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 ●年上の子が年下の子に手洗いの仕方を教える＝プレアビヒア州の児童保護施設で
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　カンボジアではすでに１２２名の感染者
が報告されています（※感染者数データは
2020 年４月１６日現在、WHO…世界保健
機関の HP より。以下同様）。感染者の増
加を受け、カンボジア政府は、映画館やナ
イトクラブ、カジノなどの閉鎖を指示、原
材料が不足しているため、各種の工場も稼
働をしていないそうです。そして全土で学
校も閉鎖措置がとられています。
　エファのカンボジアでのパートナー団体、
SCADP（スキャップ：Street Children　
Assistance and Development Programme） 
のスタッフ、ぺークダイさんによれば、現在、
街の人通りは減っていて静まり返っている
とのこと。市場などは営業しているようで
すが、これらの場所にも訪れる人たちは少
なく、多くの人々は家の中に留まっているそ
うです。
　今後このような状況が長引くことにより、
カンボジア国内では多くの人たちが失業し、
経済は混乱するのではないか、また感染者
への差別も起こってくるのではないかという懸念も
示してくれました。
　SCADP は首都プノンペンと北部のプレアビヒア
州で児童保護施設を運営しています。また、同州の
公立小学校が設置されていない地域では、非公式教
育教室 - 寺子屋教室 - を運営し、学校がないために
教育を受けられない子どもたちに教育を受ける機会
をつくっています。エファもこれらの各施設や教室
を支援しています。
　SCADP もカンボジア政府による、国内のすべて

の学校の閉鎖措置に合わせ、寺子屋教室を閉鎖して
いるそうです。保護者たちには、新型コロナウイル
ス感染症が如何に感染しやすいか、またなるべく家
から出ず、外出するときにはマスクを着用することと

「ソーシャルディスタンス（社会的距離）」を取ること
の大切さを伝えています。また、児童保護施設では、
引き取ることができる親戚などがいない子どもたち
を、引き続き感染防止対策をとって保護しています。
　現在までのところぺークダイさんからは、SCADP
に関わる子どもたちやスタッフが感染したという知

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19)」の感染者が報告され始めて約４ヶ月が経過しました。日本でも４月７日に政府からの「緊
急事態宣言」が出され、人々の生活が大きく変わっています。2020年４月中旬の各種報道の最新情報では、世界で200万人以上の人々
が感染し、１３万人以上が亡くなっています。子どもたちへの影響も大きく、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の４月7日現在の
集計によると、学校閉鎖を全土で行っている国や地域は１８０以上となっています。これにより、約１５億７６００万人、全世界の児童、
生徒の９１．３％に当たる子どもたちが授業を受けられていないそうです。エファジャパン（以下、エファ）の支援地がある国も例外
ではありません。

特集

カンボジアの状況

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症



●児童保護施設で生活する子どもたち。みんなで夕食作り

 ●年上の子が年下の子に手洗いの仕方を教える＝プレアビヒア州の児童保護施設で
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らせは入ってきていません。児童保護施設に保護さ
れている子どもたちは力を合わせ、楽しみながら生
活しているとのことです。

　ラオスでは３月２４日に初めての感染者が確認され、
4 月1５日現在、１９名の感染者が確認されています。
　エファの現地ラオス人スタッフ、ソンパンからは、
ラオス政府が３月１９日にすべての幼稚園と小学校
を、さらに同月２１日には中学校、高校、大学、その
他のすべての教育機関を閉鎖したという報告が寄せ
られました。その後、政府は、ショッピングセンター
やカラオケなどのすべての感染の可能性が高い場所
を閉鎖することを発表したそうです。さらに４月１日
からは国内の完全な封鎖を発表、家から外に出るこ
とはできなくなりました。基本的にすべての公務員、
民間企業や NGO のスタッフなども家で仕事をしな
ければならないとのことです。
　

同スタッフは特に、ラオスの子どもたちの学習の機
会について心配しています。子ども向けのオンライ
ン学習の内容やインフラが未整備であるということ
が大きな理由です。ラオスの子どもたちにとっては
学校が唯一、学べる場所なのです。

