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Opening Message
はじめに

This has been a year for forging relationships with new partners, in particular working with online funding portals
such as GlobalGiving. With the help of
our partners and supporters, Refugees
International Japan (RIJ) continues to
seek new fundraising avenues and to
create innovative awareness campaigns.

昨年は、新しい協力者、特に、GlobalGivingのよ
うなオンラインファンディングポータルとの関係
作りに尽力し、活動した一年でした。協力者と支
援者のサポートがあるからこそ、RIJ（国際難民支
援 会 ）は 募 金 の 新しい 道を探し、斬 新 な 啓 発
キャンペーンを生み出し続けております。
ヨーロッパ中で荒れ狂っている移民危機は、紛争
によって避難民が強制移動させられた時、受入国

The migration crisis that has swept
Europe highlights the anxiety that refugees and host countries face when
people are displaced by conflict. However, this distorts the picture because
many of those fleeing to Europe are
seeking better economic conditions
and not escaping conflict. The majority of refugees want to remain in their
region of origin, within their own culture and near to friends and family. RIJ
recognizes that it is essential to give
refugees the opportunity to stay where
they are, contribute to their host communities and find their independence
as they regain their dignity.

との間に生じる不安を強調しています。
しかし、
そ
れはゆがめられた構図です。
ヨーロッパに流れて
くる多くの人々が紛争を避けているのではなく、
より良い経済環境を探しているのですから。避難
民の大多数は、自分の文化が息づき、友達や家
族も近くにいる出身地域に残りたいと思っていま
す。RIJは、自分がいる地域に残る可能性を避難
民に提供すること、受け入れのコミュニティに貢
献すること、そして、避難民が尊厳を取り戻した
時に依存性から解放させることが必要不可欠で
あると認識しております。
私たちは難民危機を直に目にしている訳ではあ
りません。私たちはただ問題について文字を読
んでいるに過ぎないから、理解することが難しい
のです。
しかし、それが世界経済、旅行の安全、休
暇の行き先を選ぶことにさえ関わるのですから、

We cannot see the refugee crisis firsthand; we only read about the problems. Therefore, it is difficult to understand. But it does affect us all in
some way because it affects the world
economy, travel safety and even holiday
destinations. To understand this, it is
important to hear the individual stories
and recognize that refugees have skills,
talents and ambitions like all of us.

私たちにも必ず何らかの影響を及ぼしています。

紛争によって強制移動させら
れた人に可能性を与える私
たちのサポートは、
これまで
にもまして重要になってきて
います。大勢の支援者の皆様
からの貴重なご寄付や懸命
なお力添えに心からのお礼
を申し上げます。

そのことを理解するためには、一人一人の話に
耳を傾け、避難民も私たちと同じように能力や才
能、願望を持っているということを認識すること
が大切です。
昨年のイベント、
プロジェクトと私たちが支援し
てきた人々を、統一性と多様性の両面から振り
返ってみましょう。
避難民や強制移動された人たち

Jane Best OBE

は他の人が持っている多くの望みとニーズを持

ジェイン・ベスト

ち合わせています。平常の生活や尊厳、
自分の家

In reviewing the past year, we take a
look at the events, projects and people
we support through the dichotomy of
unity and diversity. Refugees and the
displaced share many of the wants and
needs that other people have: normality, dignity, a home and a hopeful future.
We are all united in this way, yet there is
also a rich diversity amongst refugees
and their communities. RIJ celebrates
this diversity while acknowledging what
unites us all as a global community.

Our support in
providing opportunities
for people displaced
by conflict is more
important than ever. A
sincere thank you to
our many supporters for
your crucial donations
and hard work.

や未来への希望です。私たちは皆そういう意味で
同じであると同時に、避難民やそのコミュニティ
は多様性に富んでいます。RIJは、私たちを同じグ

Refugees International Japan
Chief Executive Officer
会長

ローバルコミュニティの仲間として認めながら、
一方でこの多様性を素晴らしいものと考えてい
ます。

Shigeya Kato
香藤 繁常

Honorary Chairman
Senior Advisor, Showa Shell Sekiyu K.K.
名誉会長
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What is RIJ?
RIJとは?

Refugees International Japan (RIJ) is an independent, notfor-profit organization (NPO) dedicated to raising funds to
support people who have been displaced by war and conflict.
RIJ is a Japan-registered NPO based in Tokyo and is largely
staffed by volunteers.
WHAT DOES RIJ DO?
RIJ’s mission is to fund locally run projects across the globe
that create opportunities for refugees and internally displaced
persons (IDP) through education and empowerment. When
you support RIJ, you are providing more than quick, temporary aid; you are providing the opportunity for long-term stability. You are building a brighter future for refugees as they:





Refugees International Japan (RIJ) は、戦争や紛争によって強制移動
させられた人を支援するための募金を目的とする独立した非営利活動法人
です。RIJは東京に拠点を持つ日本に登録されたNPOで、多くはボランティ
アによって運営されています。

RIJ は何をしている?
RIJ のミッションは、世界中にある地域に根付いたプロジェクトを支援し、
避難民や国内避難民のために教育やエンパワーメントの可能性を作ること
です。
RIJをサポートすることで、あなたは素早く一時的な支援を提供するだけ
ではなく、長期にわたる安定的な機会を提供しているのです。
避難民のためのより良い未来のために必要なこと：


rebuild their lives
restore their dignity
reconstruct their communities
hope for a better future

生活復興



尊厳の取り戻し



コミュニティの再興



より良い未来への希望

To make this possible, we ask these important questions
before we fund a project:
これらを可能にするために、RIJはプロジェクトを資金援助する前に
以下の大事な質問を投げかけています。

1. Is the organization experienced and already
working in the field?
プロジェクトを展開する組織は経験があり、その分野において既に活動しているか?

2. Who is empowered by this project?
このプロジェクトで誰に権限が与えられているか?

3. Is this project sustainable in the long term?
このプロジェクトは長期的に継続可能か?

4. Does it treat beneficiaries equally and fairly?
受益者に、平等かつ公平に対応しているか?

4
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Who are Refugees?
避難民とは?

Refugees are
people

避難民とは

Refugees are people who have, as a last resort, been
forced to flee their homes to save themselves and their
families from war, conflict or persecution.
Refugees are people who can be found all over the world.
Almost every country is either experiencing conflict or
supporting those who have had to flee it.
Refugees are people from all walks of life. They are mothers,
fathers, sisters, brothers, daughters and sons. Refugees
are doctors, IT graduates, teachers, artists, farmers, business
people, academics, students and more.
Refugees are people, like all of us. Refugees want a normal life, with dignity and a clearer future.

