
 

 ４月１日、IV Yはイラク北部クルド 人自治区アルビル市

に、 地元の小学校の空いている教室を利用し 、 シリ ア

難民の子どもたちのための小学校を開校しました。
 アラビア語しか話せない、 学校へ行く バス代が払えな
いなどの理由で、 ３ 年近く 学校へ通えなかった子ども
たちが、 目を輝かせて授業を受けています。
 しかし 、 資金が足りず、 当初の目標の6割の子どもし
か受け入れること が出来ず、 また通学出来るのも週３

日だけです。
　 子どもたちの未来のために、 皆さまのご支援をお願
い致します。 （ 詳しい内容はP.2 をご覧く ださい）
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!" #は山形という地方を拠点とし、「シリア難民支援」「カンボジア支援」「東日本大震災支援」「在住外国人支援」「国際理解・環境教育」
「国際協力イベント」など地球の問題、地域の課題に取り組もうと、$%%$年に設立された市民による国際協力&' ( です。

通学初日、ボールを使っ
て、自己紹介をしている

子どもたち

4　シリア難民支援　　　　　　　　　１5２!
　・越冬支援　ストーブと灯油を配布しました。!

　・教育支援　シリア難民の子どもたちを学校へ!

4　＆6 3 78!　. - " (年度各部門の活動　　　　３!
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通学バス募金に 
ご協力ください！ 
 目標額 ２６３万円 

ようやく学校が始まったのに、このままでは９月から学校に通えなくなってしまう！？  

せめて小学校だけでも通わせてあげたい・・・ 

 イラククルド人自治区アルビル市で、IVYは４月からシリ

ア難民の子どもたちのための補習校を開校しました。 

 アルビル市は、公共交通機関が乏しいため、市民はタク

シーや自家用車を使って動いています。しかし、難民であ

る彼らはタクシー代を出す余裕はなく、市内の広い範囲に

住む子どもたちが学校に通うためには、スクールバスがど

うしても必要となります。 

 バスは狭い路地まで入っていかなくてはならないため、予

定では大型バス２台を用意することになっていましたが、

小型、中型、大型の３台のバスが必要となり、当初予算で

は足りなくなってしまいました。 

 現在、子どもの登録数を１９５人に抑え、週３日しか通え

ていないのも、バス代が不足していることが原因です。し

かも、このままでは８月までで当初予算を使い切ってしま

い、９月からバスを出せない状況です。 

 せっかく学校が始まったのに、子どもたちはまた学ぶこと

が出来なくなってしまいます。 

 なんとか、子どもたちを９月以降も学校に通わせるために、

「263万円」を目指して募金活動を行っています。       

  

     子どもたちが学校に通い続けることが出来るよう 

     皆さまからのご支援をお願い致します。 

【イラク情勢】 武装勢力の攻撃により、イラク北部の治安状況が悪化しておりますが、IVYの事務所のあるクルド人自治区のアルビ

ル市内は、現在（６月１７日）のところ治安の上で特に目立った変化はなく、補習校も滞りなく運営されております。今後も各方面から
の情報収集に努め、駐在員の安否を随時確認し、事業の遂行に努めてまいります。 



01 西村梨沙イラク駐在員一時帰国に当たり、シリア難民支援について報告 

NGO相談員出張サービス 「シリア紛争と国際協力」開催 

 ５月８日から１１日にかけて、山形、仙台、青森、盛岡、秋田の各

市で、一時帰国した西村駐在員が、IVYのシリア難民支援活動

(JPF事業）について報告し、日本のNGO団体の国際協力活動に

ついて、東北各地の皆様に広く知ってもらう機会となりました。        

（参加者総数１２２人） 

難民だからと言って、特別な存在ではない。
子どもたちは学校にも行きたいし、将来に対
する夢もある・・・。（西村） 

東北各地のJICA元シリア青年海外協力隊員
の皆さんに大変お世話になりました。 

参加者のアンケートから 

■ シリアについてはニュースで流れる情報以外知るすべはな

かったのですが、今日は全部ではありませんが、理解することがで

きました。難民の人たちが早く祖国に帰り、幸福に暮らしてほしい

と切実に願っています。又、こども達が自分の夢に向かって明るい

気持ちで過ごせるように祈っています。 

 

■ 幼いころから、人助けやUNICEFにとても興味がありました。今

回、こういう会に参加できたので、幼いころ思っていたこと、興味が

あったこと、考えていたことについてさらに深めることができました。

また機会があったら参加したいと思いました。今回は本当にありが

とうございました。 

02 2014年度 IVY総会が開催されました。 

 2014年5月24日（土）に、IVYの2014年度通常総会が、山形

市男女共同参画センター「ファーラ」で開催されました。折し

も山形市は「東北六魂祭」の初日とあって、交通渋滞が心配

されましたが、予定どおりの時刻に開始することができました。 

総会終了後には、山形大学 浜中新吾准教授による公開講

座「アラブの春とシリア内戦」が開かれ、会員や市民約35名が

シリアの近現代史と内戦が起こった原因について聴講しまし

た。詳しくはHPを御覧ください。http://ivyivy.org/activity-

news/885/ 

03 神奈川県国際交流財団南サークル様 

    第２回 東北復興支援ツアー 

 南サークルのメンバー２４人の方々が

東北復興支援ツアーで、あいびぃ保育

園を訪問。チャリティコンサートの収益

金、バザー収益金合計348,843円を贈

呈くださいました。 

04 IVY人事 【退職】  

2014年３月３１日 森 義徳（カンボジア） 
2014年４月２５日 高橋 佳奈美（事務局） 

総会後のIVY公開講座「アラブの春とシリア内戦」 

あいびぃ保育園で贈呈式 
認定NPO法人IVY 
本部 〒990-2432山形市荒楯町１−１７−４０ 
    TEL:023-634-9840 FAX:023-634-9884 
            E-mail:LER04525@nifty.com 
            URL:http://www.ivyivy.org 
IVYみやぎ 〒980-0811仙台市青葉区一番町4-1-3 
                      仙台市市民活動サポートセンター内 
発行 認定NPO法人IVY（編集責任 阿部眞理子） 
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御礼 ご寄付いただいた方々をご紹介致します。 

      （４月１日〜６月１３日確認分）（順不同、敬称略）                          

山寺立石寺奥之院、天童西ロータリークラブ、青年海外

協力隊秋田県OB会、（特活）バニヤンツリー、募金箱（シ

リア難民支援）、神奈川県国際交流財団南サークル 

＊個人の方のご寄付は個人情報保護のため、Web版で

は非公開とさせていただいております。 

http://www.ivyivy.org

