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コンゴ民主共和国
D.R.Congo

ジェローム・カセバ
（アフリカ担当）

酒井  保／酒井慶子

小西小百合

南スーダン
South Sudan

エチオピア
Ethiopia

パキスタン
Pakistan

エスワティニ
Eswatini

ガーナ
Ghana

ガンビア
Gambia

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

インドネシア
Indonesia

ボリビア
Bolivia

ウガンダ
Uganda

ルワンダ
Rwanda

モザンビーク
Mozambique

女性専門病院／
子ども教育支援

エイズ孤児と家族支援

学校給食支援

学校給食支援

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

食料援助（輸送費含む）

食料援助

農業支援

医薬品支援／緊急支援

栄養改善プロジェクト支援／緊急支援

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）

コイノニア教育センター（ケニア）

医薬品を受け取る医療スタッフ（シエラレオネ）

㊧ジェローム（コンゴ民主）、小西（ボリビア）、酒井夫妻（フィリピン）

食料援助・ガンビアに届けられたパンの缶詰（協力：パン・アキモト）

学校菜園で子どもたちの食料確保に取り組む保護者（ウガンダ）

モザンビークサイクロン被災者緊急支援

地域住民による自立への取り組み（ハンズ・オブ・ラブ・コンゴ）

住民による地域変革（フィリピン）

人づくり・リーダー育成（ボリビア）

マブイ小学校（南スーダン）

世界の飢餓人口（国連2018統計）

8億2,100万人
小学校に通えない子ども

6,300万人
（ユニセフ2018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2018

栄養不足の人口の割合(2015-2017)

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）

支援している国……………18ヵ国
支援している人……………77,000人
支援している子ども………1,819人
子ども給食支援……………1,500食／日
パンの缶詰（救缶鳥プロジェクト）……60,720食
モザンビーク緊急支援……856,400人
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

※協力：パン・アキモト

ブルンジ
Burundi
食料援助

教育支援（ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン）

2018年…
国際飢餓対策機構（FH）全体での支援実績
支援者総数　 308万9,293人
支援コミュニティ　 3,176地区
支援プロジェクト数 107（アフリカ53、アジア21、南米33）
子どもの支援数 17ヶ国で13万4,369人
緊急災害支援 11ヵ国で約150万人を支援

私たちへの応援もよろしくお願いします

ハンガーゼロ     支援活動MAP

★駐在員

★駐在員

★駐在員

海外駐在スタッフ

ボリビアのサポートチャイルド  2
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アジア 39,036,692

バングラデシュ 5,102,907

チャイルドサポーター 5,102,907

カンボジア 9,012,447

チャイルドサポーター 6,690,327

FH カンボジア WFD2018 関連経費 113,520

FH カンボジアボランティア教師人材育成プロジェクト 2,208,600

フィリピン 20,909,058

チャイルドサポーター 7,019,844

海外駐在スタッフ／酒井保支援　　 5,677,554

ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン　　 8,211,660

インドネシア 2,208,600

FH インドネシア栄養改善プロジェクト支援 2,208,600

パキスタン 1,803,680

女性専門病院支援 1,127,300

カラーシャ族子ども教育支援 676,380

南米 15,677,880

ボリビア 15,677,880

チャイルドサポーター 11,782,631

海外駐在スタッフ／小西小百合支援  3,895,249

アフリカ 561,555,396
ウガンダ 12,611,012

チャイルドサポーター 8,123,644

教室建設支援 4,470,400

サッカーボール購入援助 16,968

ルワンダ 5,746,662

ニャギハンガ地区農業支援　　　　　　　　　 3,311,700

ピースインターナショナルスクール運営資金 2,434,962

南スーダン 1,135,200

ルンベック村マブイ小学校給食支援 1,135,200

ケニア 7,257,610

シープケア学校給食支援 2,278,000

シープケアコミュニティセンター収入向上事業支援 1,916,410

コイノニア給食支援　 800,000

FH ケニア学校設備整備支援 2,263,200

ブルンジ 25,926,280

食料支援及び輸送費 25,926,280

シエラレオネ 400,721,873

医薬品、援助物資支援 400,721,873

ガーナ 158,671

KFHI パクシネ親善大使活動支援 158,671

コンゴ民主共和国 9,784,877

ハンズ・オブ・ラブ・コンゴ 9,782,555

ピアニカ寄贈 2,322

エチオピア 4,523,200

FH エチオピア　エイズ孤児などのためのプロジェクト 4,523,200

エスワティニ 83,160

食料援助 83,160

ガンビア 8,406,291

食料援助 8,406,291

モザンビーク 85,200,560

FH モザンビーク医薬品支援 85,200,560

※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 14,509,457
AINOTE（愛の手）　北米地区活動委託費 1,321,680

