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子どもたちに教育を、大人たちに仕事を
特 定 非 営 利 活 動 法 人 A l a z i  D r e a m  P r o j e c t  は

「 世 界 で も っ と も 命 の 短 い 国 」

西 ア フ リ カ の シ エ ラ レ オ ネ 共 和 国 に お い て

「 子 ど も た ち に 教 育 を 、 大 人 た ち に 仕 事 を 」 共 に 創 る

を ミ ッ シ ョ ン に 様 々 な 貧 困 削 減 プ ロ ジ ェ ク ト を 行 っ て い ま す 。

代 表 理 事

下 里 夢 美

2019年度もたくさんの皆様に、NPO法人アラジを支えていただきまし
た。ご支援くださった皆様、本当にありがとうございました。

2019年は、年子となる第二子の妊娠・出産のため、ますます子育てと
活動との両立に奮闘した年となりました。それに伴い、5月から現地ス
タッフのSia Brima（通称︓シア）を迎え、すべての支援事業を、現
場にいるシア主導に引き継ぐことができました。

彼女は、11月に来日し、日本の独特の文化や働き方などに触れ、プロ
ジェクトの細かい打ち合わせや、理事会への参加、活動報告会への登
壇なども経験してもらいました。シエラレオネ人のビザ取得は想像以
上に大変でしたが、今後の活動にとって有意義な価値ある滞在とする
ことができました。

今後も、現地スタッフを中心に、シエラレオネの人々と、丁寧に活動
を続けてまいります。引きつづき皆様の応援・ご支援のほど、どうぞ
よろしくお願いいたします。

Message



シエラレオネ共和国とは？

世界で最も命の短い国 内戦の影響（1991年～2002年）

シエラレオネ共和国（Sierra Leone）は、

西アフリカの西部に位置する共和制国家で

イギリス連邦加盟国です。日本からの総距

離は約12,000㎞、人口は約800万人とア

フリカの中では比較的小さな国です。

1808年に奴隷制から解放された奴隷の移

住地となり、その後イギリスの植民地を経

て、1961年4月27日に独立しました。

長く続いた内戦やエボラ出血熱の影響によ

り「世界で一番命の短い国」と言われてい

ます。（世界保健機関の 2018年の発表によると

世界最下位で男女平均53.8歳）

また、シエラレオネに住む国民の７割以上

が、貧困ライン以下（1日1.9ドル以下）の生

活をしていると言われています。

ブラッド・ダイヤモンド 血塗られたダイヤの悲劇

1991年から2002年までの約10年間、政

府と革命統一戦線（RUF: Revolutionary 

United Front）との間でダイヤンド鉱山の

利権をめぐる紛争が勃発しました。当時、

武器取引などに密輸・不正取引されたダイ

ヤモンドは、ブラッド・ダイヤモンド（血

塗られたダイヤ）などと呼ばれ、この内戦

を描いた映画『ブラッド・ダイヤモンド』

の舞台となった国としても有名です。

● 10年間で75,000人以上の犠牲者
● 約10,000人の麻薬漬けにされた子ども兵
● 450万人いた国民の半数以上が難民に
● 約4,000人以上への四肢切断

右写真上は、砂金を採取する女性たち
右写真下は、ダイヤモンド鉱山の低賃金労働者

2016年撮影

人口：約800万人
面積：71,740 km²
首都：フリータウン
公用語：英語（クリオ語）
宗教：イスラム教・キリスト教・伝統宗教
民族：クリオ族・ティムニ族・メンデ族 等

シエラ
レオネ

はここ
！

日本と
の時差

は

なんと
-9時間

シエラレオネ基本概要
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シエラレオネ事業部
2019年活動一覧

アフリカ布雑貨販売事業

フリータウン災害孤児支援 農村部小学校支援

農村部生活向上支援

首都フリータウン 首都フリータウン

ポートロコ県

5ショップ15名
のテーラーとともに

約1,000点の商品を制作！

継続して10名の

両親を失った子どもたちに

教育・医療機会を提供！

2校 約200名
の農村部の子どもたちに

教育機会を提供

2村 600名へ

生活向上のための

基礎研修を実施

首都フリータウン

ポートロコ県

2019年５月よりNPO法人アラジの現地スタッフ
として加わったシア・ブライマです。現在4つ
の支援事業、全てのマネジメント業務を行って
います。自国・シエラレオネの貧困削減のため
に熱意ある団体に参加することができ、とても
幸せです。この仕事に誇りをもって取り組んで
います。

