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Looking back over the past year, the challenge of consoli-

dation has been our main issue. While we hear so much bad 

news through the media, we want to tell more and more peo-

ple about the good news we have to spread. The projects that 

RIJ supports continue to open up opportunities for people 

living away from their homes so they can become independ-

ent and share with their community, however temporary the 

situation is—and in many cases, the situation is protracted.

In the last year, displacement and the number of refugees 

has increased yet again, especially in places such as Syria, 

Myanmar and the Democratic Republic of the Congo. The 

need for greater action at all levels to alleviate the burgeoning 

refugee crisis becomes even more critical. RIJ is supporting 

projects that benefit people from all these communities.

It has long been RIJ’s mission to provide opportunities for ref-

ugees and internally displaced people to work and provide for 

themselves—so important for dignity but also for the future of 

communities. The concept of refugee self-reliance is becom-

ing more and more accepted as the way forward, and several 

studies have been conducted on the subject. We continue to 

be at the forefront of this aspect of assistance.

RIJ’s strength is that the projects are refugee-and community-

led, making them more sustainable and less reliant on others.

RIJ support to projects on the Thai–Myanmar border became 

more important in recent years as funding to the region dwin-

dled due to a change in priorities for large funding agencies 

and NGOs. Displacement within Myanmar continues, and we 

were pleased to see some organisations moving their focus 

back to the Thai–Myanmar border. RIJ endorses this move 

and continues with its efforts in the region—some of its most 

effective and committed work.

Here in Japan it has been a year for building continuity in the of-

fice and in the team to allow a stronger approach for the future.

We have focused on expanding our Japanese-language materi-

als to make it possible to reach more people in the community.

One of the many misconceptions about refugees is that they 

are difficult people. Refugees and internally displaced people 

are simply people like us, but in difficult situations. We have 

much in common and we have much to learn from each other.
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Opening Message 
はじめに

この一年を振り返ってみると、活動の意義をまとめていくことが私たちにとって
大切な問題であると痛感します。最近のメディアで、避難民問題のネガティブ
な側面ばかりを強調する報道ニュースを聞くにつけ、より多くの人々にポジ 
ティブで前向きな情報をどんどん発信していきたいと感じます。RIJが支援する
プロジェクトは引き続き、故郷から離れて暮らす避難民の方々の可能性を切り
開き、人々が自立への一歩を踏み出す後押しをしています。人々は地域社会
の一員として能力を発揮し、そこに貢献できるのです（状況が一時的なもの
だとしても、多くの場合は長期化します）。

昨年は、特にシリアやミャンマー、コンゴ民主共和国の避難民や国内避難民が
さらに増加しました。急増する避難民問題に対しては、より多くの対策が、あら
ゆるレベルにおいてこれまでになく必要とされており、喫緊の問題です。RIJ

は、こういった地域の人々を受益者とするプロジェクトを支援しています。

RIJは長らく、避難民や国内避難民へ働く機会や自立の機会を提供するという
使命を持って活動して参りました。それは、彼らの尊厳を大切にするだけ 
でなく、コミュニティの未来にとっても重要なことです。避難民の自立という 
考え方は、この分野における研究が進められる中で、最近受け入れられ始めて
いるものです。私たちは、この支援の考え方において最前線にい続けたいと
思っています。

RIJの活動の強みは、避難民とその地域社会自らが支援プロジェクトを 
主導するということです。この自律性が、支援プロジェクトをより持続可能で、 
かつ外部に依存しないものにしていくのです。

RIJによるタイ・ミャンマー国境でのプロジェクト支援は、ここ近年でその重要度と
存在感を増してきています。これは、大手支援組織や国際NGO等が優先順位 
を変更し、アジア当該地域への支援が減少傾向にあるからです。ミャンマー 
における国内避難民はまだ増加しており、一部団体がその関心をタイ・ 
ミャンマー国境へと戻してくれたことに賛同します。RIJはこのような動きを
支援しつつ、この地域での効果的かつ献身的な活動を継続したいと思っています。

ひるがえってここ日本ではこの一年、今後のさらに強固な支援へ取りかかるに
あたって、RIJ事務局とチームの再構築に取り組んできました。

日本社会においてより多くの人々に私たちの支援活動へ加わって頂くために、
日本語の広報資料の拡大に注力して参りました。

避難民への数ある誤った認識のひとつが、彼らが「難しい」人々だというもの
です。避難民とは、ただその国や地域が持つ困難な事情で避難を余儀なく 
されただけで、私たちとなんら変わるところはありません。私たちは同じ人間
であり、互いに学び合えるところがたくさんあるのです。

Jane Best OBE

ジェイン・ベスト

Refugees International Japan

Executive Director

事務局長

Shigeya Kato

香藤 繁常 

Honorary Chairman

Senior Advisor, Showa Shell Sekiyu K.K.

名誉会長
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How We Are Unique
RIJの特徴とは

VALUE DRIVEN

RIJ focuses on funding projects that em-

phasise community and sustainability. 

Community involvement is essential to 

ensure that projects effectively address 

the specific needs of each community in 

a way that is sustainable and far-reaching. 

VOLUNTEER OPERATED

The office team of three is supported 

by a great team of volunteers, goodwill 

ambassadors and interns, all of whom 

bring a range of skills and interests. 

REFUGEE LED

RIJ supports projects that are run by 

refugees and local communities. This 

ensures sustainability through the use 

of available skills and resources; as a 

result beneficiary communities do not 

become reliant on funding, but rather 

develop sufficient means of rebuilding 

the strength within the community.

避難民が主導

RIJは、避難民及び現地コミュニティが自立した生活
を送ることを目的としたプログラムを支援して 
います。対象コミュニティが援助に依存すること
なく、コミュニティ内で自給自足できるだけの手段
を身につけ、生活を再構築する。結果として、彼らが
持つスキルやリソースを引き出すことがサスティ
ナビリティへつながるのです。

価値観を重視

プロジェクトの選定においては、コミュニティへの
貢献度とサスティナビリティ（持続可能性）を重視
しています。コミュニティ特有のニーズに対して、
効果的な対応をしていくためには、広範囲かつ
持続可能な方法が必要不可欠だからです。

ボランティアによる運営

RIJの活動は主にボランティア、親善大使、イン 
ターンの素晴らしいチームによって支えられて 
います。それぞれが、さまざまな分野でのスキル、
役割を持ち寄っています。

VALUES

価値観
REFUGEES

避難民

VOLUNTEERS

ボランティア
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「私たちは自分自身の価値、人間としての尊厳
に気づき始めています。避難民となった今でも、
かわらずあるべきだと感じ始めています。」
プロジェクト：   避難民の基本的権利 

(コロンビア、トリマ）

「より多くの少女や女性たちが自らの権利を知る
でしょう。そして、その権利を守り、行使するために
何らかの行動を起こすようになるでしょう。」
プロジェクト：  カレンニSDC研修 

（タイ・ミャンマー国境）

「私は政治について学びました。それまで投票で
政治に参加できることなど知る由もありません 
でした。」
プロジェクト：  カレンニSDC研修 

（タイ・ミャンマー国境）

“More girls and women will know their 

rights and do something to protect and 

exercise those rights”. 

