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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 でハンガーゼロを検索  

▪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1,499,456ポイント（円）のご協力（23,902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…5244口

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　  NL388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。

※
◀︎
記
入
後
に
ス
マ
ホ
で
撮
影
し
、下
記
メ
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ル
ア
ド
レ
ス
に
お
送
り
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い
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も
受
付
い
た
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す
。

✓ 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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定番の
フェアトレードチョコ

　大人気のチョコレートが入荷し
ました。かわいいパッケージと安
心のおいしさで贈り物にも最適。
　１つ 390円（税込）、50g の板
チョコです。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。（ネコポス、
宅急便コンパクト、宅急便のどれ
かを使用）
　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。チョコ
の味はウエブサイトで確認下さい。
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

ボリビア・短期チャイルド
サポーターを募集（12 月締切）
　2012年にボリビアのアサワニ地
区とリオカイネ地区における支援
活 動 が 開 始されて今 年で 10年、
2024年の12月末には両地区はハン
ガーゼロの支援から「卒業」をし、
自らの力で歩み出します。

そのためにチャイルドの支 援も
2024年12月末で終了します。短期
間ですが、子どもと個人的なつな
がりを持つことを通して、チャイル
ドに愛と希望と喜びを届けてくだ
さいませんか。
　チャイルドの対象年齢：６～ 17 歳
　サポーターを待つチャイルド：61名
■お申し込み
　ホームページまたは
　事務局まで電話
　Tel：072-920-2226で
　受付ています。

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

子どもたちに
クリスマスカードを

チャイルドサポーターの方でチャイルドにクリスマ
スカードを送付ご希望の方は、翻訳作業のためにで
きるだけお早めに大阪事務所までお送りください。
１１月でも受付いたします。なおプレゼントの同封
や音が鳴る電池入りのカードは、国際郵便で規制
される場合がありますのでお控えください。 

【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

▪ 理　事
 清家弘久（理事長） 　   益田良一　金谷政勇
 中澤竜生 篠原基章 大嶋重德 矢野雅士 
 池田恵賜 荒栄　豊　 保浦宏規 伊藤得志男
 酒井信也 高橋ゆかり 吉持日輪生 山田晶一
 崔　信義 杉野美礼 金　大弘 正野隆士
 安田　豊　 麦野達一 砂川勝彦   
▪ 評議員
 田中敬康 中臺孝雄 田辺寿雄 安達隆夫
 吉本慎二 拝高真紀夫 
▪ 監　事
 朝倉　章（顧問税理士）   吉田　伸
 北西良充（税理士）
▪ 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）
 白鞘慧海    （ゴスペルシンガー）
 ゴスペル亭パウロ（アマチュア福音落語家）
▪ 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（2022 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】ジェロム・カセバ

（順不同敬称略）

役員・親善大使・海外スタッフ

年次報告
2021.7-2022.6

  支援活動一覧・決算報告	 P.4-5

  支援の輪を広げる様々な活動	
  　支援者・サポーター・講演活動ほか P.6
  　2021 世界食料デー、各種の募金実績 P.7

   ハンガーゼロ支援活動マップ	 P.2-3

ContentsContents

昨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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世界の飢餓人口（国連2021統計）