　ベトナムでは、首都ハノイやホーチミンを中心に
２６７名の感染が報告されています。エファが支援
活動をしているハイフォン市で、障がい者の自立運
動を行う「ハイフォン市生活独立クラブ」のメンバー
であり、自身も下肢に障がいを持つホアさんからは
次のような報告とメッセージが来ました。「１月下旬
から全土のあらゆる学校が閉鎖されていて、子ども
たちは家にいなくてなりません。また多くの大人た
ちも職場が閉鎖されていて、在宅勤務をしています。
日本も状況が悪化しているとニュースで見ました。
ベトナム、日本、そして世界中で、この状況が速や
かに終息することを祈り、またそうなることを信じて
います。」
------------------------------------------------------
　日本の子どもたち、エファの支援国の子どもたち、
そして全世界の子どもたちが今、大人たち同様、苦
しんでいます。エファでは、新型コロナウイルス感
染症（COVID-19) の状況を常に注目しつつ、子ども
たちに対する支援を行っていきます。
　すでにカンボジアの子どもたちへの緊急支援キャ
ンペーンを開始しています（本号最終ページをご参
照ください）。みなさまのあたたかいご協力を、よろ
しくお願い申し上げます。

ラオスの状況

ベトナムの状況

●やさしい笑みを見せる児童保護施設に残った子どもたち。今、世界中の子どもたちが苦しんでいる

注）各国の状況は、2020 年 4 月中旬、この記事を執筆している時点でのものです。それ以後、状況が変わっている可能性があります。
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　１月下旬、現地ス
タッフが、新たな学
校図書室を開設する
ための調査を、ビエ
ンチャン都郊外の村
で実施しました。今
回は９地区あるビエ
ンチャン都郊外のうち、中心部から西、約 60km
圏内に位置するサントン郡の４つの村を訪問しまし
た。少数民族が多く住む同郡は、ビエンチャン都
近郊では最も貧しいとされ、ラオス政府からも開
発が必要であるとされている地域です。
　この郡の子どもたちへの支援が急務であるとい
う状況から、今回エファは当地の支援の検討を開
始しました。（２０２０年秋頃に各村の小学校に図
書室を開設する方向でしたが、新型コロナウイル
ス感染症の状況により時期が変更になる可能性が
あります。）

　 エ ファ の カ ン ボ ジ ア で の 現 地 パ ート ナ ー、
SCADP は、首都プノンペンとタイとの国境地帯の
プレアビヒア州で子どもたちの支援を行っていま
す。２月中旬、プノンペンの児童保護施設に、鹿
児島県労働者福祉協議会と自治労福岡県本部の支
援により、クメール語や英語のパズルなどの学用
品や米などの食料品を寄贈しました。
　受け取った子どもたちは、「いただいた学用品で
一生懸命勉強することができます」と、笑顔を見
せ て い ま し た。
またスタッフは、

「食料品で子ども
たちが健康に暮
らすことができ
ます。ありがと
うございました」
と感謝の意を表
していました。

ラオス カンボジア

　 エ フ ァ で は、
2018 年 よ り 毎 年
6 月の 第 2 土 曜日
に、様々なテーマ
についての　イベ
ントを開催してき
ました。メールマ
ガジンなどでも一
部、お知らせして
いましたが、2020
年 度 も 6 月 13 日

（土）に開催を予定
していました。予
定していたイベン
トのタイトルは「多
文化共生社会をめ

ざして～日本で暮らすラオス人から学ぶ～」。エファは、

ベトナム、ラオス、カンボジアで、子どもたちの教育や生
活の改善の支援を、2004 年から現地で続けてきました。
一方、日本社会をみると、今、私たちのまわりには、外国
にルーツを持つ人たちが増え、〈世界は身近になった〉と
いわれています。今年のイベントでは、日本に暮らす外国
にルーツを持つ人たちが、どのような問題を抱えて生きて
いるのか、また生きてきたのかを、みなさんとともに学ぶ
機会にしたいと考えていました。
　しかし周知のように、新 型コロナウイルス感 染 症