Project: Karenni Social Development 

Centre Training on Thai-Myanmar Border

“After all, what do we live for, if not to 

make life less difficult for each other?” 

Project: Provision of Re-settlement Kits 

for Returnees in North Eastern Uganda

「お互いの生きづらさを解消できないならば、一体
何のために生きているというのでしょう？」
プロジェクト：  帰還民のための再定住支援 

(ウガンダ北東部）

“I learned about the government:  

I never knew that you could vote for 

the government”. 

Project: Karenni Social Development 

Centre Training on Thai-Myanmar Border

“I have strengthened and increased my 

ideas and my aims for the future”. 

Project: Fundamental Rights for 

Displaced People in Tolima, Colombia

「私は将来のために、アイデアを増やしたり、目標を
高めたりすることができました。」
プロジェクト：  避難民の基本的人権 

（コロンビア、トリマ）

“If [the international community] really 

wants to help us, they need to get 

closer to youth to see what we really 

want. They need to listen to us, like the 

program leaders did. It really helped me”.  

Project: SMART Art for Syrian Refugees 

and Turkish Youth in Gaziantep, Turkey

「国際社会が私たちを心から助けたいと思う 
ならば、若者に寄り添う必要があります。私たち
が本当に望んでいることを知ってほしいのです。
プログラム・リーダーたちがそうしてきたように、
私たちの話を聞いてください。私は本当にそれで
救われたのです。」
プロジェクト：  シリア難民とトルコの若者のための 

SMARTアート 
（トルコ、ガズィアンテプ）

“We began to be aware of our own 

worth, of our dignity as human beings, 

to feel we should be valued despite 

being displaced”. 

Project: Fundamental Rights for Dis-

placed People in Tolima, Colombia

ANA CASTRO

SOH MEH

HELLEN

KHAR REH 

EVA MAPE BONILLA

SAMI 

アナ・カストロ

ソー・ミー

ヘレン

カール・レア

エヴァ・マープ・ボニラ 

サミ



US $11.6 million 
Total amount of 
funding awarded as of 
the end of 2017

2017年末現在の調達資金 
総額：1,163万ドル

US $2.2 million 
Total amount of 
funding provided  
between 2007 and 2017

2007年から2017年の間に 
提供した援助資金総額： 
220万ドル

830
Total number of 
projects funded as of 
the end of 2017

2017年末現在までに資金 
援助したプロジェクトの総数： 
830件

Number of 
countries 
receiving

RIJ project funding 
between 2008 and 2017

2008年から2017年の間に
RIJのプロジェクト支援金を 
受け取った国数：23か国

23
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Impact

Lebanon
レバノン

Thai–Myanmar Border
タイ－ミャンマー国境

Nairobi, Kenya
ケニア、ナイロビ

Karen State, Myanmar
ミャンマー、カレン州

インパクト
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BABY KITS AND WOMEN'S HEALTH TRAINING

Agency: Karen Women’s Organisation (KWO) 

Location: Karen State, Myanmar   

Funding: $20,000 

Impact: More than 600 refugee mothers received baby kits that 

included laundry soap, body soap, baby wraps and nail clippers 

along with a health message that provides valuable informa-

tion on how to care for themselves and their babies after birth. 

The funding also provided women’s health awareness training 

reaching a total of more than 2,000 women who may other-

wise not receive such information. 

TRAINING IN HUMAN RIGHTS, LEADERSHIP  

AND THE ENVIRONMENT

Agency: Karenni Social Development Centre (KSDC) 

Location: Thai–Myanmar border 

Funding: $15,400

Impact: Thirty-five young adults participated in a course teach-

ing them to be aware of their rights and to understand the rule 

of law, democracy, environmental care and general leadership 

skills for working with their communities. Twenty-six of the 

students continued their studies in the Advanced Community 

Management Course.

KINDERGARTEN FOR SYRIAN CHILDREN IN LEBANON

Agency: The Popular Aid for Relief & Development (PARD) 

Location: Lebanon  

Funding: $20,000

Impact: One hundred and ten Syrian refugee children aged four 

to six were enrolled in kindergarten for nine months. The chil-

dren received standard kindergarten education while also learn-

ing to socialise and overcome the trauma and insecurity of their 

lives. The funding covered salaries for Syrian teachers who had 

the opportunity to use their professional skills as they prepared 

the children for entry into the Lebanese school system.

ベビーキットと女性の健康に関する意識改善トレーニング

主催：カレン婦人団体（KWO）
場所：ミャンマー、カレン州
資金援助：20,000ドル
インパクト：600人以上の避難民の母親に向けて、洗濯石鹸、ボディソープ、
おくるみ、爪切りとともに、産後すぐの乳児と母親のケア方法など、衛生に関する
有益な注意事項が書かれたものをまとめたベビーキットが配布されました。 
また、支援資金は、本来ならば受けるチャンスがなかった2,000人以上の 
女性を対象とした女性健康意識改善トレーニングに活用されました。

 
人権、リーダーシップと環境保護に関する教育

主催：カレンニ社会開発センター（KSDC） 
場所：タイ・ミャンマー国境
資金援助：15,400ドル 
インパクト：35名の青少年が、自分たちの権利と法律への理解、民主主義の
仕組み、環境への配慮、地域社会で働くにあたって必要な一般的なリーダー
シップスキルなどを学ぶコースに参加しました。26名の青少年が引き続き、
上級コミュニティ・マネジメントコースに進みました。

 
 
レバノンにおけるシリア難民の子供たちのための幼稚園 

主催：救済と発展のための大衆支援機構（PARD）
場所：レバノン
資金：20,000ドル
インパクト：9か月間に110名のシリア難民の4〜6歳児がこの幼稚園に入園 
しました。子供たちは標準的な幼児教育を受け、社会に適合し、これまでに 
受けたトラウマや不安感を克服する術を学んでいます。20,000ドルの資金は、
シリア人教員の給与に充てられています。教員たちは自分たちの専門的な技能
を活用して、子供たちがレバノンの学校に入学する準備を手助けしています。
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Myanmar

Myanmar, formerly Burma, suffers from widespread and sys-

tematic inter-ethnic tension and violence against its ethnic 

minorities. Consequently, hundreds of thousands of people 

from different minority groups have been displaced. In 2010, 

the transition from military rule to a more representative gov-

ernment eased certain human rights restrictions. However, 

these conditions were not extended equally to minority ethnic 

groups and recently there has been renewed internal conflict 

in many states that has caused further displacement through-

out the country. Many people have been displaced for more 

than 20 years and funding has been severely cut back as agen-

cies and NGOs move their support to other regions. 

A MOTHER’S STORY 

Naw Ma Hei Paw is a 43-year-old mother from Kho Kee village 

in Taungoo District. Her house was burnt down by soldiers and 

she was forced to work for them. Paw and her family decided 

to seek refuge in Ee Htu Camp due to the instabilities caused by 

the military presence. After delivering her baby, Paw received 

a baby kit which allows her to provide proper hygiene for her 

newborn. Previously she had cleaned her babies with fruit. She 

is now sharing her knowledge with other mothers in the camp.

