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Refugees International Japan (RIJ) 

is an independent, not-for-profit 

organisation dedicated to raising 

funds to support people who have 

been displaced as a result of war 

and conflict. RIJ is a Japan-regis-

tered NPO based in Tokyo and is 

largely staffed by volunteers. We 

channel project funds through ex-

perienced organisations already 

working with refugees out in the 

field, ensuring that support goes 

quickly and directly to where it is 

most needed.

Refugees International Japan (RIJ) 
国際難民支援会は独立した非営利団体で、 
世界中で起こる紛争で故郷を追われた 
人々の健康、教育、経済的生活基盤に焦点を 
当てたプロジェクトに資金を提供してい 
ます。RIJは日本で認定を受けて、東京を 
拠点として活動するNPOで、そのスタッフの 
ほとんどがボランティアで構成されてい 
ます。RIJでは、援助を最も必要としている
所に迅速かつ直接援助を届けるために、 
すでに現地で難民たちと活動している経験
豊かな組織を通して資金を提供しています。
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OPENING MESSAGE 

The unprecedented rise in the number and flow of refugees in 

the last few years has brought the plight of people displaced by 

conflict and persecution to the attention of us all.

The debate over how to provide the best support for refugees 

underlines the emphasis of RIJ’s approach to funding. We seek 

to create opportunities that lift people out of dependence and 

allow them to take back control of their lives.

While we read of thousands of people fleeing to European and 

other countries, this is a small proportion of the approximately 

60 million people who are displaced around the world. It is im-

portant to remember that most people want to stay near home 

or, indeed, return home once it is safe.

RIJ funding supports projects that provide opportunities for 

people to become independent and make the best of the  

situations they find themselves in.

Dignity is so important to us all and this comes from the free-

dom to decide and have some control over your future.

In this Annual Review you can hear the voices of people who 

have benefited from RIJ funding. It is clear that they have 

found strength from the projects—we all have skills and talents, 

sometimes we need the chance to discover these.

Recover and re-discover sums up the RIJ approach—allowing 

people to recover from the trauma of losing control of their 

lives so that they can put their skills and talents to good use— 

for themselves, for their family, for their community and for 

the economy.

The last year has seen a small increase in our fund-raising over 

the previous year. We will build on this growth as we go for-

ward into 2016 in partnership with our loyal supporters.

最近数年の、かつてない数の難民の流入は、紛争や迫害により家を追われた
人々の苦境に対して、私たちすべての関心を集めました。

難民にいかにして最良のサポートを提供するかという議論は、RIJの資金援
助に対するアプローチの主眼点を明白にします。私たちが目指すのは、人々
が他人に依存する境遇から抜け出して、自分の生活を取り戻すことのできる
機会の創出です。

欧州や他の国々に逃れる何十万人について私たちはメディアを通して見聞
きしますが、これらの人々は世界中で避難を余儀なくされた約6000万人の
うちのほんの一握りにしかすぎません。ほとんどの人々は家の近くにとどまり
たい、そしてひとたび安全となったら自分の家に戻りたいと思っていることを
心に留めておくことが重要です。

RIJの資金援助は、自立し、かつ今いる状況を最大限に活用する機会を与え
てくれるプロジェクトを支援するものです。尊厳は私たちすべてにとって非常
に重要であり、これは自分の将来を自分で決めて、ある程度コントロールする
自由があってはじめて得る事ができるのです。

この報告書の中で、RIJの資金援助の恩恵を受けた人々の声を聴くことが 
できます。彼らがプロジェクトから力を得たことは明白です。私たちはみな技
術や才能を持っていますが、時としてこれらを発見する機会が必要なのです。

RIJのアプローチを、立ち直りと再発見という言葉で、くくることができます。
人々が自分達の生活を失うというトラウマから立ち直り、自分のために、 
家族のために、そして自分のコミュニティと経済のために、技術や才能を有
効に使うことができるようにするのです。

昨年は前年に比べると私たちの調達資金が少し増加しました。サポート 
してくださる皆さまと共に、この増加を2016年にはさらに伸ばしていく 
つもりです。

Jane Best OBE

ジェイン ベスト

Refugees International Japan

Chief Executive Officer

会長

Shigeya Kato

香藤 繁常 

Honorary Chairman

Chairman, Showa Shell Sekiyu K.K.

名誉会長

はじめに
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Refugees International Japan (RIJ) is dedicated to funding 

projects around the globe that provide refugees with the skills 

and education needed to build a better future for themselves. 

Refugees may be facing hardship in the present, but just like 

you and me they have a past and a future with their individual 

aspirations. This is why RIJ works not only to support refugees 

in their daily lives, but also addresses past issues as well as 

providing opportunities to create a brighter and more dignified  

future through education and empowerment, allowing refugees 

to rediscover their individual abilities and strengths.

RIJ funds projects that enable refugees to rebuild their lives 

with dignity and hope. We focus on projects that meet the 

needs of each individual community in order to create long 

term and sustainable progress that allows refugees to become 

self-supporting members of their communities. Since 1979, 

we have supported over 840 projects in 50 countries and 

distributed over US$11 million.

Over the last 36 years, RIJ has constantly monitored the status 

of refugees and internally displaced persons (IDPs) around the 

world to ensure their plight does not go unnoticed. Unfor-

tunately, 2015 saw a record number of refugees and IDPs as 

a result of the recent situation in Syria as well as the ongoing 

crises elsewhere. Despite the challenge, RIJ continues to provide 

support to those who have been displaced as a result of war 

and conflict.

RIJは難民がより良い将来を築いてゆくために必要な技術や教育を提供 
するプロジェクトへ資金を提供しています。

難民たちは現在困難な状況に直面していますが、彼らにも私たちと同じよう
に一人一人が夢や目標を持っていた過去、そして未来があるのです。だから
こそRIJでは難民の日常の生活支援だけでなく，過去の課題にも取り組み、
同時に教育や能力強化を通してより明るい、尊厳のある未来をつくるきっか
けを作り、難民たちに自分たちの能力や長所を再認識してもらうための活動
をしているのです。

RIJでは難民たちが尊厳と希望のある生活の再建を可能にするプロジェクト
に資金提供を行っています。難民たちが自分たちのコミュニティのなかで自
立した存在となることができるような、長期的かつ持続可能な前進ができる
ように、それぞれのコミュニティのニーズに合ったプロジェクトを重視してい
ます。1979年以来50カ国で840以上のプロジェクトを支援、1100万米ドル
以上の資金を提供してきました。

この36年間、RIJでは苦境におかれた世界中の難民や国内避難民が見逃さ
れることのないように、彼らの状況を常に注視してきました。残念なことに 
2015年には、最近のシリア情勢そしてその他各地で進行中の紛争などに 
より難民および国内避難民の数が記録的に増加しました。この厳しい状況に
負けることなくRIJはこれからも戦争や紛争で故郷を追われた人々の支援を
続けてまいります。

ABOUT US 

RIJについて
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JEN The Road Magazine 2015
JENザ・ロード誌

Time: 09.2015 to 

 04.2016

Location: Jordan

 ヨルダン
Agency: Japan Emergency 

 Network (JEN)

Grant: $10,000

Supporting Amity 
with Art in Turkey
芸術友好への支援

Time: 08.2015 to 

 12.2015

Location: Turkey

 トルコ
Agency: Mercy Corps

Grant: $15,000 Refugee Engagement and 
Empowerment Project

避難民の関与と能力育成

Time: 02.2015 to 

 02.2016

Location: Kenya

 ケニヤ、ナイロビ
Agency: Caritas Nairobi

Grant: $20,000

Karenni Social Development 
Center Training Project
カレンニ上級学習プログラム 
センターのプロジェクト

Time: 07.2015 to 
 04.2016

Location: Thai-Burma border
 タイ–ビルマ国境
Agency: Karenni Social 
 Development 
 Centre