（COVID-19）の拡大が世界的に大きな問題となっており、
日本政府も４月７日には、「緊急事態宣言」を発出しました。
この間、事務局と関係者で検討を重ね、参加者のみなさん、
および登壇者のみなさんの安全を考慮し、同日の開催を「中
止」とする結論に達しました。今後、再度、日時を変更し
て実施することも検討していきます。新しい情報は、エファ
のウェブサイト、フェィスブック等でお知らせしていきま
す。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

◆ 2020 年度エファ主催イベントは中止が決定しました

国内

◆ 　新たな学校図書室を開設するため
　　　　　　　　　　　　　調査を開始しました ◆ 　鹿児島県労福協と自治労福岡県本部のご支援で

　　学用品と食料品を児童保護施設に寄贈しました

●調査に訪れた小学校の子どもたち

●学用品を手に笑顔の子どもたちとスタッフ

●準備していたイベント広報チラシ
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Interview

NEWS

　日頃よりエファジャパンの活動
にご理解、ご協力をいただき誠に
ありがとうございます。2019 年
度第５回理事会の承認を経て、4
月 1 日より事務局長を就任いたし
ました関　尚士（せき　ひさし）
です。設立から 15 年の節目を迎
え、新たな一歩を踏み出し始めた
エファジャパンとともに、その使
命である「すべての子どもが生き

る力を存分に発揮できる社会」の実現に向けて挑戦して
参りたいと思います。
　在学時代に出会った方とのご縁で国際協力の世界に飛
び込んだのが今から 30 年前の 1990 年、東西対立と冷
戦が終結した直後でした。その後経済のグローバル化が
急速に進みはじめ、地域紛争や対テロ戦争が激発。2000
年代半ばには、難民となり祖国を追われた人々の数が史

上最悪の数を記録し、時を同じくして日本国内では子ども
の貧困問題が取りざたされ始めました。もはや開発途上国
だけの問題でなく、世界全体の脅威ともなる課題が足元
でも広がり始めていることを感じ、個人的にも考えを新た
にしたことを記憶しています。
　一人ひとりがほんの少しでも他に想いを寄せ、敬い、認
め合うことこそ、真に豊かな成長を、共に生きる社会の実
現を叶える唯一の道であると信じています。質の高い支援
を届けるにとどまることなく、NGO の存在意義が人々の
心に橋を架けていくこと、新たな社会価値を創造していく
役割であることを改めて胸に刻み、役員、事務局メンバー
ともども力を尽くして参る所存です。
　引き続き皆さまのご支援、応援を賜りますよう宜しくお
願い申し上げます。

2020 年 4 月 1 日
特定非営利活動法人エファジャパン

事務局長　関　尚士

エファジャパン新事務局長からのご挨拶

Q. ラオスはどのような印象でしたか。
A-ビエンチャン空港到着直前に空から見たラオスの国土には、ほとんど舗装された道路が見
られませんでした。しかし、首都ビエンチャン中心部はほとんど道路が舗装されていました。
中心部とそれ以外の場所との間で、経済的な格差が大きいことが伺えました。

Q. 今回の訪問で最も感じたことは何ですか。
A-実際に支援の現場を訪れないと見えてこないものがたくさんあるということを強く感じました。そういう意味で、
次回スタディツアーを組む際には今回以上に積極的に単組 （単位組合の略。各自治体や分野ごとに結成された個々の
労働組合）のみなさんにも声掛けをし、参加者を増やし、多くの組合員に支援の現場を見てもらいたいと考えています。

Q. 特にどのような組合員のみなさんに見てもらいたいですか。
A- 特に、組合活動、そして日本の地域社会の未来を担う、女性や若い世代の参加者を積極的に募りたいです。

自治労静岡県本部には、2010 年にラオスのノンセンチャン村小学校に図書館を設
置する支援をいただきました。設置から 10 年が経ったこの 2 月、４名の同県本部
の組合員のみなさんとともに、同図書館を訪れていただきました。