THEN MAR’S STORY

Then Mar was not able to receive adequate education in her 

home village due to the difficulties that her family was facing 

in uncertain conditions in Myanmar. She fled to the Karenni 

Refugee Camp to have more opportunities for education. Af-

ter studying at KNSDC, she now understands the importance 

of the role of law and the surrounding legal issues within her 

community. She is now a social worker, using the knowledge 

that she has gained to provide support to victims of gen-

der-based violence. She also plans to launch a campaign to 

reach out to more people about this issue.

MAE LA TO MINNESOTA

Tha Dah successfully underwent the DARE treatment pro-

gram to overcome his addiction and then became a member 

of the DARE team. He progressed from addiction worker to 

team leader to manager. He was accepted for the resettlement 

scheme and moved to Minnesota in the US, taking the DARE 

certificate with him. He became involved in the local com-

munity where he lived in Minnesota, and a doctor at the local 

hospital learnt of his previous experience with addiction work. 

They supported Tha Dah to get a local certificate in counselling 

and he now leads group counselling at the hospital.

NEWBORNS AND NEW BEGINNINGS

RIJ partners with the Karen Women’s Organisation to fund the 

provision of baby kits to villages in five sites within Karen State. 

Each baby kit includes laundry soap, body soap, baby wraps, 

nail clippers and a health message that provides valuable in-

formation to women who may otherwise not know how to 

care for themselves or their babies after birth. In addition to the 

baby kits, women’s health awareness training reaches more than 

2,000 women who may otherwise not receive such information. 

DRUG AWARENESS AND PREVENTION

To address the ongoing drug epidemic on the Thai–Myanmar 

border, RIJ partners with the DARE network to fund a preven-

tion, education and training program that provides treatment 

cycles, prevention education to schools and communities and 

preparation for addiction workers to reach people in camps 

on the Thai–Myanmar border and inside Myanmar. Through 

community awareness campaigns DARE is able to spread pre-

vention education to five camps along the Thai–Myanmar 

border with an estimated reach of upwards of 22,000 people. 

LESSONS IN HUMAN RIGHTS

RIJ, in partnership with the Karenni Social Development Centre 

(KSDC), funds training for young adults in Karenni Camp 1 to 

be aware of their rights and to understand the rule of law, de-

mocracy, care for the environment and general leadership skills 

for working with their communities. The courses have made a 

significant impact in the surrounding communities, with many 

alumni going on to work with NGOs and community groups 

advocating for improved human rights and conditions.
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ミャンマー

新生児と新たな始まり

RIJは、「カレン婦人団体」と協力し、カレン州内の5ヵ所の村にベビーキットを
提供しています。ベビーキットには、洗濯石鹸、ボディソープ、おくるみ、爪切り
に加えて衛生に関する注意事項が書かれたものが含まれており、産後ケア 
知識のない女性のために母親と乳児に関する有益な内容が提供されています。
さらに、女性の健康に関する意識改善トレーニングを受ける機会を、本来ならば
受けるチャンスがなかった2,000人以上の女性に提供しています。

不法薬物に対する意識向上とその予防

RIJは、タイ・ミャンマー国境で続いている不法薬物の蔓延に対処するため、 
DARE (Drug and Alcohol Recovery and Education：薬物とアルコール
からの回復とリハビリ訓練）ネットワークと協力して、防止・教育・訓練プロ 
グラムへの資金を提供しています。このプログラムは、中毒者に治療の機会
を提供すると同時に、学校や地域での不法薬物についての防止教育を行って
います。また、中毒症状をもつ労働者が、タイ・ミャンマー国境とミャンマー 
国内にもうけられた避難キャンプにいつでも助けを求める事が出来るよう、 
準備を整えています。地域の不法薬物意識向上キャンペーンを通じて、DAREは、
タイ・ミャンマー国境に設けられた5つのキャンプの22,000人以上の人々に
不法薬物についての知識を広めることができました。

人権知識の習得

RIJは「カレンニ社会開発センター」（KSDC）と協力して、カレンニキャンプ
で青少年に自分たちの権利と法律への理解、民主主義の仕組み、環境への 
配慮、地域社会で働くにあたって必要な一般的なリーダーシップスキルなど
について教えています。多くの卒業生が、NGOや人権とその環境の改善を
提唱する支援団体で働き、周囲のコミュニティに大きな影響を与えています。

ある母親の話

ナー・マ・ヘイ・ポーはタウングー地区にあるKho Kee村出身の43歳の母親です。
彼女の家は兵士たちによって焼かれ、彼女は強制労働をさせられました。彼女と
家族は、軍の存在により生活が脅かされたため、Ee Htu避難キャンプに移る 
ことを決めました。

その避難所では、彼女たちは望んでいた安定した生活を得ることができました。
子供たちは学校に通うことができ、家族それぞれは衣服や食糧も充分に 
与えられ、日用品も支給されました。彼女が子供を出産した後は、新生児の
ための、衛生ベイビーキットももらえました。以前は、赤ちゃんをフルーツで 
洗っていたのです。今では彼女は自分の知識をキャンプ内のほかの母親たちと
共有しています。

テン・マーの話

テン・マーは、家族とミャンマーの不安定な苦境に直面していたため、故郷
の村で正規教育が受けられず、教育の機会を得るためにカレンニ難民キャンプ
へと逃れました。カレンニ社会開発プログラムセンター（KNSDC）で学び 
終えた後、現在では、法律の果たす役割の重要性と自身が住む地域社会の 
法律上の問題を理解しています。現在ソーシャルワーカーとして、これまでに
学んだ知識を生かし性暴力被害者を支援しています。また、この問題について
より多くの人々を支援するためのキャンペーンを企画しています。

メラ難民キャンプからミネソタ州へ

タ・ダはDARE(Drug and Alcohol Rehabilitation Education：薬物・ 
アルコール社会復帰教育）治療プログラムを無事終了して依存症を克服 
した後、DAREチームのメンバーとなりました。彼は中毒担当スタッフから 
チームリーダーへ、そしてマネージャーへと昇進しました。DAREの修了認定証
を得たことで、米国の再定住スキームに認定され、ミネソタ州へ移住しました。
そしてミネソタ州のコミュニティ活動へ参加するようになり、同地区の病院 
の医師がタ・ダから依存症患者との過去の勤務経験を学ぶまでになりました。
同コミュニティの支援により、タ・ダは地区発行のカウンセリング認定証を 
取得し、現在、同病院でグループカウンセリングを指導する立場にあります。

ミャンマー（旧ビルマ）は、広範囲に渡る民族間の緊張関係や少数 
民族に対する暴行・弾圧により苦しんできました。その結果何十万もの
異なる少数民族が住まいを失い、避難民としての生活を強いられて
きました。2010年の軍事政権からより民主的な政府へ移行し、人権
制限がある程度緩和されましたが、これらはすべての少数民族に 
等しく適用されなかったことから、近年多数の州で新たな民族間の 
対立・紛争が勃発し、国中でさらなる避難民が増える結果となりました。
彼らの多くは、20年以上に渡り避難生活をしています。そして、NGOや
その他の支援団体からの支援も他の地域・国の支援に移行しているため、
大幅に減っています。
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Kenya

EMPOWERING YOUTH

RIJ partnered with Caritas Nairobi to fund the Young Refugees 

Empowerment Programme (YREP) that works with 200 young 

urban refugees, assisting them to settle in their host communi-

ty in Nairobi, as well as preparing them to support themselves 

financially. The programme provides beneficiaries with basic 

literacy training, legal aid clinics, education in life skills training 

and opportunities for work.