Grant: $18,000

Baby Kits and Women’s Health
赤ちゃんキットと女性の健康

Time: 04.2015 to 
 03.2016

Location: Thai-Burma border
 タイ–ビルマ国境
Agency: Karen Women’s 
 Organisation 
 (KWO)

Grant: $15,000

PROJECTS FUNDED SINCE DECEMBER 2014

US $11,443,913 
Total amount of 
funding awarded as of 
the end of 2014

2014年末現在の調達資金 
総額 

US $2,051,794 
Total amount of 
funding provided in 
2007-2015

2007年から2015年の間に 
提供した援助資金総額

832
Total number of 
projects funded as of 
the end of 2014

2014年末現在までに資金 
援助したプロジェクトの総数

Number of 
countries 
receiving

RIJ project funding 
in 2008-2014

2008年から2014年の間に
RIJのプロジェクト支援金を
受け取った国数

24

Amount of 
funding provided 
to each category 
in the years 
2007-2015

2007年から2015年の間に
提供した各カテゴリー毎の
援助金額

Health Programmes (健康プログラム)
$673, 856

  33%

Skills Training (スキルトレーニング)
$448,378

  22%

Resettlement (再定住)
$265,706

  13%

General Education (普通教育)
$268,193

  13%

Women’s Empowerment 
(女性のエンパワーメント)
$148,913

  7%

Child Rearing (子育て)
$143,878

  7%

Environment (環境)
$102,870

  5%

義援金により 
実現したプロジェクト
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WHO ARE REFUGEES?

Refugees are people, just like all of us. They have families, 

hopes, and goals for the future. Unfortunately for an estimated 

60 million people, these goals are put on hold when war, con-

flict, or persecution forces them to flee their homes in order 

to save themselves and their families.

Although awareness of the global refugee crisis has increased 

in the last year with the situation in Syria, many still suffer the 

effects of conflicts that do not make headlines, or remain 

displaced when their homes are too devastated to return to. 

There are few countries today unaffected by war and conflict, 

either first-hand or in dealing with the displaced people from 

neighbouring nations.

Many often flee to nearby countries which are poorly equipped 

to handle this sudden increase in population, leaving them in 

a cycle of poverty and destitution. Although refugees have 

the potential to make a difference in their communities, they 

often lack the opportunity to do so in host countries which 

offer refuge but struggle to provide anything more.

RIJ funding addresses these issues and recognises that refugees 

come from all walks of life. They are doctors, teachers, mothers, 

IT graduates, artists, farmers, business people, students, 

academics, and many others. RIJ considers each proposal 

carefully and provides support in ways that effectively con-

tribute to the journey towards a dignified and promising future.

難民も私たちと同じ人間です。様々な社会的背景をもち、家族も希望も、将来に 
目標もある人々です。不幸にも戦争や内紛、迫害などの理由で自分や自分の 
家族を守る為に故郷を逃れた推定6千万とされる人々は、その目標に向かう
事ができません。全難民の半数は18才未満です。推定で６千万人と言われ
ていますが、全ての人々の記録をとるのは困難なため、数字は多分これを上 
回ると考えられます。この増加の一途をたどる数字は全世界の人口の1パー
セント、日本の人口の半分にもなるのです。

現在シリアで進行している内戦のために昨年来世界の難民危機に対する 
意識は高まり、どうすればこのような人々を支援できるかを沢山の人々が考
えるようになりました。シリア、南スーダン、パレスチナにおける紛争の結果故
郷を追われた人々は、残念ながら今日世界中に存在する絶望的危機から逃
れようとしている人々の、ほんの一握りでしかありません。

進行中の紛争の影響を受けている人々や、過去の状況のために捨てざるを
得なかった我が家がはげしく損傷していたり，帰れる状態ではないという、 
今日のメディアの見出しにはとりあげられない人々がまだ沢山いるのです。
戦争や内紛から直接的に、または避難してきた人々の大量移動への対応の
ためなどで、影響を受けていない国は殆どありません。何らかの形で私たちの
生活に影響を及ぼすのです。

RIJの基金活動は難民たちがあらゆる社会的背景をもつ人々であるという
事実の認識の上に、これらの課題に取り組んでいます。医者、教師、母親、ITを 
学んだ人、芸術家、農民、ビジネスマン、学生、学者等々。RIJでは一つ一つの
案件を丁寧に検討し、個人やコミュニティが尊厳のある、明るい未来へ向かっ
て前進してゆける道のりに効果的に貢献することができるように支援をして
おります。

難民とは？
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“THE UNTOLD STORIES”

This past year has seen much discussion and attention on 

refugees around the world, and everyone seems to have an 

opinion on the growing global refugee crisis. Rarely, however, 

do we hear about the struggles faced as a result of displacement 

from the refugees themselves. RIJ believes that by listening 

to the hopes, needs, and dreams of these people, stronger 

communities can be built.

The journey back to normality after being uprooted is not easy, 

and spans from initial survival to preparing for the return home or 

resettlement. For this to be successful it is essential for refugees 

to regain their independence so that they can become valued 

and contributing members of the community.

RIJ has long listened to the voices of refugees and funded 

projects that support them in restoring dignity and self-suffi-

ciency through education, empowerment, and skills training 

based on their own individual goals. The stories in this review 

demonstrate the impact of these projects through first-hand 

accounts of those who have been affected by RIJ funded pro-

grams. RIJ invites you to hear these inspirational stories and 

support us in working to build a stronger globalcommunity.

この一年間、難民に関する議論が世界中で活発に交わされ、関心も高まりまし
た。主要メディアは紛争などで故郷を追われた人々の苦境を報道する頻度を
高めており、誰もが悪化する世界中の難民危機に対してなんらかの意見を持
つようになっているようにも思えます。しかし故郷を追われた結果直面する苦
闘の様子を難民自身の口から聞く事はめったにありません。RIJでは彼らの声
にこそ耳を傾ける必要があると信じています。彼らとともにより強固なコミュ
ニティを構築してゆくためには彼らの現状に、そして彼らの将来への願いに
耳を傾けなければいけないと信じています。難民たちが何を望み、何を必要
とし、そしてどんな夢を抱いているかは、彼らが一番良く知っているからです。

故郷を追われてから通常の生活に戻るのは容易なことではありません。まず
生き延びることから始まり、基本的なニーズが満たされてから帰郷への準
備、または新しいコミュニティに落ち着くまでの、長い道のりなのです。これを
可能にするには難民たちが自立し、コミュニティにおいて存在価値をもち、貢
献できる存在となることが不可欠です。

RIJは難民たちの声に耳を傾け、各個人の目標に合わせた教育、能力強化、
技能研修などを通して、尊厳と自立性を取り戻す為のプロジェクトを支援 
する資金を提供しています。RIJが基金支援するプロジェクトに実際に参加 
した方々から直接、彼らのストーリーのいくつかを皆様と共有させていただ
きたいと思います。私達の活動の影響を受けた方々から直接話を聞くことが 
これらのプロジェクトがコミュニティにもたらす効果をお伝えする最善の、 
そして最も確実な方法だと考えます。これらのストーリーは私たちを後 
押しし、勇気づけてくれます。持続性と各コミュニティ固有のニーズや目標を
重視したプロジェクトを支援することにより、私達はともに未来を築く努力を
しているのです。彼らのストーリーに耳を傾けていただき、より強固なグロー
バルコミュニティ構築のためにみなさまのご支援をいただけますよう、よろ
しくお願いいたします。

語られないストーリー
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“THE UNTOLD STORIES”

語られないストーリー

In 2015, RIJ continued to support the 

Karenni Social Development Center’s  

(KnSDC) project that provides students 

with training on topics beneficial to 

the community. Student Shar Myar Kay 

tells her story of how the project has 

given her hope and purpose.

