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山梨県・西湖で行われた大学奨学生のつどい（2019 年 9 月）

すべての遺児を大学に行かせたい
本会の「あしながさん」の存在の
大きさは、世界の様々な団体の支援
者の中でも類を見ません。ご寄付で

2

教育事業……………………

4

心のケア……………………

8

アフリカ遺児支援………… 12

遺児の進学の夢をかなえていただく

収支報告…………………… 16

だけではありません。そこにいらっ

役員・評議員・顧問……… 17

しゃるだけで、遺児の苦労はやわら

学生募金…………………… 18

げられ、そのやさしいお心が彼らを
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幸せな気持ちにするのです。
彼らは親を事故や病気などで亡くし、一時は人生に絶望してしまったかも
しれません。しかし、あしながさんの愛で進学でき、いつも見守ってくださ
っていることを知った時、自分の能力を伸ばすため精いっぱい頑張り始める
のです。私は半世紀のあしなが運動を通して、そのことを実感してきました。
今、私は遺児のために二つの目標を立てています。ひとつは奨学金をすべ
て返還不要の給付型にすることです。給付型奨学金が増えると、アルバイト
に費やす時間も減り、勉強に打ち込めます。この環境整備こそが大切です。
もう一つは、
遺児全員の大学進学です。ＡＩ（人工知能）時代を生き抜くには、
大学で「考える人」にならなければなりません。記憶型人間ではＡＩに勝て
ません。
私は２月に 85 歳になりましたが、遺児支援への意欲はまったく衰えてい
ません。どうか、遺児のため、一層のご支援をお願いいたします。
一般財団法人 あしなが育英会 会長

奨学金………………………

玉井 義臣

Activity Report
奨学金

奨学生総数 6,500 人超す
■ 年度別奨学金交付状況

「この奨学金があれば、アルバイトを減らして、勉強できます」
返還不要の給付型奨学金を 2018 年度に新設したことで、大学

年

奨学生を中心に交付人数が増え続けています。減少傾向だった高校
奨学生も増加に転じ、19 年度の奨学生総人数は過去最高の 6,551

度

奨

学

金

交付人数

交付額

人となりました。このうち、19 年度に新たに奨学生として採用し

2013

5,692 人

22.7 億円

た人数（在学採用を含む）は高校生 1,755 人（2 月 10 日現在）、

2014

5,429 人

22.4 億円

2015

5,130 人

22.2 億円

交付総額は前年度比 7 億 9 千万増の 48 億 2 千万円（うち貸与 29

2016

5,065 人

23.5 億円

億 4 千万円、給付 18 億 8 千万円）となる見込みです。

2017

4,717 人

21.6 億円

2018

5,264 人

40.3 億円

2019

48.2 億円
6,551 人 （貸与 29.4 億円）

大学生 915 人、専修・各種学校生 383 人、大学院生 28 人の計
3,081 人。前年度より 615 人増えました。これにより、19 年度の

あしなが奨学金制度発足から 32 年間に延べ 4 万 9 千人が 547
億円の奨学金を受けて進学の夢をかなえることができました。国は
大学奨学金制度を拡充しますが、成績や家計状況などの条件がきび
しく、それだけですべての遺児の進学がかなうわけではありません。

（給付 18.8 億円）

あしなが奨学金に対する遺児家庭の期待はさらに高まっています。
■ あしなが奨学金の種類と金額
奨学金の種類

月額
国公立

45,000 円
（貸与 25,000 円）
（給付 20,000 円）

私立

奨学金の種類

月額

専修・各種学校

一律

50,000 円
（貸与 30,000 円）
（給付 20,000 円）

70,000 円
（貸与 40,000 円）
（給付 30,000 円）

大学院

一律

一般

70,000 円
（貸与 40,000 円）
（給付 30,000 円）

120,000 円
（貸与 80,000 円）
（給付 40,000 円）

私立高校

300,000 円（貸与）

特別

80,000 円
（貸与 50,000 円）
（給付 30,000 円）

入学一時金

私立大学

400,000 円（貸与）

一律

400,000 円（貸与）

高校・高専

大学・短大

進学仕度一時金

あしなが心塾（東京都日野市）で行った大学奨学生在学
採用試験で玉井会長の話を聞く出席者（２０１９年６月）
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私もあしながさんのように、人を救える人になりたい
あしなが育英会に提出される奨学金の申請書には遺

全奨学生が毎年度末に育英会に提出するアンケート

児の保護者の方の切実な訴えがあふれており、奨学金

と作文の「生活状況報告書」からは、充実した学校生

を受けている高校生・大学生たちがあしながさんに向

活のようすがうかがえます。その一部をご紹介します。

けて書くお礼状には感謝の心がこもっています。

申請書から

熊本県

4 人の子どものおかあさん

あしながさんへの年賀状

生活状況報告書から
いつも私達を見守ってくださってありがとうござい

とても救われました。そして、人との関わりの楽しさ

ます。私は、中学 3 年生の時に母を亡くし、高校入学

を思い出すことができました。おかげで、今は、学校

の時からあしながさんのお世話になっています。人に

生活を楽しむことができ、これから大学受験への勉強

頼ることが苦手な私は、同じ経験のない友人にうまく

を頑張っていこうと思っています。こんなに前向きに

自分の感情を伝えられず、1 人で抱え込んでいました。

なれたのは、あしながさんがかけがえのない友人と出

必死に 1 日を過ごし、家に帰るとずっと泣いていまし

会わせてくれたおかげです。本当に感謝しています。

た。でも、高校一年生の夏、初めてつどいに参加して、

将来、私もあしながさんのように人を救えるような人

私は変わることができました。同じ経験を持つどうし

になれるよう頑張ります。

が分かり合えること、支え合えることがあって、私は

松永里奈さん（高 3・佐賀県）
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教育事業
つどい

遺児の未来を拓くサマーキャンプ
毎年夏に行われるあしなが育英会奨学生のためのサ
マーキャンプ「つどい」。高校生向けに全国８か所で開
催する「高校奨学生のつどい」と、大学・短大・専門

