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コロナ禍が日常になりつつあった2021年度は、前年度に

引き続き海外での直接的な活動が制限される1年になった。

それに加え、ロシアのウクライナ侵攻が勃発し世界情勢は

さらに不安定に。これからの世界はどこへ向かうのか。

「時代の転換点」という言葉は様々な場面で使わ

れるが、2020年からのコロナ禍に続く世界情勢

の緊張状態、さらには急激な円安と、2021年度

も引き続き多くの変化が起きた1年となった。

海外で活動をしていると円安の影響は大きく感じ

るものだ。創業した2012年当時、1ドル80円

以下という円高水準で私は主にフィリピンで活動

していた。1万円が約5,000ペソになり、その時

に現地のコーラが5ペソくらいだったと記憶して

いる。それが今では1万円の価値は4,000ペソに

なり、物価も2倍くらいになっているのだから、

1万円でやれることが実質的に当時の40％くら

いに感じるのではないだろうかと思う。

豊かな日本の経済力を使って国際貢献をするとい

う発想の転換点が迫ってきているのかもしれない。

今後の世界がどうなっていくのか、その中で日本

に何が起きるのかということを正確に予想するこ

とは確かに難しい。しかし、これまでの前提を覆

すような出来事が次々と起きている状況を踏まえ

れば、現在の延長線上にはない未来を想像し、全

く新しい価値観で事業や物事を捉える試みを行っ

てもいいのではないかと思うのだ。

持続可能な社会やSDGsという言葉が流行ってい

るが、そもそも資本主義経済を前提とした社会で

それが実現できるのかといったことや、日本経済

が衰退するとして、それが豊かに生活できないと

いう意味なのかとか、既存の価値観を疑ってみる

に絶好のタイミングだと考えている。そして、そ

の視野を広げるヒントこそ、これまで関わってき

たアジアやアフリカにあるのではないだろうか。



引き続きコロナ禍の影響を受け、海外でのデバイ

ス機器活用は物流も含め制限されることになった。

その中でも直接現地に運んだり、届けられる国に

送ったりと海外での活用を最大限に考えつつ、国

内での取り組みも増やす1年となった。

TASUKi

新しい試みとして1人1台のiPad

活用する国数は減ったが、一方でタンザニアで展

開している事業ではiPad100台を送り、1人1台

の環境を構築しながら新しい取り組みを開始する

こともできた。これまでに1人1台のデバイス環境

というのは、なかなか実現することができなかっ

た。1つはコスト面の理由からで、100台単位の

パソコンを輸送するだけでも多額の費用が掛かり、

それを運用するにはセキュリティー面など多くの

フォローが必要だった。

それが今回実現した1つの要因は、iPadがパソコ

ンに比べて重量が軽いという点が挙げられる。1

台約500グラムなので、100台でも50キロで抑

えることができ、輸送費用は各段に安くなった。

もう1つは現地の電源事情の改善である。大量の

パソコンを送っても、充電がちゃんとできないと

結局使い物にならないのだが、ソーラー発電シス

テムを構築できたことで、その懸念を払拭できた

という点が大きかった。

結果として、タンザニアの各学校を周遊しながら

1人1台のiPad環境を提供できるようになったのだ

が、子ども達は目をキラキラさせながら触ってお

り、各学校の教師達にも好評だった。

世界ではスマートフォンが当たり前になり、1人1

台のデバイス環境というのは急激に整備されてい

るが、アフリカの僻地ではまだまだそれはレアな

ことだということを改めて実感させられた。



・プリモ・ジャパン

・ノースブックセンター

・西松建設(株)

・スタンダードチャータード銀行

・富士フィルムビジネスイノベーション(株)

・ユーロクリアバンク

・エトリオン・サービシーズ・ジャパン

・コンカー(株)

・エクスペリアンジャパン(株)

・キリスト教愛真高校

・一般社団法人情報支援レスキュー隊

Donation from Companies

9社、1団体、1学校から726台の

デバイスと800冊の本を寄付して

もらいました。

引き続きのコロナ禍で大変な1年で

したが、活動に対する変わらぬ応

援をいただきましたことに感謝し

ております。



・認定NPO法人Doooooooo

・一般社団法人キリマンジャロの会

・たけし日本語学校(ベナン共和国)