“I applied for KnSDC because I wanted 

to study social subjects. For me, the 

most important subject is human 

rights because while I have stayed 

in the refugee camp, I have seen vio-

lence. I need to share this information 

with our community. I want citizens to 

know about human rights.

Now, I am studying on the advanced 

community management training course. 

I am also interested in the environment. 

In the refugee camp it is very dirty 

because people do not know about 

this issue. After KnSDC School, I want 

to go back to the refugee camp and 

give training.

 

KnSDC School is very good. The sub-

jects they provide are very beneficial 

to our community. They are good for 

jobs and very good for our community 

to help people.”

Shar Myar Kay shows that the skills 

learned do not end with the course, 

but have a lasting effect as graduates 

become leaders determined to protect 

the rights of others.

2015年RIJは、避難民のコミュニティに有益な
テーマを取り上げ若者たちにトレーニングを 
行っている、カレンニ 上 級 学 習プログラム 
センター(KnSDC)のプロジェクトを引き続き支
援しています。学生のシャー ミャー ケイはその 
プロジェクトからどのように希望と目的を見出
すことができたかを語ってくれました。

「私は社会問題について学びたくて、KnSDC

に申し込みをしました。避難民のキャンプに 
いる間、暴力を目のあたりにしたことから、人
権の問題が私にとって最も重要な課題です。 
学んだことをコミュニティに伝えていかなくては
なりません。住民に人権について知ってほしい。

現在はコミュニティ運営の上級コースで学んで
います。環境問題にも関心があります。キャンプ
の避難民は環境について理解がないために、
キャンプ内はとても不潔だからです。プロジェク
トの学校を卒業したら、避難民キャンプに戻っ
て指導を行っていきたいです。

KnSDCの学校は素晴らしいものです。コミュ
ニティにとって非常に有益なことが課題となっ
ています。仕事にも、またコミュニティ内で人々
の助けとなるという意味でも非常に役に立って
います。」

KnSDCで得られた技術はコースと共に終わ
るのではなく、卒業生が他の人々の人権を守る 
べくリーダーとして育っていくことにより継続的
な効果を持つことをシャー ミャー ケイは示して
くれています。

Burma

Thailand

Shar Myar Kay
シャー ミャー ケイ
 

Karenni Social Development Center Training Project

カレンニ上級学習プログラムセンターのプロジェクト(KnSDC)

Thai-Burma Border

タイｰビルマ国境

“I want citizens 
to know about 
human rights”

「人々に人権について
知ってほしい」

Thai-Burma border
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語られないストーリー

In 2015, 131 women benefited from the RIJ-funded project 

”Empowerment and Sustainability for Refugee Women and 

Children” in South Africa. The project provided courses in 

sewing, computer literacy training, and human rights. 

The sewing program in particular has provided women with 

the skills to become self-sufficient, and has led participants to 

develop relationships with local women and become better 

integrated within the community.

The husband of ”A” was a student activist in the Democratic 

Republic of the Congo (DRC) and became known as a trouble-

maker. People followed and monitored them, so they had to leave.

In South Africa, A went to the Bienvenu shelter and her hus-

band to a men’s shelter. She was affected emotionally, with no 

place of their own, and thought: “What does the future hold?”

She was pregnant, and in October 2002 gave birth in the 

shelter to her second child. She left the shelter in December 

and moved out of the city. Her husband later got a job back 

in Johannesburg, while she met up again with the director of 

the shelter.

She is in the process of seeking asylum and still has to renew 

her papers every six months, despite applying in 2001. While 

she waits and interviews, she has found refuge in the Bienvenu 

shelter, where she has set up a nursery and has been happily 

looking after the babies.

2015年、RIJが資金援助した南アフリカの「避難民の女性と子ども達のための
能力育成と持続可能性」を目指すプロジェクトを、131人の女性が利用しまし
た。プロジェクトは裁縫、コンピューター技能トレーニング、人権についての 
内容です。

とりわけ裁縫プログラムは女性たちに自給自足のための技術を提供し、 
参加者たちと現地の女性たちとの関係を築き、コミュニティ内の結びつきを
より強いものにしました。

エイの夫はコンゴ民主共和国の学生活動家で、トラブルメーカーとして認知
されていた人物でした。人々は夫婦に付いてまわり監視したので、彼らはそ
の土地を離れざるをえませんでした。

南アフリカでエイはBienvenuシェルターへ、夫は男性シェルターへ保護さ
れました。エイは自分たちの場所が無い状況で、将来はどうなるか精神的に 
落ち込みました。

彼女は妊娠し、2002年10月そのシェルターで第二子を出産しました。12月に
はシェルターを出て町に移り住みました。その後彼女の夫はヨハネスバーグ
で仕事を得て、彼女はシェルターの主任と再会したのです。

彼女は、亡命を求めて2001年から亡命申請しているというのに、今なお6か月 
ごとに書類を更新しなければならない状況です。待機し面接を受ける一
方、Bienvenuシェルターで保護を受け、そこで保育園を始め、幸せに赤 
ちゃんの世話をしています 。

A
エイ
 

Empowerment and Sustainability for Refugee Women and Children 

避難民の女性と子どものための能力育成と持続可能性

South Africa

南アフリカ

South Africa
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語られないストーリー

The Karenni Social Development Center’s  (KnSDC) Project gives 

students the opportunity to put their new skills to use after 

graduation. Former student Dehni has shared his story of 

how becoming a teaching assistant has allowed him to make 

a difference in his community. 

Dehni applied to this program because he felt the subjects 

taught were important within the displaced community, 

saying, “In my village, subjects such as human rights, the rule of 

law and care for the environment are not understood”. Dehni 

has been able to encourage his community to take care of the 

environment and is also addressing problems such as abuse 

and heavy drinking.

As a teaching assistant with KnSDC, he has gained valuable 

experience and is grateful that he can use his skills to guide 

students as he was guided. Dehni’s goal is to continue improving 

the education system within the village so that young people 

can receive the education their parents could not, and even 

plans to return to the Karenni States to support those struggling 

within Burma as well. 

Dehni has shown us that the benefits of an education do not end 

with one person, but extend as far as that person is willing to go.

KnSDCは受講した生徒たちが新しく得た技術を、卒業後に生かせる機会を 
提供しています。以前その学生であったデニーは彼が教育アシスタントに 
なることによりコミュニティにどのような変化をもたらすことができたかを 
伝えています。

デニーはKnSDCで教えられる課題が避難民のコミュニティの中で重要だと
感じ、学習プログラムに申し込みました。「村では人権や法律、環境への配慮
などの問題は理解されていません」とデニーは言います。彼はコミュニティの
人々が環境に配慮をしていくように促し、また虐待やアルコールなどの問題
にも取り組んでいます。

デニーはKnSDCの教育アシスタントとして意義のある経験を積み、その技
術を用いてこれまで彼が指導してもらったように他の生徒たちを指導できる
ことに感謝の気持ちを抱いています。デニーの目標は、村の教育システムの
改善を継続させ、若者たちが彼らの両親が受けることができなかった教育を
受けられるようになることです。さらにカレンニに帰り、ビルマ国内で苦しん
でいる人たちも支援したいと考えています。

教育の恩恵は一人の人間にとどまるのではなく、その人が進んで活動する 
限り広がっていくものなのだとデニーが教えてくれました。

Dehni
デニー

Karenni Social Development Center Training Project

カレンニ上級学習プログラムセンターのプロジェクト(KnSDC)

Thai-Burma Border

タイｰビルマ国境

Burma

Thailand

Thai-Burma border

“It is a continual learning 
experience”

「それは継続していく教育体験なのです。」

“THE UNTOLD STORIES”
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語られないストーリー

”I lived in Kho Kee village. My children 

couldn’t go to the school there. Burmese 

soldiers came and burnt down all of the 

houses. I had to work for the soldiers 

three times a week, and I did not have 

enough food to eat. So I moved to Ee 

Htu Hta Camp in 2010. 