参加した学生の声
私も頑張ろう

学校１年生向けに山梨県で開催する「大学・専修各種

班のみんなと最後に話した時に、それぞれつらい思

学校奨学生のつどい（西湖のつどい）」があります。参

いをしたみんなの顔に、泣いていたけれど強くなろう

加者は班に入り、リーダーやシニアと呼ばれる先輩た

とする意志が見えた気がして「私も頑張ろう」と思えた。

ちのサポートを受けながら様々なプログラムに取り組

人見知りだった私がこんなにも変われるのかと驚いた。

みます。各班にはアフリカ 100 年構想生や海外インタ

つどいで出会った人々に出会えて本当に良かった。

ーン生らも加わり、各国の文化紹介や英語での交流な



どを通して学生たちの視野を広げています。

（兵庫県・高校生・女子）

ゲームを楽しむ大学奨学生ら（西湖のつどい）

下級生に感動を伝えたい
自分の他にも全国にこんなにもたくさん似た境遇で
がんばっている人がいるんだと気づけました。これま
で母がいないことを引け目に感じて、周りとなるべく
変わらないように振る舞おうと必死だったけど、「私は
大切な人を失っているからこそ他の人にわからないこ
とがわかるんだ」と思えるようになりました。いつか
は自分が下級生にこの感動を伝えられるようにがんば
りたいと思います。

（愛知県・大学生・女子）

西湖のつどいに集まった大学・専門学校奨学生とインターン生ら（2019 年 9 月）
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海外留学研修

異文化とぶつかり、リーダーシップを磨く
あしなが育英会は専門学校、短大、4 年制大学で学

この研修に参加した学生が帰国後、海外で得た知識

ぶ奨学生を対象に短期、長期（1 年間）の様々な海外留

や経験を活かし、募金やつどいなどのあしなが活動を

学研修制度を設けています。一人でも多くの学生がこ

牽引するリーダーとなることを期待しています。

の制度を利用して、異国の地で『国際性』
『広い視野』
を養いながら自分を見つめなおす機会が得られるよう、
研修支援費を支給して学生をサポートしています。
2019 年度は 8 か国 11 都市で 39 人の学生が 1 年間、
語学留学、インターン、ボランティアなどの研修活動
を行いました。
2020 年度はこれまでの派遣国（中国、台湾、ベト
ナム、フィリピン、インドネシア、トルコ、ウガンダ、
セネガル）に新たにイタリアとルワンダを加え、10 か
国 13 都市へ 30 人程度の学生を派遣する予定です。

フィリピン研修に参加した工藤花さん（右から２人目）

セネガル海外留学研修生レポート

感謝を込めて仕上げた振袖

（信州大学）

や ま だ

ひ

か

り

山 田 光 花 莉 さん

帰国直前、残り 1 週間である。 全ての活動が終

ができた。わたしはここからさらに成長する。ここ

わりに向けて準備を進める。旅の中で一番心動かさ

から舞う。そのための舞台ができたように思った。

れたあの場所にもう一度、と訪れたり、お世話に

そしてこの研修の集大成、「振袖」が見事完成し

なった大好きな人たちにさよならのあいさつをした

た。日本の成人式には間に合わなかったが、今月末

り、帰国手続きを済ませたり。先日はこの 1 年を振

にあったあしながセネガルでの最終報告の際に着付

り返るワークショップが行われた。

けた。髪型や髪飾り、衿から帯まで外から見えるパ

ワークショップでは、1 年間を通

ーツは全てセネガルで準備したもの

して、内面、技術面でセネガルに来

で仕上げた。そしてそれぞれにこの

る前後でどう変化したかを考えた。

1 年の研究成果やお世話になった人

いざ思い出して比べてみるとだいぶ

たちの想いを込めた。この振袖製作、

変わることができたように思う。変

また最終報告を通して本当にたくさ

わるというよりも知らなかった自分

んの人に支えられてここまでやって

に気づき、それを受け入れられたと

これたんだなと実感した。

いう方が近いだろうか。月毎、1 年、

いろんな人のおかげで、たくさん

将来と視野を広げていきながら振り

の「ありがとう」を込めた唯一無二

返った結果、自分の弱さに気づき、

の作品ができた。今まで支え、応援

プライドの強さを自覚し、好きなこ

してくださった方々、本当にありが

とを見つけ、行動するための原動力

とうございました。
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学生寮（心塾・こころじゅく）

「暖い心、広い視野、行動力、国際性」を育む

あしなが心塾（東京都日野市）で恒例の書き初め

東京と神戸にある大学奨学生のための学生寮「心塾」
では、
「暖い心」
「広い視野」「行動力」「国際性」を兼

心塾では、限りある時間をどのように活かすかを自

ね備えた人材の育成をめざしています。寮費は朝晩の

らで考え、議論して自他の管理を学ぶ「自治」を推進

食事と光熱費をふくめて 1 か月１万円で、仕送りの望

しています。主な役割には、塾生の代表者として運営

めない地方の学生でも、首都圏や関西圏の大学に進学

を取り仕切る執行部と、それぞれの業務を分担して日々

できる環境が整っています。また、学生の自主性や成

の生活の改善や学びの強化を図る各種委員会がありま

長を促すため、季節ごとの行事や各種講座も独自に行

す。全塾生が何かしらの役割を担うことで、塾の運営

っています。

に責任を持ち、小さくとも組織を動かすという経験を

2020 年２月現在、東京の「あしなが心塾」には 75
名（うち海外からの留学生 13 名）、神戸の「虹の心塾」
には 28 名（うち留学生 11 名）が在籍しており、国
際色豊かな環境で、互いに切磋琢磨しながら共同生活
を送っています。
神戸市東灘区の「だんじり祭

り」で笑顔をみせる虹の心塾

生（ ２ ０ １ ９ 年 ５ 月 ）。 心 塾

は地域の行事にも積極的に参

加している
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自治

積んでいます。

講座
社会に出る上での基礎的な能力と、分野にとらわれ
ない広い知見を養うための独自講座を用意しています。
社会で活躍する様々な職業の方をお呼びし、職業観、
人生観を伝えていただくことで、広い視野を身に着け
ることを目指す「心塾講座」、本と対話する習慣を身に
付け、加えて自身の考えを文章で表現することを訓練
する「読書感想文講座」、プロの講師や国外のインター
ン生による「英会話教室」などがあります。

2019年 活動報告

地域交流会
あしなが心塾では、交流委員会に所属する塾生たち
が、100 人以上の地元住民の方々を招待する「地域交
流会」を開催しています。資金集めから企画・実行ま
でを塾生が担い、色々な方に本会の活動を知っていた
だき、交流を深めています。学生自身のアイデアを自
分たちの力とチームワークで形にするという機会その
ものが、社会に出る際に活かせる貴重な経験となって
います。
あしなが心塾での地域交流会（2019 年 12 月）

