング

ラデシュはサイクロンや洪水などの

自然災害に頻繁に見舞われ、人々の

生活に与える影響は図り知れず、貧

困から抜け出すことをより困難にし

ている。学校に通学せず働いている

子どもも少なくなく、今回のサイク

ロンの被害は、こうした子どもたち

の生活がさらに窮地に追いやられて

しまう結果となった。

[2]  初動調査プロジェクト
(1) 調査目的
本調査では、先述のサイクロンの

被害を受けて、現地の被害状況を把

握するとともに、青少年の心理状態

とニーズ（具体的には心理面でのケ

アと教育的支援の必要性等）を見極

めつつ、活動対象地域や現地パート

ナー団体である現地 NGO の選定を

行った。南部のピロジュプール県の

ネサラバードとカウカリ間は状況も

ひどく、木々がなぎ倒されその下敷

きになった家々が多く見られた。こ

れらの地域では政府からの物資配給

が 1 ～ 2 回なされたが、その他には、

以前より現地 NGO からの支援を受

けている住民のみがわずかな物資を

受け取っただけで、国際援助機関等

の調査も行われていない状況にあっ
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た。KnK はこれらの地域の村々を視

察訪問し、住民や村長らとの面談を

行い、子どもたちへの心理ケアおよ

び教育を中心とする支援を提供する

ことで合意を得た。

ピロジュプール県の被災状況

　死者数 375 人

　被災者数 155,256 人

　全壊の家屋 12,900 棟

　半壊の家屋 12,600 棟

（UNOCHA、2007 年 11 月 22 日発表）

(2) 学校の状態
一部の学校はレンガを用いて建て

られており、緊急時にはサイクロン

シェルターとしても使用された。し

かしながら、それ以外の学校は木造

にトタン屋根の小屋のような校舎が

多い。多くの学校では老朽化が進ん

でおり、サイクロン被災以前より、

骨組みだけ残って全く使われていな

かったという校舎等も見られた。ま

た、サイクロンにより損壊を被った

学校校舎も多かった。調査を実施し

た時期は学年末試験の最中で、生徒

たちが壊れかけた校舎で試験を受け

ざるを得ない地域等もあった。

[3]  パートナー・関連諸機関
-  Society for Underprivileged Families

   (SUF)

-  UDDIPAN

[4]  今後の展望
現地での調査結果を踏まえ、5 つ

の村（アシュア村、シハンガル村、

ラクシュマンカティ村、ジョラバリ

村、カマルカティ村）で支援活動

を行うことを検討した。各村におい

て場所を提供してもらい、精神的に

ダメージを負った子どもたちを対象

に、心理的ケアを中心とするプログ

ラムを展開する計画である。16 歳以

上の青少年（男女含む）には、職業

訓練の提供や公的教育支援等も実施

する予定である。

（KnK は、上記 5 つの村での支援活

動を 2008 年 1 月に開始した。）
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Ⅱ　教育プロジェクト報告