FATUMA MITAMBE’S STORY

Fatuma Mitambe arrived in Kenya in 2013 after fleeing the civil war 

in the Democratic Republic of the Congo (DRC). She lost touch 

with her husband and she has been unable to trace him since.

She lives in Nairobi with her four children and her sister. She 

is the sole breadwinner. She was making a small income sell-

ing fish but since joining the YREP she acquired a loan and has 

been able to diversify her business. She says: “in a good month 

I used to make 500 Kenyan shillings, which was barely enough 

to cover my needs, but currently I am able to pay schools’ fees 

and rent, and buy food with ease.“

GRACE’S STORY

Grace returned home in DRC one day to find her house being 

attacked and on fire. Although Grace was able to escape the 

incident, the attackers followed her, attacked her with knives 

and left her severely wounded. Fortunately, a woman passing 

by took her in, nursed her wounds and assisted her in seeking 

refuge in Kenya.

In 2017, Grace joined the Urban Refugee project and complet-

ed the basic literacy course as well as the tailoring class. She 

made good progress and is now fluent in English and making 

her own clothes; she also takes in work for people in the local 

community. She is able to make a small living for herself and 

her confidence is growing.

In the early 1990s, conflicts within Sudan and Somalia led many 

people to seek asylum in Kenya. Recent armed conflicts have 

caused further refugee displacement in that region. Many of the 

refugees fled their home country as children and thus lack for-

mal education and the skills to earn an income. There is a cur-

rent refugee population of 450,000 people, and infrastructure 

and services are stretched far beyond their limit. Due to over-

crowding in the camps, many refugees move to settle in the city.
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ケニア

若者に力を

RIJは「カリタス・ナイロビ」と協力して、青年避難民能力養成プログラム 
（YREP）に対する資金支援を提供しています。都市に住む200名に及ぶ若い
避難民がナイロビに作られたコミュニティに定住し、また経済的に自立できる
ようにサポートしています。プログラムでは、基本的な読み書きの研修、司法
相談、生活に必要な技術の養成を行い、仕事の機会を提供しています。

ファトゥマ・ミタムベの話

ファトゥマ・ミタムベは2013年、コンゴ民主共和国での内戦を逃れケニア
へやってきました。夫と連絡が取れなくなり、以来消息がつかめていません。 
ファトゥマは4人の子供と自身の妹と共にナイロビに暮らしており、一家の
大黒柱です。以前は魚を売っていくばくかの収入を得ていましたが、RIJが
支援するYREPに参加して以来、融資を得て事業を広げることができました。 

「以前は良い月でも500ケニアシリングを稼いで何とか生活できていたけれど、
今は学費、家賃、食費まで簡単に支払えるわ」とファトゥマは言います。

1990年代の初め、ケニアではスーダン・ソマリア紛争により逃れて来た 
たくさんの人々の避難民保護が必要となりました。また、最近の武装衝突で
さらに多くの避難民が退去せざるを得なくなっています。そのため、避難民の 
多くは子供のうちに母国を捨てなければならず、正規の教育を受けることが
できないために、収入を得るための技術を習得することもできません。避難民
人口45万人の需要を満たすには、現在のインフラと行政サービスは明らかに
不十分です。避難民が急増したためキャンプでは収容しきれず、多くの避難民
は街に移住せざるを得なくなっています。 

グレースの話

ある日、グレースがコンゴ民主共和国にある実家に帰ったところ、実家がまさに
襲撃され火を点けられていました。彼女はその場から逃れることはでき 
ましたが、襲撃者たちは彼女を追いかけてナイフで襲い、ひどい傷を負わせ
ました。幸いにも通りがかった一人の女性が傷の手当をしてくれ、ケニアに
避難する手助けをしてくれました。

2017年に、グレースは都市避難民プロジェクトに参加し、基本的な読み書き
コースと裁縫コースを受講しました。そこでの彼女の進歩は目覚ましく、今では 
英語も流暢に話せるようになり、自分の服だけでなく地域の人たちから頼ま
れた服も作れるようになりました。彼女は、贅沢はできませんが自分の生計
を立てることができており、自信も深まっています。
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Lebanon

KINDERGARTEN FOR SYRIAN CHILDREN IN LEBANON

RIJ funds a kindergarten for 110 Syrian infants through a part-

nership with Popular Aid for Relief and Development (PARD). 

The kindergarten not only provides early development learn-

ing but it also helps to address trauma and insecurity faced by 

children who have suffered because of conflict and displace-

ment. In addition, the kindergarten prepares the children for 

entry into the Lebanese school system.

ISRAA’S STORY

Israa loves to draw and she used to draw on textbooks, 

bags, walls or anything around her. She would get upset if 

her mother did not pay attention to her or her drawings. She 

didn’t like going to school; she preferred to be alone and she 

would not talk to anybody, including the teacher.

A teacher and her mother worked together to resolve these 

issues. Israa has stopped drawing on walls and school text-

books and found a way to continue her love for drawing in 

the right way. She has shown great progress with letters and 

numbers and does her worksheets alone. She now looks for-

ward to going to school.

YOUSRA HENDEYA’S STORY

Yousra Hendeya is 38 years old. She and her husband are from 

Damascus. Before arriving in Lebanon five years ago she and 

her husband had to move four times within Syria to escape 

the war. Their two daughters were born in Lebanon. Now they 

live in Wadi El Zeyneh, and her husband has found work as a 

tailor. In the beginning, it was very difficult for the family to 

live in Lebanon, as it is very expensive. However, Yousra says 

the people are kind and working as a teacher at the kindergar-

ten has given her a sense of purpose.

Over the last few decades, Lebanon has been host to thousands 

of Palestinian refugees. However, with the continuing war in 

Syria, Lebanon is now host to over 1,400,000 Syrian refugees. 