「女性や若い世代にこそ、国際連帯活動に携わってもらいたいです」

大隅 靖大隅 靖さん（自治労静岡県本部書記長）さん（自治労静岡県本部書記長）

2020 年４月１日。エファジャパン事務局では、新事務局長が就任しました。新事務局
長からみなさまへご挨拶です。島村昌浩前事務局長は、海外支援事業担当となります。
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2020 年２月。自治労千葉県本部の有志のみなさんと自治労静岡県本部のみなさん
が、それぞれカンボジアとラオスのエファの支援地を訪問されました。千葉県本
部のみなさんは、カンボジアのプレアビヒア州でエファの現地パートナー団体、
SCADP が運営する児童保護施設で子どもたちと交流しました。また静岡県本部の
みなさんは、ラオスのノンセンチャン村小学校内に同県本部が 2010 年に支援して
開設された図書館の補修作業を行いました。訪問時の写真でご報告します。みな
さんの充実した表情を、ご覧下さい！

自治労千葉県本部の有志のみなさんと自治労静岡県本部のみなさんの自治労千葉県本部の有志のみなさんと自治労静岡県本部のみなさんの

スタディツアーのご報告！スタディツアーのご報告！　　

①

②

③

④

⑤ ⑥

写真説明

①子どもたちが楽しそうに遊ぶ様子を見て、

　　　　　　　　　笑みを浮かべる千葉県本部の参加者

②子どもたちと折り紙で遊ぶ、

                   千葉県本部からの参加者のみなさん

③寄贈するお米を運ぶ、 千葉県本部の参加者

④図書館の壁の塗装を行う、

　　　　　　　　　　　　静岡県本部の参加者のみなさん

⑤満面の笑顔で塗装作業を終えた、

　　　　　　　　　　　　静岡県本部の参加者

⑥訪問したノンセンチャン村小学校で、 伝統儀式　

　「バーシー」 で歓迎される静岡県本部のみなさん

EFA's 
     Report
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SDG SDG 教室教室ssマサヒロ先生の
作画：ヘッポコ絵描きのyakko

マサヒロ先生ユウコさん

登場人物：マサヒロ先生（某 NPO 法人・ベテランスタッフ）
                           ユウコさん 　   （某 NPO 法人・スタッフ）

第 4 回

『ぼくたちは　なぜ、学校へ行くのか。
  　　　　マララ・ユスフザイさんの国連演説から考える』

　世界中を揺るがせている新型コロナウイルス感染症（COVID-19)
の拡大。巻頭特集でも触れましたが、世界中の多くの子どもたちが学
校へ行けない日々が続いています。各地域の感染症の拡大状況により
違いはありますが、日本国内でも多くの地域で学校の閉鎖が続いてい
ます。
　2012 年 10 月。マララ・ユスフザイさんは、住んでいたパキスタ
ン北西部のスワート地区で、学校に通い続けることによって、女の子
も教育を受ける権利があることを主張したことが理由で武装グループ
に銃撃されて、重傷を負いました。その後奇跡的に回復し、今もすべ
て子どもたちへの教育の大切さを世界中に訴え続けています。
　彼女が 2017 年 7 月に国連で行った、教育の大切さを訴えた演説
には、現在の状況に生きる子どもたちへの大切なメッセージも含まれ
ています。本書の著者、石井光太さんの自身のこれまでの経験を元に
した、世界の子どもたちの置かれた状況の話も、様々なことを考えさ
せてくれます。
　多くの日本の子どもたち、そして大人たちにも、この機会に是非一読して欲しい一冊です。

『ぼくたちは　なぜ、学校へ行くのか。
  マララ・ユスフザイさんの国連演説から考える』
文／石井　光太
発行日／ 2013 年 11 月　
発行所／株式会社ポプラ社