11月の東京滞在では、かけがえのない経験をさ
せていただき、感謝の言葉がみつかりません。
来日のサポートをしていただいたすべての皆様
本当にありがとうございました。

足踏みミシンで
作業に勤しむ

フォートストリートの
テーラー

イブラヒムさん

生活向上支援を
実施しているンボロ村の
女性グループメンバーとシア

支援を届ける
子どもたちと
現地スタッフ
のシア

ポートロコ県
マケレ村

マケレ小学校の
子どもたち

現地スタッフのご紹介 Messa
ge

シア・ブライマ

2019 年5月より、現地スタッフのシア

・ブライマ（Sia Brima）を迎えました。

大学で修士取得後、すぐに採用を決定し

現在ではシエラレオネでの支援事業のす

べてをマネジメントする、なくてはなら

ない存在になっています。

彼女は2019年11月6日～19日の約2週

間日本に来日し、現地業務の細かな打ち

合わせや、理事会・活動報告会への参加

などを行いました。

初めて自国を離れ飛行機に乗り、東京を

満喫したシア。日本の食文化・私たちの

働き方など、いろいろな経験を通して、

学びある滞在となったようです。

今後も、現地スタッフのシアと協力して

活動を実直に進めてまいります。

基礎研修実施の前の
住民への聞き取り
調査の様子
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事業の目的