As a result, refugees make up a quarter of the population of 

Lebanon. This has put tremendous pressure on Lebanon’s 

socio-economic fabric. While all refugees receive access to 

essential services like education and health, overpopulation 

makes it difficult for necessary supplies and services to reach 

everyone. To date, only 30% of the Syrian refugee school-aged 

children are receiving an education.
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レバノン

レバノンにおけるシリアの子供たちのための幼稚園

RIJは「救済と発展のための大衆支援機構」（the Popular Aid for Relief 

and Development: PARD）と協力し、シリア人幼児110名が通う幼稚園
に資金を提供しています。幼稚園は幼児教育を行うだけでなく、紛争や避難
による苦難を経験してきた子供たちが直面するトラウマや不安感への対処も
支援しています。さらに、幼稚園は子供たちがレバノンの学校に入学するため
の準備教育も行っています。

イスラの話

イスラは絵を描くことが大好きで、以前はよく教科書、鞄、壁などいたるところ
に絵を描いていました。お母さんが自分や自分が書いた絵に興味を示さな
いと、彼女は不機嫌になりました。彼女は学校に行くことが好きでなく、一人
でいることを好み、先生を含め他人と話そうとはしませんでした。

イスラのお母さんはそんな彼女を心配して先生に相談し、一緒に改善する 
努力をしました。今では、イスラは壁や教科書ではないところに、きちんと絵を
描くことができるようになりました。また彼女は読み書き・計算もできるように
なり、一人で学習することもできるようになりました。そして学校に行くこと 
にも前向きになりました。

ヨウスラ・ヘンデヤの話

ヨウスラと夫はシリアのダマスカス出身です。5年前レバノンへ来る前、二人
は戦火を逃れるためシリア国内で4回も引越しをしました。二人の娘はレバ 
ノンで生まれました。現在、ワディエルゼイネに住み、夫は仕立屋として起業
しています。当初、費用がかかるため、家族のレバノン生活は大変厳しかった
のですが、「レバノンの人々は親切だし、私は幼稚園の先生として働くこと 
で目的意識を与えられたわ」とヨウスラは言います。

過去数十年に渡りレバノンは何千人ものパレスチナ難民を受け入れてきまし
た。さらに、シリア内戦が続く中、レバノンは現在140万人を超えるシリア難民
を受け入れています。この結果、避難民はレバノン人口の4分の1を占めるに 
至っています。このことがレバノンの社会経済構造を大きく圧迫しています。
すべての避難民は教育や保健のような必要不可欠なサービスを受ける権利
がありますが、人口過剰により全ての人に行き渡らせることが困難となってい
ます。今日、シリア難民の就学年齢児で教育を受けているのはわずか30％に
過ぎません。
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Glimpses over the Edge
『境界を越え垣間見えるもの』

This delightful book was distributed by Shashasha Co Ltd who 

generously donated all proceeds after printing costs to RIJ. Re-

maining copies of the book are available through the RIJ office.

Contact: info@rij-npo.org

Glimpses over the Edge catalogues Alexander Treves’ pho-

tographs and personal accounts from refugees in countries 

of RIJ-funded projects including Angola, Burma, Burundi, 

Congo, Ethiopia, Pakistan, Palestine, Sri Lanka, Somalia, and 

Syria. The book recounts the daily hardships withstood by 

victims displaced by war and conflict in communities across 

the globe. Proceeds from Glimpses over the Edge go directly 

to RIJ projects supporting the communities illustrated on the 

pages of the book.

For more information visit www.glimpsesovertheedge.com 

Alexander Treves was a RIJ Director from 2015 to 2017.

「困難な状況にもかかわらず、私が出会った人々は 
素晴らしいレジリエンス（立ち直る力）を持って
いた。もし彼らが自分の境遇に絶望していない
なら、彼らは絶望しているものだと思い込むのは
間違いだろう。避難民を助け、彼らの落ち込みを
和らげることはできる。」

—アレクサンダー・トレヴス(Alexander Treves)、 

『境界を越え垣間見えるもの』 の著者・写真家

“Despite the darkness of their 
circumstances the people I met were 
resilient. If they do not think that their own 
situation is hopeless, it would be wrong to 
assume hopelessness on their behalf.  
It’s possible to help refugees, to soften  

their fall”. 
 —Alexander Treves, Author & 

Photographer, Glimpses over the Edge

この本は、Shashasha（写々者）から出版され、印刷費を除くすべての収益が
RIJに寄贈されています。RIJ事務所で購入可能です。
連絡先：info@rij-npo.org

『境界を越え垣間見えるもの』は、アレクサンダー・トレヴスの写真とアンゴラ、
ビルマ、ブルンジ、コンゴ、エチオピア、パキスタン、パレスチナ、スリランカ、 
ソマリア、シリアなどRIJがプロジェクトを支援している国々の避難民につい
ての個人的な記事を綴ったカタログです。この本は世界中で起こっている戦
争や紛争によって避難せざるを得なかった犠牲者たちが日々耐えている困
難を物語っています。『境界を越え垣間見えるもの』の収益は、この本の各ペー
ジに解説されている地域を支援するRIJのプロジェクトに充てられています。

詳細は、www.glimpsesovertheedge.comをご覧ください 

アレクサンダー・トレヴスは、2015〜2017年、RIJの理事でした。
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RIJ has continued to build stronger partnerships with compa-

nies and organisations to spread greater awareness of our ac-

tivities amongst their staff and other stakeholders.

The global refugee crisis is of concern to everyone. It affects 

international trade and overseas markets, and it tears commu-

nities and lives apart. The word “partnership” is an important 

component in the effort to put things right. 

Learning from the resilience of refugees and internally dis-

placed people can inspire teams to consider how they address 

challenges within their own working environments and devel-

op new strategies for the future.

Having a “partnership” with RIJ provides businesses with a va-

riety of opportunities that can encourage employees to learn 

more about other cultures and the challenges they face. Think-

ing “outside the box” allows people to express themselves in 

new ways and decide how to make an impact on a difficult in-

ternational situation.

Corporate Partnership

We empathise with the increasing and urgent 

plight of refugees and we share RIJ’s passion 

for supporting them. It gives us a great deal of 

satisfaction knowing that our work touches 
many lives around the world. 

— Custom Media

For us, supporting RIJ makes perfect sense. 

We are on a mission to help individuals and 

organisations understand how they are 

connected to the world around them, and to 

take responsibility for how their actions impact 

and influence people—including refugees—
and places that may seem very far away.

— Global Perspectives

SHOWA SHELL SEKIYU K.K. ∞ The company has been a major 

supporter of RIJ since its inception, providing one of the most 

essential components of our work—a place to work from, office 

space and logistical assistance, which are essential to our ef-

forts. And visitors are always impressed with the wonderful view!

CUSTOM MEDIA ∞ Well, what you are reading was put together 

by Custom Media. They design and produce RIJ’s promotion-

al material—the annual review, posters, banners and flyers—

and they manage, design and publish our website. Their team 

members go beyond the call of duty in showing their individ-

ual support as they learn more about the impact of our work.

FOOTY JAPAN ∞ From our experience in several refugee 

camps, we know that young refugees love to play football. 

Hence the support of Footy Japan is a great match, as well as 

great fun. At the annual Footy Japan charity tournament footy 

kids (and footy grown-up kids) are given a chance to relate 

their teamwork challenges to those of RIJ. And they enjoy it.

BARAKURA ENGLISH GARDEN ∞ Roses and refugees may seem 

an unusual combination, but Barakura continue to support 

RIJ at their open day gala events. Since 2007 they have raised 

over ¥4 million. If only some part of every refugee camp could 

be made as beautiful as the Barakura garden…

GLOBAL PERSPECTIVES ∞ Take an RIJ project, study it and 

then use it as a unit for training. That’s what Global Perspec-

tives do, designing training programs for businesses and so-

cial organisations. We find that using refugee case studies is a 

great way to illustrate resilience and resourcefulness. 

SHASHASHA ∞ They donated all proceeds after printing costs 

from the sale of Glimpses over the Edge.