今年度卒業生の声

あしながさんのお手紙に励まされ


神戸・虹の心塾

塾生長

と み く ぼ

か ず ま

富窪 一真

さん

「海外から来て日本で働く方々に、介護の素晴らしさ
を伝えられる人になりたいんです」
神戸虹の心塾『談話室』。多くの塾生と国籍を越えて
笑い、泣き、そしてぶつかり合ったこの場所で、富窪
一真さんは目を輝かせながら将来への抱負を語ります。
一真さんが物心つく頃には、肺気腫のために酸素ボ
ンベを付けて生活していた父。闘病の末、一真さんが
小学 3 年生の時に他界してからは、同級生が父親と触
れ合う姿を目にするたびに、自らにないものを痛感さ
せられる毎日でした。そんな小学 6 年生の冬、神戸レ
インボーハウスにて開催されたクリスマスのつどいが、
あしながとの出会いになりました。
「全力で寂しい心を埋めてくれる人たちを前にして、

虹の心塾談話室で塾生仲間と語り合う一真さん（中央）

ける企業からの内定も勝ち取り、社会に一歩踏み出す

気づいたら、それまで母にも話したことがないような

ための最後の準備となる年。そんな大切な時間を後輩

悩みを打ち明けていました」

のために使おうと決意した一真さんの原動力となった

高校 1 年生で参加した高校奨学生のつどいでは、先
頭に立って全体を指揮する大学生に憧れ、経済的にあ

のは、人生の節目に現れた先輩たちの姿と、陰ながら
支えてくださったあしながさんへの感謝でした。

きらめていた大学進学を意識するように。どの分野に

「あしながさんからのお手紙には、いつも励まされて

進むか悩んでいたときも、あしながの先輩の「とにか

いました。機会があれば、日々充実しているこの喜び

く自分のやりたいことを曲げずに、続けて欲しい」と

をお伝えしたいです」

いう言葉に後押しされ、ずっと興味を抱いていた福祉
の道を選択しました。
大学生活では、勉強以外にも心のケアプログラム、

多くの方に支えられて成長してきた一真さん。次は
彼が誰かを支える側となり、小さくても確かな恩送り
の連鎖を作り上げようとしています。

心塾の行事やカリキュラム、学生運動でのリーダーな

「社会に出たら、心塾で学んだ異文化理解と、実地を

ど、多くのことを経験。2019 年の年初には、虹の心

通して学んだ介護の知識をつなげたい。これは僕にし

塾の塾生長に立候補しました。すでに福祉事業を手が

かできない志です」
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心のケア

あしながさんに感謝

幸せになります

あしなが育英会は、遺児のための心のケア施設「レ

あれから 25 年が経ち、大人になった震災遺児たち

インボーハウス」を国内 5 か所にもち、子どもたちの

は次の世代に支援の輪を広げるとともに、それぞれの

悲しみに寄り添い、成長を見守る活動を行っています。

道を歩み出しています。

この取り組みのきっかけになったのは、573 人の子ど
もが親を亡くした阪神淡路大震災でした。

父が遺した阪神キャップをかぶって星野監督
と記念撮影をする汀さん（当時小学 5 年）
。
この年、阪神タイガースはヘルメットに「あ
しなが育英会」のステッカーを貼り支援して
いただいた（02 年 4 月、阪神甲子園球場）

25 年の長きに及ぶ、皆さまの温かいご支援とご協力
に心より感謝申し上げます。

し ば た

お じ ま

みぎわ

柴 田（ 旧 姓 小 島 ） 汀 さん（28）
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25 年前、３歳のとき阪神淡路大震災に遭い、父を亡

高校では防災を学び、海外の災害支援にも参加。イ

くした汀（みぎわ）さん。自らも家屋の下敷きになり、

ンド洋大津波（2004）や中国の四川大地震（2008）

しばらく閉所・暗所恐怖症に悩まされました。

の被災地を訪れ、現地の遺児たちと交流しました。大

1999 年に神戸レインボーハウスが完成し、そこは

学 1 年生のときには東日本大震災が起こり、宮城県石

汀さんの第２の家になりました。学校帰りに毎日通い、

巻市で半年間ボランティアに携わったことも。マスコ

遺児の仲間とボランティアに心を開いて、遊びやおし

ミからの多数の取材に悩んだ時期もありましたが、
「当

ゃべりに熱中。学校では口に出せなかった気持ちも、

事者が語らないと震災が風化してしまう」と感じ、震

レインボーハウスでは話すことができたそうです。

災にまつわる活動に向き合い続けてきました。

2002 年、阪神タイガースが震災遺児たちを甲子園

2019 年末、生涯のパートナー・和也さんと結婚式

球場に招待したとき、小学 5 年生だった汀さんは、父

を挙げた汀さん。駆けつけた大勢のあしながの仲間を

の遺品のタイガースキャップをかぶって記念撮影にお

見て、新郎は「本当の家族のようだ」と驚いたといい

さまりました。星野仙一監督（当時）の「僕も父親が

ます。式の終わりに読んだ亡き父にあてた手紙には、

いなかった。夢を持って前に進もう」という言葉に感

こんな言葉が記されていました。「この人たちとの出会

激した汀さんは、積極的に活動するようになりました。

いは、お父さんのくれたプレゼントです」。

2019年 活動報告

阪神淡路大震災から 25 年

阪神淡路大震災から 25 年。それは、多くの方々の想いを
つないだ 25 年でした。

1995 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分。マグニチュード 7.3
の直下型地震が阪神淡路地区を襲い、6,434 人の尊い命を奪
いました。
「私たちに何ができるのか」。新聞の死亡記事をも
とに遺児学生やボランティアが遺児探しを行い、337 世帯

震災遺児支援のあゆみ
阪神淡路大震災の遺児調査

「想いをつなぐ 25 年」
～神戸から東北、世界の遺児支援へ～

573 人の震災遺児を確認しました。彼らからは「自分をかば
悲痛な声も聞こえてきました。
父親と妹を亡くし、9 時間生き埋めになっていた小４のか
っちゃんは、海水浴のつどいで「黒い虹」を描きました。傷
ついた子どもたちの心を癒し、
「将来は七色の虹が描けるよう
に」との想いに世界中からご支援が集まり、4 年後に神戸レ