避難民とは、戦争、紛争あるいは迫害から自分や家族を救うために最
終手段として自国から逃れることを余儀なくされた人々です。
避難民とは、世界中に存在しうる人々です。ほとんどの国が紛争を経
験しているか、
紛争を逃れた人たちをサポートしているかのどちらかです。
避難民とは、様々な社会的背景を持つ人々です。母、父、姉妹、兄弟、娘、
息子であったり、医師、IT卒業生、教師、芸術家、農業者、
ビジネスマン、
学者、学生であったり、様々です。
避難民とは、私たちのような人々です。避難民が望んでいるのは、尊厳
や確かな未来のある平常の生活です。
一般的には「難民」という言葉が使われていますが、私たちは、彼らが強
いられている状況をより明確に示すために「避難民」という言葉を用い
ています。

RIJ ANNUAL REVIEW 2015 / 2016
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Projects Funded
資金援助を受けたプロジェクト

Refugees face difficulty across the globe. In 2016, we saw the
refugee crisis continue to worsen. In Lebanon alone there
are approximately 300,000 Syrian refugees, with 80% being
women and children. Outside of the media spotlight is Kenya.
It has hosted refugees for nearly 25 years, with several of its
neighboring East African countries facing protracted civil
wars. Meanwhile, more than 110,000 refugees from Myanmar
have been living in camps in Thailand for more than 20 years.

避難民たちは世界中で困難に直面しています。2016年、難民危機は更
に悪化が続きました。
レバノンだけでもシリアからの避難民の数はおよそ
300,000人となりました。そしてその80％が女性と子供たちでした。
マスメ
ディアのスポットライトがケニアを照らすことはありませんでしたが、東アフ
リカの長引く内戦に直面する近隣の6、7か国とともに、25年近くもの間避難
民たちを受け入れてきました。一方タイでは、110,000人以上のミャンマー
からの避難民たちが、
キャンプに20年以上もの間住み続けているのです。

Lebanon

レバノン

Karen State, Myanmar

ミャンマー、
カレン州

Thai-Myanmar Border

タイ－ミャンマー国境付近

Nairobi, Kenya

ケニア、
ナイロビ
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PRESCHOOL FOR
SYRIAN REFUGEES IN LEBANON
Agency: The Popular Aid for Relief &
Development (PARD)
Location: Lebanon
Funding: $25,000
Impact: 110 Syrian refugee children aged
four to six can go to kindergarten for
nine months to learn about their new
home and prepare for entry into Lebanese schools.

REFUGEE ENGAGEMENT AND
EMPOWERMENT PROJECT (REEP)
Agency: Caritas Nairobi
Location: Nairobi, Kenya
Funding: $22,000
Impact: 200 young, urban refugees
are provided with education, life-skills
training and opportunities for work and
empowerment that include basic literacy training, arithmetic, Swahili, English
and clinics on legal aid.

BABY KITS AND
WOMEN'S HEALTH
Agency: Karen Women’s Organization
(KWO)
Location: Karen State, Myanmar
Funding: $21,000
Impact: At least 2,400 refugee mothers
receive baby kits that include laundry
soap, body soap, baby wraps and nail
clippers along with a health leaflet.
This program helps reduce infant and
maternal mortality.

The mother of five-year-old Jawad said:
“We want our children to forget the violence and to learn, but many of us do not
have the finances to send our child to
school. Jawad has changed greatly because of the school. I am relieved that my
child is now in safe hands.”

Following the training in 2015, Habimana
and Anatalia were able to start their
own small business. This provided income to cover rent, food and schooling. Habimana runs a second-hand shoe
business, while Anatalia sells custom bags
crafted to order.

レバノンのシリア避難民向けプリスクール
の開設

避難民の職業・自立支援プロジェクト

ベビーキットと女性の健康

エージェンシー：カリタス・ナイロビ

エージェンシー：カレン・ウィメンズ・

A leader at one receiving refugee camp
said: ‘‘Because we can distribute baby kits,
our community and mothers and babies
benefit while they are in difficult circumstances. Even if some mothers only
received a few items, the whole family
feels better.’’

エージェンシー：ポピュラー・エイド・フォー・リリー

場所：ケニア、
ナイロビ

オーガニゼーション

フ・アンド・ディベロプメント

資金援助：22,000ドル

場所：ミャンマー、
カレン州

場所：レバノン

成果：都市部に住む避難民の若者200人に教

資金援助：21,000ドル

資金援助：25,000 ドル

育、生活スキルのトレーニング、そして就労機会

成果：少なくとも2,400人もの避難民の母親た

成果：4-6歳のシリア人の子供たち110人が9か

が与えられます。基本的読み書き、算数、
スワヒリ

ちに、洗濯石鹸、ベビー用石鹸、おくるみ、爪切り

月間幼稚園に通い、新しい住環境について学ぶ

語・英語教育および法律相談などの自立支援も

を含むベビーキットが健康パンフレットと共に配

とともに、現地の学校へ入学するための準備を

行われます。

布されます。
このプログラムは、乳児と母親たち
の死亡率を低下させる助けとなるものです。

しました。
2015年のトレーニング後、ハビマナとアナタリ
5歳児のジャワドの母はこう語ります。
「私たちの

アは自分たちで小さなビジネスをはじめること

子供たちには暴力を忘れ、学んでほしい。けれど

ができました。それにより家賃や食費、学費など

「私たちのコミュニティではベビーキットを配るこ

ある避難民キャンプのリーダーはこう語ります。

私たちの多くは子供たちを学校に通わせるだけ

をまかなうための収入を得ました。ハビマナは中

とができるため、困難の中にありながらも母親と

の経済力がありません。
ジャワドは学校に通って

古靴ビジネスを経営しており、
アナタリアはオー

赤ちゃんたちは恩恵を受けることができていま

から大きく変わりました。私は今自分の子供が安

ダーメイドのバッグを販売しています。

す。
キットの中のほんの2、3個のアイテムを受け
取るだけでも、家族全体が気持ちよく過ごせるよ

全な状態でいることに安堵しています。」

うになるのです。」

RIJ ANNUAL REVIEW 2015 / 2016
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Refugees will be
provided with
opportunities
for work and
empowerment
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DRUG AND ALCOHOL
REHABILITATION PROGRAM
Agency: Drug and Alcohol Recovery
and Rehabilitation (DARE)
Location: Thai–Myanmar Border
Funding: $20,000
Impact: One hundred people are treated for addiction through six-month
treatment cycles in five camps. Addiction workers provide community training and prevention education reaching
nearly 22,000 people in five camps inside Myanmar. The problems associated
with addiction are widespread and this
program helps unite communities while
addressing related problems.

KARENNI SOCIAL DEVELOPMENT
CENTER TRAINING
Agency: Karenni Social
Development Center (SDC)
Location: Thai–Myanmar Border
Funding: $20,800
Impact: Fifty young adult refugees are
trained in non-violent social change,
leadership, environment and law, preparing them to work as activists in their
communities.