８億2,800万人
この１年で4,600万人増加！
世界では10人に１人が極度の
栄養不足のため飢餓状態に

ハンガーゼロ 支援活動マップハンガーゼロ 支援活動マップ

５%未満2.5%未満 5-14.9% 15-24.9% 25-34.9% 35%以上

出展：WFPハンガーマップ2021

全人口に占める栄養不足の人口の割合（2018～2020年）
データなし
データ不足

コンゴ民主共和国
D.R.Congo

南スーダン
South Sudan

エチオピア
Ethiopia

ガーナ
Ghana

ケニア
Kenya

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

エイズ孤児と家族支援

ブルンジ
Burundi

シエラレオネ
Sierra Leone

カンボジア
Cambodia

酒井  保／酒井慶子
ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン

★駐在員

小西小百合
★駐在員

ジェロム・カセバ
（アフリカ担当）
ハンズ・オブ・ラブ・コンゴ

★駐在員

KFHIパク親善大使
（子ども支援）

小学校給食支援
医療品支援

食料支援
ハンズ・オブ・ラブ（モザンビーク）

農業支援

母子栄養改善

バングラデシュ
Bangladesh

学校農園・給食支援

農業支援

農業・地域開発支援

地域開発支援
台風緊急支援

国際飢餓対策機構
国際飢餓対策機構連合

V.O.C.F

給食提供

チャイルドサポーター（カンボジア）

給食支援（南スーダン）

チャイルドサポーター（ボリビア）

ウクライナ難民緊急支援（ウクライナ及びポーランド）

ウクライナ難民緊急支援チーム派遣（ウクライナ及びポーランド）

ミンドロ島地域開発支援（ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン）

森親善大使ウクライナ派遣（慰問演奏）母子栄養改善（インドネシア）

2021年  国際飢餓対策機構（FH）全体での支援実績

支援者総数　 1,037万人

支援コミュニティ　 5,241地区

子どもの支援数 17ヵ国で13万9,817人

緊急災害支援 15ヵ国で314万人

緊急災害支援（15ヵ国）　 341万人（25の災害）

自国の支援をしている現地スタッフ 全体の99%

わたしから始める、世界が変わる

農業・地域開発支援（コンゴ民主）

エイズ孤児と家族支援（エチオピア）

モザンビーク
Mozambique

パキスタン
Pakistan
女性・子ども病院
／子ども教育支援

ウクライナ
Ukraine
緊急支援（国外含む）

㊧ジェロム（コンゴ民主）、小西（ボリビア）、酒井夫妻（フィリピン）

私たちへの応援もよろしくお願いします

Hunger Zero 海外駐在スタッフ

支援している国……………17ヵ国
支援している人……………38,320人
支援している子ども………1,755人
子ども給食支援……………201食／日
パンの缶詰（救缶鳥プロジェクト）……13,600食
パートナー団体……………70団体 以上

（サポートチャイルド）（サポートチャイルド）

ウクライナ難民緊急支援ウクライナ難民緊急支援
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アジア 36,013,721

バングラデシュ 3,163,762

チャイルドサポーター 3,163,762

カンボジア 8,965,277

チャイルドサポーター 8,900,832

チャンヒア小学校へ図書寄付 64,445

フィリピン 19,776,622

チャイルドサポーター 6,089,481

海外駐在スタッフ／酒井保支援　　 6,556,921

ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン　　 7,130,220

インドネシア 2,334,200

母子栄養改善（コロナ対策費用 108,500 円含む） 2,334,200

パキスタン 1,773,860

女性・子ども病院（保健衛生啓発、クリニック運営） 1,108,700

カラーシャ族子ども教育支援 665,160

	中南米 14,951,136

ボリビア 14,951,136

チャイルドサポーター 9,935,465

海外駐在スタッフ／小西小百合支援  4,307,991

学校トイレプロジェクト（アサワニ地区） 707,680

アフリカ 411,008,478
ウガンダ 10,399,528

チャイルドサポーター 10,399,528

ルワンダ 3,787,160

ピースインターナショナルスクール運営支援 414,912

ピースインターナショナルスクール・石鹸作り支援 30,560

チャイルドサポーター 3,341,688

南スーダン 343,661,977

ルンベック村マブイ小学校給食支援 1,102,500

医療品支援、送料 342,559,477

ケニア 7,076,170

シープケア学校給食支援 115,320

シープケア運営 554,300

マルルイ小学校＆ンチョロイボロ小学校「学校農園プロジェクト」支援 6,406,550

ブルンジ 29,176,992

食料支援及び輸送費 29,176,992

シエラレオネ 773,340

FHシエラレオネ Young Farmers Partnership（農業支援） 773,340

ガーナ 104,730

KFHI パクシネ親善大使活動支援 104,730

コンゴ民主共和国 11,991,481

ハンズ・オブ・ラブ・コンゴ 9,550,090

海外駐在スタッフ／ジェロム・カセバ支援 2,441,391

エチオピア 3,437,100

FH エチオピア　エイズ孤児などのためのプロジェクト 3,437,100

モザンビーク 600,000

ハンズ・オブ・ラブ（モザンビーク）Young Farmers Partnership 600,000

※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 15,172,154
AINOTE（愛の手）　北米地区活動委託費 1,288,900