「黒い虹」の衝撃

って親が死んだ」「私も早く死んで親の元へ行きたい」という

住宅地図を頼りに神戸で震災遺児を捜
し歩く中、街の惨状に立ちすくむ遺児
学生たち（95 年 2 月）

その年の夏、2 度目の震災遺児のつど
いで父と妹を亡くした 10 歳の男児が
描いた「黒い虹」
（95 年 8 月 8 ～ 10 日）

インボーハウスが建ちました。安全な場所と安心できる人の
ファシリテーター（ボランティア）や遺児家庭同士の関わり
を通して、震災遺児たちは「ひとりじゃない」と感じ「相手
のことも自分のことも」考えられるようになります。
2006 年には東京都日野市に「あしながレインボーハウス」
が建ち、日本全国の病気・災害・自死遺児支援が始まりました。

ケアプログラム実施

中で、ありのままの気持ちを表現できるレインボーハウス。

2011 年の東日本大震災では、2,083 人の津波遺児に一時金
中からのご支援によって、震災から 3 年後には陸前高田・石
巻・仙台にレインボーハウスを建てることができました。そ
の間、成長した神戸の震災遺児たちは津波遺児のサポートに
尽力。神戸から全国に広がっていった「心のケア」のノウハ
ウは、台湾・トルコ・コロンビア・インドネシア・四川・ハ
イチの震災遺児、9.11 ニューヨーク・アフガニスタンなどの
紛争遺児支援にもつながっていきました。現在もウガンダの

神戸レインボーハウス建設

を給付しました。神戸レインボーハウス建設時と同様、世界

エイズ遺児、スリランカのテロ遺児サポートへと続いていま
現在、国内 5 か所のレインボーハウスでは子どもたちが遊
び、話し、全身で自己表現しています。家族や学校のこと、
亡くなった親への想い、自分の将来、様々なことに向き合い
ながら成長しています。変わらず温かな眼差しを注いでくだ
さる支援者の皆さまと共に、子どもたちの健やかな成長をサ
ポートできるよう、これからも彼らを支えていきます。

東北の津波遺児ケア

す。

震災から４年後の 1999 年、神戸市東
灘区にレインボーハウスが完成。より
細やかな
「遺児の心のケアプログラム」
が始まった

津波は何もかもを飲み込んだ。被災現
場でぼうぜんとたたずむボランティア
の 病 気 遺 児 大 学 生（2011 年 3 月、 気
仙沼市）

2014 年 3 月、仙台レインボーハウス
完成。子どもたちが思いっきり暴れて
ストレスを発散する火山の部屋の様子
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心のケア

誰にも言えなかった気持ちを話して、泣くことができた
2016 年に当時 46 歳だった父・出（いずる）さんと死別した大
岡さんご家族。4 人のお子様がいらっしゃいます。現在、中 1 と
３女の蒔（まき）さんと、亡くなった夫の写真を手に

小 4 の兄妹とお母様・理絵さんがあしながレインボーハウスのプ
ログラムに参加。上のお姉さん 2 人は高校生と大学生で、本会の
奨学金を利用しています。
ご主人との死別から 3 か月後、知人の紹介でレインボーハウス
の存在を知ったという理絵さん。初参加した全国小中学生遺児のつ
どいから帰宅した夜、当時小学 5 年生の長男・祝（とき）くんが「お
母さん、申し込みしてくれてありがとう。誰にも言えなかった僕の
気持ちを話すことができて、泣くことができたよ。泣いて本当にす
っきりしたんだ」と話してくれたそうです。同じ境遇の人との出会
いや悲しみを共有できることが心の支えとなり、その後も、定期的
につどいやワンデイプログラムに参加しています。
大学奨学生の長女とともに、祝くんと 3 女の蒔（まき）さんは、
2019 年秋の第 99 回あしなが学生募金にボランティアとして参加
しました。ふたりは、父親を亡くした自身の経験を言葉にし、街頭
で訴えました。

お お お か

大岡さんご家族にとって、あしながレインボーハウスはとても大

り

え

大 岡 理 絵 さん（46）

きな存在となっています。

レインボーハウスのプログラム
2019 年も神戸・日野（東京）
・東北（仙台、石巻、陸
前高田）の 5 か所で合計 129 回の心のケアプログラ
ムを開催し、延べ 1,133 人の子どもと、543 人の保
護者が参加しました。七夕や海水浴、クリスマスなど
季節の行事も大切に、子どもたちと過ごしています。
各地のレインボーハウスを卒業した子どもが成長し、
ファシリテーターとして帰ってきてくれることも増え、
現在の活動を支えてくれています。

子どもたちからのメッセージ（石巻）

10

全国小中学生遺児のつどい（日野）

クリスマスワンデイプログラム（日野）

2019年 活動報告

次男を亡くされ…

ボランティア活動
よ し の

け い こ

吉 野 圭 子 さん（58）
20 年来のあしなが

もともと人が好きで、困っている人を見ると声をか

さんであり、現在はフ

けずにいられない性格の吉野さん。家族から「母ちゃ

ァシリテーター（親を

んはおせっかいだなあ」と言われつつ、
「人を助けると、

亡くした子どもたちに

そのぶん自分に返ってくる」と信じ、自分にできる行

寄り添うボランティア

動を続けていらっしゃいます。

スタッフ）としても活

2019 年には本会のファシリテーター養成講座を受

躍されている吉野さん

講。9 月に初めて〈全国小中学生遺児のつどい〉に参

は、1999 年に、当時

加し、安心・安全な環境でのびのび遊ぶ子どもたちと、

15 歳だった息子さん

それを見守るファシリテーターたちの姿を見て、百聞

を亡くされています。体育の持久走中に倒れてそのま
ま意識が戻らず、いつものように「いってらっしゃい」
と送り出したのが最後の会話になりました。
お葬式には全校生徒 1,000 名以上が参列し、弔辞も

は一見に如かずだと実感なさったそうです。
「自分も大事、相手も大事」というレインボーハウス
の信条は、吉野さんの人生にも通じます。
「子どもを失い、つらい思いもたくさんしたけれど、