I felt happier than before, and my children 

could go to school. In the past, I never got 

a baby kit in my village. When delivering 

my child, it was very valuable for me. This 

was the first time I could clean my baby 

with soap. I can see my baby is healthy 

now. I really appreciate receiving the kits 

and I would like to thank everyone for 

their kind support. I hope the project 

will continue in the future to help other 

mothers and babies, too.”

BABY KITS AND 
WOMEN’S HEALTH 
(2015-04-31) 

Based in the Ee Htu Hta IDP camp 

in Burma, the project provides 

baby health kits to 200 mothers. 

RIJ has consistently supported this 

program for many years due to 

its undeniable results in reducing 

infant and maternal mortality, and 

providing babies with a better start 

in life. But this year, the funding 

has gone even further by including 

a 14-day women’s health training  

workshop at eight sites. Health 

guidelines and teaching materials 

are also distributed. This training 

will help them reach their greatest 

potential, thus ensuring greater 

community sustainability.

「 私はKho Kee 村に住んでいましたが、そこでは
私の子ども達は学校へ行くことができませんで
した。ビルマの兵士たちがやって来て全ての家を 
焼きはらいました。私は週に3回兵士のところで
働かなければなりませんでしたが、満足な食料も
手に入れられなかったのです。そこで2010年に
Ee Htu Hta キャンプに移動しました。

そこでは暮らしは楽になり、子ども達は学校へ 
行くこともできました。これまで村で赤ちゃん 
キットをもらったことが無かったので、出産したと
きとてもありがたかったです。赤ちゃんを石鹸で
きれいにしてあげるなんて初めてのことでした。
今、赤ちゃんは健康ですよ。赤ちゃんキットが頂け
ることは素晴らしいことで、このような支援をして
くださった皆さんに感謝しています。今後もこの
プロジェクトが継続し、他の母親や赤ちゃんに役
立って行ってほしいと願っています。」

ビルマのEe Htu Hta国内避難民 キャンプを 
拠点とするこのプロジェクトは、200人の
母親に赤ちゃんキットを提供しています。 
このプログラムが 母子の死亡率を減少 
させ、赤ちゃんによりよい人生のスタート
を提供できる素晴らしい成果をあげている 
ことから、RIJは数年間にわたり継続的に 
このプロジェクトを支援しています。また 
今年は、8か 所で14日間の女性の健康 
トレーニングのワークショップを開催するな
ど支援はさらに拡大しています。健康ガイド
ラインや教材も配布されています。このよう
なトレーニングが避難民の可能性を最大限
広げ、さらに確固としたコミュニティを構築
していくことでしょう。

Naw Ma Hei Paw
ナオ マ ヘイ パオ

Baby Kits and Women’s Health 

赤ちゃんキットと女性の健康

Thai-Burma Border

タイｰビルマ国境

Burma

Thailand

Thai-Burma border

“THE UNTOLD STORIES”
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語られないストーリー

Bizimana Francois
フランソワ

Refugee Engagement and Empowerment

避難民の関与と能力育成

Nairobi, Kenya

ナイロビ、ケニヤ

Kenya

Nairobi

Francois fled Rwanda in 1994 during the genocide, moving first to 

Burundi, then to Tanzania, and ultimately to Kenya. He now runs 

a business in the Dagoretti district of Nairobi making mandazi, a 

local snack, after having received vocational training from a local 

project supported by RIJ. He even employs two Kenyans to assist 

with the distribution, thus contributing to the local economy. He 

also loves music, and in 2013 he won an award (and $1,000) in 

New York for a song he made about refugees, but he couldn’t 

travel to receive the award as he has no documentation. Francois 

is a true role model for others showing the potential of young 

refugees to overcome obstacles and become positive agents of 

social change in their communities.

フランソワは1994年に大量虐殺（ジェノサイド）が起こったルワンダから逃れ、 
ブルンジからタンザニア、最終的にケニヤに避難してきました。彼は、RIJが支援
している地方プロジェクトの職業訓練を受けた後、現在はナイロビのDagoretti 

地区でローカルスナック、mandaziを売る仕事を営んでいます。今や2名の 
ケニヤ人を配達のために雇い、その地方経済にも貢献しています。また音楽を
愛し、2013年には避難民のことを書いた曲でニューヨークで賞（賞金は100ドル）
を手にしました。しかしながら渡航書類を持っていなかったため、受賞には行けま
せんでした。フランソワは真に模範的な人物で、避難民の若者が障害を乗り越え
コミュニティの中で社会を変革できる前向きな存在になれることを示しています。

This project focuses on at-risk urban refugees who often 

lack the protection that those living in camps possess. The 

empowerment project provides education, skills and lan-

guage training as well as entrepreneurship classes for urban 

refugees. This is meant to address the social and economic 

isolation that refugees face in the city, and legal counseling 

is also offered to participants. Their initial situation and level 

of motivation are the main factors when choosing benefi-

ciaries. Project workers then gradually increase beneficiaries’ 

independence.

このプロジェクトは、避難民キャンプで受けられているような保護が受け
られず、危険な状態にある都市避難民に焦点を当てたものです。能力育成 
プロジェクトでは都市難民に対して教育、技能トレーニング、言語トレー 
ニング、企業家を目指すクラスなどを提供しています。都市に住む避難民が 
直面する社会的、経済的な孤立に取り組むものであり、参加者には法律
相談も行っています。プロジェクトの受益者を選ぶ際には、彼らの最初の 
状況や動機レベルが主要な要因となります。プロジェクトに関わる人々は、
受益者の自立性を徐々に促していきます。

REFUGEE ENGAGEMENT AND EMPOWERMENT PROJECT IN NAIROBI (2015-02-20)

“THE UNTOLD STORIES”
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語られないストーリー

Tasneem
タゥスニーム

Supporting Amity with Art in Turkey at Malumat Center 

トルコのMalumatセンターにおける芸術友好への支援

Turkey

トルコ

Tasneem and her family fled from Aleppo, Syria two years ago. 

They are a family of six, and she is the youngest. Tasneem is in 

the fourth grade of a Syrian school. In Syria, she was in the fifth 

grade but missed school because of the conflict. Her home is 

quite close to Malumat Center and she is able to walk there 

from home. “Gaziantep is beautiful, but I miss Aleppo. I miss my 

school, my neighbourhood and my friends. I have made a lot of 

new friends! I love painting, and participating in the classes and 

learning Turkish. I drew cars because they are easy to draw. My 

mother taught me how to draw a basketball court. I feel proud 

and happy to see my artwork on the wall.”

This project promotes cooperation between Syrian 

refugees and local Turkish youths through art. Participants 

create publicly displayed murals based on their paintings, 

under the guidance of two artists, one from Syria and one 

from Turkey. As a majority of Syrian refugees are children, 

this project addresses important issues such as anxiety,  

lack of outlets for self-expression, as well as cross-cultural 

understanding. The refugees also participate in life skills 

classes which build self-esteem, promote understanding 

between genders and focus on managing emotions.