SOCIAL DEVELOPMENT CENTER
CAFÉ AND SHOP SDC
Agency: Karenni SDC
Location: Karenni Camp 1 on
Thai–Myanmar Border
Grant: $6,800
Impact: Fifty young refugees from SDC
training center are running a small snack
shop and café, where students are learning how to make traditional Karenni dishes
while gaining practical work experience.

Lee Reh, SDC 2015 student, said: “SDC is
good for our community because knowing about the subjects is good for our life.
We must know about them to develop
our community and to make change in
our community.”

Papa Moe helps prepare food at the café
and teaches some cooking techniques
to the basic course students from SDC.
She said: “The café is very helpful for us.
Through the café the students can learn
to make some income. However small
the income, it will make a difference to
our lives and prepare them for the future.”

薬物及びアルコール依存からのリハビリ
テーションプログラム

カレンニ・ソーシャル・ディベロプメント・
センタートレーニング
（SDC）

カフェ・アンド・ショップ

エージェンシー：ドラッグ・アンド・アルコール・

エージェンシー：カレンニ・ソーシャル・ディベロ

プメント・センター

リカバリー・アンド・リハビリテーション

プメント・センター

場所：タイ－ミャンマー国境付近カレンニ・キャ

場所：タイ－ミャンマー国境付近

場所：タイ－ミャンマー国境付近

ンプ1

資金援助：20,000ドル

資金援助：20,800ドル

助成金：6,800ドル

成果：依存症患者100人が、5つのキャンプで6

成 果：青 年 5 0 名 が 非 暴 力 的 な 社 会 変 革 、

成果：SDCトレーニングセンターで学ぶ50名の

か月の治療サイクルを通して依存症の治療を

リーダーシップ、環境、および法律などについて

避難民の若者たちが小さなスナックショップと

受けます。そして依存症の労働者たちは、5つの

トレーニングを受け、それぞれのコミュニティで

カフェを運営し、実践的な就労経験を得つつ、

キャンプやミャンマー国内で、およそ22,000人

の活動家となれるよう準備を行います。

Law La Say, the DARE coordinator, explained that priority in the training program is given to those who have personal experience with addiction—either their
own or through the struggles of a family
member or friend.

にコミュニティ・トレーニングや予防教育を行い
ます。依存症関連の問題は広く蔓延しており、
こ

エージェンシー：カレンニ・ソーシャル・ディベロ

伝統的なカレンニ料理の作り方を学ぶことがで
きます。

「SDCは私たちのコミュニティにとって良いも

のプログラムはコミュニティの一体感の形成を

のです。なぜなら、このテーマについての知識

助け、関連した課題に対応しています。

が私たちの生活に役に立つからです。私たちの

パパ・モエはカフェで料理を手伝いつつ、SDCの
基礎コースの学生たちに料理技術を教えていま

コミュニティを発展させ、変革を起こすために

す。彼女はこう語ります。
「カフェはとても私たち

DARE
（薬物乱用防止教育組織）
コーディネーター

知っておかなければならないのです。」
リー・レー

の助けになっています。
カフェを通して学生たち

のロー・ラ・セイは、
「このトレーニングプログラ

SDC2015受講生

は収入を得ることを学びます。収入がどんなに少

ムでは、
自分自身、
または家族や友人が苦しんだ

なくても、私たちの生活に違いをもたらし、未来

経験などを通じて、薬物依存にまつわる個人的

への準備になるのです。」

な経験持つ人々が、
まず優先対象となる。」と説
明しています。

US$11.63 million

US$2.16 million

Total amount of
funding awarded as of
the end of 2016

Total amount of
funding provided
between 2007 and 2016

2016年末現在の調達資金
総額：1,163万ドル

2007年から2016年の間に
提供した援助資金総額：
216万ドル

836

24

2016年末現在までに資金

2008年から2016年の間に
RIJのプロジェクト支援金を
受け取った国数：24か国

Total number of
projects funded as of
the end of 2016
援助したプロジェクトの総数：
836件

RIJ ANNUAL REVIEW 2015 / 2016

Number of
countries
receiving
RIJ project funding
between 2008 and 2016
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Diversity
The diversity we share
brings us together.
“Let us be united as one family. Different countries, different tribes, but we
are one people.”—Cry of the Refugee
video by Bizimana Francois, participant in REEP project in Nairobi.
Among refugees, there is rich diversity.
All displaced people have their own
unique aspirations, skills and interests.
There is no definitive refugee story.
The people who support Refugees
International Japan (RIJ) also have diverse backgrounds, talents and stories
to share. Our diversity helps unite us
in our efforts to support the displaced.
RIJ acknowledges and celebrates this
diversity through the projects we fund
around the world and the events we
host in Tokyo.
There are clear differences between
refugees and other people. Refugees
have endured violence, poverty, food
insecurity and trauma that few others
can imagine. These experiences make
refugees different from others, but
RIJ knows that a common sense of
human dignity and hope for a brighter
future keep us united, in no small part
thanks to our diversity as people.
Unity and diversity are central themes
to the special relationship between the
RIJ community and the refugee communities we support. In the next few
pages we will highlight these themes
in the projects funded, fund-raising
events and awareness activities.

10
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多様性を分かち合うことが、
私たちを結びつけるのです。
「 一 つ の 家 族 とし て 結 束 し ましょう 。国 や
部 族 は 違 えど も 、私 た ち は 同じ人 間 です 。」
ナイロ ビ の R E E P プ ロ ジェクト に 参 加 し た
Bizimana Francoisの「避難民の叫び」
より。
避難民の中にも豊かな多様性があります。
すべて
の避難民が自分自身の願い、
スキル、関心を持っ
ています。
これこそが避難民の筋書きだ、
という
ものは一つもないのです。
RIJを支援する人々もまた、多様なバックグラ
ウンド、
才能、
そして皆と分かち合えるストーリーを
持っています。避難民を支援しようとする時、私た
ちの多様性が私たちを団結させるのに役立つので
す。RIJは世界中での資金援助プロジェクトと
東京での資金調達イベントを通して、
この多様性
を受け入れ大切にしていきます。
避難民とそれ以外の人々の間には明確な違い
があります。避難民は、想像を絶する暴力、貧困、
食料不安、心の傷を耐え忍んできました。
これら
の体験が避難民をほかの人々と違うものにして
いるのです。
しかし人間としての多様性のおかげ
で、人間の尊厳という共通意識とより良い将来へ
の希望が、私たちを団結させているということを
RIJは認識しています。
RIJと私たちが支援する避難民コミュニティとの
間の特別な関係にとって、結束と多様性は中心的
なテーマです。次の数頁で、支援プロジェクト、資
金調達イベント及び認知度向上活動の中で、
これ
らのテーマに焦点を当てていきます。

and Unity
多様性と結束

RIJ ANNUAL REVIEW 2015 / 2016
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Diversity:

SKILLS

多様性：スキル

A unique skill set can provide for a
sustainable, independent life
We each have our own unique backgrounds with specific talents, aptitudes and interests that allow us to develop our own
set of skills. The refugees RIJ support, as well as the donors,
sponsors, volunteers, interns and staff who support RIJ, have
a variety of skills from music to medicine. RIJ celebrates this
diversity and sees opportunities for everyone.
PROJECT FUNDING
Entrepreneurs Program (Nairobi, Kenya)
RIJ funded the REEP project in Kenya, which provides startup training and support for refugees to run businesses, giving
them the opportunity to use their diverse talents for financial independence. Bizimana Francois was a participant in this
program. After fleeing from the Rwandan civil war, he travelled to Kenya to seek new opportunities. Through this program, Bizimana started a successful snack business with his
cousin. He contributes to the local community by hiring Kenyans to assist with distribution. He is also a talented musician
drawing from his experiences to write music. His music video
Cry of the Refugees won an award in New York City.
RIJ EVENT
Classical Violin Concert and Black Card Cabaret
In the past year, professional musicians and promoters have
used their tremendous talents to benefit RIJ. Atsuko Temma
is a world-class violinist who, together with pianist Aika Sakai,
performed a memorable concert at Suntory Hall based on the
theme of “Prayer.” Guy Perryman MBE, long-time ambassador
for RIJ, brought together people with a diverse range of talents
to make the Black Card Cabaret and Talent Show an evening
to remember.

ユニークなスキルの組み合わせが、持続可能
で独立した生活を可能にします。
私たちはそれぞれが特定の才能、適性、興味を有するユニークな個人的背景
を持っているので、私たち独自のスキルの組み合わせを作っていくことがで
きるのです。RIJが支援する避難民、寄付をする人、
スポンサー、
ボランティア、
インターン、
そしてRIJを支えるスタッフは、音楽から医療までいろいろな技術
を持っています。RIJはこの多様性を称え、あらゆる人に合った機会を見出し
ます。

プロジェクトへの資金援助
起業家プログラム
（ケニア、
ナイロビ）

RIJはケニアでREEPプロジェクトに資金援助をしました。同プロジェクトは、
避難民が起業するためのトレーニングをし、
ビジネスを進める支援をするこ
とによって、彼らの多様な才能を使って経済的自立を目指す機会を与えるも
のです。Bizimana Francoisはこのプログラムの参加者でした。ルワンダの
内戦から逃れたのち、彼は新しい機会を求めてケニアにやってきました。
こ
のプログラムによって、Bizimanaはいとことスナックのビジネスを立ち上げ
ることに成功しました。彼は仕入れや販売の手伝いにケニア人を雇用するこ
とによって、地域コミュニティに貢献しています。彼はこれまでの経験を活か
し作曲も行う才能あるミュージシャンでもあります。彼の「避難民の叫び」と
いうミュージックビデオはニューヨーク市で賞をとっています。

RIJイベント
クラシックバイオリンコンサートとブラックカード・キャバレー
昨年、
プロの音楽家とプロモーターはその多岐にわたる才能をRIJ のため
に使ってくれました。世界的バイオリニストの天満敦子氏は、
ピアニストの酒
井愛可氏と共に、
「祈り」というテーマで素晴らしいコンサートをサントリー
ホールで行いました。多年にわたってRIJ大使を務めているガイ・ペリーマン
氏は、多様な才能を持つ人々を集めてブラックカード・キャバレーとタレント
ショーのイベントを行い、思い出深い夕べとしました。
彼らはRIJの資金調達並びにその活動の認知度向上のためにその才覚を惜
しみなく使ってくれました。

They generously channeled their talents to raise funds for RIJ
while increasing awareness of our work.
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Diversity:

GENDER

多様性：ジェンダー

Empowering refugee women
supports the global struggle for
gender equality.
The majority of refugees are women and children. Women
are often left to support their families alone. They not only
have to deal with the trauma of displacement, but also must
confront gender-based discrimination, domestic abuse, sexual violence and the struggles of motherhood in a refugee
camp away from home. RIJ recognizes the unique struggles
of women refugees and seeks to address this in our work.
PROJECT FUNDING
Baby Kits in Myanmar
RIJ funds a project in Karen State, Myanmar, that provides health
and nutritional information to more than 2,400 mothers. Baby kits
are given to expectant mothers in camps and villages located in
Myanmar. The kits include a health message that focuses on child
health and caring for the mother.
Naw Ma Hei Paw, a young mother living in a camp on the Thai–
Myanmar border, shared her gratitude for the baby kit: “When I
delivered my baby, I got a baby kit. It was very valuable for me.
The kit fulfilled my needs and really helped my family. I was so
happy that a tear came out when I saw it. In the past, I have
never cleaned my babies with soap, I cleaned them with fruit.
This is the first time I can clean my baby with soap and I can see
she is happy and healthy. I hope the project will continue to
help other mothers and babies.’’
RIJ EVENT
The BST Rainbows
In turn, mothers in Japan want their children to understand the
problems that children face in other countries. The Rainbows
at the British School in Tokyo have been teaching young students about refugees and the challenges they face. Students
participated in activities such as yoga, dodgeball and painting.
Activities were centered on reconstructing baby kits made for
refugee mothers and their newborns and how they benefit
the community.

避難民女性の自立を助けることが、
男女平等へのグローバルな取り組みの
支援となります。
避難民の大多数は女性と子供で、多くの場合、女性が一人で家族を支えるこ
とになります。彼女たちは強制退去のショックだけでなく、故郷を遠く離れた
避難民キャンプで、性差別、家庭内暴力、性的暴行、そして子育ての苦労など
に立ち向かわなければなりません。RIJでは女性避難民ならではの苦難を認
識し，我々の活動のなかでこの問題に取り組んでいきます。

プロジェクトの資金援助
ミャンマーのベビーキット

RIJでは、
ミャンマーのカレン州で、2,400人以上の母親に健康と栄養に関す
る情報を提供するプロジェクトに資金援助を行っています。ベビーキットは、
ミャンマーにあるキャンプや村で妊娠している母親たちに提供されます。
こ
のキットには子供の健康や母親へのケアなどに焦点を当てた、健康に関する
メッセージが入っています。
タイ－ミャンマー国境のキャンプに住む若い母親のNaw Ma Hei Pawはベ
ビーキットに対する感謝の気持ちをこのように伝えてくれました。
「出産の時
にベビーキットをもらいました。私にとって、
とても貴重なものでした。
キット
は私が必要としたものを与えてくれて、本当に私の家族の助けになってくれ
ました。
とても嬉しくて、それを見た時には目に涙が浮かびました。以前は赤
ちゃんを石けんで洗ってあげたことはなく、果物と一緒に洗っていました。自
分の赤ちゃんを石けんで洗ってあげたのはこれが初めてで、赤ちゃんも喜び
健康であることが分かります。
このプロジェクトがこれからも他の母親や赤
ちゃんの役に立ってほしいと思います。」

