
［沿革］
　日本国際飢餓対策機構（Japan International Food 
for the Hungry：略して JIFH）は、イエス・キリスト
の精神に基づいて活動する、非営利の民間国際協力団体

（NGO）です。1981 年以来、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、人
財育成、海外スタッフ派遣、飢餓啓発などの活動を行っ
てきました。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 ヶ国 60 の協力団体とともに、アジア、アフリカ、中
南米の開発途上国で、現地パートナーと協力しあって「こ
ころとからだの飢餓」に応える働きをしています。

飢餓・貧困のない世界の実現をめざして
◉子どもたちの未来のために「世界里親会」
　貧困家庭の子どもたちが基礎教育を受け、地域社会
　のリーダーとして成長できるように支援しています。
◉共に生き、仕える人として「海外駐在スタッフ」派遣
　飢餓・貧困と闘う人々と共に生活し、地域変革をめ
　ざす現地リーダーの“励まし手”として駐在スタッフ
　が活動しています。
◉緊急援助
　災害発生時には、パートナー団体と協力、食糧配給
　や医療活動、精神面のケアなどを行います。

私ひとりから始められることが、たくさんあります
◉世界の現実を知り、伝える！
　飢餓問題の解決は、まず、知ること。そして伝える
　ことから始まります。
◉自分の生活を具体的に変える！
　シンプルライフを目指す。
◉支援者となって活動を支援する！
◉ハンガー・ゼロ・アフリカのサポーターになる！

▪ ご支援に関して
　全ての活動は支援者の皆様からの定期的な会費、
　随時の募金によって支えられています。
◦ハンガー・ゼロ　サポーター／毎月 1,000 円から
　特に食料不足が深刻なアフリカの人々の支援のため
　に用いられます。

◦チャイルド・サポーター（世界里親会）
　世界里親会会員／里子一人の支援につき月額 4,000 円
　開発途上国に生きる子どもたちの全人的な成長のた
　めに、教育支援のみならず家族やコミュニティも支
　援します。
◦里親賛助会員／毎月一口 500 円から　
　特定の里子ではなく、世界里親会の活動全般を支援
　していただきます。
◦海外スタッフサポーター／毎月一口 1,000 円から　
　各国で活動する海外駐在スタッフを支援していただ
　きます。
◦ JIFH サポーター／毎月一口 500 円から
　JIFH の働き全般のサポートをしていただきます。
◦一般寄付について
「今回だけ」「できる時に自由額で…」「特に募金の指
定先はない」そのような場合は「一般寄付」とご指
定ください。その時点で最も必要のある活動のため
に用いさせていただきます。

※機関紙について
　支援者の方々へは、当機構機関紙「飢餓対策ニュース」
　（毎月発行）をお送りいたします。機関紙の購読料は
　会費に含まれています。お申し出いただければ賛同
　者の方々へもお送りいたします。

　 （2010 年７月１日〜）
▪ 理　事
 岩橋竜介（理事長）､ 倉沢正則、木村雄二
 崔　信義、清家弘久（常務理事）
▪ 評議員
 古林寿真子、笠川徹三、岸　好美、吉本慎二
 岡本慎一
▪ 監　事
 山田晶一、朝倉　章（顧問税理士）
▪ 親善大使
 上原令子（ゴスペルシンガー）、森　祐理（福音歌手）
▪ ハンガー・ゼロ特別大使 
 秋元義彦（パン・アキモト）

▪ 海外駐在スタッフ　（2011 年７月現在）
【中華人民共和国】	 中上幸三 ･ 敏子
【フィリピン】	 酒井　保 ･ 慶子　
【ボリビア】 小西小百合
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1分間に17人（うち12 人が子ども）
1日に25,000人
1年間では約1,000万人

世界では飢餓が原因で が生命を失っています。
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　 ※支援金は随時受け付けております。

大　阪 〒 581-0032 八尾市弓削町 3-74-1  
 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  
　　　　ＴＥＬ (03)3518-0781 ＦＡＸ (03)3518-0782
愛　知　〒 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞 3-8-10 愛知労働文化センター 2F
　　　　ＴＥＬ (052)731-8111 ＦＡＸ (052)731-8114
広　島　〒 731-0103 広島市安佐南区緑井 2-21-23  201 号
　　　　ＴＥＬ (082)831-1214 ＦＡＸ (082)877-3961
沖　縄　〒 901-0156 那覇市田原３-8-1ユリ香ハウス 201号　
　　　　ＴＥＬ (098)859-4585 　ＦＡＸ (098)859-4540
東　北　〒 980-0012 仙台市青葉区錦町１-3-16 エマオ２階 E　
　　　　ＴＥＬ (022)217-4611 　ＦＡＸ (022)217-6651