KnK では、アジアでの援助活動と並行して行っ

ている青少年教育プロジェクト「友情のレポー

ター」を本年も実施した。全国約 40 名の応募者

の中から男女 1 名ずつを選出し、カンボジアの

生活向上の手段として復活が注目されている伝統

技術、絹織物と共に生きる人々を取材した。

【2007 年友情のレポーター】 

髙木慶貴くん

（派遣当時 14 歳／中学 3 年／静岡県沼津市在住）

大沼文香さん

（派遣当時 15 歳／中学 3 年／山形県山形市在住）

【取材日程】

2007 年 8 月 18 日（土）～ 8 月 28 日（火）の

11 日間

絹で生計をたてているプノン・スロックという村に行

きました。ここは絹製品を一から生産している場所で、

桑の木を育てる集落、蚕を育てる集落、繭から糸を取り

出す集落など作業ごとに分かれています。桑の葉の採集

は、朝の 6 時から 9 時、夕方の 4 時から 6 時にすべて

手作業でやります。日中は暑く、葉に元気がないので採

りません。人々は、繭ができたら糸を取るほか、中の蚕

は取り出して、ゆでて揚げて食べます。ここでは、糸に

色をつけるとき、化学染料は使いません。元の絹糸は黄

色ですが、赤はラックという虫をつぶして染めます。茶

色はヤシの実で染めます。こげ茶は、鉄を使って染める

と聞いて驚きました。

シルクを教わっている訓練生は皆、貧しい家庭の子ど

もばかりでしたが、彼女たちから、日本の私たちにはな

いパワーを感じました。皆、つらい過去をかかえていま

す。それは今も続いていると言ってもいいでしょう。で

も、それをしっかり受け止め、前向きに生きています。

働いて今よりも豊かな生活を送ろうと頑張っています。

シルク生産は、カンボジアを救う一つの手段かもしれな

い、と思いました。

大沼 文香（15 歳／中学 3 年）

【A. 友情のレポーター】

カンボジア取材報告レポートより抜粋
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カンボジアでは驚きの連続でした。親に「お前は勉強をしなくていい」

と言われ学校へ通えなかったため、数字が読めないままシルク織りを習

っている20歳の女の人に会いました。親に暴力をふるわれ家族と一緒

に暮らせない 17歳の人にも会いました。そして、物乞いで暮らしてい

る子どもたちをたくさん見ました。栄養が足りないせいか、背は低く、

髪の色が薄かったです。物乞いしてくる子どもに、僕はどうしたらよい

かわからなかった。知らない人に声をかけてお願いする勇気と惨めさは、

僕の想像以上だろうと思います。

僕は、カンボジアにいる間ずっと、ストリートチルドレンを見て見ぬ

ふりをしていることに、とても心が痛くて、何もできない自分が嫌でた

まらなかった。今も心の底には暗く重いものが残っています。僕はこん

なにのんびりしていていいのだろうか？何かできないのだろうか？カン

ボジアの皆は人に言えないほどの苦しみを背負って生きていると知りま

した。僕も負けられない。僕はこれからの人生で、僕にしかできないこ

とを見つけます。　　　　　　　　　　　　

髙木 慶貴（14歳／中学3年）

友情のレポーターの
　　帰国後の取り組み           

2007 年夏休み友情のレポーター

カンボジア取材は、昨年に引き続き

フリーアナウンサー渡辺真理氏の

ご協力を得て一本のビデオレポート

『カンボジア黄金の絹糸～伝統技術

で貧困からの脱却を～』にまとめら

れ、映像資料として講演やイベント

などで広く活用されている。

2007 年 10 月 27 日には、東京、

広尾の JICA 地球ひろばにおける

KnK10 周年記念公開講座の第 1 回

目として、友情のレポーターの二人

によるカンボジア取材報告会を行っ

た。また、レポーターの住む地域の

小中学校でも積極的に帰国報告会や

講話が行われたほか、今回の取材を

多くの方に伝えるため、弁論大会な

どにも参加した。そうして、1000

名を超える小中学生や一般の方にカ

ンボジアの現状を伝え、今も支援の

必要性を訴え続けている。

カンボジア取材報告レポートより抜粋
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KnK は松下電器産業株式会社か