同級生が読んでくれました。「たくさんの生徒さんが一

仕事仲間や友人、家族に支えられて、周りの人と一緒

緒に悲しんでくれたのが本当にありがたくて。息子は

に哀しみを消化していけた。半世紀以上生きていると、

もう姿は見えないけど、彼らと一緒に成長していくん

色々な人に助けられ、色々な人を助けてきている。自

だろうなと思いました」。この出来事がきっかけで、
「将

助と共助ですね」

来のある子どもたちの力になりたい」という気持ちが
めばえ、あしながさんになることを決意されました。

にじカフェ
東日本大震災から 8 年が経ち、大学生や社会人へと
成長した遺児も少なくありません。

吉野さんのような方々のご支援とご協力が、心のケ
ア活動を後押ししてくださっています。

あしながの心のケアが、スリランカに
2019 年 10 月、 本 会
の職員有志６人が、４月

東北レインボーハウスでは 18 歳以上の震災遺児が

21 日 に ス リ ラ ン カ 国 内

集う「にじカフェ」を 4 回開催しました。にじカフェ

８か所で起きたテロによ

では同世代同士の交流、料理、ヨガなど参加者の「し

って傷ついた子どもたち

てみたい！」ことの実現の他、自分自身に焦点をあて

をいやすための「ファシ

振り返る「おはなしのじかん」を大切にしています。

リテーター養成講座」お

2019 年は「これから、どうする？」をテーマに、
将来のビジョンを描くワークや、「誕生から現在までの

よび心のケアプログラム
を現地で行いました。

人生を振り返るなかで得

呼びかけたのはスリランカ出身のチャンディマ・ラ

たもの、失ったもの」「こ

クマリー職員（写真）。スマトラ沖地震による津波で父

れからの人生を心地よく

を亡くした彼女は、あしながの心のケアを故郷の子ど

するために必要だと思う

もたちに届けるべく、スリランカテロ遺児心のケア支

モノ・コト・ヒト」等に

援チームを結成しました。プログラムは大盛況で、交

ついて話をしました。

流はさらに発展しています。
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アフリカ遺児高等教育支援 100 年構想

第 1 期生が卒業

日本とアフリカの架け橋に
卒業生紹介
アフリカ各国から選抜され、世界の大学へと進学し
たアフリカ遺児高等教育支援 100 年構想（以下 100
年構想）第 1 期生 8 人が、ついに大学を卒業しました。
そのうちの一人がヒラリーさん。同志社大学で国際経
済について学びながら、募金やつどいなどのあしなが
運動にも積極的に参加してきました。
卒業後は、仙台市にあるエネルギー関連会社・株式
会社 ARCA（アルカ）に就職。現在の部署では、太陽
光発電システムや関連部品をアフリカに展開する仕事
を担当しています。市場のニーズを理解し、日本とア
フリカをどのようにつなぐことができるかを考えなが
ら、日々の業務に打ちこんでいます。「100 年構想生
として過ごした学生時代の知識や経験が、現在の仕事

100 年構想第 1 期卒業生

ヒラリー・オゲンド さん （ケニア出身）
アフリカ遺児高等教育支援 100 年構想

可能性の大陸

にとても役に立っています。応援してくださったすべ
ての方たちに、心からの感謝を伝えたいです」
。日本と
アフリカの架け橋となるべく、第一歩を踏み出した彼
の活躍に期待が集まっています。

次世代リーダーを育成

「アフリカ遺児高等教育支援 100 年構想」とは、サ
ブサハラ（サハラ砂漠より南に位置する）アフリカ 49
か国から毎年優秀だが進学が困難な状況にある遺児学
生を選抜し、世界の大学に進学する機会を提供、アフ

奨学金に応募・選抜

アフリカに戻り
発展に貢献

リカの次世代リーダーを育成しようというプロジェク
トです。
各国から選抜された優秀な学生は「100 年構想候補
生」として、母国が英語圏とポルトガル語圏の場合は
ウガンダ、フランス語圏の場合はセネガルにある「あ
しなが心塾」での勉強合宿・渡航前合宿に参加、約 8
か月にわたる準備期間を経て、世界トップクラスの大
学に進学し、正式な 100 年構想生となります。
大学進学後は学業に励むかたわら、つどいや日本で
行われるあしなが学生募金、アフリカ域内でのインタ

ウガンダ・セネガル
勉強合宿と渡航前合宿

卒業
大学院進学・就職・起業

学業
つどい・学生募金
心塾
インターンシップ
大学進学

ーンシップなど様々なリーダー育成プログラムを経験
することで「志」を育みます。
卒業後にはアフリカに戻り、習得した知識や経験を
活かしてアフリカの発展に寄与することが求められて
12

います。多くの方々の支えにより受けた教育を社会に
還元する「あしながスピリット」を持った人材を育成
しています。

2019年 活動報告

ウガンダ・セネガルでの勉強合宿
2019 年 7 月から 12 月まで、あしながウガンダ心

くさんの課題を乗り越え、大きく成長した候補生たち

塾で 100 年構想の候補生たちが参加する「勉強合宿」

は、次に 2 か月間の渡航前準備合宿に参加します。渡

が行われました。

航前準備合宿では、留学ビザの申請、渡航先の国の文

勉強合宿の第一の目的は、大学進学に必要な各種試

化や社会情勢の学習など、より実践的なカリキュラム

験の受験知識をつけ、基礎的な学力を向上させること

に取り組みます。

です。
ふるさとに貢献するための学び

第二の目的は、将来彼らがアフリカのリーダーとな
るために、チームワークや実践力を育むことです。そ
の特別プログラムとして今回は地元の地域コミュニテ
ィを発展させるための校外学習を実施しました。異な
る文化的背景を持った候補生同士が協力して問題解決
にあたり、自他への理解を深める有意義な場になりま
した。
5 か月間の合宿を経て学業においても人間的にもた

2019 年度 100 年構想候補生採用実績
2019 年度は、サブサハラアフリカ地域中 26 か国

2019 年度採用の候補生 22 人は、あしながウガン

から 22 人を候補生として採用しました。なお 2014

ダ心塾での勉強合宿を終え、現在 2020 年の大学入学

年からの累計で、44 か国 180 人の候補生が実際に大

を目指して受験中です。目指す進学先は、日本 9 人、

学に合格しました。加えて 100 年構想の枠外でも、ウ

北米 5 人、英国 2 人、欧州 2 人、ブラジル 4 人です。

ガンダなどアフリカ地域出身の 11 人が、あしなが育

※ 2019 年度の候補生募集は英語圏とポルトガル語圏のみ実施

英会の支援で日本の大学に在学しています。
■ 現在在籍している 100 年構想生数（地域別）
日本
45

欧州
（英以外）
33

■ 日本国内のアフリカ出身奨学生数

英国

北米

ブラジル

他

27

22

10

4

※ 100 年構想枠外の 11 人を含む
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アフリカ遺児高等教育支援 100 年構想
アフリカの持続的発展のアイディアコンテスト