・Jubilee Catholic Secondary School

・NRCF

・NPO法人ブリッジフォースマイル

To other countries

5ヶ国 6地域の学校や教育機関へ



HIKARi

移動型ソーラー電源が現地へ

移動型ソーラー電源をタンザニアで量

産している様子。現地の木材で、子ど

も達もワークショップとして製作に参

加できるように工夫している。



昨年度に開発した移動型ソーラー電源を、いよい

よ国内外で本格的に展開する1年となった。

タンザニアで量産を行い、学校や図書館、病院な

どにも配備を進めていき、同時に現地の子ども達

向けのワークショップも広げていった。日本国内

でも毎月1回のワークショップを藤野電力と行い、

さらにはイベントや課外授業のような形でも広げ

ていくことができた。

「エネルギーの自給自足」については、これまで

その必要性をあまり理解されてこなかった分野

だった。日本では電気は湯水のように使えるもの

という認識の人がほとんどだし、アフリカではそ

れに手が届かない人が多かったからだ。

しかし、ソーラー発電の単価が下がっていき、地

球環境問題やエネルギー供給問題を目の当たりに

するにつれ、その関心は徐々に高まってきたとい

うのがここ数年の実感としてある。この盛り上が

りをさらに広げていきたいと思う。

炭の蓄電池作りが次の挑戦

2022年度については、バッテリーの持続可能性

を高める取り組みをしたいと考えており、炭の蓄

電池のプロトタイプ製作を実施する予定である。

化石燃料を使用するようになってから、人々は木

材をエネルギー源に使わなくなっていった。これ

により、間伐する頻度が減ったり巨木が増えたり

と森の問題も増えている。拠点がある相模原市緑

区は中山間地域であり、山の問題は人々の生活に

直結しているのだ。その中で課題の1つになって

いるのが「ナラ枯れ」という現象で、この枯れた

ナラ材を炭にして蓄電池として利用するというサ

イクルを構築することで、暮らしに関わるエネル

ギーと山の課題を解決していきたいと考えている。

HIKARi



Workshop in Tanzania
移動型ソーラー電源を図書館などに配備

移動型電源を学校以外の場所へ配

備するため、図書館や診療所など

多くの住民が使うところでもワー

クショップを実施した。

最初は非電化地域に電気を作ると

いう意義を強く感じていたが、改

めて様々な場所でワークショップ

をやってみて思うことは、電気を

作ることそのものがとても楽しい

ということである。それは参加し

た現地の人々の笑顔の写真を見れ

ば伝わってくるし、自分達でもそ

れを感じながら実施しているので

良かったと思っている。

電気が使えることが当たり前とい

う日本でも、電気を作ることの楽

しさは同様にあり、今後タンザニ

アの電気事情が変化しても、その

面白さは不変だろう。

また、今回は初めて現地でテレビ

取材が入ったこともあり、ワーク

ショップの様子などがプロのカメ

ラマンの手によって記録されると

いう貴重な機会を得ることができ

た。NHK World の30分のドキュ

メンタリー番組なのだが、日本側

とタンザニア側でそれぞれ半分ず

つの構成で、現地ではパートナー

団体のニコ(22歳)がインタビュー

など主役を担ってくれた。

日本側では開発に至る経緯や藤野

での協働、そしてこれまでの活動

などインタビューも含めて取材し

てもらった。

2017年から始まった電気を作る

プロジェクトにフォーカスしても

らっており、この5年間の軌跡が1

つの形としてまとめられている。

放送は2022年の5月を予定してい

るということで、多くの人に観て

もらえることを楽しみにしている。

実際、この5年で、ターゲットにし

ている中山間地域の電源インフラ

も格段に充実してきた。2017年当

時は電気を使える学校は数校しか

なかったが、現在はほぼ全ての学

校に電気が引かれている。しかし、

供給が安定せず頻繁に停電したり、

そもそもの電気代が高かったりと、

潤沢に電気が使える環境ではない。

その中で、プロジェクトで設置し

てきたソーラーシステムや今回の

移動型電源は、サブ電源として活

用されている。人々の生活にとっ

て電気の重要性はますます増して

いる中で、それをどのように作る

のかという視点を多くの人に持っ

てもらいたいと思っている。その

先に、地球環境に配慮する気持ち

などが芽生えるだろうから。



国内でのワークショップも引き続き行っているが、

学校での講演や特別授業という形での実施を増や

すことができ、子ども達の環境教育という側面が

より強まったと感じている。

これは、特に学校など教育現場の中でもSDGsへ

の関心が広まっているのと同時に、日本における

電気の供給に関する課題意識が認識されるように