らのご支援のもと、心理的ケアにつ

ながる自己表現を目的としたビデオ

ワークショップを 2004 年に初めて

カンボジアで実施した。以来、日

本を含む各国でビデオやコンピュー

ターを教材とした教育プロジェクト

を展開している。その一環として

2007 年は 11 月 6 日から約一週間、

フィリピンへ日本人専門講師を派遣

しインターネットワークショップを

実施した。

このインターネットワークショッ

プ開催の目的は、パソコンやインター

ネットに触れる機会の少ない子どもた

ちに、ワークショップを通じて楽しみ

ながら共同作業の必要性を理解しても

らい、同時にコンピューター技術を習

得してもらうことにある。

近年、インターネットの爆発的な

普及で開発途上国においても仕事に

就く上でコンピューター知識の必要

性は高まりつつある。そこで、この

ワークショップでは子どもたちがグ

ループに分かれて将来の夢を紹介す

るホームページを完成させることを

ゴールとし、コンピューターの初歩

的操作方法、デザインやコンセプト

の検討等を通じて、ホームページが

でき上がっていく過程を体験した。

当初は、集中力に欠ける子どもた

ちも見られたが、キーボード操作を

覚え、ページデザインに移った頃に

はグループごとに協力し、最終的に

は各グループが責任を持ってホーム

ページを作り上げ、自分たちの成果

についてプレゼンテーションを行う

ところまで到達できた。

【B. フィリピン　インターネットワークショップ】

【開催地】

フィリピン マニラ首都圏 

ケソン市バゴンシーラン

【開催期間】

2007 年 11 月 6 日～ 11 日

【参加者】

小学生から高校生レベルの

　　　　　　　　　　男女約 12 名 

【講師】　荒木将史
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2007 年に実施した「友情の５円

玉キャンペーン」では、これまで

のポスター送付やＰＲビデオの無

料貸出に加え、新たに KnK のホー

ムページ上で 5 分間のＰＲビデオ

が鑑賞できるようになり、キャン

ペーン参加及び国際理解を促進し

た。その結果、全国の 34 の学校、

9 団体、18 個人の方々にご参加い

ただき、その他、学校法人等から

の寄付とあわせアジア各国に 282

万円あまりを届けることができ

た。

次年度以降はさらなる促進のた

めに青少年向け携帯電話サイト上

でのキャンペーン展開を充実化さ

せる予定である。

【C. 友情の５円玉キャンペーン】
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【D. 各種イベントなど】

KnK 設立から 10 年を経た 2007 年は、様々な記念イ

ベントを開催した他、これまでに KnK と深く関ってき

た支援者や友情のレポーター経験者が手がける関連イベ

ントも活発に行われた。

5 月に東京、新宿で開催した写真展「ラストフロンティ

ア～東ティモールの光と影～」には、高円宮久子妃殿下

ならびに安倍昭恵首相夫人（当時）がご来場くださり、

活動へのご理解を示してくださったほか、10 月に参加

した日本中近東アフリカ婦人会創立 25 周年記念チャリ

ティーバザーにおいては、皇后陛下美智子様がカンボジ

アの青年女子が KnK 職業訓練ワークショップで製作し

た絹織物をお求めくださるなど、この 10 年で培われた

支援の輪とその広がりを改めて感じさせられる節目の年

となった。

また、KnK 支援委員会の主催により本年 10 月に催さ

れたチャリティー・パーティーは、歌手のイルカさんな

らびにキーボード奏者の矢嶋マキさん、そして司会進行

をお引き受けくださったフリーアナウンサーの渡辺真理

さんらの多大なるご協力もあり来場者は 109 名を数え、

初のチャリティー・イベントとして大きな成功を収め

た。当日は 2007 年ミス・インターナショナル入賞者ら

も会場に華を添え、幅広い層の参加者が共に KnK の活

動を通じてアジアの恵まれない青少年支援のため集う機

会となった。
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3 月 8 日（木）～ 4 月 10 日（火）　東京・千代田区／ブックハウス神保町

