平和カンパ
2021 年度

世界の子どもたちのために

受付
期間

に
注文といっしょ

７月５日● 〜８月６日●
月

金

ー 7月2回の注文から8月2回の注文までー

心を痛めずにはいられない報道の数々…。
命と未来が脅かされている子どもたちが
世界にはたくさんいます。
厳しい状況の子どもたちへの支援活動は
長い年月にわたり取り組まれています。
コロナ禍でも、コロナ禍だからこそ
継続していかなければなりません。
私たちは一人ひとりの力は小さくても
無力ではありません。
私たちには たすけあう心 があります。
あなたの支援を世界の子どもたちへ。
NEW！ 2021年度平和カンパに新プロジェクト
保健医療を中心として国際協力活動を行っている NGO 団体
｢シェア＝国際保健協力市民の会｣ による、カンボジアの子ども
たちを支援するプロジェクトが、今年度の送り先に加わりました。

2011年3月、少女エリーンの故郷シリアで紛争が起き、10年が経過した今
も約660万人のシリア人が難民として国外へ逃れている。シリアに残る
人々からは、
｢生活はここ10年で今が一番苦しい｣との悲鳴があがっている。
エリーンは2018年、シリアの病院で白血病と診断された。治療のためイラク
に移住し、JIM-NETハウス(うら面参照)の支援で治療を受けているが、がん
治療は高額。いくつもの仕事をかけもちしている父親は、｢日本のみなさま
ＩＭ−ＮＥＴ)
からの支援には、本当に助けられています｣と話している （Ⓒ Ｊ

✤｢平和カンパ｣は、年に一度、商品注文といっしょにできる暮らしの中の国際協力。
✤子どもに寄り添い、子どもを支える団体に、
「夢を抱いて生きてほしい」
という私たちの願いと
ともにカンパ金を届けます。
✤現金でのカンパは一口200円。ポイントでのカンパは一口200ポイント。
✤カンパを送りたいプロジェクトとカンパ方法(現金orポイント)をうら面から選び、｢6ケタ商品
注文欄｣に番号を記入・入力してください。複数のプロジェクトを選んでもかまいません。
✤また、注文数には口数を入れてください。何口でもカンパできます。

活動紹介と
カンパ方法、
6 ケタ番号は
うら面で

✤このカンパは税額控除対象の寄付金ではありません。

● パルシステム東 京の平和カンパは 厳しい状況の子どもたちに夢と明日を届ける 暮らしの中でできる平和活動です ●

平和カンパ

送り先
プロジェクト紹介

two
あなたの

アフガニスタン ［活動団体］ペシャワール会（PMS平和医療団・日本)

coins

2 0 0 円 を 世 界 の 子どもたちへ

厳しい状況のなか、懸命に生きる海外の子どもを支援する、次の７つのプロジェクトを送り先に選びました。それぞれの活動場所と活動内容を紹介します。ご協力、お願いします。

全てのプロジェクトにカンパ金を送りたい場合は、下の番号で。
均等に配分して送金します。
現金（一口200円）

１０１６１３

ポイント
（一口200ポイント）

１９３６４０

爆撃で破壊されたガザの子どもたちへ

▶ 詳しくはこちら

7つの全てのプロジェクトへ

パレスチナ(ガザ地区) ［活動団体］パレスチナ子どものキャンペーン

命の水を待ち望む子どもたちへ

▶ 詳しくはこちら

2021年度

中村哲医師逝去後も、現地で医療をはじめ
活動を続けるＰМＳとペシャワール 会。用
水路事業や農業支援は成果をあげ、米や野
菜、みかんの生産が復活。収穫作業を手伝
う子どもたちも嬉しそうです。中村哲医師
の思いを受け継ぐ団体は、｢一歩ずつ踏み出