本会奨学生が最高賞

アフリカの持続的発展のアイディアを競う「イノ
早稲田大学でプレゼンテーションを行うマセルカさん

ベーションアワード」（TICAD ７パートナー事業）
が 2019 年 8 月 26 日、早稲田大学で行われ、100
年構想生のエマニュエル・マセルカさん（国際教養
大学 1 年）のプレゼンテーションが最優秀賞に輝き
ました。
このコンテストはあしなが育英会とアフリカ開発
協会（AFRECO）の共催で、エマニュエルさんのプ
レゼンテーションのタイトルは「ＧＯＭＩエコノミ
ー」。祖国ウガンダの首都カンパラで暮らす市民の
ゴミの分別意識を高め、清潔なまちづくりを実現す
ることを目的としています。
副賞として日本気象協会賞も受賞したこのプロジ
ェクトは、2020 年にはウガンダ・ワキソ県のごみ

エマニュエル・マセルカ さん （ウガンダ出身）
3 歳で父を亡くし、母方の祖母のもとに身を寄せる。高校の学
費は母・叔父の支援と奨学金を合わせても足りず、自らが液体せ
っけんの製造販売をして得た収入で補った。

TICAD7

収集会社と協働で、100 件の家庭を対象に試験プロ
グラムを実施することになりました。さらに、これ
に参加する店舗から排出されるごみを減少させる仕
組みも日本気象協会と協同で進めていく予定です。
100 年構想生が日本で生み出したアイディアが、
祖国で動き始めます。

アフリカの開発をテーマとする国際

ブースを訪れ積極的にネットワーキン

会議 TICAD（アフリカ開発会議）の

グを行い、今後のインターンシップや

第７回会議が８月 28 日から 30 日ま

就職活動につながる貴重な経験をしま

で、パシフィコ横浜を主会場に開催さ

した。

れました。アフリカ 53 か国から 42

TICAD 会期中には、玉井会長やウ

人の首脳級が参加した本会議では、本

ガンダ出身の 100 年構想生エマニュ

会議の他にもアフリカに関係の深い

エル・マセルカさんがウガンダ共和国

様々な団体・企業等が参加し、数多く
のイベントが実施されました。あしな
が育英会もブースを出展し、政財界関

マダガスカル大統領夫人（左）
とニライナさん（右）

した。さらに、マダガスカル大統領夫
人のミアリー・ラジョエリナ氏との面

係者らに「アフリカ遺児高等教育支援

会ではマダガスカル出身の 100 年構

100 年構想」をアピール。アフリカ

想生ニライナ・ラライアリマナナさん

の遺児を母国のリーダーに育成する本

が激励の言葉をいただきました。

事業に高い関心が集まりました。

また 8 月 28 日に外務省主催で開催

TICAD 会議の会場周辺では 150 社

された公式レセプションでは、日本で

を超える企業・団体がブース出展やイ

学んでいる 100 年構想生が、民族衣

ベントを実施しており、日本国内に留

装をまとって母国の首脳の通訳として

学している 100 年構想生はこれらの
14

ヨウェリ・ムセベニ大統領と面会しま

TICAD あしながブースにて

活躍しました。

2019年 活動報告

インターンシップ

世界を感じる

世界に伝える

あしながインターンシップ・プログラムは、日本と

ガンダ、セネガルで受け入れました。日本では 12 か

ウガンダの遺児の英語力向上プログラムとして 2013

国からやってきたインターン生たちが、日本人遺児の

年に開始されました。以降、あしなが運動のグローバ

海外研修プログラムの実施支援や、翻訳、デザイン、

ルな展開に伴ってプログラムは拡大・充実。日本人遺

アフリカ遺児のキャリア支援等の分野で活躍しました。

児の国際性を育むと同時にアフリカ遺児高等教育支援

ウガンダやセネガルでは、100 年構想候補生のための

100 年構想事業の支援のため、世界中の大学から集ま

勉強合宿で大学受験指導や進路相談等を支援し、結果、

ったインターン生たちが活躍しています。

候補生の留学試験に必要な点数の改善に大きく貢献し

2019 年は、世界各国から 800 人を超える応募があ

ました。

り、47 か国から 100 人近いインターン生を日本、ウ

◆
そして今年で６年目を迎えたあしながインターンシ
ップ・プログラムは、2019 年 4 月にイギリスの名門
オックスフォード大学の『Oxford University Gold
Standard Internship Host Award』を受賞しました。
オックスフォード大学のインターンシップオフィス長
であるフィオナ・ホワイトハウス博士に、次のような
コメントを寄せていただきました。
「あしなが育英会に派遣されたインターン生は、日本
やアフリカの学生たちとの密接な関わりあいの中から
多くのことを学び、価値ある体験を得ています」

賢人達人会（100 年構想の応援団）

モデルの映画２本、大きな反響
2019 年、本会の賢人達人の方をモデルにした映画
が 2 本公開され大きな反響をよびました。
1 つ目は『風をつかまえた少年』
。ウィリアム・カム
クワンバ氏の実体験を元にした同名のノンフィクショ
ンが原作です。学費が払えず、学校に通うことができ
なかった当時 14 歳のカムクワンバ少年が図書館で 1

本会を訪れたカムクワンバご夫妻（2019 年 7 月）

冊の本を読み、廃品を利用して独力で風力発電用の風

歌手になる夢を捨てきれずに活動を継続していたとこ

車を製作するまでを描いた映画です。

ろを見いだされてデビューを果たします。日本でも有

2 つ目は
『アンドレア・ ボチェッリ 奇跡のテノール』。
世界最高峰のテノール歌手であるボチェッリ氏が、自
らの半生をつづった自伝的小説が元になっています。

名な『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』は彼のために
作られた楽曲です。
どちらも「逆境に負けず、自分の志を貫いて夢を掴む」