事業の実施地域

事業受益者

2017年8月の首都フリータウンにおいて発生した大洪水による土砂災害で

両親を失った子どもたちへの継続した現金給付による教育支援

フリータウン災害孤児支援 農村部小学校支援

事業の目的

事業の実施地域

事業受益者

首都フリータウン

災害孤児10名

農村部ポートロコ県において継続して教育を受けることが困難な

学校設備への教材支援

ポートロコ県（ンボロ村・マケレ村）

ンボロ小学校（約100名）・マケレ小学校（約100名）

教育機会を継続してサポート

継続貯金制度がスタート

2020年 支援拡大へむけて

2017年8月、雨季の首都フリータウンにおいて洪水が発生、大規模な土

砂災害により、リージェント通りの山肌に住む住民約1,100名（死亡約

500名／行方不明者約600名）が犠牲になりました。

NPO法人アラジは、この災害で両親を失った子どもたち10名に対して、

2018年1月から毎月、里親宅への継続した現金給付による教育・医療費

支援を行ってきました。

2019年12月まで、パートナー団体FC King Kongが毎月の家庭訪問と

活動報告を協力していましたが、2020年1月から契約を終了し、現在は

アラジの現地スタッフのシア・ブライマが活動を引き継いでいます。

2年間継続している当事業では、子どもたちはすっかり笑顔を見せてくれ

るようになり、全員が小さな病気を繰り返しながらも、元気に学校に通っ

ています。

2020年1月より、毎月の給付金を一人当たり250,000Le（約2,500円

）から200,000Le（約2,000円）に変更、500Le（約500円）を、

NPO法人アラジが貯蓄することとしました。貯蓄金は、子どもたちの病気

の際の治療費や進学の際の学費等に使用することができ、別途貯蓄金引き

出し申請書が必要となります。

貯蓄金の引出しには、契約する里親が、子どもの成績表や健康診断表を毎

月提出すること、児童労働させていないこと、FGM（女性器切除の慣習）

をさせていないことなど、子どもたちが里親宅と良好な関係を築いている

かどうかのチェックが必要となります。

日本のサポーターさん
からの手紙を

受け取ったアミナタ

支援から1年後
やっと笑顔を

みせてくれるように
なったマルチダ
と事務局長 支倉

現在もリージェント通りに
住む子どもたちと
学生スタッフ 角田

現地スタッフのシアと
サポーターさんからの
手紙をもったサヨ

今後も、不慮の事故や災害、感染症などにより両親を

失い、教育や医療を受けることが困難な子どもたちへ

むけて、継続した支援を拡大していくべく、調整を進

めています。

2020年は、10名の災害孤児・遺児にむけて支援を

拡大していく予定です。

ご支援者様に毎月子どもたちの写真やお手紙を送って

報告する、里親サポーター（月/3,000円のご支援）

を募集しております。

2018年活動当初から、シエラレオネ共和国首都フリータウンから車で2時

間半離れたポートロコ県の農村部マケレ村・ンボロ村の児童約200名に上

半期と下半期の2度、必要な教材支援を行っています。

両小学校は森の奥深くにあり、周辺の水道・電気などのインフラは未整備

で、2016年のエボラ出血熱流行時には、当時両村合わせて人口約700名

のうち、92名が亡くなりました。政府の小学校登録が行き届かず、国際支

援からも取り残されています。今後は小学校建設も視野にいれ、地域の大

人たちの協力を得ながら持続可能な学校運営ができるよう支援を続けてま

いります。

また教育省担当者とも引き続き密なやり取りを交わし、いずれは政府主導

の学校運営・カリキュラムに引き継げるよう、サポートを続けます。

農村部の子どもたちに教育を届ける

児童：約100名

校舎は2010年に建設されましたが、2015年5月中旬に雨季のため校

舎が全壊し、仮校舎のオーナーから撤退を要求されるなどの課題を抱え

ています。2018年5月から支援を開始しました。

ンボロ小学校
ROGBORRO COMMUNITY PRIMARY SCHOOL

マケレ小学校
MAKARAY PRIMARY SCHOOL

児童：約100名

校舎はありますが、机や黒板などの学校設備が不十分です。今後も継続

して支援を続けていきます。2019年5月から支援を開始しました。

マケレ村の小学校の様子

学校には、常時
教材や設備が

不十分な状態です。

事務局長　支倉が
先生たちと必要な支援
について話し合い

教材を手に
「ありがとう！」
と元気な子どもたち

はじめてみる
世界地図に
大興奮！

2019年5月：えんぴつ・定規・消しゴム・チョーク・ノート・世界地図等を支援

2020年1月：連絡帳・チョーク・ペン・定規・消しゴム・黒板10枚等を支援

2019年5月：ペン・定規・えんぴつ・ノート等を支援

2020年1月：連絡帳・チョーク・ペン・定規・消しゴム・黒板10枚等を支援