RIJイベント
The BST Rainbows
一方、
日本の母親には、
自分の子供たちに他の国で子供達が直面している問
題を理解してほしいと思っています。
ブリティッシュ・スクール・イン・東京の
The Rainbowsでは、生徒達に避難民や彼らが直面する困難について教え
てきました。生徒達はヨガ、
ドッジボール、図画などのアクティビティに参加。
これらのアクティビティで焦点を当てていたのは、避難民の母親や新生児の
ためのベビーキットを再現することと、
キットがどのようにコミュニティの役に
立つかということです。
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Diversity:

EXPERIENCE

多様性：体験

New perspectives are gained by
recognizing the differences in the
experiences of others.
For people who are used to the comforts and securities of
countries such as Japan, it may be hard to relate to the hardships
experienced by refugees. Without living the experience, supporters can empathize with refugees by listening to their stories. In this way they can recognize that refugees’ aspirations
are not that different from their own. At RIJ, we understand
that relating to refugees on a personal level is very important in
creating a more diverse and empathetic world.
RIJ EVENT
The Refugee Experience
In 2016, RIJ hosted the first installment of The Refugee Experience.
For 24 hours, RIJ supporters abstained from eating and drinking
to appreciate the food insecurity many refugees face. Participants
learned a lot about how strong refugees must be to endure such
hunger, while also raising money and awareness.

他者の体験における差異を
認識することによって、新たな
視点が得られます。
日本のような国の快適さや治安に慣れている人々にとって、避難民の体験し
てきた困難を理解することは難しいかもしれません。
しかし同じ体験をしなく
ても避難民の話に耳を傾けることによって、支援者たちは彼らに共感するこ
とができます。
このようにして、支援者たちは避難民の望みが自分たちのそれ
と大きく違わないことを認識することができるのです。
RIJでは、避難民と個人
的なレベルで共感しあうことが、
より多様性に富み共感しあえる世界をつく
るうえで非常に重要であると考えています。

RIJイベント
避難民体験
2 0 1 6 年 に R I J は 第 一 回 目 の「 避 難 民 の 経 験 」を 開 催しました 。R I J
の 支 援 者 た ち は 、多 くの 避 難 民 が 直 面 す る 食 料 不 安 を 理 解 す る
た め に 2 4 時 間 飲 食 を 控 えまし た 。参 加 し た 人 々 は 、避 難 民 が そ の
よう な 飢 え に 耐 え 忍 ぶ た め に ど れ ほ ど 強 くな け れ ば な ら な い か
を 学 ん だ と 同 時 に 、資 金 調 達 と 認 知 向 上 の 目 的 も 果 た しまし た 。

RIJインターンのマディソン・グレイは断食が18時間になったところで、彼女

Madison Gray, an RIJ intern, shared her thoughts 18 hours into the
fast: “I remind myself that I only have six hours to go and appreciate how lucky I am to have a definite end to this hunger. If I were in
a struggling camp with food shortages, or if I had just been forced
to flee my home unexpectedly, I would have no way of knowing
when I would be able to eat a real meal again. I discover a new
admiration for the strength of refugees in the face of uncertainty.”
RIJ EVENT
The Refugee Collection: Rusted Knife and Beaten Sandal
The Refugee Collection shares the experiences of refugees
through a unique collection of broken or battered items that were
important to them in their escape from conflict and persecution.
These items are beautifully packed together with a personal story
of their importance. This collaboration with Ogilvy & Mather won
more than seven international awards, including a Bronze Lion at
the Cannes Lions 2016. It has proven to have a huge impact on
audiences, who have become more aware of the challenges that
refugees face.

の考えをこう話しました。
「私はあと6時間で断食が終わることを自分自身に
言い聞かせ、
この断食にはっきり終了時があるなんて、
なんと幸運なのだろう
と感じました。もし私が食料不足で苦しんでいるキャンプにいたり、予期せず
家から逃れなければならない羽目に今陥っていたとしたら、
ちゃんとした食
事をいつ再びできるかを知るすべがないでしょう。不確定さに直面している
避難民の強さに改めて感嘆しました。」

RIJイベント
難民コレクション：錆びたナイフとぺちゃんこのサンダル
「難民コレクション」は避難民が紛争や迫害から逃れるときに、壊れたり使い
古して傷んでいる、彼らにとって大切だったものを集めたユニークなコレク
ションで、それらを通じて避難民の体験を分かち合うものです。
これらの品々
はそれらがなぜ大切かを語った一人一人のストーリーと共に、
きれいに包装
されています。広告代理店オグルビイ・アンド・メイザー社とのこのコラボは、
７つの国際的な賞を勝ちとりました。
その中には2016年カンヌライオンズで
のブロンズライオン賞もあります。
これは聴衆に大きな衝撃を与え、見た人々
は避難民が直面している困難な問題について認識を新たにしました。
避難民の体験と私たち自身の体験の差はあまりにも大きいものです。ビ

Differences between refugees’ experiences and our own experiences can be vast. Birikti left with just one sandal when she was
forced to flee her home in Eritrea after armed militiamen attacked
her village. She walked all the way to Nairobi with one sandal.
Prey Meh picked up an old rusted knife when soldiers attacked his
village. It proved to be useful for clearing the way through the jungle. They both donated these items to the RIJ Refugee Collection
to tell their stories.

リクティは、彼女の村が武装した民兵によって襲撃された後、エリトリアの
家から逃れざるを得なかった時にサンダルを片方だけはいていました。
彼女はナイロビまでの道のりを片方のサンダルだけでずっと歩きました。
プレイ・メーは、兵士たちが彼の村を襲撃した時、一つの古い錆びたナイフ
を拾いました。
これは、
道を開きながらジャングルを抜けていくのに役立ちまし
た。
二人は自分たちの体験談を伝えるために、
これらの品物をRIJ 難民コレク
ションに寄贈しました。
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Unity:

WORK AND PLAY

連帯：労働と楽しみ

Though we can find strength in our different experiences and
skill sets, we can also find unity in the things that bring us
together. Both refugees and RIJ supporters share common
desires: to work and to play. With better access to work and
play, refugees can have hope for a better future and a dignified life. RIJ gives supporters the opportunity to turn working
and playing into support for refugees.

私たちが持つ様々な体験やスキルは私たちの強みとなってくれますが、同時
に私達を結びつけるものからは、一体感を見いだすことができます。避難民
もRIJのサポーターも同じことを望んでいます。
それは働き、
そして遊ぶこと。
仕事と遊びがやりやすくなれば、避難民の人々も、
より良い未来そして尊厳
のある生き方に希望を持つことができます。RIJは、
サポーターたちに仕事と
遊びを避難民支持に変えるチャンスを与えます。

PROJECT FUNDING
Café and Shop in Karen State
This year, RIJ funded the Karenni Social Development Center’s
(SDC) first café in Karenni Camp 1. The café, run by students,
serves traditional Karenni food. It provides work experience for the
students while raising funds to support the SDC training program.