ボチェッリ氏は 12 歳のときにサッカーボールを頭に

というストーリーで、あしなが奨学生と 100 年構想生

受け、脳内出血を起こしたことで先天性緑内障が悪化

にとっても励みになる作品。試写会に参加した学生は、

して失明。その後、苦学して弁護士となりましたが、

「努力し続ける姿に勇気をもらった」と語っていました。
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Activity Report
一般財団法人化
3 月 23 日に開催された第１回定時評議員会及び第

と日本の遺児の大学進学促進のための「京都心塾」建

１回通常理事会において、本会は任意団体から一般財

設着工、② 2018 年度に開始した「貸与＋給付」奨学

団法人に移行することが承認されました。

金制度の継続、③奨学金に止まらない遺児サポートに

事業の大きな柱である、①「アフリカ遺児高等教育
支援 100 年構想」候補生事前教育のための「京都志塾」

ついての研究着手等の実現にはさらなる社会の信頼を
得る必要があるため、法人化に踏み切りました。

2018 年度収支報告
■ 収入の部

一般会計

（円）
4,582,065,468

奨学金貸与金

2,464,070,000

奨学金返還金収入

1,708,908,400

奨学金給付金

1,542,105,000

前期前払金等戻り収入

77,135,432

特定資産取崩収入 5 件

1,061,165,508

東日本大地震
津波特別会計

7,441,679,787

寄付金収入

447,654,959

その他収入

2,041,850

小計②

449,696,809

一般会計より繰入

483,000,000

財産運用収入
特定資産取崩収入 1 件

前期繰越収支差額

2,570,547,816

収入合計⑤

ファイトがん遺児
募金
一般寄付

虹のかけはしさん
東日本大震災遺児
支援募金
海外遺児支援

アフリカ遺児教育
支援募金
ウガンダ虹の
かけはしさん
合計

28,602
62
8,789

寄付金（円）

218,368 1,365,211,210
129

11,454,718

16,853 1,080,548,892

5,092

38,762

102,083,538

4,431

21,442

447,654,959

156

225 1,953,073,801

2,671

5,241

134,241,828

439

736

4,422,626

50,242

301,756 5,098,691,572

※寄付金収入には、あしなが学生募金（96 回 ･97 回）からのあしながさん奨学金
108,248,731 円、アフリカ遺児教育支援募金 108,248,729 円が含まれる
※収入内訳には現金化されていない土地の遺贈などの寄付額を含む
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東日本大地震
津波特別会計