７ ８



アフリカ布雑貨販売事業

事業の目的

パートナーテーラー

事業の実施地域

より対等なビジネスを目指して
首都フリータウンのフォートストリートで大規模火災が発生した

2017年12月、テーラーショップが軒を連ねるこのエリアで、多

くのテーラーが家と全財産を失いました。火事で家を失ったテーラ

ー15名の収入を支える、生活向上支援としてはじまったアフリカ

布雑貨販売事業は3年目を迎え、現在では制作商品や販売先をぐっ

と増やすことができました。

2019年度は、約1,000点の商品を制作、400点を販売し、売上

は約80万円となりました。また、新商品として、アフリカ布ペン

ケース・レジンピアス・ティッシュケース・コースター・お財布・

パスポートケースなどがラインナップに加わりました。

9月には、お台場で開催されたグローバルフェスタに出店し、たく

さんの新規のお客様に、商品を手にとっていただきました。制作し

たテーラーひとりひとりの顔のみえる、WEBショップも大変人気

です。

2020年度からは「生活向上支援」という形ではなく、対等なビジ

ネスパートナーとして、一緒に商品制作に励んでいきます。今後も

日本のお客様に丁寧に商品を届けてまいります。

足踏みミシンで
作業に勤しむ
テーラー

イブラヒムさん

現地スタッフ
シアとテーラー
スフィアンさん

アフリカ布を用いた商品制作・販売によってシエラレオネの魅力を発信する

とともに、現地制作テーラーの雇用創出・生活向上に寄与する。

首都フリータウン・フォートストリート

5つのショップオーナーと従業員15名

グローバル
フェスタ
2019に

出店しました！

お財布/2,900円
パスポートケース
/2,500円

エコバック
/2,300円

名刺入れ/2,500円

ペンケース/900円

シュシュ/500円

テーラー
ウムは男の子の
お母さん

制作テーラーの
顔がみえる！

WEBショップの
ご紹介

WEBショップ「アフリ

カ布雑貨Alazi」では、

制作したテーラーひと

りひとりの顔写真を、

商品ごとに紹介してい

ます。

商品は、ネット上でお

気軽にご購入できます

のでぜひ覗いてみて下

さい！

https://alazi.theshop.jp/

農村部生活向上支援

農村部の貧困家庭を中心に、公衆衛生・教育・人権・モラル等について啓発し基本的な

生活向上に役立てるとともに、より持続的な発展を目指し経済活動への参加を促す。
事業の目的

事業の実施地域

受益者

ポートロコ県・マケレ村/ンボロ村

上記コミュニティの人口約600名

2村約600名へ、生活向上のための基礎研修を実施

ビジネスグループごとの助成金付与
地域貯蓄もスタート

2018年から、ポートロコ県の農村部、ンボロ村とマケレ村（両村合わせて人

口約600名）の二つの地域の小学校に教育を提供するため、上半期と下半期の

二度、教材の配布支援を続けてきました。より持続的な小学校運営と子どもた

ちの教育のために、まずは大人たちがより経済活動に参加し、収入や健康とい

う面で生活向上を図ることが不可欠と考え、大人たちへの生活向上のための基

礎研修を実施しました。

基本的な公衆衛生・人権・教育・モラルという4つの項目ごとに教材を制作・

配布し、文字の読めない人々には、各村のリーダー（チーフ）が読み上げ説明

するなど、住民たちと協力し、研修を行いました。

住民からは「水の殺菌の方法についてはじめて知った」「どうしてマラリアに

かかるか知らなかった」「生後9か月までにワクチンを無料接種できることを

知らなかった」などの声があがりました。

また、各村の詳しい状況を把握するため、114世帯、大人362名に対して、世

帯調査・個人調査・学力調査等の聞き取り調査を行い、コミュニティマップ制

作や周辺の市場価格調査に協力していただきました。

アラジの配布した
基礎教育教材を持つ

ンボロ村の
タウンチーフ

現地スタッフ
シアと聞き取り調査に
協力していただいた

女性住民

聞き取り調査に
協力していただいた住民と

事務局長 支倉

住民に基礎教育教材
について説明する

マケレ村のタウンチーフ

より持続的な生活向上を目指すため、既存のビジネスグループを選

定、ンボロ村1グループ、マケレ村1グループに対して助成金付与を

行いました。助成金申請書によって選ばれたビジネスグループの収

入増加のモニタリングを、2020年1月より開始しています。

それに伴い、モニタリングを行うビジネスグループから、毎月一定

金額を徴収する地域貯蓄プログラムを開始、地域住民が自ら地域の

ニーズを解決できるよう、地域貯蓄を行っていきます。

助成金付与を行った
ンボロ村女性グループの

メンバーと現地スタッフシア
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学生スタッフ シエラレオネ現地奮闘レポート！