プロジェクト基金支援

Noh Reh graduated from SDC two years ago and has been
working in the camp community since. He helped build the
café and train students. “I believe we will get true benefit from
the experience and in future we can extend this to other programs,” he said.

キャンプのコミュニティのなかで働いています。彼はカフェ設立や学生たちの

カレン州のカフェとお店
2016年、
RIJはカレンニSocial Development Center（SDC）初のカフェ
をカレンニ・キャンプ１でオープンするための資金を提供しました。学生に
よって運営されるこのカフェではカレンニの伝統的な食べ物を出しています。
学生に仕事を体験する機会を与えながら、SDCトレーニングプログラムを支
援する資金集めにもなっています。Noh Rehは２年前にSDCを卒業、以来

RIJ EXPERIENCE: STUDENT INTERNSHIP
The internship program at RIJ attracts students and graduates
from all over the world. The interns provide office support
while gaining valuable work experience.
Belle Yin, Taiwan, 23, RIJ Intern
"As an international student in Tokyo for university, I was looking for an environment to get work experience after graduation. RIJ was the perfect place for this. I not only learned
more about refugees, but I also got to work with people from
a variety of backgrounds. My internship with RIJ has led me to
take a step forward in this big, globalized world."
RIJ EVENT
F1 Night and Bluffs
Whether your idea of a fun Saturday night is some laughs with
friends over wine or an evening of adrenaline-fueled race car
driving, RIJ seeks to put the “fun” in fundraising.
RIJ’s F1 night returned this year with an action-filled evening.
Participants raced their colleagues and friends on cutting-edge
race car simulators that make everyone a professional racer.
The Wine Bluff and Whisky Bluff events provide a different
kind of challenge, where teams compete to identify which
expert on the panel is telling the truth about the wine and
whisky being served.

訓練を手伝い、
「この経験は本当に私たちの役に立つし、将来はこれを他の
プログラムにまで広げてゆけると信じています。」
と感想を述べています。

RIJ体験：学生インターン制度
RIJのインターン・プログラムには世界中から学生や大学を卒業した人々が
応募してきます。
インターンはオフィスワークをサポートしながら貴重な仕事
体験を得ています。
Belle Yin(23才)、台湾出身、RIJインターン
「東京の大学に留学していた私は、卒業後に仕事を体験できるところを探し
ていました。RIJはこれにぴったりのところでした。避難民のことを学ぶだけ
でなく、様々な経歴の人々と一緒に働くことができました。RIJでインターンを
したことが、
この大きな国際化社会で一歩先に進むことにつながりました。」

RIJイベント
F1 Night and Bluffs
土曜の夜は友達とワインを傾けて楽しい時を過ごすにせよ、あるいはアドレ
ナリンを刺激するカーレースのようなドライブを楽しむにせよ、RIJでは「楽し
く」資金集めの活動をしたいと思っています。
F1ナイトは今年も開催され、
アクション満載の夜となりました。誰でもプロの
レーサーになれる最先端のレーシングカーのシミュレータで、参加者は同僚
や友人達とスピードを競いました。
Wine Bluff and Whisky Bluffイベントはまたひと味違うチャレンジの場
を提供します。チームになって、出されるワインやウィスキーに関してパネル
のなかのどのエキスパートが事実を言っているかを当てます。
これらお楽しみの夜はどちらもサポーターを団結させ、元気づけて、楽しい資

Both evenings of fun unite and inspire supporters to ensure
fundraising is fun.
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金集めを約束してくれます。
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Work and play
give us all a
sense of dignity
and community
働きそして楽しむことが
私たち皆に尊厳と一体感を
与えてくれます。
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Through education,
we build a brighter
future
教育を通して、私たちはより
明るい未来を築きます。

18
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Unity:

LEARNING

団結：学習

Learning is an essential part of the human experience.
Regardless of age and background, we all crave a better understanding of the world around us. This is achieved through
education inside and outside the classroom. This is no different for refugees; through education, we are all empowered to
improve our communities and ensure their own human rights
are protected.
PROJECT FUNDING
Preschooling in Lebanon
Education is a basic children’s right, but the reality for many children is that in times of war it is often one of the first things they
lose. In Lebanon, refugees make up approximately a quarter of
the population, so school places are limited, and the education
system is different from Syria. Thus, refugee children face challenges being accepted into the school system. RIJ funds provide
for 110 Syrian preschool children to attend kindergarten in
Wadi el Zaini, Lebanon. The children are being taught by Syrian
teachers, who are also refugees, providing much-needed normality while preparing them for the Lebanese school system.
RIJ EVENT
Light Up the Life of a Refugee Child
Students from schools across Tokyo participated in the Light
Up the Life of a Refugee Child concert held at St Mary’s International School. They brought together their musical and
dancing talents to entertain an audience of more than 300.
The student MCs introduced each performance with stories
from refugee children making this truly a “concert by children
for children,” and a great learning experience.
A LITTLE INSPIRATION
Inez’s Inspirational Scoot
Having learnt of the difficulties refugees face, five-year-old
Inez was inspired to do a 5-kilometer scoot around a park in
Setagaya Ward, Tokyo. Inez made her own flyer and sent out
emails to friends and family to get sponsorship. She raised
¥28,000 for refugees, an amazing achievement for such a
young child.

学習は人間としての経験のなかでも欠かせない部分です。年齢や経歴に関
係なく、私たち誰もが自分たちを取り囲む世界をよりよく理解したいと願っ
ています。
これは教室の中、そして外での教育を通してなし得るものです。避
難民にとってもこれは同じです。教育を通して自分たちのコミュニティをより
良いものにして、
自分たちの人権が守られるようにしていく力を得るのです。

プロジェクト基金支援
レバノンの幼稚園教育
教育は子供達の基本的権利ですが、現実は、多くの子供達にとって戦時中
に彼らが真っ先に失うものであることが多いのです。
レバノンでは人口の約
1/4を避難民が占めているので学校の数は限られており、そしてシリアとは
教育制度が異なっています。
したがって避難民の子供達は学校システムに受
け入れられるかどうかの問題に直面します。RIJ基金で110人のシリアの幼
稚園児がレバノンのWadi el Zainiの幼稚園に通っています。そこで子供達
は、自分自身が避難民であるシリア人の先生に教わり、
レバノンの学校シス
テムに入る準備をしながら、彼らが何よりも必要としている正常な日々を経
験しています。

RIJイベント
避難民の子供たちの世界を明るく照らそう
セントメリーズ・インターナショナル・スクールで開催された「避難民の子
供の世界を明るく照らそう」コンサートには、東京中の学校の生徒達が参
加しました。彼らの音楽と踊りのパフォーマンスで300人以上の観客を楽
しませてくれました。学生のMCがパフォーマンスの度に避難民の子供の
ストーリーを紹介して、文字通り
「子供達による子供達のコンサート」として、
素晴らしい学びの場となりました。