国境なき子どもたち写真展 at ブックハウス神保町　～パキスタン大地震　厳冬を乗り越え春へ～　   ※

5 月 10 日（木）～ 5 月 16 日（水）　東京・新宿区／アイデムフォトギャラリー　「シリウス」

国境なき子どもたち 写真展 2007　ラストフロンティア　東ティモールの光と影　                  ※

6 月 11 日（月）～ 6 月 17 日（日）　東京・新宿区／ギャラリーちょーとく

29+1 Senses　子どもの視線の写真展　（主催：2003 年友情のレポーター 安田菜津紀）

7 月 19 日（木）～ 8 月 1 日（水）　愛知・名古屋市／名古屋市男女平等参画推進センター 1 階交流ラウンジ 

ラスト フロンティア ～東ティモールの光と影～　名古屋展

7 月 28 日（土）、29 日（日）　東京・江東区／東京ビッグサイト

　癒しフェア　vol.4  Tokyo

9 月 15 日～ 9 月 24 日（月・祝）　広島・広島市／旧日本銀行広島支店

ラスト フロンティア ～東ティモールの光と影～　広島展　                                     ※

10 月 6 日（土）、7 日（日）　東京・千代田区／日比谷公園

グローバルフェスタ JAPAN 2007　家族と地球

10 月 19 日（金）　東京・品川区／ WATERLINE
　国境なき子どもたち 10 周年記念 支援チャリティー・パーティー　（主催：KnK 支援委員会）

10 月 23 日（火）　東京・中央区／東京都ロイヤルパークホテル

　日本中近東アフリカ婦人会 創立 25 周年記念　チャリティーバザー

10 月 27 日（土）、11 月 10 日（土）、12 月 15 日（土）　東京・渋谷区／ JICA 地球ひろば

　KnK 設立 10 周年記念公開講座『シリーズ アジア』 第１回カンボジア、 第２回インドネシア、 第３回フィリピン　 ※

11 月 1 日（木）～ 11 月 21 日（水）　東京・中央区／銀座ギャラリー

　国境なき子どもたち 10 周年記念写真展 『共に成長するために』in 銀座　                          ※

11 月 23 日（金）～ 11 月 28 日（水）　ウィーン、オーストリア／ MUSIKVEREIN 楽友協会ホール

　「国境なき合唱団」チャリティーコンサート・ツアー

12 月 7 日（金）～ 12 月 13 日（水）　東京・新宿区／ギャラリーちょーとく

　“EYE”See ！　（主催：2003 年友情のレポーター 安田菜津紀）

12 月 8 日（土）　東京・新宿区／ TOMONO HALL
　アリス・フルニエ・クリスマス・チャリティーコンサート

12 月 10 日（日）～ 2 月 3 日（土）　東京・品川区／ T.Y. HARBOR BREWERY
KnK10th Anniversary Photo Collection in T.Y.HARBOR BREWERY　- 共に成長するために -　

　　　　（※印は KnK 主催イベント）

講演・事務局への小中高生訪問受け入れ

2007 年は全国各地より 9 件の講演依頼があり、映像

資料もまじえた活動紹介や各々のテーマに沿った講演を

行った。また、事務局では計 28 組、約 140 名の小中高

生や大学生などを受け入れ、国際理解学習の機会を提供

することができた。講演も含め、全国約 400 名もの一

般の方々や学生に直に KnK の活動紹介をし、アジアの

子どもたちの現状を伝えることができた。

ビデオや写真を通じた国際理解の促進　

KnK はビデオ映像や写真パネルを通じた国際理解の促

進に力を入れている。2007 年は延べ 67 本の活動紹介

ビデオが貸し出され、全国の学校、教育機関で活用され

た他、新たに 2007 年友情のレポーターの記録とカンボ

ジアの青少年が自ら制作した人身売買をテーマとした作

品 2 本が制作された。また、写真パネルは活動全般を

写真と短い説明文で紹介する 25 枚組のセットを新たに

作成し、無料貸出を行った。
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各イベントでは、自作のポス
ターやチラシを配布し一般の
方々の参加を促しています。
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2007 年末時点の事務局人員配置は次の通りであった。