Ｖ. Ｏ .Ｃ．F. 加盟負担金 3,526,845

国際飢餓対策機構　分担金 1,769,159

国際飢餓対策機構　連合活動資金 8,587,250

支援合計  4億9,313万7,017円 

海外緊急支援 14,057,146
ウクライナ難民支援（パン缶、医療品含む） 12,915,851
※パン缶はパン・アキモト、医療品は中京医薬品から

フィリピン台風被災者支援 ( ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン） 1,141,295

国内支援 1,934,382
2021年水害被災支援 1,934,382 

決 算 報 告

				支援活動一覧	2021.7-2022.6	

10月28日付 官報号外に掲載
ボリビア短期チャイルドサポーター募集（本年12月末まで受付中。最終頁に案内掲載）

若い農夫たちへの支援（モザンビーク） 台風被災者支援（フィリピン）

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%)
5,247円

剰余金(0.9%)
6,103,497円

寄付金収入（43.4％）
2億9,180万5,013円

献品収入［物資］（54.6％）
3億6,754万8,504円

会費収入（2.0％）
1,326万2,677円

運営費（2．9％）
2,006万5,998円

  事業費（89％）　5億9,845万1,946円

　　　　　　　

準備金積立（7．1％）
4,800万円

  
海外支援  4億9,120万2,635円（73．0％）

　　　    国内支援    　 193万4,382円（ 0．3％）

　　　　内訳　・支援総額 　4億9,313万7,017円（73.3%）

・教育啓発活動費　１億531万4,929円（15.7％）

支出の部

６億7,262万1,441円

６億7,262万1,441円
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（白い家フェローシップチャーチのエチオピア指定募金を含む）

2021世界食料デー
WORLD FOOD DAY

大会 会場数 ……………………10大会
　 　 総来場者 ………………… 468名
　　小規模集会…………………100ヵ所以上

オンライン/他会場 ……９大会／14会場
　　  総来場者 …………2,934名以上

募金総額……2,067万6,354円

■世界食料デーチラシ
　 小冊子・募金箱など

WFD仙台

WFD札幌

WFD滋賀

WFD東大阪

WFD Tokyo
(WFD＋Gospel)
WFD 千葉北
WFD 横浜

WFD沖縄
南部・北部
中部・宮古

WFD京都
WFD芦屋高校生プレゼンテーション大会

東京 事務所

大阪 事務所 （本部）

沖縄 事務所
愛知 事務所

♪ ♪
AmbassadorGoodwillハンガーゼロ 親善大使 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。

上原 令子
ゴスペル歌手 シンガー

Manami森  祐理
福音歌手

小堀 英郎
ピアニストピアニスト

紫園 香
フルート奏者フルート奏者

ナイトdeライト
ロックバンドロックバンド

ソン・ソルナム
フルート奏者

ゴスペル亭パウロ
アマチュア福音落語家

白鞘慧海
ゴスペル歌手ゴスペル歌手

SakiSaki
ゴスペルシンガー ソングライター

Okinawa
Ambassador
Okinawa
Ambassador

■ 支援者総数（個人・団体）………… 6,746

■ ハンガーゼロサポーター ………   5,231口

■ チャイルドサポーター …………… 1,190人

■ 海外スタッフサポーター ………… 136人

■ 講演・出前授業・活動報告 ……… 162ヵ所

■ オンラインセミナー ………………  延べ 142 名

■大学との包括的な連携・協定を締結 ……
　東京基督教大学、富山国際大学、西南学院大学

●親善大使就任/白鞘慧海さん●西南学院大学と協定書の調印式

わたしから始める、世界が変わる

2021.7-2022.62021.7-2022.6

●オンラインセミナー ●LINE配信（毎週）

●WFD大会

●WFD支援集会

●WFD　YouTube動画

●ウクライナ難民支援（愛知）

●クリスマスチャリティ（沖縄）

Than
k you for your support.

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

※2022.6末集計

※子ども支援

※ 幼・保園／小・中・高校／大学／教会ほか

※ 新型コロナ感染拡大で啓発活動及び海外を含む関連事業は、今年度も少なからず影響を受けました

SNS
登録者

■YouTubeチャンネル／896名　
■LINE　
　ハンガーゼロ／248名
　チャイルドサポーター／185名
■Twitter／1654名
■Facebook／4175名
■Instagram／562名

■プール学院（中・高）

全国設置数 …………………112台
募金額 ………3,238,301円

ハンガーゼロ自販機 

ハンガーゼロ・アンバサダー …………7名

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…………35名 大阪 事務所 （本部）

※集計は2021.7-2022.6実績
書き損じハガキ・未使用切手の回収 … 446,599円

▲ハンガーゼロ
サイト

▲チャイルドサポーター
サイト

【毎月のサイト訪問数】

【毎月のサイト訪問数】

【毎月のサイト訪問数】

約 4,4O0以上

約 3,600以上

▲JIFH
　　サイト

約 610以上
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