なったことも関係していると考えられる。火力発

電への依存度を軽減させ自然エネルギーの割合を

増やさなければならないことや、原発問題をどう

するかなどに加え、昨今の原油価格の上昇など生

活レベルでもエネルギーをより意識するように

なってきたのだろう。

既存の仕組みを変えていくために、自分達に何が

できるかということも小中学生のうちから本気で

考えている子ども達がたくさんいるということを、

ワークショップや講演を通じて感じる機会が増え

た。こうした若者達の具体的なアクションを促し、

それをサポートするような役割も今後は求められ

ていくだろうし、積極的に関わっていきたい。

移動型電源を作る環境教育活動は、2022年2月

に開催された「脱炭素チャレンジカップ2022」

の市民部門で環境大臣賞金賞を受賞した。

子ども達はじめ、世界中の人々のソーラー発電の

仕組みを教えて普及を促進することが、今後の脱

炭素社会構築に少なからず寄与すると評価しても

らえたことは喜びである。自然エネルギーの活用

含め、現在のエネルギー問題を考える上で、脱炭

素社会を目指すという方向性は時代にも合ってい

ると感じている。今後も地球環境負荷を軽減させ

る取り組みを継続させていきたい。



UHURU

コロナ禍の中で

1年の延期を経て、再始動した若年妊

娠予防のためのウフループロジェクト

フェーズ2。実際に若くして妊娠した

女性達を雇用しながら、現地の小学校

主体の教育体制を整備すべく、引き続

きリモート中心で進めていった。



2021年1月から開始した若年妊娠予防を啓発す

るためのウフループロジェクト(フェーズ2)は、タ

ンザニアで協働しているNRCFが主体となってこ

の1年を無事に進めることができた。

地域の人々や学校の教師に若年妊娠の課題認識を

持ってもらい、それを予防するための取り組みを

学校では教師、そしてコミュニティの中でも住民

が主体的に実施するための活動を展開している。

7月には各学校の校長先生や教師、また行政機関

の教育庁関係者や警察官も招いて若年妊娠を防ぐ

ために何をするべきか議論した。若くして望まな

い妊娠・出産をすることになり、路頭に迷う若年

女性を減らすため地域一体となって進んでいく。

東アフリカ初の女性大統領が誕生

2021年3月にマグフリ大統領が病気のため逝去

したことを受け、当時の副大統領だったサミア氏

が大統領に就任した。同国はもちろん、東アフリ

カ地域でも初めてとなる女性大統領の誕生によっ

て、このプロジェクトにも様々な好影響があるの

ではないかと期待していた部分もある。というの

も、前マグフリ大統領は家族計画などにも反対と

いう立場で、若年妊娠についても在学中に妊娠し

たらドロップアウトしなければならないという法

律を作っていたからだ。

そして、上記の法律についてはついに改正される

に至り、妊娠した女性の復学が認められたのだ。

だからといって、実際に彼女らの生活が激変する

わけではない。復学の許可が出たところで、子ど

ももいるし稼がなければいけない状況だ。いきな

り学校に通えるようにはならないが、それでもこ

の変化を良い兆候として受け入れていきたい。

UHURU



Creating jobs for young pregnant girls

タンザニアでの5年間の活動が、現地の女性達に新しい活躍の場を創る

若年妊娠経験者を短期雇用する

今回のフェーズ2では、実際に若年妊娠した女性

を短期雇用し、性教育の教師として育成すること

を本格的に行っている。ここ3年間で妊娠した小

学生の調査結果をもとに、現在の生活やプロジェ

クトへの関心度などから5人の女性を候補として

ピックアップした。その中で研修を行った3人を

実際に雇用し、各学校での性教育プログラムに派

遣するという形で活躍してもらっている。

また、フェーズ1を始めた2017年当時から若年妊

娠した女性の一人として関わってくれていたアナ

を、性教育の責任者として雇用することができた。

アナを含めると合計4人の若年妊娠経験者が、自

身の経験を子ども達に伝えつつ、小学校における

妊娠予防のために奮闘してくれているが、このよ

うに当事者達に新しい役割を担ってもらいながら

プロジェクトを進めることが

できるのは1つの喜びである。

今後も、ますます彼女たちが

自信を持って仕事に取り組め

るようにサポートしていけた

らと考えている。

小学校卒業した女の子の活躍

もう1つ、若年妊娠した女性ではないのだが、活躍

してくれているのが性教育プログラムを受講した

卒業生である。2018年にプログラムを受け、現在

はセカンダリースクールの2年生になっている女子

生徒は、小学校に訪問してサークル活動のような

形で性教育プログラムの手伝いをしてくれている。

年齢が近い生徒から話を聞くことは小学生にとっ