HOUSE OF ASTON MARTIN AOYAMA ∞ They provided their 

venues in Aoyama for fun and exciting fundraising events. 

EXCAPE ENTERTAINMENT ∞ They sponsor the annual RIJ F1 

Race Night. Their simulators are amazing and their skilled 

team guide participants through the intricacies of the chal-

lenging circuits.

A VARIETY OF COMPANIES HAVE CONTRIBUTED TO RIJ IN THE LAST YEAR; SOME EXAMPLES ARE:
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企業とのパートナーシップ

昭和シェル石油株式会社 ∞ RIJ創設初期からの主要な支援企業であり、
活動に必要不可欠な事務所スペースを提供してくださっています。RIJを訪
れるお客様はいつも、この事務所からのすばらしい景色に感動しています！

カスタムメディア株式会社 ∞ 今あなたが読んでいるこの冊子は、同社 
の編集によるものです。アニュアルレビュー、ポスター、インターネットバナー、
パンフレットといった、RIJの広報資料のデザインと作成、また、ウェブサイトの
デザイン・運営もしてくださっています。RIJの活動の重要さを理解し、各個人
が依頼以上の仕事をしてくださっています。

Footy Japan（フッティジャパン） ∞ 私たちは避難民キャンプを訪れた 
とき、若い避難民はサッカーが大好きだと知りました。Footy Japanの支援は、 
RIJの活動にマッチしているとともに、非常に楽しいものです。Footy Japanの
チャリティートーナメントでは、フッティキッズ（大人になったフッティキッズも）は、 
チームワークで試合に臨むこととがRIJによる困難に立ち向かう活動と通じ 
合うものだということを学んでいます。そして何より、楽しんでいます。

蓼科高原 バラクライングリッシュガーデン ∞ バラと避難民とは、 
珍しい組み合わせですが、バラクラはその開園イベントの時からRIJを支援して
くださっており、その支援額は2007年から現在までで400万円を超えました。
せめて避難民キャンプの一画だけでも、バラクラガーデンのように美しくでき
たらと、願ってやみません。

Global Perspectives株式会社 ∞ 同社は、RIJが支援するプロジェクト
を研究し、そしてそれをビジネス・トレーニングの教材として活かしています。
企業や組織がよりよく変わるためのトレーニング・プログラムをデザイン 
するのが彼らの仕事ですが、私たちは、避難民のケーススタディを取り上げる
ことは、レジリエンスと創意工夫を体現していると考えます。

写々者 ∞ 書籍『Glimpses over the Edge(境界を越え垣間見えるもの）』 
の売上から、印刷費用を差し引いた全額を寄付してくださいました。

アストンマーティン東京 ∞ ハウスオブアストンマーティン青山を、RIJの
チャリティイベントのスペースとして提供していただきました。

Excape Entertainment ∞ 年に一度の「RIJ F1レースナイト」イベントの 
スポンサーです。彼らのヴァーチャルリアリティ映像を使ったシミュレーター
は驚くほど精密で、熟練したガイドチームが複雑なサーキットコースの攻略を
サポートしてくれます。

RIJでは、これまで企業や団体組織と強固なパートナーシップの構築に取り組
み、私たちの活動について従業員や職員、利害関係者の方々に広く認知いただ
けるよう努めてきました。

避難民を巡る世界規模での問題は、全ての人に関わる問題です。国際貿易や 
海外市場に影響するだけでなく、地域社会や生活も分断してしまいます。 

「パートナーシップ」という言葉は、バラバラになってしまったものを元に戻す
ための重要なキーワードです。

企業や組織の従業員は、避難民や国内避難民が持つレジリエンス（しなやかな 
強さ）で生活を再建して行く過程から、自身が職場で困難に直面した際の 
対処法や、将来へ向けての戦略の立て方を学ぶことができます。

また、RIJとの「パートナーシップ」を通じて、異文化への理解や従業員自身が
直面する課題について考えるさまざまな機会を持つように働きかけることが
できます。今までと違う考え方を身につければ、新しい自己表現が可能となり、
厳しい国際環境の中でも、インパクトを与えられるようになります。

昨年も様々な企業がRIJを支援してくださいました。その中のいくつかを以下にご紹介します。

私たちは、近年ますます厳しさを増している避難民の方々の苦境

に心を痛めています。また、彼らを支援したいという情熱をRIJと 

共有しています。RIJとの事業を通じて世界中の多くの人々の生活

に触れることに大きな喜びを感じています。

― カスタムメディア株式会社

私たちにとってRIJを支援することは、大きな意味があります。 

私たちの使命は、個人や団体が世界とつながっていることを認識

してもらい、また、自身の行動が人 （々この人々には避難民も含

まれます）やはるか遠くにあるように思える場所に影響を与え、 

どのように責任を持つかを理解してもらうことです。　　　　　

― Global Perspectives株式会社
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学校活動

Besides these annual events, other schools also organised 

various events to support RIJ’s work. 

Tokyo Gakugei University International Secondary School 

organized a three-day campaign which promoted and in-

creased awareness of RIJ’s work and projects. The students 

concluded the campaign with a collection box at the local 

train station. 

Seisen Elementary School celebrated their St. Raphaela Day 

of Service in May by organising a sponsored race with more 

than 100 participants. 

Parents and students at The British School in Tokyo held a bake 

sale to mark World Refugee Day with hundreds of cakes donated. 

Students of Yokohama International School (YIS) organised ref-

ugee activities during YIS service week. 

School Activities

This year, RIJ has continued to receive support from schools 

across Tokyo. Students learn about the challenges that chil-

dren around the world face, conduct fund-raising efforts in 

their community and spread awareness.

RIJは、今年も引き続き、東京各地の学校からご支援いただきました。児童・生徒
たちは、世界中の子どもたちが直面する課題について学び、自分たちの地域
社会において募金活動や啓発活動を行いました。

•  For the past eight years, students of Junten Junior High 

School have organised an annual sponsored run to raise 

funds for RIJ. 

•   St. Mary’s International School (SMIS) has supported the 

“Light up the Life of a Refugee Child” event for over 20 years. 

•   This event is now an annual concert hosted at SMIS and last 

year included the Junten School brass band, Seisen Interna-

tional School’s students and The American School in Japan’s 

jazz band. Students from the International School of the Sa-

cred Heart Tokyo raised funds selling their beautiful ceramics.

•  順天中学校の生徒たちは、これまで8年間に渡り毎年RIJへの募金の 
ためのチャリティランを開催してきました。

•  セント・メリーズ・インターナショナル・スクール（SMIS）は、「避難民の子ども
たちに光を」のコンサートイベントをこれまで20年以上に渡って支援してき
ました。

•  同コンサートは現在、SMISによって毎年開催され、昨年は順天中学校の 
ブラスバンド部、清泉インターナショナルスクールの生徒たち、アメリカン 
スクール・イン・ジャパンのジャズバンド部が参加しました。また、聖心インター
ナショナルスクールの生徒たちは、美しい陶器のチャリティ販売で募金活動
を行いました。

上記の年次イベントに加えて、他の学校もRIJを支援するための様々な 
イベントを開催しました。

東京学芸大学附属国際中等教育学校は、RIJの活動や支援プロジェクトへの
理解を広めるキャンペーンを3日間に渡って実施しました。生徒たちは、地元
の駅における募金活動でキャンペーンを締めくくりました。

清泉小学校は、5月の聖ラファエラの日（創立記念日）にチャリティランを
開催し、100人以上が参加しました。

ブリティシュ・スクール・イン東京の生徒と保護者は、「世界難民」の日にケーキ
のチャリティ販売を行い、数百のケーキを見事完売させました。

横浜インターナショナルスクール（YIS）の生徒たちは、YIS奉仕活動の 週間 に 
避難民関連の活動を実施しました。

WITH THESE COLLECTIVE EFFORTS, RIJ RECEIVED OVER ¥1 MILLION IN DONATIONS.