1か月半の現地活動を通して…

Messa
ge

1999年生まれ（21歳）首都大学東京・都市教養学部経営学コース3年。留学JAPAN 

新興国コース10期生。高校生から貧困問題に興味を持ち、大学入学後から様々な

形で国際協力に携わる。2019年4月からは1年間休学し計7ヶ月間、フィリピンで国

際協力のプロジェクトや社会企業でのインターンに参加。その後1か月半、アラジ

の学生スタッフとして現地活動に携わる。

2020年1月13日～2月28日の約1か月半、現地シエラレオネで活動を行ったアラジ学生スタ

ッフの角田悠太（つのだゆうた）です。現地では小学校支援・災害孤児支援・アフリカ布雑貨

販売事業・農村部貧困削減プロジェクトの4事業と並行して、オフィス移転等の様々な業務を

行いました。

途上国の貧困問題に以前から関心があり「子どもたちに教育を、大人たちに仕事を共に創る」

というアラジのビジョンに強く共感し、また、アラジが行っている収入向上支援や就労支援か

ら貧困削減にアプローチする活動には得に興味があり、今回の参加を決めました。

20年前の内戦、5年前のエボラ出血熱流行などの影響により、他のアフリカ諸国よりも発展が

比較的遅れている“世界で最も命が短い国”と言われるシエラレオネ。現地では、空港でいき

なりスーツケースが行方不明になる、オフィスの水が出てこない、1日に何度も停電する、時

間通りに人が集まらないのが日常茶飯事。毎日が計画通りに行かないことの連続で「常に想定

外を想定して準備する」ことを心がけ行動することができるようになりました。1か月半の滞

在は大変でしたが、様々なことを学んだ、充実した期間とすることができました。

現地オフィスの
引っ越し作業は

物件探しからはじまり
トラックや大工の手配など

業務は様々！

新オフィスは、
37D Wilkinson Road
に移転しました！

農村部貧困削減プロジェクト
グループメンバーの皆さんと！

現地スタッフシアと一緒に
協力して活動を進めました！
こちらは、小学校支援の
買い出しの様子です。

アフリカ布雑貨販売事業で
はテーラーイブラヒムさんを
中心に600点を制作しました！

新型コロナウィルス感染防止対策

緊急支援のお願い

私たちが2014年から様々な支援活動を続けるシエラレオネでも
新型コロナウイルスの感染者が確認されています。

2020年4月末から二つの緊急支援を実施しています。

簡易手洗い場と石鹸設置 支援

パートナーNGO「Global Village Network

」と協働して、ケネマ県への各コミュニティ

へ簡易手洗い場と石鹸をセットに設置支援を

進めています。手洗いの正しいやり方や、感

染予防についての啓発活動も一緒に行ってい

ます。

現在、ケネマ県のWuilorコミュニティの48

か所（500名分）に設置しています。

布マスク配布 支援

一口 / 2,000円
一つの手洗い場を設置

一口 / 1,000円
10枚の布マスクを制作

アラジ現地スタッフを中心に、アフリカ布商

品制作事業を行う4名のテーラーが繰り返し

洗って使用できる布マスクの制作を行い、支

援先であるケネマ県など合わせて1,230枚

の布マスクを配布しました。

布マスクの正しい装着の仕方や感染予防につ

いてまとめた用紙も一緒に配布し、マスク着

用の効果も啓発しています。

アラジ学生スタッフ　角田悠太（つのだゆうた）さん
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啓発活動の実績

2019年度までにたくさんのメディア出演・掲載・講演会の機会をいただき
シエラレオネの諸問題の啓発活動を行うことができました。

出演・掲載・講演の実績の一部

『ダイヤモンドの来た道』～シエラレオネ 採掘現場の声～
映画上映会の協力団体として活動しました

活動報告会の開催 読書会の開催

ボランティアDayの開催

●ALL ABOUT AFRICA

●Africa Quest.com

●TABIPPO.NET

●cococolor earth

メディア出演

　2015年10月　FM茶笛「やばせ一郎の元気が出るラジオ」

　2015年12月　テレビ東京「ズームイン！！サタデーモーニング」

　2018年  5月　シエラレオネ「SLBCニュース番組」

　2018年  5月　シエラレオネ「SLBCラジオ番組」

　2018年  8月　テレビ東京「世界ナゼそこに？日本人2時間SP」

新聞掲載

2018年  5月　ベネッセコーポレーション高校生3分ニュース

2018年  8月　公明新聞「FUTURE—みらい」

2018年  9月　起業サプリジャーナル

講演会

　2017年  3月　学生ドリームプランプレゼンテーション東京2016（コメンテーター）

　2017年  7月　栃木ドリームプランプレゼンテーション2017（コメンテーター）

　2017年10月　五井平和財団「7 Millions Action and Prayers for Peaceプロジェクト」（登壇）

　2017年12月　武蔵野大学（講演）

　2017年  2月　アフリカビジネスラボ「第18回アフリカビジネスラボ」（登壇）

　2018年  2月　品川区立伊藤学園（講演）

　2018年12月　ソーシャルスタンド（伊勢崎賢治氏と対談）

　2018年12月　首都大学東京（講演）

　2019年  1月　ピースボートセンター高田馬場（登壇）

　2019年  5月　武蔵野大学（講演）

　2019年  6月　桜美林大学（講演）

　2019年  6月　獨協大学（講演）

　2019年  7月　東京工業大学（講演）

　2019年  7月　首都大学東京（講演）

　2019年  8月　一般社団法人Gradation　「国際協力フェス」（ファシリテーター）

　2019年12月　首都大学東京（講演）

　2019年12月　特定非営利活動法人ダイヤモンド・フォー・ピース

　　　　　　　　『ダイヤモンドの来た道』映画感想文コンクール授賞式（審査員）

掲載インタビュー

延べ約30名が参加　

事務局にて計8回の「国際協力読書会」を

開催しました。アラジの事務局には、

100冊以上の国際協力に関する本を保管

しています。読書会は、不定期の開催です

ので、興味のある方は、メールマガジンで

ぜひ開催日をチェックしてみてください！

延べ約1,000名が参加

　