ても親近感があり、教師やNGOスタッフなどが実

施するプログラムとは異なる効果があるのだ。

7月のカンファレンスでも、その生徒は各学校の校

長先生や行政関係者の前で性教育の重要性につい

て堂々と語ってくれた。プログラムの直接的な効

果測定はしていないが、このように過去に性教育

を受けた生徒が間接的に若年妊娠の予防に寄与し

てくれるのであれば、こんなに嬉しいことはない。



移動図書館
らぶれたー号

身近に本がある街づくりを

引き続き新型コロナウイルスの影響で、

子ども達の遊びが制限されてしまって

いた今年度。その中で、移動図書館を

使って、子ども達にとって身近に本が

あることがある意味を考えてきた。



相変わらず地域のイベントなどが中止となること

が多い1年だったが、5月に八王子で古本を取り

扱っているノースブックセンター様より約800冊

の絵本の寄付を受け、これを最大限活用すること

を念頭に下記のような活動を実施した。

まずは図書館車内の本を刷新し、寄付された本を

たくさん積むことができた。車体はいつものよう

に藤野倶楽部に停めさえてもらい、誰でも自由に

出入りして借りられる形を継続した。いくつかの

本は同じものが被っていたので、こうした本は近

所の保育園に寄贈して活用してもらうことにした。

また、地域内の小さなイベントでは子ども達向け

に本のプレゼントなども行い、より多くの子ども

達が日々の生活の中で本に触れる機会を増やせる

ようにしてきた。その中で、中高生が小さい子に

読み聞かせを行うなど、嬉しい光景も見ることが

できた。来年度こそ、もっとたくさんのイベント

が実施できることを願っている。

2022年に入りコロナの状況に変化の兆しが

そんな願いが届いたのか、年が明けて春が近づく

につれてコロナの影響況も少しずつ緩和される傾

向が目立つようになってきた。ここ2年の間中止

となっていた地域のイベントが3年ぶりに開催さ

れることが決まったり、屋外での小規模なイベン

トがポツポツと実施されるようになってきたのだ。

相変わらず人々はマスクをしているが、小さな子

ども達は屋外ならいいかという空気にもなってき

たこともあり、これから暖かくなるにつれて様々

なイベントが開催される期待が高まっている。

みんながマスクを外してイベントに参加できるよ

うになり、多くの子ども達の笑顔が報告書に載る

よう活動を継続していきたい。

地域の居場所作り



Local action with Covid-19 

地域の子ども達が求めることは何か、ちょっとした秘密基地的な要素を増やしていきたい

環境が変わったからこそ、新しい形の取り組みを始めるチャンスに！

地域の中の自由な場所を担保する

移動図書館の取り組みは、これまでのところ実験

的な要素が強い。利益を生み出そうとか特別大き

なことをしようという意図もなく、地域の中に自

由に出入りできる図書館車を置き、それを地域の

子ども達がどう使うかを眺めているという感じだ。

そして、そこで起こる出来事は自分達が想定して

いること以上のサプライズがあり面白い。特に貸

し借りのルールを使う人たちが勝手に決めてくれ

たり、ノートや鉛筆削りなどを用意して自分達で

運用してくれるのは新鮮だった。

また、子ども達にとっては漫画本が置いてあるこ

とが地域の図書館にはない楽しみなようで、本当

に多くの子ども達が借りて行ってくれている。

漫画や本など、家に置いて

あるものもしばらく読まず

ただ置いてあるというもの

も多いだろう。そういった

本を地域でシェアし、内容

などを話せる相手が増える

というのも、また新しい楽

しみ方かもしれない。

子ども目線で運用できる機会作りを

もう1つ、移動型図書館をやっているとコアな子ど

もユーザが来てくれるようになる。つまり図書館

車の大ファン、お得意様である。

こうした子ども達は、小学校高学年の10歳前後で、

親から離れて自分で何かを楽しめる年代だ。ちょ

うど親離れをし始める頃なのだろう。家の前に図

書館車が来ようものなら、一日中でもそこにいて

本を読み続けるような子どもが何人かいるのだが、

そんな子ども達がただ本を読むだけでなく、図書

館車の運用に関わってくれるような取り組みを

作ってみたいと考えている。移動図書館の子ども

館長さんとして、様々な企画を考えてもらったり、

取り入れたい本を考えてもらったり、子ども目線

で運用していく機会をもっと増やしていきたい。



2022年度の計画

－ 持続可能な社会を創るのために私たちに何ができるか－

1: 持続可能な社会の本質を考える

2: 2022年度の動きについて

「持続可能な社会」とは何なのだろうか。

どの国も経済成長を追い求め今日まで目まぐるしく変

化してきた国際社会において、私たちが見失ってきた

ものの中にそのヒントがあるのではないだろうか。