小さなインスピレーション
イーネズのインスピレショーン・スクート
（キックスクーターに乗って走る）
避難民達の苦労を知った５才の女の子イーネズは、キックスクーターで
東京、世田谷区の公園を５キロ走ることを思いつきました。
イーネズは自分
でチラシを作り、友達や家族にメールをしてスポンサーを募りました。彼女
が避難民のために集めた募金は¥28,000にもなり、５才の子供にとっては
素晴らしい成果をあげることができました。
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Company Contributions
企業からの支援

Corporate altruism is
increasingly important
for modern business
strategy. Achieving
this through welldeveloped corporate
social responsibility
(CSR) programs helps
companies attract
customers and create
brand loyalty.
近代ビジネス戦略において、
企業の利他主義の重要性は
より高まってきています。
企業の社会的責任
（コーポ
レート・ソーシャル・レスポン
シビリティ：CSR）
プログラム
を通して、
その実践に成功す
れば、
企業はより多くの顧客
を獲得し、
信用力のあるブラ
ンドを確立するのです。

Conflict in one country has a negative
impact on others. Powerful economies
are feeling the impact of conflicts on
other continents. International trade is
affected by conflict and the subsequent
displacement: trade routes are disrupted
and economies fluctuate. However,
refugee communities can have a positive impact on local economies and we
can learn much from these instances. In
addition, refugees could (and many will)
become customers and clients in the future. Building awareness among company
staff improves sensitivity to global differences and similarities, thus improving
performance.

衝撃を受けます。多国間での貿易は紛争やその
結果起こる強制退去によって影響を受け、交易
のルートは断たれ経済は変動します。
しかしながら、避難民コミュニティは現地経済に
ポジティブな影響をもたらす可能性を持ってお
り、私たちはこれらの事例からも多くを学ぶこと
ができるのです。
その上、避難民たち
（またはその
多く）は将来私たちの顧客にもなりうるのです。
企業内人事においても認知度を高めることは、世
界中の相違点と類似点についての感度をより良
くし、
それにより、業績の向上につながるのです。
強制退去させられた避難民をCSR活動を通じて
支援をすることは、意義深い目的であり、人道的

Many businesses recognise that supporting the displaced through CSR activities
is a worthy cause, both as a humanitarian and business-savvy one. It promotes
a humanitarian brand image, boosts staff
morale and gives hope to those in great
need of it.

であるとともに、
ビジネスに精通していればこそ
であると多くのビジネスでは認識されています。
支援活動は企業の人道的なブランドイメージを
形成し、スタッフのモラールを向上させ、支援を
切望する人々に希望を与えるのです。
各企業からの寛大なるご支援により、RIJは低コ
ストで運営しながらもファンドレイジング活動を

Thanks to generous corporate support,
RIJ is able to function at low cost and
maximize its fund-raising capacity. Here
are a few of them:

最大限に行うことができています。以下の活動
は、RIJ のファンドレイジング活動のうちの数例
です。
オグルヴィ・アンド・メイザーのデザインチームは

Ogilvy & Mather’s design team worked
in collaboration with RIJ to create the
Refugee Collection awareness campaign. It was a success for both sides,
giving RIJ a new means to raise awareness and funds while the Ogilvy & Mather
design team had the opportunity to work
on a “completely different kind of project.” This collaboration won a number
of design awards including a Bronze Lion
at the Cannes Lions 2016.
Showa Shell Sekiyu K.K. provides office
space and logistical support for RIJ in its
Tokyo headquarters with a beautiful view
over Tokyo Bay.
Custom Media is also an old friend of
RIJ, responsible for branding and designing literature and publications, while also
providing advertising and marketing support wherever possible.
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一つの国の紛争が他の国々へ悪影響を及ぼしま
す。強力な経済であっても他の大陸での紛争の
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RIJと共に「難民コレクション」と題した避難民問
題の認知度向上キャンペーンを行いました。こ
のキャンペーンは、双方にとって意義のあるもの
となりました。RIJにとっては、新しい認知度向上
や支援金を募る手段になると共に、オグルヴィ・
アンド・メイザーのデザインチームにとっては全
く新しい種類のプロジェクトを実施する機会と
なりました。
このコラボレーションは世界最大級
の広告フェスティバルであるカンヌ・ライオンズ
2016で銅賞を含む数々のデザイン賞を受賞し
ました。
昭和シェル石油株式会社は、東京湾の素晴らし
い眺望が開ける東京本社内に、RIJ本部のオフィ
ススペースを提供し、同時にロジスティクス関連
のサポートをしてくださっています。
カスタムメディアはRIJを長年にわたり支援して
くださっているRIJ の友人で、ブランディングと
各種出版物のデザインに携わっています。
また、
可能な限りでの広告およびマーケティングのサ
ポートを提供してくださっています。

RIJ Support Groups
RIJサポートグループ

Le Cordon Bleu has been a regular host of the wine and
whisky bluffs, providing excellent food for participants and
prizes for the events’ winners. eXcape Entertainment generously
provides the simulators, logistics and staff for the F1 Race Night.
Macquarie Securities matched David Shirt’s fundraising for
running in the Tokyo marathon, making David the largest individual donor last year.
RIJ SUPPORT GROUPS
Greetings Cards for RIJ
The Greetings Cards support group has been producing beautiful cards for more than 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 past year, the group
has donated ¥1,500,000 to RIJ.

ル・コルドン・ブルーはワインの会、
ウィスキーの会のホスト役を担っていた
だいており、参加者には素晴らしい料理、そしてイベントの勝者には賞品を
提供してくださっています。エックスケープ・エンターティメントはF1レース
ナイトのイベントにシミュレーター、
ロジスティクス、及びスタッフを提供して
くださっています。マクワイア・セキュリティズは東京マラソンでのディビッ
ド・シャツによるファンドレイジングでマッチングを行い、その結果ディビッド
は昨年個人として最大金額を寄付したドナーとなりました。

RIJ サポートグループ
RIJグリーティングカードグループ
このグループは過去30年にわたり、
美しいカードを製作してきました。
毎年、
様々
なアーティストや美術館・博物館の皆様がカードのデザインに作品を提供し
てくださっています。製紙会社の皆様には、製品を提供していただいたり、
ボランティアのデザイナーの方々にカード製作のサポートをしていただいています。
昨年このグループは￥1,500,000の支援金を寄付しました。
クラフトグループ

Crafts for RIJ
Volunteers attend fairs and events around Tokyo to sell
traditional crafts made by ethnic groups in Laos and Thailand,
as well as ornaments, kimono and other handicrafts. The group
has donated ¥1,000,000 to RIJ in 2015.

ボランティアは東京近郊のフェアやイベントに参加し、
ラオスやタイの民族
が製作する伝統的なクラフト作品やオーナメント、着物、その他手芸品を販
売します。
このグループは2015年には￥1,000,000の支援金を寄付しま
した。
横浜RIJ

Yokohama for RIJ
The Yokohama ladies organise craft sales, luncheons and other
activities and events that raise funds to support our organization. In the past year, the group has donated ¥200,000 to RIJ.