タゥスニームと彼女の家族は2年前にシリアのAleppoから避難してきまし
た。六人家族で彼女は末っ子です。シリア人の学校へ通い、現在は4年生です。
シリアでは5年生でしたが紛争のため学校へ行けなかったからです。タゥス 
ニームの家はMalumatセンタ―に近いので徒歩で行くことができます。

「Gaziantepは美しいところ、でもAleppoが懐かしい。学校や近所の人や 
友達に会いたいな。でも新しい友達もたくさんできたよ。絵を描くことも、 
クラスに参加したりトルコ語を勉強するのも大好き。簡単だから、絵は車を 
描きました。お母さんはバスケットコートの描き方を教えてくれたのよ。壁に
自分の描いたものがあるなんて、誇らしいし、嬉しい。」

このプロジェクトは、芸術を通してシリア人の避難民とトルコの若者
との友好を図ろうというものです。参加者は、シリアとトルコ出身の 
二人の芸術家の指導のもと、絵を描いて公共の壁画を制作します。 
シリアからの避難民の大多数は子ども達であるため、プロジェクトで
は文化の相互理解といった課題と共に不安、自己表現のはけ口のな
い状況など重要な問題を扱っています。 また、参加者は自尊心の確
立、性差の理解、感情のコントロールといった生活の技術を指導する
クラスでも学びます。

Turkey

SUPPORTING AMITY WITH ART 
IN TURKEY AT MALUMAT CENTER 
(2015-08-01)

“THE UNTOLD STORIES”
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The Great Beer Bluff 
ビールテースティングイベント

Following the success of 2014’s “The Great Wine Bluff”, guests 

enjoyed a fun night of beer tasting with a twist, sponsored by 

BrewDog and raising ¥350,000 for RIJ. Each drink was paired 

with three different stories from the esteemed panel, but only 

one was true. 

2014年に続いて行われた“The Great Wine Bluffでは、参加者は、ひと
味違うビール・ティスティングの宵を楽しみました。BrewDogに協賛して 
頂き、RIJにとっては、35万円の資金調達となりました。一杯の飲み物ごとに
高名な審査員３名がそれぞれ異なるストーリーを語ります。でも真実の話は
そのうちの一つだけなのでした。

Black Card Cabaret & Talent Show
ブラックカードキャバレー&タレントショー

An evening of music and fun in a Gatsby atmosphere organized 

by Guy Perryman, the Black Card Cabaret and Talent Show took 

place at the Shangri-La hotel, Tokyo in January 2015. It was an 

exciting event that featured a Tokyo’s Got Talent / X Factor-style 

show, a Broadway Tribute, a cabaret and live jazz.

ガイ・ペリマンによってプロデュースされた、ギャッツビーを思わせる雰囲 
気の音楽と楽しさ溢れる宵Black Card Cabaret and Talent Showは、
一月にシャングリラ・ホテルで開催されました。X Factorばりの東京タレント
コンテスト、ブロードウェイへのオマージュ、ショーを鑑賞しながらの食事と 
ジャズのライブ演奏等を楽しんでいただきました。

Photo Exhibition
写真展

Alexander Treves’ photographic exhibition in February 2015 

showcased his beautiful and powerful scenes that told the story 

of his travels to India and the Thai-Burma border. All donations 

received for the photographs directly benefited RIJ.

2月に開催されたアレクサンダー・トリヴスの写真展は、彼が訪れたインドと 
タイ–ビルマ国境地域を美しく、力強い写真で語るものでした。写真に寄せら
れた寄付のすべては、直接RIJに役立てられました。

People contribute to RIJ in different 

ways. Many have shown support 

by attending or helping out at one 

of many events hosted throughout 

the year. From those who enjoy a 

fun night of beer tasting to those 

who prefer a relaxing lunch with a 

small group, RIJ events and activi-

ties offer a variety of ways everyone 

can contribute to supporting those 

facing displacement today.

イベントと活動: RIJへのサポートの仕方は 
人それぞれ違います。多くの方が、1年を通 
じて催される沢山のイベントに参加したり、 
手伝ったりして支援をしてくださいます。 
ビールのテイスティングをする夕べを楽しむ 
方から、小グループでのゆっくりしたランチ
を好む方まで、RIJのイベントや活動は、今
日住む家を追われるという事態に直面して 
いる人々をサポートするために役立つ、 
様々な方法を提供しています。

EVENTS AND ACTIVITIES

イベントと活動



Beyond the Headlines
報道されないストーリー: 心に響く、難民と呼ばれる人々のメッセージ

Held in July and co-hosted by the Royal Society of Arts Japan 

Fellows’ Network, this event gave participants a sense of what 

refugees’ everyday life is like. Guests became the voices of 

refugees through stories of those affected by conflict. This 

event sent out a positive message of hope and dignity.

7月にThe Royal Society of Arts Japan Fellows’ Networkとの共催
で開かれたこのイベントは、参加者に難民の毎日の生活がどのようなもので
あるかを垣間見せるものでした。ゲストは紛争の影響を受けた人々の話を
通して、難民たちの代弁者となりました。このイベントは、希望と尊厳を生み 
出す前向きなメッセージを送りました。

Corks and Crepes
コルクとクレープ

Guests enjoyed a gourmet evening of wine tasting at the 

Parabola Wine Bar. The event included samplings of Parabola’s 

top 10 wines in addition to a selection of homemade crepes.

参加者たちはパラボラ・ワインバーで、ワイン・テイスティングのグルメな夕べを 
楽しみました。イベントでは、パラボラのトップ10のワイン試飲とホーム 
メードのクレープも供されました。

RIJ Lunch Club
RIJランチ・クラブ

Friends of RIJ gather every month at different restaurants in 

Tokyo to socialise, talk about refugee-related news, and discuss 

RIJ projects. Members can enjoy a relaxing lunch with friends 

as well as learn more about refugees around the world.

RIJの協力者の皆さんは毎月東京のいろいろなレストランに集まって、親交を
深めたり、難民関係のニュースやRIJのプロジェクトについて話し合います。
参加者は友人とゆっくりとしたランチを楽しみながら、世界の難民について 
もっと知ることができるのです。

F1 Racing Fun
F1レースを楽しむ

The F1 Race Experience Night at the Ritz-Carlton Tokyo raised 

¥1,000,000 to benefit RIJ. Guests raced in teams of four to be 

the fastest. Prizes were also awarded to the slowest teams and 

the first to crash! The simulators allowed guests to experience 

the Fuji circuit in Formula BMWs.

ザ・リッツ・カールトン東京で催されたF1レース体験ナイトでは、100万円が
集まり、RIJに寄付されました。参加者は四人一組のチームを組んで、最速を
競いました。一番遅いチーム、最初に衝突したチームにも賞が授与！シミュ 
レータによって、参加者はフォーミュラBMWを駆って富士サーキットを体験
することができました。

Support Groups  支援会

Greetings Cards for RIJ
RIJのグリーティング・カード

The Greetings Cards support group has been producing beau-

tiful cards for over 30 years. Every year artists and museums 

generously donate their work for the card designs. Paper 

companies kindly donate their products and volunteer designers 

assist the team with production. In the last year, the group 

donated ¥1,500,000 to RIJ.

RIJのグリーティング・カード支援会グループは、30年以上にわたって、美しい
カードを作り続けてきました。毎年、アーティストと美術館はカードのデザイン
のために、寛大にも彼らの作品を使用させてくださいました。製紙会社は製
品をご寄付くださり、ボランティアのデザイナー方がチームの製品化を手伝っ
てくださいました。この一年で、グループはRIJに150万円の寄付をしました。

Crafts for RIJ
RIJのクラフト・グループ

Volunteers attend fairs and events around Tokyo to sell tradi-

tional crafts made by ethnic groups in Laos and Thailand, as 

well as ornaments, kimono and other handicrafts. The group 

donated ¥1,500,000 to RIJ in 2015.