年次報告
2010.7-2011.6

日本国際飢餓対策機構

アジア・アフリカ・中南米における日本国際飢餓対策機構　活動報告
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Japan International Food for the Hungry



＊数字の単位は全て円です。
＊現地駐在スタッフの支援金には、年金・海外旅行傷害保険などを
　含んでいます。

支援活動一覧

アジア
バングラデシュ 3,450,975
世界里親会（リシパラ） 3,450,975 
カンボジア 10,473,565
農業・衛生・貯蓄・教育プログラム 1,104,090
キリン関連労組給食・豆乳支援 2,004,348
世界里親会（オドー・メンチェイ州アンロン・ベン郡） 6,564,304 
海外駐在スタッフ／吉田真記　支援　  800,823
インド 1,437,180
アシシ障がい児支援スクール支援（デリー） 1,437,180 
中華人民共和国 3,031,830 
海外駐在スタッフ／中上幸三・敏子夫妻　支援 3,031,830
フィリピン 17,362,487 
ハンズ・オブ・ラブ・フィリピン活動資金 5,577,305
世界里親会（マニラ近郊パリパラン） 4,731,966 
プレイズ・エメラルド・インターナショナルスクール支援 449,326 
マニラ地区やぎ飼育プロジェクト 297,255 
ミンダナオ支援 309,302 
海外駐在スタッフ／酒井　保・慶子夫妻　支援  5,997,333 
マレーシア  2,307,633 
テンギラン・ビジョンスクール支援 2,307,633
インドネシア  173,020 
孤児院給食支援 173,020

アジア合計　38,236,690 

中南米
ボリビア 6,982,399 
チャヤ学校設備支援 1,509,937 
世界里親会（コチャバンバ州タパカリ郡チャヤ） 2,716,102 
海外駐在スタッフ／小西小百合　支援  2,756,360 

中南米合計　	6,982,399

海外緊急援助
ミャンマー地震被災者支援 424,000 
ハイチ 地震被災者支援 1,341,848
アフガニスタン物資援助・医療品輸送費 246,339,483 
パキスタン洪水被害支援 1,469,900
ニジェール食糧支援 4,809,525
ブルンジ食糧支援 416,600

海外緊急援助合計　254,801,356

国内援助
東日本大震災救援 40,594,119 

国内援助合計　40,594,119 

その他
FH I 連合　協力負担金 5,401,393
ビジョン・オブ・コミュニティ・フェローシップ協力金 2,748,310 
元ボリビア駐在＆国内事務所勤務／河合朝子　支援  408,312
元カンボジア海外駐在スタッフ／斉藤　満　支援  222,410 

その他合計　8,780,425	

支援合計　372,029,852
アフリカ

ウガンダ 10,709,859 
世界里親会（ムコノ郡ナマスンビ、キョガ、ミソンバ） 10,709,859
エチオピア 2,045,750 
小規模融資と収入向上プロジェクト 2,045,750 
ルワンダ 2,166,113
青少年育成、平和構築プロジェクト 865,781
海外駐在スタッフ／竹内　緑　支援  1,300,332 
スーダン 2,475,918
南スーダン　ルンベック村学校給食、教師育成 2,475,918
ケニア 3,135,790
シープケアセンター　給食支援 3,135,790 
ザンビア 161,876 
就学援助・地域の収入向上 161,876
ジンバブエ 609,552 
AIDS 孤児への給食支援 609,552
モザンビーク 9,450 
救急車輸送関連費用 9,450
コンゴ 1,320,555
医薬品輸送費 1,320,555

アフリカ合計　22,634,863 

官報　号外第２１６号に掲載

決算報告
収入の部

支出の部

5億9,541万6,875円

5億9,541万6,875円

受取利息・雑収入
１万４，６１５円

準備金取崩
１７万6,１８５円

寄付金収入（４０.６％）
２億４，１９６万５，２５５円

献品収入［物資］（４１.１％）
２億４，４４７万１，８８３円

会費収入（１８.３％）
1億878万８,９３７円

当期収支差額（2.６％）
１，５４６万５，２１３円

東日本大震災救援準備金（6.7％）
４,０００万円

運営費（４．３％）
２,５４６万５,００２円
＊物資支援を除くと運営費
　は全体の７．３％

＊物資支援を除くと全体の24.8％

  事業費（８６.４％）　５億１，４４８万６,６６０円

　　　　　　　　
海外支援［資金］　　　８,６９６万３，８５０円
海外支援［物資］　２億４，４４７万1，883円

　　　　　　国内支援　 　 　　　4,059万4,119円

　　　　内訳　・支援総額 　３億７,２０２万９,８５２円（62.5%）

・教育啓発活動費　１億４,２４５万６，８０８円（23.9％）