横浜の女性ボランティアがクラフト作品の販売、昼食会、その他の活動およ
びイベントを企画し、私共の組織をサポートする資金を集めています。昨年
このグループは￥200,000もの支援金をRIJに寄付しました。
書籍：Glimpses over the Edge

Glimpses Over the Edge
Alexander Treves collated photographs from his travels and
meetings with refugees in several countries together with stories of the people he met in his book Glimpses over the Edge.
The book is a metaphor for the stories inside, with its corrugated
cardboard cover and lifejacket orange binding, the photographs
travel across pages and bring you the individual tales that matter
so much in telling the refugee story. All proceeds after publishing costs will benefit RIJ.

アレクサンダー・トレヴェスは、多くの国を旅し避難民たちと会い、彼の撮影
した写真と人々の物語を著書『Glimpses over the Edge』の中でまとめま
した。段ボール製の表紙とライフジャケットのようなオレンジ色で綴じられて
いる本書は、装丁自体も内容のメタファーとなっています。それぞれのペー
ジの写真は避難民一人一人の物語へといざないます。そしてそれらは避難
民の現実を伝えるのに大変重要な役割を果たしているのです。出版コストを
差し引いた後の利益はすべてRIJへ寄せられます。

Thanks to generous corporate
support, RIJ is able to function
at low cost and maximise its
fundraising capacity.
各企業からの寛大なるご支援により、
RIJは
低コストで運営しながらもファンドレイジング
活動を最大限に行うことができています。

RIJ ANNUAL REVIEW 2015 / 2016

21

Donors and Sponsors
寄附・ご支援いただいた皆様

Companies

Individual
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業
法律事務所

Thank you to the many generous donors who

BARAKURA English Garden

蓼科高原 バラクラ イングリッシュ ガーデン

restrictions mean we cannot name them

Footy Japan K.K.

Footy Japan K.K.

Charity Bar

チャリティーバー

CORRENS CORPORATION

株式会社コーレンス

Custom Media K.K.

カスタムメディア株式会社

Kazuko Kobayashi

Edelman Japan kk

エデルマン・ジャパン株式会社

Lunch Club members

eXcape Entertainment Group

eXcape Entertainment Group

J Paul Getty Jnr Charitable Trust

J Paul Getty Jnr Charitable Trust

H & M Hennes & Mauritz AB

H & M Hennes & Mauritz AB

David Shirt

Kewpie Co. Ltd

キユーピー株式会社

Atsuko Temma

Linklaters

リンクレーターズ外国法共同事業法律事務所

Macquarie Capital Limited

マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・
ジャパン・リミテッド

Masonic Foundation of Japan

一般財団法人日本メイスン財団

Morgan Stanley

モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社

セキュリティの観点から、
お名前を記載できない方もい
らっしゃいましたが、
この他にも多くの皆様にご支援い
ただきました。

Oakwood Midtown

オークウッドプレミア東京ミッドタウン

ここに厚く御礼申し上げます。

Oeconex

Oeconex

Ogilvy & Mather

オグリヴィ・アンド・メイザー・ジャパン

TEKKO BUILDING

株式会社鉄鋼ビルディング

The Tokyo Rotary Club of Tokyo

東京ロータリークラブ

Shangri-La hotel, Tokyo

シャングリ・ラ ホテル 東京

SHOWA SHELL SEKIYU K.K.

昭和シェル石油株式会社

Showa Shell Shayukai

昭和シェル社友会

Verizon Japan Ltd, Legal Department

ベライゾンジャパン合同会社

White & Case LLP

ホワイト＆ケース法律事務所

Allen & Overy LLP

Schools that have RIJ Chapters
The American School in Japan

The American School in Japan

The British School in Tokyo

The British School in Tokyo

International School of the Sacred Heart

聖心インターナショナルスクール

Junten Junior High School/
Senior High School

順天中学校・順天高等学校

Tokyo Gakugei University
International Secondary School

東京学芸大学附属国際中等教育学校

St Mary’s International School

St Mary’s International School

Seisen International School

清泉インターナショナルスクール
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have contributed via GlobalGiving but privacy

Jack and Fay Bayles
Janel Callon
Nicola Fitzharris

Kathy Matsui and Jesper Koll
Guy Perryman
Aika Sakai

JP and Stephanie Toppino
Treves Family

How You Can Help
RIJをご支援ください

BECOME A FRIEND
メンバーになる

Our Friend membership scheme 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.
さらに多くのサポーターを募るために、あなたのビジネスネットワークを活用
してください。

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ください。

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。

SCHOOLS
学校

Set up an RIJ chapter in your school and build a variety of new
skills while learning more about refugees.
RIJ部をあなたの学校で立ち上げ、避難民のことをもっと勉強しながら、新しい
スキルを身につけていきましょう。
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Accounts
計算書

Income statement as
at 30 November 2016
活動計算書
2016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

¥100,.000

Donations

受取寄附金

¥24,562,000

Total income

経常収益計

¥24,662,000

Expenses

経常費用

Funding to projects

難民支援プロジェクト助成金

¥11,177,000

Costs directly attributable to projects

プロジェクト経費

¥4,912,000

Fundraising costs

ファンドレイジング経費

¥7,734,000

Operational costs

管理費計

Total expenses

経常費用計

¥322,000
¥24,145,000

INCOME
General
Events
Corporate
Fees
Schools

24

RIJ ANNUAL REVIEW 2015 / 2016

Balance Sheet
貸借対照表
As of 2016/11/30
NPO Refugees International Japan
特定非営利活動法人 国際難民支援会
2016年11月30日現在

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

Accounts receivable

未収金

Current assets total

流動資産合計

2. Fixed assets

¥4,381,.713
¥2,.400
¥4,384,.113

2. 固定資産

Fundamental assets

固定資産

Fundamental assets total

固定資産合計

Assets total

資産合計

Liabilities

負債の部

1. Current liabilities

1. 流動負債

0
0
¥4,384,113

Accounts payable

末払金

¥124,.432

Deposits

預り源泉所得税

¥285,.850

Current Liabilities total

流動負債合計

¥410,.282

Liabilities total

負債合計

Net Assets

正味財産の部

Ordinary net assets

正味財産の部

Total net assets

正味財産合計

¥3,973,.831

Total Assets and Liabilities

負債及び正味財産合計

¥4,384,113

RIJ ANNUAL REVIEW 2015 / 2016

¥410,282

¥3,973,.831
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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
BLOG: refugeesinternationalj.wordpress.com

refugeesinternationalj

@refugeesjapan

www.flickr.com/photos/102065139@N03

www.youtube.com/user/RefugeesIntJapan

www.refugeesinternationaljapan.org