上記の学校活動により、RIJへ100万円を超える寄付金が寄せられました。
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LIST OF SCHOOLS:

International School of the Sacred Heart Tokyo

Junten Junior High School and Junten Senior High School

Seisen International School 

St. Mary’s International School 

The American School in Japan 

The British School in Tokyo 

Tokyo Gakugei University International Secondary School 

Yokohama International School

協力学校名：

聖心インターナショナルスクール
順天中学校・高等学校

清泉インターナショナルスクール
セント・メリーズ・インターナショナル・スクール

アメリカンスクール・イン・ジャパン
ブリティシュ・スクール・イン東京

東京学芸大学附属国際中等教育学校
横浜インターナショナルスクール
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Asanuma KK  

Aston Martin Japan  

Barakura English Garden  

Centre Circle  

Correns Corporation 

Custom Media K.K.  

Econex  

Excape Entertainment Group 

Folli Follie Japan Ltd  

Global Perspectives 

IHS Markit Japan KK 

Oakwood Midtown  

Ogilvy and Mather  

Robert Walters Japan KK  

Shangri-La hotel, Tokyo  

Shashasha Co Ltd  

Shell Chemicals Japan Ltd  

Shell Shayukai  

Showa Shell Sekiyu K.K.  

Tekko Building Co Ltd 

Tokai University  

Verizon Legal Counsel office 

Whisk-e Ltd  

White and Case LLP 

浅沼株式会社 

アストンマーチン東京 

蓼科高原 バラクライングリッシュガーデン 

Centre Circle  

株式会社コーレンス 

カスタムメディア株式会社 

Econex  

Excape Entertainment Group 

株式会社フォリフォリジャパン 

Global Perspectives株式会社 

IHS Markit Japan KK 

オークウッドプレミア東京ミッドタウン 

オグリヴィ・アンド・メイザー・ジャパン 

ロバート・ウォルターズ・ジャパン 

シャングリ・ラ ホテル 東京 

株式会社shashasha 

シェルケミカルズジャパン株式会社 

昭和シェル社友会 

昭和シェル石油株式会社 

株式会社鉄鋼ビルディング 

東海大学 

ベライゾンジャパン合同会社 

株式会社ウィスク・イー 

ホワイト&ケース法律事務所

Donors and Sponsors

CORPORATE DONORS AND SPONSORS

寄附・ご支援いただいた皆様
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Thank you to the many generous donors who 

have contributed via GlobalGiving but privacy 

restrictions mean we cannot name them

Hikaru Abe 阿部 光 
Fabio Alfano 

Joan Anderson 

Emma Ashford 

Jack and Fay Bayles 

Brenda Bushell  

David Croll 

de Stains-Mori 

James Dodds 

Nicola Fitzharris 

Sarah Furuya 

Lori Henderson 

David Hewett 

Jen Hartz 

Andrew Homer 

Divya Marie Kato 

Tove Kinooka 

Harushige Koga 古賀 晴茂 

Yoshikyuki Kurosaki 黒崎 由行 

Guy Perryman 

Hiroshi Tachikawa 立川 博巳 

Noriko Takasue 武居 範子  
Alexander Treves 

Richard Winton 

Juergen Wittstock

The American School in Japan 

The British School in Tokyo 

Junten Junior and Senior High School 

Seisen International School 

St Mary’s International School 

Tokyo Gakugei University International Secondary School

アメリカンスクール・イン・ジャパン

ブリティシュ・スクール・イン東京

順天中学校・高等学校 

清泉インターナショナルスクール

セント・メリーズ・インターナショナル・スクール

東京学芸大学附属国際中等教育学校

INDIVIDUAL DONORS

STUDENTS, PARENTS AND STAFF  
OF THE FOLLOWING SCHOOLS:



RIJ ANNUAL REVIEW 2017 / 201822

Events Timeline
イベントカレンダー

MARCH MAY

JUNEAPRILFEBRUARY

3月 5月

6月4月2月

NOVEMBER

11月

2017 2018

JANUARY

1月

DECEMBER

12月

Shell Shayukai 
reception and 
presentation
シェル社友会   

RIJ紹介  
＆交流会

Light up the Life of a  
Refugee Child concert
避難民の子どもたちに光を 

子どもたちのための  
チャリティーコンサート

F1 Race Night
F1レース・ナイト

ブリティッシュ  
スクール・クリスマス 

コンサート

BST Christmas  
Carol concert

F1 Driving 
Experience

F1レース体験

Footy Japan  
Charity 7s 

tournament
サッカー 

 チャリティー  
トーナメント

Seisen  
Elementary School  

sponsored run
清泉小学校 

チャリティーラン

Junten Junior 
High School 

sponsored run

順天中学校 
チャリティーラン

ワイン  
テイスティング 

 クイズ

Great Wine Bluff

Palace Loop Relay

皇居リレー

World Refugee  
Day—workshop  

and bake sale
「世界難民の日」  

ワークショップ、 
ケーキセール
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支援する

FOR INDIVIDUALS: 

Make a Donation: Donate online through our website, via 

GlobalGiving or bank transfer using MUFG Bank or Post Office.

Become a Friend: The Friends’ Program is a simple and effec-

tive way to contribute towards worldwide efforts to assist ref-

ugees. In return for your annual fee, we will keep you updated 

with all our activities through the RIJ Annual Review, project 

updates, reports, NGO profiles, events coverage, community 

activities and more.

Attend an Event: RIJ hosts a variety of events throughout the year.

Become a Volunteer or Intern:  RIJ thrives and depends on our 

volunteer team to organise and run fundraising activities. Be-

come inspired by helping organise our events and working in 

an international environment in which you can use your profes-

sional skills, all while meeting people committed to a great cause.

Learn More: Host a group in your local community for interac-

tive presentations and workshops conducted by RIJ students, 

interns and volunteers.

Leave a Legacy: Make a difference beyond your life by making 

a donation to RIJ in your will.

Advocate & Activate: Join our mailing list online, follow us and 

share RIJ’s mission with your friends.