東京事務局は、上記に加え学生インターン 2 名を迎

えたほか、年間を通じて 106 名のボランティアの方々

によって支えられ、事務局内作業および各種イベント

会場でのサポート、および在宅で翻訳等にご協力をい

ただいた。

また、2007 年 6 月にはフェア・トレードによる

KnK の支援を目的とした KO&Co. 合同会社が有志によ

り設立登記され、カンボジアのシルク製品の輸入 ･ 販

売を開始した。今後はカンボジア、バッタンバンをは

じめ KnK の援助事業による職業訓練を受けた青年女子

らの製品を輸入・販売し、アジアの恵まれない子女の

自立に向け収入創出を行う計画でいる。

Ⅲ　団体組織

氏名 職務

ドミニク 

レギュイエ
事務局長

守谷 季美枝 渉外

清水 匡 広報

松浦 ちはる 広報／友情の５円玉キャンペーン担当

大竹 綾子 海外事業オペレーション

森田 智 海外事業オペレーション／助成金申請

栗林 伸昭 海外事業オペレーション／助成金申請

尾立 素子 海外事業オペレーション／助成金申請

金 珠理 事業開発／総務・経理

足立 まどか 支援者対応／裨益者データベース担当

理事会

2007 年末現在の KnK 理事会構成は次の通りである。

 　会       長 宮尾 舜助   

　副  会 長 甲斐 道幸

 　会 計 役 横山 治雄   

　専務理事 守谷 季美枝

　理　　事 青木 知子  

　理　　事 ドミニク レギュイエ

　理　　事 アグネス G. クィトリアーノ

　監　　事 松永 弘

NPO 上法の社員に相当する評議員は、2007 年 3 月 21

日の年次総会をもって計 38 名となった。

東京事務局

2007 年の東京事務局では、海外活動地の増加に伴い、

海外のプロジェクト現場で活動に携わった人員を積極的

に事務局に迎え入れ、オペレーション機能を特に強化し

た。

また、国内の支援者向けニュースレターを 6 回、バ

ングラデシュのサイクロン被災に際する緊急アピールを

1 回発行し、支援者に対し活動への理解を深めていただ

けるよう力を入れた。その結果、『KnK 支援会員』（年

会費一般：一万円、学生：五千円）は 2007 年末現在で

519 名となり、昨年末時点の 283 名から 1.8 倍に増加

した。このほか、月々の継続支援を含め、国内支援者数

は前年末5400名から6800名あまりへと拡大している。

また、インターネットホームページへのアクセス数（訪

問者数）は、年間平均で一日あたり 1303 人を記録し、

2006 年の 1172 人、2005 年の 923 人と比較しても順

調な延びを見せている。
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活動現地における人員配置

氏名 任地 　職務　 活動期間

門倉 若菜 カンボジア KnK インターナショナル現地代表 06 年 2 月～ 07 年 2 月

中村 八千代 フィリピン KnK インターナショナル現地代表 06 年 7 月～ 08 年 1 月

薄井 さやか パキスタン アドミニストレーター 06 年 10 月～ 07 年 2 月

栗林 伸昭 東ティモール プロジェクト・コーディネーター 06 年 10 月～ 07 年 5 月

渋谷 敦志 東ティモール アドミニストレーター 06 年 11 月～ 07 年 1 月

真嶋 忍 インドネシア（ジャワ） アドミニストレーター 06 年 12 月～ 07 年 4 月

島津 英樹 東ティモール アドミニストレーター 07 年 1 月～ 07 年 4 月

上田 雅子 インドネシア（ジャワ） プロジェクト・コーディネーター 07 年 2 月～ 07 年 5 月

尾立 素子 パキスタン アドミニストレーター 07 年 2 月～ 07 年 3 月

尾立 素子 カンボジア KnK インターナショナル現地代表 07 年 3 月～ 07 年 7 月

真嶋 忍 東ティモール プロジェクト・コーディネーター 07 年 4 月～ 07 年 9 月

静谷 大輔 東ティモール プロジェクト・コーディネーター 07 年 9 月～ 08 年 1 月

真嶋 忍 インドネシア（スマトラ） プロジェクト・コーディネーター 07 年 10 月～ 07 年 11 月

西本 敦子 ヨルダン プロジェクト・コーディネーター 07 年 10 月～ 07 年 11 月

今尾 宏子 インドネシア（スマトラ） プロジェクト・コーディネーター 07 年 11 月～ 08 年 3 月

片山 久美子 東ティモール プロジェクト・コーディネーター 08 年 1 月～継続中 ＊

中村 八千代 ヨルダン プロジェクト・コーディネーター 08 年 1 月～継続中 ＊

松本 直美 バングラデシュ プロジェクト・コーディネーター 08 年 2 月～ 4月 　＊

静谷 大輔 バングラデシュ プロジェクト・コーディネーター 08 年 3 月～継続中 ＊

（＊は 2008 年の派遣）
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2007 年の運営費用合計は 127,160,024 円となり、このうち総援助事業費（＝海外活動地における援助事業費 + 東京に

おける支援業務費 + 教育プロジェクト費 + 広報・啓発活動費）がその 82.5％を占めた。

IV　会計収支
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V　プレスレビュー

新聞掲載
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その他

テレビ放映

ラジオ放送
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朝日新聞　2007 年 1月 16日
Asahi Newspaper  Jan 16, 2007