ボランティアが東京及び周辺のフェアやイベントに出向き、ラオスやタイの少数
民族グループによって作られた伝統工芸品や、飾り物、着物、その他の手工芸
品を販売しました。同グループは2015年には150万円をRIJに寄付しました。

Yokohama for RIJ
RIJの横浜グループ

The Yokohama ladies organise crafts sales, luncheons, and other 

activities and events that raise funds to support our organisa-

tion. In the last year, the group has donated ¥350,000 to RIJ.

横浜グループの女性たちはクラフト販売、昼食会、その他の活動やイベント
を企画し、私たちの組織をサポートするために資金調達をします。昨年、同 
グループはRIJに35万円の寄付をしました。
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RIJ EXPERIENCES

RIJ provides opportunities not only 

to those facing hardship around the 

globe, but also to people within the 

Japanese community to gain valu-

able experience. From students, to 

retirees, to those looking to gain 

new skills before beginning a career, 

RIJ creates opportunities for as di-

verse a group as those we support 

outside of Japan. Our volunteers 

and interns come from around the 

world and bring with them a wide 

range of diversity and ideas.

RIJは、世界で困難に直面している人々だけ
でなく、日本のコミュニティにいる人々が価
値ある経験をする機会を提供します。学生
から、退職した人々、仕事を始める前に新し
いスキルを身に着けようとしている人たち
に至るまで、日本の国外でサポートを提供
しているのと同じくらい多様なグループの 
ためにRIJは機会を創出しています。私たち
のボランティアとインターンは世界中から
来ており、そのおかげで多様性やアイディア
がひろがっています。

Schools Program  学校のプログラム

Volunteers  ボランティア

Henry Slater, American School in Japan, referring to future 

interactions with the RIJ student community: “We’re still 

new, and in the process of figuring ourselves out as a club, 

but so far it has been fulfilling to be able to make a differ-

ence, especially when we raised significant funds at Spirit Day. 

Right now we’re thinking about coordinating a larger event 

with some of the other schools that also have RIJ chapters.”

ASIJのヘンリー・スレーター氏は（RIJの学生コミュニティとの将来の関
わりに言及して）、次のように言います。「私たちはまだ新参者で、クラブと 
して形作られる過程にありますが、これまで役に立つ事が出来ていると 
いうのは満足のいくことです。特にSpirit Dayにかなりの支援金をつくる
ことができたからです。今、考えているのはRIJのチャプターを持つほかの
学校数校と一緒になって、より大きなイベントを開催することです。」

Luke Rogan, American School in Japan, referring to the loop 

run: “It was great to do something relatively painless while 

knowing that it was for a great cause. I think the loop runs 

are an easy way to make a big difference.”

ASIJのルーク・ローガン氏は（Loop Runに言及して）、このように語り 
ます。「それほど苦労しないで大事な目的のために何か役立つことがで
きるのは素晴らしいことでした。Loop Runは、大きな違いを創り出すの
に、楽な方法だと思います。」

It was a particular privilege to speak with students and lead-

ers—themselves refugees—at the Karenni Social Development 

Center near the Thai-Burma border. I can say with confidence 

(and admittedly with pride) that RIJ is making good on its goal 

of bringing hope and support to the stateless.

「タイ–ビルマ国境近くにあるカレンニ上級学習プログラムセンターで、彼
ら自身難民でもある学生やリーダー達と話をする事が出来たのは本当に
光栄でした。自信をもって（そして誇りをもって）言う事ができますが、RIJは
国を失った人々に希望とサポートを届けるという目標を達成しています。」

“Working with RIJ and Jane Best is one of the highlights of 

my time in Japan so far. It provides me with a meaningful and 

challenging outlet amongst the daily routine of being a wife 

and mother, and affords me the chance to use skills from my 

past as well as opening doors to new people and ideas.” 

サラ・ブレット：「RIJでそしてジェーン・ベストと仕事をすることは、私のこ
れまでの日本滞在の中でのハイライトのひとつです。それは妻と母親と
いう日常生活の繰り返しのなかで、私に有意義でチャレンジングな活路
を与えてくれ、かつて培ったスキルを使う事を可能にしてくれるのと同時
に、人々との出会いや新しいアイディアへの扉を開けてくれます。」

William Mawhinney
ウィリアム・マフィニー 

Henry Slater
ヘンリー・スレーター

Luke Rogan
ルーク・ローガン

Sarah Brett 
サラ・ブレット

RIJでの経験



Interns  インターン

Support Groups  支援会

Friends  支援者

Abigail Hadlow 
アビゲイル・ハドロウ

“RIJ inspires me with what can be 

achieved by dedicated individuals and 

small organisations in spite of the scale 

of the world’s refugee situation. By pro-

viding targeted support projects with 

sound governance, RIJ helps individual 

refugees achieve positive outcomes and 

sustain hope. Being a friend of RIJ means 

being part of that good news story.”

「大規模な世界の難民状況にも拘わらず、献身
的な個人や小さな組織にも出来る事があるとい
う事をRIJに教えてもらいました。健全な管理で
目標を定めた支援プロジェクトを提供することに
よって、RIJは個々の難民が前向きな結果を達成
し、希望を持ち続けるのを助けます。RIJの支援
者であることは、その素晴らしいストーリーの一
役を担うということなのです。」

Keiko Furuichi
古市慶子

RIJ Lunch Club: I have been learning 

more about the refugees’ situation, 

which is very shocking to me.  I hope to 

help them by being a RIJ friend and 

understanding more about them. I like 

the concept that I heard in the first RIJ 

meeting I attended, “We’d like to help 

refugees in our small way.”

RIJランチ・クラブ：「難民の状況に関して色々と 
学んでいますが、私にとってとても衝撃的です。RIJ

の協力者という形で彼らの手助けをしたり、彼らの
ことをもっと理解したいと思っています。私がはじ
めて出席したRIJのミーティングで耳にしたコンセ
プトが気に入っています。『難民を私たちができる
ささやかな方法で手助けしたい。』」

“From my point of view, RIJ’s work is an example of what 

showing solidarity and taking responsibility across borders 

may look like. Its impact on whole communities made me 

realize once more that the contribution of every single one 

of us, be it time, money, things, or ideas, do make a change.”

「RIJの仕事は、国境を越えて連帯し責任をとるとはどういうことなのか
を示してくれる見本だと、私は思います。RIJの仕事がコミュニティ全体に
与える影響をみて、時間、お金、もの、アイディアなどどのような方法にせ
よ、私たち一人一人の貢献が確かに変化をもたらすのだということを私
は再認識させられました。」

“After three months with RIJ, I am glad to report that I have 

successfully been able to accomplish the goals that I initially 

set and have had a deeply fulfilling and rewarding experi-

ence. My work at RIJ was both varied and interesting. I was 

always engaged with [something] meaningful and produc-

tive directly tied to my own personal interests.” 

ポール・ヴァーノン：「3ヵ月RIJで活動をしてみて、自分が最初に設定した
目標を成功裡に達成することができ、また非常に充実した、価値のある経
験をしたと報告できるのをうれしく思います。RIJでの私の仕事は多岐に
わたり、興味深いものでした。私は個人的な関心事とじかに結びついた意
義ある生産的なことに、常に携わっていました。」

Greetings Cards: “I joined RIJ during the refugee crisis from 

Cambodia, the so-called Boat People. A lot of people have 

been using the greeting cards, and they appreciate our 

work! It is also a very good chance to inform people from 

Kyushu to Hokkaido about our activities and RIJ’s work!”