団体の方へ

パートナーになる：当団体との法人パートナーシップ・プログラムを 
通じて、支援の手を差し伸べてみませんか。

イベントのスポンサーになる：会場の提供あるいは、RIJの年間イベン
トの主催者になりませんか。

イベントに寄付する：チャリティの支援先としてRIJを選び、イベントの 
協賛をしてみましょう。

ボランティアを集める：RIJのミッションを支援するために、あなたの 
会社からボランティアを募り、ご協力ください。

詳しく学ぶ：RIJは東京のインターナショナル・スクールや日本の学校を 
通じてその活動意義の認知を広げています。RIJの対話型のプレゼンテー 
ションもしくはワークショップをあなたの学校で主催しませんか。

フォローする、シェアする：私たちのメーリングリストに参加したり、 
私たちのSNSをフォローして、RIJのミッションを一緒に働く仲間へシェアして
ください。

How to Support

INVEST IN THE FUTURE WITH RIJ—HOW YOU CAN SUPPORT

RIJとともに未来への投資を。 さまざまな支援の方法があります

There are many ways you can contribute, whether with specific skills or through your presence 

and efforts. You have the power to make a difference and invest in the future.

あなたの得意なスキルを活かしてRIJの活動に参加するなど、RIJの力になっていただく方法は数多くあります。 
あなたには世界を変える一歩を踏み出し、未来へ投資する力があります。

FOR ORGANISATIONS:

Become a Partner: Give one, two or three hands through our 

corporate partnership program.

Sponsor an Event: Provide a venue or sponsor one of RIJ’s an-

nual events.  

Donate an Event: Consider partnering with RIJ as a charitable 

beneficiary at your next company event.

Gather Volunteers: Sponsor volunteers from your company to 

support RIJ’s mission.

Learn More: RIJ increases awareness about displacement 

through partnerships with international and Japanese schools 

in the Tokyo area. Host a group for an interactive presentation 

or workshop at your school.

Advocate & Activate: Join our mailing list, follow us and share 

RIJ’s mission with your colleagues.

個人の方へ

寄付する：RIJのウェブサイトやクラウドファンディングのグローバルギビング
サイト、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行への振込等を通じて寄付を受け付けてい
ます。

フレンド会員になる：フレンド会員プログラムとは、世界的に広がる避難民
支援の活動に貢献するためのシンプルで効果的な方法です。年会費を 
通じて、年次報告書、プロジェクトの最新情報、レポート、その他のNGOの 
活動、様々な支援イベント、地域活動など支援し、私たちの活動に関する全て
の情報を提供していきます。

イベントに参加する：RIJが一年を通じて主催する様々なイベントに参加
してみましょう。

ボランティアスタッフ、インターンになる：RIJはボランティア・チーム
による資金調達の活動によって成長し、支援を広げています。私たちのイベント
運営を支援したり、使命を持って取り組む人々に出会ったり、またあなたの 
得意なスキルを使い国際的な環境で働いたりすることで、刺激を受けましょう。

活動を学ぶ：RIJの学生インターンやボランティアによる対話型のプレゼン
テーションやワークショップを、あなたの地域コミュニティで開催してください。

未来へ残す：自らの意思でRIJに寄付することで、あなたの人生を変える 
一歩を踏み出しませんか。

フォローする、シェアする：私たちのメーリングリストに参加したり、 
私たちのSNSをフォローして、RIJのミッションをあなたのご友人へシェアして
ください。
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計算書

DETAIL 科目 AMOUNT - 金額

Income 経常収益 (In Yen) - （単位：円）

Fees 受取会費 ¥330,.000

Donations 受取寄附金 ¥15,121,000

Total income 経常収益計 ¥15,451,000 

Expenses 経常費用

Funding to projects 難民支援プロジェクト助成金 ¥4,150,000 

Costs directly attributable to projects プロジェクト経費 ¥5,154,000

Fundraising costs ファンドレイジング経費 ¥4,302,000

Operational costs 管理費計 ¥121,000

Total expenses 経常費用計 ¥13,727,000

Closing position 当期経常増減額 ¥1,724,000

FINANCIAL STATEMENT AS AT 30 JUNE 2018

活動計算書 2018年6月30日 

Accounts

BREAKDOWN  

OF DONATION STREAMS

General Donations

Membership

Events

Corporate

Schools

EXPENSES BY CATEGORY

Funding to projects

Costs directly attributable  
to projects

Fundraising costs

Operational costs
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Naomi Tsuchiya 

Program Coordinator 

土屋 なおみ（阿部  なおみ）

Nanae Ismail 

Event Coordinator

イスマイル 奈奈恵

Angie Alexander 

International Funding Facilitator

 

Mete Yazici 

International Funding Administrator

 

Makiko Smith and Belinda Downes

Treasurers

 

Stacy Ryan

Schools’ Liaison

Editorial

Evelyn Wong

Jane Best 

Naomi Tsuchiya 土屋 なおみ（阿部 なおみ）

Translation 

Naotaka Kawada 川田 直敬

IHS Markit volunteers/ IHS Markit のボランティアの皆さま

Chika Uchimura 内村 千夏

Arata Otake 大竹 更

Aya Kase 嘉瀬 亜矢

Ryoko Arakawa 荒川 稜子

Ayuko Fujikawa 藤川 あゆこ

Jun Oikawa 及川 純

Miyako Niidome 新留 美哉子

Photos
Alexander Treves and project beneficiaries

Design, Editing and Proofreading

Custom Media K.K. 

カスタムメディア株式会社

Printing

Bunshin Printing Co., Ltd.

株式会社文伸

Shigeya Kato - (Honorary Chairman)

Senior Advisor, Showa Shell Sekiyu K.K.

香藤 繁常（名誉会長）  
昭和シェル石油株式会社　顧問

Mark Gresham - (Chairman) 

Managing Director MHM

マーク・グレシャム
MHM（株）マネージングディレクター
 

Jane Best

Executive Director

ジェイン・ベスト
エグゼクティブ　ディレクター

Simon Collins

Partner, White and Case Law Office

サイモン・コリンズ
ホワイト&ケース　パートナー

Trevor Hill

Managing Director, Equities, SMBC Nikko Securities Inc.

トレヴァー・ヒル
SMBC日興証券株式会社　エクイティー　
常務執行役員

Hideya Komori

Managing Director, Organic Solutions Japan Ltd.

小森 英哉
株式会社オーガニック・ソリューションズ・
ジャパン　マネージングディレクター

Yoji Masuoka (Board Kanji) 

Tekko Building Co., Ltd.

増岡 洋志
株式会社鉄鋼ビルディング　課長

David Shirt

デイビッド・シャート

Eric Schwartz 

President, Refugees International—ex-officio

エリック・シワーツ

BOARD OF DIRECTORS STAFF

Acknowledgements
謝辞

理事 スタッフ
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refugeesinternationalj

@refugeesjapan

www.flickr.com/photos/102065139@N03

www.youtube.com/user/RefugeesIntJapan

REFUGEES INTERNATIONAL JAPAN 

c/o Showa Shell Sekiyu K.K.

12F Daiba Frontier Building

2-3-2 Daiba, Minato-ku, Tokyo 135-8074

国際難民支援会 

〒135-8074 東京都港区台場2-3-2

台場フロンティアビル12F昭和シェル石油（株）内

TEL: 03-5500-3093; FAX: 03-5500-3094

EMAIL: info@rij-npo.org 

BLOG: refugeesinternationalj.wordpress.com

www.rij-npo.org