75

奈良新聞　2007 年 4月 11日
Nara Newspaper  Apr 11, 2007



76

朝日新聞　2007 年 5月 12日
Asahi Newspaper  May 12, 2007



77

繊研新聞　2007 年 6月 27日
Senken Newspaper  Jun 27, 2007



78

山形新聞　2007 年 7月 14日
Yamagata Newspaper  Jul 14, 2007



79

日本経済新聞　2007 年 7月 15日
Nihon Keizai Newspaper  Jul 15



80

中国新聞　2007 年 9月 15日
Chugoku Newspaper  Sep 15, 2007



81

朝日新聞  静岡　2007 年 11 月 3日
Asahi Newspaper Shizuoka  Nov 3, 2007



82

読売新聞　2007 年 11 月 14日
Yomiuri Newspaper  Nov 14, 2007



83

毎日小学生新聞　2007 年 11 月 30日
Mainichi Shogakusei Newspaper  Nov 30, 2007



84

朝日新聞　2007 年 12 月 4日
Asahi Newspaper  Dec 12, 2007



85

読売新聞　2007 年 12 月 29日
Yomiuri Newspaper  Dec 19, 2007



86

じぇろ　Vol.12　2007 年 2月 10日
Magazine JERO Vol.12   Feb 10, 2007



87

ワールド ジョイント クラブ　４月号　2007 年 3月 20日
World Joint Club April     Mar 20, 2007
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株式会社小学館    外務省

ジャパン・プラットフォーム  ユニセフ

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構国際ボランティア貯金

東京都     松下電器産業株式会社

ファイザー株式会社   株式会社パソナ

UBS 証券会社    グンゼ株式会社

伊藤忠商事株式会社   日本航空株式会社   

株式会社エフエム東京   JAL ブランドコミュニケーション株式会社

株式会社シマンテック   トヨタ自動車株式会社

寺田倉庫株式会社   ティー・ワイ・エクスプレス株式会社

アイデム株式会社   株式会社 ECナビ 

味の素株式会社    日本郵船株式会社

株式会社サイバーエージェント ユナイテッドピープル株式会社

クーコム株式会社   バリューコマース株式会社

独立行政法人国際交流基金  財団法人日本サッカー協会

財団法人日本国際協力財団  財団法人新宿文化・国際交流財団

財団法人地球市民財団   社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

社団法人日本国際婦人協会  国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄｱﾒﾘｶ日本東ﾘｼﾞｮﾝ東京・広尾

全国友の会     宗教法人真如苑

雙葉小学校     雙葉学園同窓会

日本中近東アフリカ婦人会  アジア婦人友好会

ブックハウス神保町   特定非営利活動法人イーパーツ  

株式会社堀内カラー   アイデムフォトギャラリー「シリウス」

G.I.P. Tokyo    FID 映像開発フォーラム、他

『友情の５円玉キャンペーン』に参加の小・中・高校生をはじめとする、　　　

　　　　　　　　　　　　　　　個人寄付者（07年末現在、国内約 6800 名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同　敬称略）

謝辞
国境なき子どもたち（KnK）の 2007 年の活動に対し多大なるご理解とご支援を

お寄せくださいました皆様に心より御礼申し上げます。



© Mika TANIMOTO
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国境なき子どもたち（KnK）年表

1995 年  KnK 設立の前身となった教育プロジェクト「子どもレポーター」開始（2003 年に「友情のレポーター」と改称）
1997 年  日本の NGOとして国境なき子どもたち（KnK）設立
2000 年  特定非営利活動法人（NPO法人）として東京都に認証される
1998 ～ 2002 年 カンボジア、バッタンバンの現地NGO「ホームランド」を支援

2000 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
       9 月  カンボジア、バッタンバンにて初の自主運営プロジェクト、「若者の家・男子」開設
       9 月  ベトナム、ホーチミンにて電子技術職業訓練所をベトナム赤十字と協同開設（2001 年 8月終了）

2001 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   ベトナム、ホーチミン第 8地区「チルドレンズハウス」支援
　　1月  ベトナム、ホーチミンにて「若者の家・男子」開設（2002 年 7月一時閉鎖）
　　2月  カンボジア、バッタンバンにて「若者の家・女子」開設
     11 月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「若者の家」開設
     12 月  フィリピン、マニラ首都圏マラボンにて刑務所プロジェクト開始

2002 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
       7 月  カンボジア、バッタンバンの「若者の家・男子／女子」が国連人間居住センター（UNハビタット）福岡事務所と の
   パートナーシップのもと、国連・人間の安全保障基金の援助対象事業となるカンボジア、プノンペンにて
   高等教育を希望する青年を対象とした「若者の家プノンペン」を開設
　　7月  タイ・カンボジア間の子どもの人身売買に関する調査を実施（同年 12月終了）
　　8月  カンボジア、バッタンバンにてバイク修理ワークショップ開設
　　9月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「友情の家」を開設
     12 月  フィリピン、マニラ首都圏のスラム地区パヤタスにてチルドレンセンター開設
   韓国、ソウルにて恵まれない青少年の現地調査実施