大学での講演や、活動報告会の開催で、延べ約

1,000名の参加者の皆さまに、アラジの活動につい

て知っていただくことができました。

代表下里との1対1活動報告会では、50名以上の方

に丁寧に、現在までの支援の成果や今後の活動につ

いてお話しすることができました。

11月に開催した現地

スタッフシアを交え

た活動報告会では、

シエラレオネのロー

カルフード「キャッ

サバリーフ」をふる

まいました！

延べ約30名が参加　

毎月事務局にて開催するボランティア

Dayには、延べ30名の学生・社会人の皆

さんにお越しいただきました。年次報告

書の発送や、シエラレオネでテーラーさ

ん達が制作したアフリカ布商品のラッピ

ング・タグ付け作業などをお手伝いいた

だきました。

特定非営利活動法人ダイヤモンド・フォー・ピース主催の、ドキュメンタリー短編映画「ダイヤモンド

の来た道　～シエラレオネ　採掘現場の声～」映画上映会及び感想文コンクールに、協力団体としてア

ラジも参画させていただきました。映画上映会開催期間中は、大学やイベント等で、代表下里もシエラ

レオネを取巻くダイヤモンドの諸問題について大勢の市民の皆様に啓発させていただきました。また、

入賞作品の審査にも関わらせていただきました。
映画本編（約30分）はこちらのURLから閲覧可能です↓

https://vimeo.com/335148904/3b7a1120b1

上映会開催の様子　 コンクール受賞式での記念写真　
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2019年度会計報告

Ⅰ　経常収益

　１　受取会費

　２　受取寄附金

　３　受取助成金等

　４　事業収益

　５　その他収益

　経常収益計

Ⅱ　経常費用

　１　事業費

　　⑴ 人件費

　　⑵ その他経費

　　事業費計

　２　管理費

　　⑴ 人件費

　　⑵ その他経費

　　管理費計

　経常費用計

Ⅲ　経常外収益

　経常外収益計

Ⅲ　経常外費用

　経常外費用計

　税引前当期正味財産増減額

　法人税、住民税及び事業税

　当期正味財産増減額

　前期繰越正味財産額

　次期繰越正味財産額

2018年度　決算

230,000

2,678,896

0

1,105,910

4,378

4,019,184

0

2,945,522

2,945,522

1,012,081

392,825

1,404,906

4,350,428

0

0

▲331,244

70,000

▲401,244

1,839,587

1,438,343

2019年度　決算

180,000

2,329,478

0

1,009,340

3

3,518,820

0

2,185,173

2,185,173

1,289,663

391,208

1,680,871

3,866,044

0

0

▲400,349

70,000

▲470,349

1,438,343

967,994

(単位：円)活動計算書

国際協力事業費 明細 (単位：円)

日本事業部

活動報告会・講演会などの啓発事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,523

シエラレオネ事業部 

アフリカ布雑貨販売事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 863,355

災害孤児支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 779,329

農村部生活向上支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 222,665

小学校支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111,333

国際協力事業費計                                                                   2,056,205

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金預金

　　　製品

　　　立替金

         前払費用

　　　未収金

　流動資産合計

２　固定資産

　固定資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　未払金

　　　未払法人税等

　流動負債合計

　２　固定負債

　固定負債合計

負債合計

Ⅲ　正味財産の部

　前期繰越正味財産

　当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

398,217  

22,027

9,970

459,770

148,510

1,038,494

0

1,038,494

500

70,000

70,500

0

0

70,500

1,438,343

▲470,349

967,994

1,038,494

貸借対照表

2020年度　予算

300,000

6,000,000

0

700,000

0

7,000,000

0

4,048,400

4,048,400

1,343,530

416,790

1,760,320

5,808,720

0

0

1,151,280

70,000

1,081,280

967,994

2,049,274

(単位：円) 収入内訳

正会員
18名（年会費/10,000円）

マンスリーサポーター
80名（平均月/1690円）

寄付件数
168件（募金箱集計除く）

原本は別途保管しております

監査報告書

特定非営利活動法人Alazi Dream Project
理事長　支倉 夢美　様

2019年5月28日

監事　髙村 忠良

特定非営利活動法人Alazi Dream Project定款第14条第5項の規定に基づき、2019年度
における理事の業務執行の状況および財務状況について監査した結果、適正かつ正確で
あることを認めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