「一人の子ども。一人の教師。一冊の本。一本のペン。
それさえあれば…」～学校がどれほど大切なのかを考える機会に

この一冊に
この一冊に

　　注目！
　　注目！この一冊に

　　注目！

関わっているのか、



認定ＮＰＯ法人エファジャパンは東南アジアで教育事業を実施するＮＧＯ団体です。エファ（Efa）とは Empowerment for All 「すべての人々
に、力を。」の略。エファジャパンは支援を受ける人々が、自ら立ち上がる力を得ることを大切に考えています。

えんぱわエファジャパン広報誌　Vol.57
発行人・伊藤道雄　編集・エファジャパン事務局

特定非営利活動法人エファジャパン
〒 102-0074
東京都千代田区九段南 3-2-2　九段宝生ビル 3F
TEL:03-3263-0337  FAX:03-3263-0338
E-Mail:info@efa-japan.org
URL:http://www.efa-japan.org

今号の表紙
新型コロナウイルス感染症（COVID-19) が、世界を震えあが
らせています。日本国内でも「緊急事態宣言」が発出され、日
常生活が一変しました。みんなが自覚をもって行動すること
が、今後の多くの人たちの命を左右することになるのではない
かと考えています。日本ではあまり報道はされませんが、カン
ボジアでも感染者が増加しています。エファの支援地のプレア
ビヒア州の子どもたちも、自覚をもって手洗いに励んでいます。

Information

エファジャパンは認定ＮＰＯ法人です

認定 NPO 法人であるエファジャパンへの会費（正会員を除く）、寄付、古本募金などの支援は税制優遇の対象となります。
詳しくはエファジャパンＨＰをご覧いただくか、エファジャパン事務局までお問い合わせください。

HP はこちらからも！→

お知らせ

　エファジャパンでは、“ 身近なことでできる国際協力 ” として、「書き損じハガキ」と「古
本募金」によるご寄付を、みなさまにお願いしています。2020 年度よりさらに、「使用
済み切手」のご寄付を始めます。
　「使用済み切手」は、切手販売の専門業者に kg 単位で買い取ってもらうことができます。
普段みなさまが受けとる郵便物に貼られている切手を、周囲約 1cm を残して切り取って、
エファ事務局までお送りください。買い取ってもらった代金は、「書き損じハガキ」、「古
本募金」のご寄付同様、支援国の子どもたちの教育や生活改善の支援のために使わせてい
ただきます。

　　「書き損じハガキ」、「古本募金」、そして「使用済み切手」の “ モッタイナイ！寄付 3 点セット ” で、国際協力を始めてみませんか？
　お問い合わせは、エファ事務局（電話：03-3263-0337　メール：info@efa-japan.org）までご連絡ください。

「使用済み切手」 によるご寄付をお願いします！「使用済み切手」 によるご寄付をお願いします！

銀行振込
・中央労働金庫　市谷支店
普 ) 口座番号…1442725 口座名…トクヒ）エファジャパン

・三菱 UFJ 銀行　市ヶ谷支店
普 ) 口座番号…1340692 口座名…トクヒ）エファジャパン
※銀行振込の方は、お振込み後、事務局までご連絡くだ
さい。後日、寄付金受領証明書をお送りします。
郵便振込：00190-6-723415　加入者名：エファジャパン
※通信欄に「コロナ・カンボジア」とご記入ください。
寄付金受領証明書をお送りしますのでお名前、ご住所も
ご記入ください。

- カンボジア児童保護施設支援のお願い -

本号の巻頭特集でもご紹介しました、エファジャパン
のカンボジアでの協力団体・SCADP が運営する児童保
護施設が現在、新型コロナウイルス感染症の影響に伴
い、運営の継続が危ぶまれています。カンボジアの子
どもたちの笑顔のために、エファジャパンでは緊急支
援キャンペーンを開始しました。日本国内の状況も現
在、先行きが見えない中、大変心苦しいお願いですが、
世界が未知の脅威にさらされているからこそ、「無関心」
ではなく、「助け合うこと」が大切なのだと思います。
みなさまのあたたかいご協力を、心よりお願い申し上
げます。

緊急アピール緊急アピール
新型コロナウイルス緊急支援募金新型コロナウイルス緊急支援募金