グリーティング・カード担当の武内道子：「私がRIJに加わったのはいわゆ
るボートピープルといわれるカンボジアからの難民危機高まるさなかでし
た。たくさんの人々がグリーティング・カードを使っていて、嬉しいことに私
たちのカードを気に入ってくれています。カードの販売活動は、日本全国の
人々に私たちの活動とRIJの仕事を知ってもらう良い機会でもあります。」

Crafts: “I started working in 1994, because I wished to pro-

vide assistance. I really love working here and chose RIJ to 

provide to those who are in the most difficult situations by 

making use of my skills and interests.”

クラフト担当の中田幸子：「私は何か手伝いたいと、この仕事を1994年
に始めました。自分のできることと関心事を活用することで、非常に困難
な状況にある人々を助けたいと、RIJを選びました。」

Alexandra Giebel
アレクサンドラ・ガイベル

Michiko Takeuchi
武内道子

Paul Vernon
ポール・ヴァーノン

Sachiko Nakata
中田幸子

19RIJ ANNUAL REVIEW 2014 / 2015



RIJ ANNUAL REVIEW 2014 / 201520

DONORS AND SPONSORS

Companies

アディダス ジャパン株式会社
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所
バラクライングリッシュガーデン
在日英国商業会議所
センターサークル 
株式会社コーレンス
カスタムメディア株式会社
eXcape Entertainment Group
株式会社フォリフォリジャパン
富国紙業株式会社 
グランド ハイアット 東京
IMPACT Japan
ジェロボーム・ファイン・ワイン・クラブ
順天中学校・高等学校
キユーピー株式会社
KPMG BRM 株式会社
ル・コルドン・ブルー東京
一般財団法人日本メイスン財団
MHDモエヘネシーディアジオ株式会社
日清紡ペーパープロダクツ株式会社
Oeconex Co
オグリヴィ・アンド・メイザー・ジャパン
王子エフテックス株式会社
ザ・リッツ・カールトン東京
英国王立芸術協会 東京 
清泉インターナショナルスクール
シャングリ・ラ  ホテル 東京
シェルケミカルズジャパン株式会社
昭和シェル石油株式会社
昭和シェル社友会
Sin Den
SmoothWeb Group Ltd.
セント・メリーズ・インターナショナル・スクール
渡邊木版美術画舗
株式会社竹尾
ベライゾンジャパン合同会社
Walk Japan Ltd.
ホワイト＆ケース法律事務所
横浜インターナショナルスクール

adidas Japan KK

Allen & Overy LLP

Barakura English Garden

British Chamber of Commerce in Japan

Centre Circle (Footy Japan)

Correns Corporation

Custom Media KK

eXcape Entertainment Group

Folli Folie

Fukoku-paper Co., Ltd 

Grand Hyatt Tokyo

IMPACT Japan

Jeroboam Fine Wine Club

Junten Middle and High School

Kewpie Co. Ltd

KPMG BRM Co., Ltd.

Le Cordon Bleu Tokyo

Masonic Foundation of Japan

Moët Hennessy Diageo

Nisshinbo Paper Products Inc

Oeconex Co

Ogilvy and Mather 

Oji F-Tex Co., Ltd.

The Ritz-Carlton, Tokyo

Royal Society of Arts, Tokyo Network

Seisen International School

Shangri-La hotel, Tokyo

Shell Chemicals Japan Ltd.

Showa Shell Sekiyu K.K.

Showa Shell Shayukai

Sin Den

SmoothWeb Group Ltd.

St Mary's International School

S Watanabe Color Print Co.

Takeo Co., Ltd.

Verizon Japan Ltd, Legal Department

Walk Japan Ltd.

White and Case LLP

Yokohama International School

寄附・ご支援いただいた皆様



Individuals

Tomoko Aikawa

Benjamin Arnold and Christina Kim

Jiseon Baek and Kim Yong Ja

Jason and Anita Billings

Marianne and Simon Black  

Kevin Brown and Jelena Sevo

Christopher and Sarah Carter

Samuel and Fumi Chamovitz

Peter Curtin

Marc and Mami Desmidt

Justine and Geoff Dickson

Peter and Karen Elston

James Fiorillo

Takaaki Fukunaga 福永隆明
Lori Henderson

David Hewett 

Shinji Higaki

Trevor and Mamiko Hill 

Marcus Hood

Damien Horth and Jacqueline Bennett

Derek and Angie Janssen

David and Alyson Jenkins

Esther and Maurice Kuykendoll

Kathy Matsui and Jesper Koll

Nick and Liz Moakes

Duncan Monk

Tom and Audry Morrow

Andrew and Christine Mouat

Kazuma and Catherine Naito

Tim and Jennifer Orchard 

Michael Ostern

Matthew and Mariko Pain

Peter and Sybil Pagnamenta

Robin and Jessica Pagnamenta

John Papanichola and Miriam Thomas

Simon and Harriet Patterson

Guy Perryman

Belinda and Keith Regan

Nicola Reindorp and Tim Davies

Matthew and Joyce Rule

Ann and David Slater

Jay Talbot

Peter Tasker

J P and Stephanie Toppino

Lindsey Traub

Alexander Treves and Eun Ju Baek

Vanni and Angela Treves

William and Morgan Treves

Rikako Tsuruta 鶴田利香子
Juergen Wittstock

Madoka Yamanishi 山西 まどか
Tong Yu and Joo-Young Jung

Min Qian Zeng
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COMPANY CONTRIBUTIONS

RIJ is supported by a number of companies who contribute in 

different ways. With increasing awareness of how conflict and 

war have a global impact, more and more companies are striving 

to play a part in supporting those facing instability elsewhere.

RIJ is fortunate to receive the continued support of Showa Shell 

Sekiyu, which has significantly reduced running costs by pro-

viding office space and support for over 30 years. Shell Shayukai 

(retirees) has also continued to raise funds every year.

Contributions through events like the F1 Race Night and the 

Black Card Cabaret and Talent show not only provide financial 

support but promote awareness by giving the local community 

a chance to participate. RIJ is grateful to Michael Page and 

others for their contributions through events in 2015.

Footy Japan and Barakura English Garden have continued to 

organize fundraising activities. These events are a great way 

for the community to come together and contribute on a 

global level.

Matching gift donations are a way for companies to provide 

funds as well as work together with employees by doubling 

the amount given. Kewpie Corporation and Bloomberg L.P. 

have generously donated funds to RIJ through matching gift 

programs, supporting their employees here at home and those 

facing displacement in far-off places.

RIJ is able to run smoothly while reaching a wide audience 

through companies like SmoothWeb which programs the 

website and provides ongoing IT support, and Custom Media 

which designs, edits and proofreads all publications including 

this Annual Review, brochures, flyers, and catalogues. 

Other donations come in the form of sponsoring and hosting 

events, or providing prizes for participants. Some of RIJ’s 

generous donors include:

BrewDog, Chandon, Beer Cats, Ikon Europubs, Walk Japan, 

Elana Jade, Club 360, Folli Follie, Cath Kidson, Lush, Antelope 

Audio, Moet Hennessy Diageo, Shangri-La hotel Tokyo, What 

the Dickens, Ritz-Carlton Tokyo, Parabola Wine Bar, and Royal 

Society of Arts Japan Fellows Network.