それは端的に言えば命を大切にすること。人間だけで

なく、自然そのものやそこに生きる全ての生物の命を

尊重することが、今の私たちの社会に取り戻さなけれ

ばならない価値観なのではないだろうか。命をつなぐ

ことこそが生命と社会の持続に不可欠なのだから。

〒252-0187 神奈川県相模原市緑区牧野4171-6

TEL: 090-1120-8503

Email: info@class4every1.jp

最新情報は下記から

https://class4every1.jp (日本語ページ) 

海外での活動に重点を置いてきた10年を振り返ると、日本が途上国と呼んできた国々が急速に発展してき

たことを改めて再認識させられる。インフラ整備状況、町の情景、人々の暮らしなど特に都市部は10年前

と比べると大きく変わってきた。そして、その発展はそのまま地球環境への負荷が急激に増加していること

を意味することは、近年の気候変動の影響に如実に表れている。地球の中で私たちが今後も暮らしていくた

めに、国境を越えてやらねばならぬことが増えていくのだろう。そしてそのヒントが、近代化以前の日本人

の知恵と暮らしにあるのではないかと考えている。新年度はそれを体現することに挑戦したい。

http://class4every1.jp/


年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

1.

2.

3.

4.

1.

2.

 

 

会議費 216,285

その他収益

9

受取利息

4,595,760

5,694,462国内での活動・イベント

0
1,098,702

0

3,542,791

活動計算書
2021 2022 まで

事業収益、委託事業

(単位：円)

科　　目 金　　額
Ⅰ 経常収益

会費
会員費 53,266 53,266

0

寄付金

助成金

寄付
法人寄付 850,298

　　経常収益計

為替差益 0
雑収益

事業費

9,290,528

9

Ⅱ 経常費用

開発途上国における自営業の発展を支える事業 2,263,113
開発途上国における教育に関する事業 3,875,760

1,333,154国内での活動・イベント

各事業の広報並びに啓蒙活動 36,488

事業費計 7,933,107

開発途上国における情報格差を是正する事業 424,592

減価償却費 0

管理費
（1）人件費

人件費計 0
福利厚生 0

（2）その他経費
什器費 234,317
オフィス維持費 369,095

その他雑費 0

旅費交通費 227,892

2,000,000

692,493

開発途上国における教育に関する事業

開発途上国における情報格差を是正する事業

　　経常費用計

通信運搬費 176,989

役員報酬 0

1,254,069

次期繰越正味財産額

1,254,069

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額 127,318

管理費計
9,187,176

230,670

103,352

支払手数料 29,491

開発途上国における自営業の発展を支える事業

その他経費計



　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

貸借対照表

未払金
流動負債

Ⅱ 負債の部
資産合計

固定資産合計

Ⅰ 資産の部

負債及び正味財産合計
正味財産合計

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産

Ⅲ 正味財産の部

103,352

負債合計
固定負債合計

（１）有形固定資産
有形固定資産計

流動負債合計

230,670

0

230,670
230,670

127,318

0
0

0
固定負債

0

流動資産合計 230,670
固定資産

棚卸資産 0
230,670現金預金

2022 日現在

流動資産

(単位：円)

金　　額

　

科　　目

　



　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

0

0

0

0

未収金 0

社会保険料

資産合計

正味財産 230,670

固定負債合計 0
負債合計 0

流動負債

固定負債

源泉所得税

立替金 0

0

流動負債合計 0

預り金

未払金

230,670

230,670三菱東京UFJ銀行

230,670

(単位：円)

科　　目　 金　　額

Ⅰ 資産の部

財産目録
　 2022 日現在 　

流動資産

役員報酬

現金預金

固定資産合計

Ⅱ 負債の部

棚卸資産

固定資産
（１）有形固定資産

流動資産合計
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