Ｖ. Ｏ .Ｃ．F. 加盟負担金 3,251,100

国際飢餓対策機構　分担金 1,948,907

国際飢餓対策機構　連合活動資金 7,987,770

支援合計  6億3,724万8,491円 

海外緊急支援 2,699,668
モザンビークサイクロン被災者支援 1,534,120

FH インドネシアスラウェシ島地震被災者支援 1,165,548

国内支援 3,769,398
東日本大震災被災者支援 69,300 

西日本豪雨被災者支援 2,921,689

北海道地震被災者支援 778,409

決 算 報 告

    支援活動一覧 2018.7-2019.6 

9月27日付 官報号外 第124号 117頁に掲載
ルワンダ農業支援（近藤総主事と篠原理事が訪問） 西日本豪雨災害被災者支援（岡山真備町）

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。

収入の部

受取利息・雑収入(0.0%)
4,374円

寄付金収入（３0.0％）
2億3,853万5，233円

献品収入［物資］（64.6％）
5億1,371万7,057円

会費収入（2.0％）
1,566万1,378円

準備金取り崩し（3.4％）
2,700万円

収入不足（0.1％）
63万9,100円

運営費（2．7％）
2,133万5,491円

  事業費（97.3％）　7億7,422万1,651円

　　　　　　　  
海外支援    6億3,347万9,093円（79．6％）

　　　 国内支援      　 376万9,398円（ 0．5％）

　　　　内訳　・支援総額 　6億3,724万8,491円（80.1%）

・教育啓発活動費　１億3,697万3,160円（17.2％）

支出の部

7億9,555万7,142円

7億9,555万7,142円
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■ 支援者総数（個人・団体） ………… 6,693
■ ハンガーゼロサポーター ……… 4,656口

■ チャイルドサポーター  ………… 1,285人

■ 海外スタッフサポーター ……………… 162人

■ 講演・出前授業・活動報告 …………764ヵ所

■ ファシリテータートレーニング ……………  8 名

■ 学校海外研修キャンプ（１回） ……………５名

■ 海外キャンプ（2回） ……………………… 19名

※2019.6末集計

※子ども支援

■大阪女学院高校生が写真集を制作して募金協力

■出前授業

■ハンガーゼロパートナーズ■海外研修/東京基督教大学 ■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

※2018年8月と2019年2月ウガンダにて開催

※2018年8月と2019年3月 開催

※ 幼・保園／小・中・高校／大学／教会ほか

WFD仙台
WFD多賀城

WFD千葉北
WFD横浜

WFD浜松

WFD Tokyo WFD+Gospel

WFD札幌

WFD名古屋

WFD近江
WFD京都

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須崎

WFD広島
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

2018 世界食料デー
WORLD FOOD DAY

大会 会場数 ……………… 29会場

大会 総来場者…………2,766名
募金総額……1,326万8,167円

▲FHカンボジアのリンリーさんが
現地講演をしました。

全国設置数 ……………………109台
募金額 ………… 3,100,000円

JIFHサイト毎月の訪問数 …………約 7000以上
ハンガーゼロサイト毎月の訪問数 …………約 1700以上
チャイルドサポーターサイト毎月の訪問数 …………約 800以上

ハンガーゼロ・アンバサダー …………8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…………18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、学校講演でも活用されています。

ハンガーゼロ
サイト
こちらから▶

ハンガーゼロ親善大使のみなさん

西日本豪雨
被災者支援

北海道地震
被災者支援

※集計は2018.7-2019.6実績

※集計は2018.7-2019.6実績　（本688冊、CD81本、DVD26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。

古林評議員と伊藤晴彦氏（前泉大津市長）♪ ♪

支援の輪を広げる様々な活動支援の輪を広げる様々な活動
わたしから始める、世界が変わる

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

前田 進一郎沖縄アンバサダー▶
声楽家

東江 千鶴東江 千鶴
歌手

SakiSaki
ゴスペルシンガー
ソングライター

書き損じハガキ・未使用切手の回収 …… 556,745円

アクリル製の鍵付き募金箱を是非ご活用ください。

本deリンク集計 ……………… 35,796円

Thank you for support.
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