RIJは様々な形で力となってくださる多くの企業によってサポートされて 
います。紛争や戦争がもたらすグローバル規模の影響に対する認識が高ま
るなか、異国で不安定な状況に甘んじている人々を支援するのに役立とうと 
する企業が増えています。

幸いにもRIJは昭和シェル石油株式会社より30年以上にわたり、オフィスス
ペースと各種のご支援を提供していただいており、お陰様で維持費の大幅な
削減となっております。シェル社友会（退職者の会）からも毎年義援金の募金
をいただいております。

F1レースやブラックカードキャバレー＆タレントショウといったイベントを通
して寄せられる献金は経済的支援となるだけでなく、地元地域に参加の機会
を提供することで認知度の向上にもつながっています。RIJでは2015年の 
イベントを通じて献金をお寄せいただいたマイケル・ページ氏他沢山の方々
に感謝いたします。

フッティ・ジャパンとバラクラ・イングリッシュ・ガーデンには引き続き基金調
達活動の企画にご協力をいただいております。これらのイベントは地域社会
が一体となってグローバルのレベルで貢献する良い手段となっています。

マッチング・ギフトによる献金は企業の資金提供の手段となると同時に、 
社員たちとの協力により金額を倍額にする方法でもあります。キユーピー 
株式会社およびブルームバーグ社からはマッチングギフトプログラムを通じ
て多額の寄付をいただいており、社員の善意を後押しすると同時に、遠くの
地にあって強制退去に直面している人々を支援しています。

RIJはホームページの作成と継続してITサポートをしてくださっている 
スムーズ・ウェブ社、そして年次報告書、パンフレット、チラシ、カタログ等全 
ての出版物の制作を引き受けてくださっているカスタムメディア株式会社 
などの企業を通じて、スムーズな運営と、幅広い支持者へのリーチが可能に
なっています。

その他の支援はイベントの協賛や主催、参加者への商品の寄贈などと 
いった形でなされています。RIJにご協力いただいている各社は以下の 
通りです：

ブリュードッグ、シャンドン、ビア・キャッツ、アイコン・ユーロパブ、ウォーク・ 
ジャパン、エラナ・ジェード、クラブ360、フォリフォリ、キャスキッドソン、ラッ 
シュ、アンテロープ・オーディオ、モエヘネシーディアジオ、シャングリラホテル
東京、ワットザディケンズ、リッツカールトン東京、パラボラワインバー、RSA 

ジャパンフェローズネットワーク等

各企業からのご支援
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Become a Member
メンバーになる

Membership is a simple and effective way to contribute towards 

worldwide efforts to assist refugees.

メンバーになることは、難民支援の世界規模の勢力に貢献できる、簡単で効果的な
方法です。

Be a Donor
寄付をする

Individuals and organisations can make regular or one-off 

financial contributions.

個人もしくは団体で、一回または定期的に寄付をすることができます。

Be a Sponsor
スポンサーになる

Provide professional support to events and activities through your 

company services or personal skills.

法人の公益事業または個人のスキルを活かして、専門RIJ的な 
立場から各種イベントや活動を支援することができます。

Be an Ambassador
RIJ大使になる

Network through your business and social circles to attract more 

supporters.

時間と熱意のある方、RIJに役立つ特別なスキルをお持ちの方を歓迎いたします。

Volunteer
ボランティアをする 

We welcome volunteers with time, enthusiasm or specific skills.

時間と熱意のある方、RIJに役立つ特別なスキルをお持ちの方を歓迎いたします。

Organise an Event
イベントを企画する

Integrate information and fundraising into your own activities.

あなたの知識を資金調達に生かし、イベントを発案して下さい。

Become an Intern
インターンになる

We welcome applications for internships from students or adults 

seeking skills for a new career.

学生あるいは成人で、新しいキャリアのためスキルを身につけたい方、インターン
を募集しています。

HOW YOU CAN HELP
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ACCOUNTS
Income statement as 
at 30 November 2015

活動計算書 
2015年11月30日

DETAIL 科目 AMOUNT - 金額

Income 経常収益 (In Yen) - （単位：円）

Fees 受取会費 ¥493,.000

Donations 受取寄附金 ¥20,483,000

Total income 経常収益計 ¥20,976,000 

Expenses 経常費用

Funding to projects 難民支援プロジェクト助成金 ¥11,296,000 

Costs directly attributable to projects プロジェクト経費 ¥4,278,000

Fundraising costs ファンドレイジング経費 ¥6,182,000

Operational costs 管理費計 ¥329,000

Total expenses 経常費用計 ¥22,085,000

計算書

INCOME

General

Events

Corporate

Fees
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BALANCE SHEET

DETAIL 科目 AMOUNT - 金額

Assets 資産 (In Yen) - （単位：円）

1. Current assets 1. 流動資産

Cash and bank deposit 現金預金 ¥3,637,.484

Accounts receivable 未収金

Current assets total 流動資産合計 ¥3,637,.484

2. Fixed assets 2. 固定資産

Fundamental assets 固定資産 0

Fundamental assets total 固定資産合計 0

Assets total 経常収益計 ¥3,637,.484

Liabilities 負債の部

1. Current liabilities 1. 流動負債

Accounts payable 預り源泉所得税 ¥181,.350

Current Liabilities total 流動負債合計 ¥181,.350

Liabilities total 負債合計 ¥181,.350

Net Assets 正味財産の部

Ordinary net assets 正味財産の部 ¥3,456,.134

Total net assets 正味財産合計 ¥3,456,.134

Total Assets and Liabilities 負債及び正味財産合計 ¥3,637,.484

As at 2015/11/30
NPO Refugees International Japan

特定非営利活動法人　国際難民支援会
2015年11月30日現在

貸借対照表
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Staff  スタッフ

Angie Alexander 

International Funding Director

アンジー・アレクサンダー - 資金援助担当理事 

Mete Yazici 

International Funding Co-director

メテ・ヤジーチ - 資金援助担当理事

Tomoko Yoshida 

Treasurer

吉田智子 - 会計担当

Support for RIJ  RIJ支援会　

Michiko Takeuchi 

Greetings Cards 

武内道子 - グリーティングカード

Sachiko Nakata 

Crafts

中田幸子 - クラフト

Fusako Onishi

Yokohama 

大西晋佐子 - 横浜支部長

Editorial

Sarah Carr

Catherine Thorbecke 

Victor Carpe

Translation

Mihoko Ota 太田 美穂子
Kiyoko Tanji 丹治清子
Yumiko Jogu 浄弘 由実子

Photos

By Alexander Treves and 

from project beneficiaries

Design, Editing 
and Proofreading

Custom Media KK

Printing

Bunshin Printing Co., Ltd.

株式会社文伸
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Board of Directors  理事

Shigeya Kato - (Honorary Chairman) 

Chairman, Representative Director, Showa Shell Sekiyu

香藤　繁常（名誉会長）昭和シェル石油株式会社 代表取締役会長

Simon Black - (Chairman)

Partner, Allen and Overy LLP

サイモン・ブラック - アレン・アンド・オーヴェリー パートナー（代表理事）

Carianne Suwa Gregory - (Board Kanji) 

Senior Associate, KPMG AZSA LLC

カリアン・諏訪・グレゴリー（ 監事）

Trevor Hill

Managing Director, Equities, SMBC Nikko Securities Inc.

トレヴァー・ヒル - SMBC日興証券株会社 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

Basil Le Roux

Managing Director, Michael Page International Japan

バジル・ラ・ルー - マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社

Yoji Masuoka 

Vice President, Morgan Stanley MUFG Securities

増岡 洋志 - 鉄鋼ビルディング 課長代理

Alexander Treves 

Head of Japan Equities, Fidelity Investments Japan

アレキサンダー・トリーヴス - フィデリティ投信株式会社 運用部長

Nick Wall 

Partner, Allen and Overy

ニック・ウオール - アレン・アンド・オーヴェリー パートナー

Michel Gabaudan 

President, Refugees International - ex-officio

ミシェル・ガバウダン - ex-officio

Jane Best OBE 

President and CEO

ジェイン・ベスト - 会長 
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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

enquiries@refugeesinternationaljapan.org

WEB

www.refugeesinternationaljapan.org

BLOG

refugeesinternationalj.wordpress.com

refugeesinternationalj @refugeesjapan

www.youtube.com/ 
user/RefugeesIntJapan

www.flickr.com/