新型コロナと米国の支援停止の影響で食事

しています｣と話します。

が十分とれない家庭、1日に数時間しかない

現金（一口200円）

電気など、厳しい生活が続くガザ。子ども

Ⓒ ペシャワール会

１０１６２１

ポイント
（一口200ポイント）

１９３６０７

が安全に安心して成長できるよう、現地団
イラク ［活動団体］JIM−NET

ます。リモートでも子どもたちに寄り添う
など工夫を凝らし活動を続けています。

チェルノブイリ原発事故から35年。隣国・

現金（一口200円）

ベラルーシには白血病・脳腫瘍などを発病

１０１６７２

Ⓒ パレスチナ子どものキャンペーン

ポイント
（一口200ポイント）

１９３５８５

する子どもが、今も後を絶ちません。しか

も支援を止めてはならないと、感染症対策を講じなが

らの支援は、医薬品の購入に役立つだけで

ら、医薬品支援やJIM-NETハウスでの子どもたちの

なく、病気の子どもやその家族の心の支え

現金（一口200円）

１０１６５６

戦争終結後も不安定な情勢が続くイラクで、白血病や
がんの子どもたちを支援するJIM-NET。コロナ禍で

し、ベラルーシ政府の支援は減少。日本か

にもなっています。

白血病などの治療を受ける
子どもたちへ

ケアを行なっています。｢高額になるがんの治療費への
ご支援をお願いします｣

Ⓒ チェルノブイリ子ども基金

ポイント
（一口200ポイント）

１９３５７７

現金（一口200円）

紛 争で故郷を追われた子どもたちへ

※それぞれの金額は、
｢７つのプロジェクトへ｣と｢その他の平和カンパ｣
に寄せられたカンパ金を7等分した金額を含んだものです。

難民への食糧配付や、お互いに支えあって
暮らしていけるようなコミュニティづくりへ

✤ 2020年度 平和カンパ 贈呈金額一覧 ✤

の支援を続けています。難民の「今」を支え

団体名

てください。

Ⓒ AAR Japan

ペシャワール会

１９３６２３
NEW
▶ 詳しくはこちら

カンボジア ［活動団体］シェア＝国際保健協力市民の会

栄養改善が最も必要な
子どもたちへ

再び軍による虐殺などで深刻な状況にある

健康で平和な生活を全ての人と分かち合う(シェアす

ミャンマー。1960年代以降も少数民族へ

る)ことを目的とする団体。子どもの栄養不良が深刻

の厳しい弾圧があり、人々はタイ国境など

なカンボジアの貧しい農村で、住民とともに乳幼児

へ。会が運営する難民キャンプ内の図書館

健康診断や離乳食教室、保健教育を展開。正しい栄

に通う子どもたちは、｢将来は同じ境遇の子

養知識を妊産婦や母親が 理解・実践し、子どもの健

どもたちを教える先生になりたい｣など、絵

現金（一口200円）

１０１６４８

Ⓒ 川畑嘉文

ポイント
（一口200ポイント）

▶ 詳しくはこちら

タイ国境（難民キャンプ）［活動団体］シャンティ国際ボランティア会

本を通して夢を育んでいます。

１９３５９３

▶スマホは
こちらで

各団体の活動の詳細は、パルシステム東京および各団体の
ホームページで報告されています。ぜひご覧ください。

いま す。AAR Japanは、トルコに 逃 れ た

学びの場を待ち望む子どもたちへ

ポイント
（一口200ポイント）

1,088 634

いまだ先の見通しのつかない日々が続いて

ポイント
（一口200ポイント）

１０１６３０

昨年度のカンパは、総額
万
円になりました。
ご協力ありがとうございました。

シリア 紛 争から10 年。情 勢は安 定 せ ず、

１０１６６４

Ⓒ JIM-NET

2 02 0年度 平和カンパのご 報告

▶ 詳しくはこちら

トルコ(シリア難民 ) ［活動団体］AAR Japan［難民を助ける会］

現金（一口200円）

▶ 詳しくはこちら

小児ガンなどの治療を受ける子どもたちへ

体とともに児童館に通う親子を支援してい

▶ 詳しくはこちら

チェルノブイリ ［活動団体］チェルノブイリ子ども基金

１９３６１５

康を守る事業に取り組んでいます。
現金（一口200円）

１０１６８１

カンパ金額

アフガニスタン／

250万573 円

イラク／

130万677 円

命の水を待ち望む子どもたちへ
白血病などの治療を受ける子どもたちへ

トルコ(シリア難民)／
AAR Japan
［難民を助ける会］ 紛争で故郷を追われた子どもたちへ

167万671 円

シャンティ国際
ボランティア会

タイ国境(難民キャンプ)／

133万9,857 円

チェルノブイリ
子ども基金

チェルノブイリ／

127万5,124 円

パレスチナ子ども
のキャンペーン

パレスチナ(ガザ地区)／

日本国際ボラン
ティアセンター

南アフリカ／

学びの場を待ち望む子どもたちへ
小児ガンなどの治療を受ける子どもたちへ
爆撃で破壊されたガザの子どもたちへ
世界一エイズ陽性者の多い国の子どもたちへ

152万145 円
127万3,587 円

［ お問い 合わせ ］
Ⓒ シェア

ポイント
（一口200ポイント）

JIM-NET

国（地域）／プロジェクト名

１９３６３１

生活協同組合 パルシステム東京 組合員活動サポートライン

03-6233-7607

HP https://www.palsystem-tokyo.coop

｢私たちの取り組み｣のページ、｢平和と国際連帯｣をクリック