2003 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
     1 月  カンボジア、バッタンバンで刑務所にて未成年収監者への支援開始
　　3月  フィリピン、マニラ首都圏のスラム地区バゴンシーランにてチルドレンセンター開設
　　5月  ベトナム、ホーチミンに男子のための「若者の家」を再開、国連人間居住センター（UNハビタット）福岡事務所 との
   パートナーシップにより、国連・人間の安全保障基金の支援対象事業となる
   ベトナム、ホーチミンにて青少年奨学サポート開始
　　9月  カンボジア、バッタンバンにて「危機に瀕する青少年」ワークショップ開催

2004 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
       1 月  ベトナム、ホーチミンに ｢若者の家・女子｣ を開設、公立施設 CETC におけるレクリエーション活動を開始
　　5月  カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』プロジェクト開始
　　6月  カンボジア、バッタンバン刑務所にて職業訓練を開始
　　7月  ベトナム、ホーチミンにて「危機的状況に晒された若者たち‐社会復帰への課題」ワークショップ開催
　　9月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「若者の家」を「友情の家」に統合
     12 月  カンボジア、バッタンバンの「若者の家・女子」を「若者の家・男子」に統合
     12 月  スマトラ島沖地震・インド洋大津波発生、支援活動開始

2005 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       1 月  津波被災地インド、インドネシア、タイ、スリランカにおける現地調査実施
   インド、インドネシア、タイにて津波で被災した青少年の支援開始
　　2月  カンボジア、バッタンバンにて人身売買の被害に遭った青少年支援のためのカウンセリング研修を開始
　　7月  フィリピン、マニラ首都圏のスラム地域にてコミュニティベースの支援開始
     10 月  パキスタン北部大地震で被災した青少年の支援開始
     10 月  カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』建設着工
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2006年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       
       1 月  タイ、パンガー県における津波被災児支援を現地パートナー団体に引継ぎ、終了
　　4月  カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』施設開所式
　　5月  インドネシア、ジャワ島中部地震で被災した青少年の支援開始
　　6月  カンボジア、バンテアイミンチェイ刑務所にて未成年収監者への支援開始
　　6月  インドネシア、アチェにおける津波被災児支援を現地パートナー団体に引継ぎ、終了
　　8月  カンボジア、バッタンバンにて絹織物職業訓練を開始
     10 月  東ティモールにて紛争の影響を受けている青少年の支援開始
     11 月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンの「友情の家」を「若者の家」に改称

2007 年　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
     3 月  フィリピンにて、援助事業の評価活動を実施 
　　6月  日本にて、フェア・トレードによる KnK支援を目的に KO&Co. 合同会社が設立
　　7月  ヨルダンにて、イラク避難民の青少年に関する調査活動を実施
　　7月  フィリピンにて、現地法人「KnKネットワークフィリピン」を設立
　　7月  カンボジアにて、現地法人「KnKネットワークカンボジア」を設立
　　7月  日本にて、新潟中越沖地震の被災地における調査活動を実施
　　9月  インドネシア、スマトラ島南西沖地震の被災地における調査活動を実施（翌 10月に支援開始）
     10 月  ヨルダンにて、イラク避難民の青少年に対する支援開始
     11 月  フィリピンにて、インターネット・ウェブワークショップを実施
     12 月  バングラデシュにて、サイクロン被災地における調査活動を実施（2008 年 1月に支援開始）

特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK）
2008 年活動紹介／ 2007 年度活動報告書　

2008 年 4月 15日発行

禁   無断複製・転載

特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK）

会長 ：　宮尾 舜助

事務局長 ：　ドミニク レギュイエ

事務局 ：　〒 161-0033　東京都新宿区下落合 4-3-26

TEL ：　03-6279-1126 

FAX ：　03-6279-1127

URL ：　www.knk.or.jp

印刷・製本 ：　株式会社イニュニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　

　
この冊子は特定非営利活動法人イーパーツより寄贈されたアドビ・ソフトウェアにより編集されました。
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