事業収益（25％）

受取寄付（30％）

マンスリーサポーター（36％）

受取会費（5％）

マンスリーサポーター年間寄付推移

2017年度
(2017年12月1日～2018年3月31日）

144,000円

2018年度
696,000円

2019年度
1,626,000円

1615



あなたもアラジの仲間になりませんか？
マンスリーサポーターを募集しています！

マンスリーサポーターとは、毎月一定額をクレジットカードにて寄付するご支援方法です。
「子どもたちに教育を、大人たちに仕事を共に創る」そんな当たり前の社会を目指して

あなたもアラジと共に活動する仲間になりませんか？

月額/1,000円（1日33円）からはじめる支援

年120枚の布マスクを

制作することができます

災害孤児1名が1年間

教育・医療を受けることができます

月/1,000円のご支援 月/3,000円のご支援

NPO法人アラジ公式HPのサポーター登録ページより、簡単にご登録いただけます（約5分）

登録方法の詳細は、HPをご覧下さい。

学生コース
月額500円

月/2,000円のご支援

サポーター登録方法について

ご支援のお礼

アラジ　サポーターになる

https://alazi.org/supporter/

※マンスリーサポーターの皆様には、毎年5月の総会での議決権はございません。

松井牧場株式会社
代表取締役
松井 直弘 様

年12箇所の簡易手洗い場を

設置することができます

社会人コース
月額1,000円～月額30,000円

1年間支援を継続していただいたマンスリーサポーターの皆様には、以下の特典があります。

毎月：メールマガジンをお送りいたします

毎年6月：年次活動報告書やシエラレオネで制作した商品をご自宅へお送りいたします

毎年12月：アラジ特製カレンダーをご自宅へお送りいたします

←年次報告書 →特製カレンダー

←シエラレオネで
制作している商品

あなたにできること

寄付する
単発または
毎月一定額寄付する

単発または長期で
ボランティアする

アフリカ布商品の
委託販売先になる

問合せ 寄付
銀行名　　ゆうちょ銀行
店番　　　〇一八（ゼロイチハチ）
口座番号　５６７５９６３ 
口座名　　トクヒ）アラジドリームプロジェクト

まずはお気軽に
お問い合わせください
　　

寄付
するsupport@alazi.org

お振り込みまたはクレジットカード決済が可能です

お店・企業・学校に
募金箱を設置する

企業・学校・イベントで
講演会を開催する

企業・団体の
賛助法人会員になる

任意の金額を単発で1,000円から、または毎月マ

ンスリーサポーター（学生500円から・社会人

1,000円から）として一定額ご支援できます。

毎月第2土曜日に、事務局またはオンラインにて

ボランティアをしていただくことが可能です。ア

フリカ布商品のタグ付けやパソコン入力、翻訳作

業まで、お手伝いいただく活動は様々です！

シエラレオネで制作しているアフリカ布を使って

制作した商品・衣類を委託販売してくださる、企

業・団体を募集しています。

数点からお取り使い可能です。

マンスリーサポーターの声

募金箱を店頭・企業のオフィス・学校などにおい

ていただける方を募集しています。

募金の回収は、手渡しまたは口座振込みてお願い

しております。

NPO法人アラジのスタッフを呼んで、講演会を主

催してくださる企業・学校等の法人、またはイベ

ント主催者を募集しております。

講演の依頼は1か月以上前にお願いいたします。

企業・団体の賛助法人会員になっていただくと、

WEBページや年次報告書に、ロゴやHP情報を掲

載させていただきます。

（年会費／一口30,000円以上）

たまたまツイッターで代表の下里さんと知り合い、彼女の「私がやるし
かない」の言葉に、当時へこんでいた自分が応援されているような思い
になり、そのお返しにお礼の気持ちでマンスリーサポーターになりまし
た。以前フォスターペアレントや赤十字に寄付した事もあるのですが、
アラジの場合は寄付金の使われ方が目に見えるので好感が持てます。ま
た定期的な集まりの中で、言いたい事があれば言えるので家族のように
思ってます。

Messa
ge
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