法人会計

寄付者数（人） 寄付件数（件）

63,443,897
1,168,264,853

10,983,008,949

■ 寄付口収入内訳

451,667,259

海外遺児支援事業費

521,084,537
8,412,461,133

教育事業費

137,886,533

911,603

当期収入合計④
※①＋②＋③

154,870,308

広報・調査研究事業費

36,010,825

小計③

あしながさん

一般会計

7,000,000

奨学 ･ 返還事業費
心のケア事業費

1,162,109

その他収入

寄付口

九州北部豪雨、北海道
地震支援特別一時金

12,404,979

小計①

当期収入合計

（円）

寄付金収入

その他収入

法人会計

■ 支出の部

当期支出合計 ⑨

募金事業費

200,107,940

法人会計への繰入

483,000,000

経費前払金等

28,309,541

本部移転敷金等

54,464,760

その他

133,322,594

小計⑥

6,888,512,685

東日本大地震津波
遺児支援事業費

147,251,584

東日本大震災遺児
支援積立金へ繰入

1,812,572

小計⑦

149,064,156

管理費等

446,335,877

小計⑧

446,335,877

当期収支差額

※⑥ + ⑦ + ⑧

次期繰越収支差額

※④−⑨
※⑤−⑨

7,483,912,718
928,548,415
3,499,096,231

■ 年度別奨学金返還状況
年度

返還回収額

返還率

2015 年度

15.8 億円

92.9%

2016 年度

16.1 億円

93.0%

2017 年度

16.9 億円

91.3%

2018 年度

17.0 億円

90.9%

2019 年度

17.8 億円

93.1%

※ 2019 年度は見込額

2019年 活動報告

役員・評議員
会長

評議員

〇 玉井

義臣

あしなが運動創始者

副会長
〇 堀田

石原

孝代＊ 看護師、社会福祉士、介護支援専門員

江利川

力

公益財団法人さわやか福祉財団会長

樋口

恵子

NPO 法人高齢社会をよくする女性の会理事長

村田

治＊

関西学院大学学長、中央教育審議会委員

青野
天野

宗光 株式会社ジャルパック代表取締役社長

〇 緒方

洪章

緒方家洪庵会会長

奥村

幹夫

Sompo International Holdings,Ltd.CEO

〇 小倉

良弘

弁護士

史寛＊ ソフトバンク株式会社専務執行役員兼 CHRO 兼 CCO

小澤

俊朗

国際大学客員教授、元在南アフリカ大使

聡美＊ あしなが画家、イラストレーター

加藤

朋江

福岡女子短期大学子ども学科准教授

菅原

直志＊ 東京都議会議員

〇 藤村

修

元内閣官房長官

松本

紘

理化学研究所理事長

理事

〇 副田

あけみ 関東学院大学社会学部教授

武田

千香

東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授

岡㟢

祐吉＊ 一般財団法人あしなが育英会事務局長

堂道

秀明

元駐インド特命全権大使

鎌田

薫

早稲田大学名誉教授

富永

典子

日仏経済交流委員会代表

川村  岩＊

キッコーマン株式会社執行役員

長島

工藤

一般財団法人あしなが育英会会長補佐

堀

小林  雅之

桜美林大学総合研究機構教授

リチャード Ｈ カシンスキー

佐藤  大吾

一般財団法人ジャパンギビング代表理事

須田  洋平

弁護士、米国ワシントン州弁護士

名誉顧問

関

一般財団法人あしなが育英会アフリカ事業部長

岡嶋

信治

交通事故遺児を励ます会会長

副田

義也

筑波大学名誉教授

長彦

亨江＊

田中

健一郎 弁護士

認定 NPO 法人 Malaria No More Japan 理事

美紀
正二

大阪国際がんセンター名誉総長
東京都立広尾病院救命救急センター医師

土屋  恵一郎

明治大学学長

常任顧問

仲谷

善雄

学校法人立命館総長、立命館大学長

金木

正夫＊ 米国ハーバード大学医学部准教授

松田

悠介

株式会社 Crimson Education Japan 代表取締役社長

上村

宗弘＊ 国立国際医療研究センター国府台病院医師

山口

佳三

北海道大学名誉教授

櫻井

芳雄

あしなが学生募金提唱者

大阪大学名誉教授

高橋

重範

元あしなが学生募金事務局長

早瀬

昇

認定特定非営利活動法人日本 NPO センター理事

国際環境経済研究所理事長、あしなが育英会

藤田

順三

前外務省特命全権大使

初代会長武田豊氏（元新日本製鉄社長）
元秘書

藤村

正之

上智大学総合人間科学部教授

神戸大学経済経営研究所教授

山北

洋二

元あしなが育英会監事

吉田

和彦

元あしなが育英会事務局長

大和谷

厚

監事
〇 小谷

勝彦

濱口

伸明

日髙

清司＊ 弁護士

（五十音順）

■ ご寄付・郵便振替口座一覧
① 00140-1-541731

あしなが育英会

活動全般に対する寄付口座
② 00180-0-15595

あしながさん奨学金係

奨学資金（あしながさん専用口座）
③ 00140-6-98241

虹のかけはし会員

神戸虹の心塾レインボーハウス運営維持資金
東京あしなが心塾レインボーハウス運営維持資金
④ 00130-7-776732 あしなが東日本大震災遺児支援募金
東日本大震災遺児を支援する全般的なご寄付
⑤ 00150-3-734125 あしながアフリカ遺児教育支援
アフリカ遺児を世界中の大学に進学させるなど「100 年構想」資金
⑥ 00120-0-568630

ウガンダ虹のかけはし会員

ウガンダレインボーハウス運営維持資金
※クレジットカード、コンビニエンスストアからもご送金いただけます。
詳しくはウェブサイト www.ashinaga.org、またはあしなが育英会寄付課まで

〇印の役員、評議員は設立時役員、評議員であることを表す
＊印の役員、評議員等は元遺児奨学生であることを表す

2019 年の主な出来事
◦５月 11・12・18・19 日
◦８月９～ 21 日

第 98 回あしなが学生募金

高校奨学生のつどい（全国８会場）

◦８月 23 日 「京都志塾・心塾」の開設予定地である公立小学

校跡地の活用に関して、京都市と本会が基本協定を結ぶ
◦８月 28 ～ 30 日

第７回アフリカ開発会議（TICAD、於横浜）

に協力 NPO として参加
◦９月１～５日

大学・専門学校奨学生のつどい

◦ 10 月 19・20・26・27 日
◦ 12 月１日

第 99 回あしなが学生募金

阪神大震災 25 年シンポジウム「遺児たちの歩み

～地域の寄り添いと共に」
◦ 12 月 24 日

京都向島５学区・京都市・本会の三者間で、「京

都志塾・心塾」についての覚書が交わされる

17

Activity Report
学生募金
「あしなが学生募金」は、あしなが育英会の遺児奨学

交通遺児（親が障がいを持つ子どもたちも含む）支

生を中心とした学生団体による「遺児の進学支援のた

援から始まったこの運動は、時代と共に支援の輪を災

めの募金運動」です。毎年春と秋に 4 日間ずつ全国約

害遺児、病気遺児、自死遺児へと広げ、現在ではアフ

200 か所で実施し、毎回のべ 1 万人のボランティアス

リカのサブサハラ 49 か国の遺児たちも支援していま

タッフの方々の協力を得て、街頭の方々に呼びかけを

す。これまでに約 11 万人の遺児が進学を果たし、後

行っています。

輩へとバトンをつなげています。

事務局長の声

国境を越え、教育を届けたい
中央大学 3 年
第 98 回、99 回 あしなが学生募金事務局長
私は小学校５年生の時にガンで父を亡くしました。

ふ

え

祖 父江 なつみ さん
た人々は、外国人である私を

最愛の父の死というものは私にとって言葉では表現で

受けいれ、歓迎し、別れの際

きない、辛い出来事でした。父の闘病生活、父と最後

には私の家族のことまで気遣

に交わした言葉、病院のにおい。今でも鮮明に覚えて

ってくれる、心の素敵な方々ばかりでした。その一方

いて、ふと気が付けば涙が頬を伝ってしまうほどです。

で経済的理由で進学を諦めざるを得ない学生がいるの

あしなが育英会と出会い、私の人生は変わりました。
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そ

も現状です。

進学し、夢を追いかけタンザニアでインターンをしま

国境を越え、夢を諦める遺児を一人でも減らし、生

した。そこで「貧困」「怖い」というような負のイメー

まれた国や育った環境にかかわらず皆が平等に教育を

ジがあるアフリカに住む遺児たちが、想像以上に素晴

受けられる世界を、私たちあしなが学生募金事務局は

らしい人材であると知りました。タンザニアで出会っ

目指しています。

2019年 活動報告

2020 年春

第 100 回を迎えます

局次長の声

「想い」をつなげる学生募金
第 98 回、99 回事務局次長（関西エリア担当） 大手前大学 2 年
（第 100 回あしなが学生募金事務局長）

おかもと

れん

岡 本 蓮 さん

私は小学 4 年生で父を亡くし、高校からあしなが育

りを感じられる場です。そ

英会の奨学金を借りています。高校に入ってしばらく

の場を広げ、残していくた

は、サッカー部の練習や大会の選抜のことで頭がいっ

めに先頭に立ち、想いを伝

ぱいでした。しかし高校 2 年の夏につどいに参加し、

え、仲間と共にこの運動を

自分が本気で学びたい分野について考える機会を得て、

大きくするのが局次長の役割です。だからこそ、私は

今は一級建築士だった父と同じ道をめざして大学で建

「同じ目線で局員に寄り添う」ことを心がけていました。

築を学んでいます。

自分の理想をおしつけるだけでは、仲間と共に作りあ

今季、私は関西エリアの局次長（地区全体の代表）

げたとは言えません。エリアを動かしてくれている局

を務めました。街頭に立つ中で、印象的だった出来事

員一人ひとりはどう感じているか、何を望んでいるか

があります。姫路駅で呼びかけをしていたとき、杖を

を知り、みんなにとってより良い関西にしていきたい。

ついたおばあさんが、通りの向こうから手招きをして

そんな気持ちで、日頃から役職や学年に関係なく、気

いるのに気づきました。どうしたんだろうと近づくと、

軽に意見交換や声かけができるような環境づくりをし

おばあさんは泣いていました。「私も子どもの頃に親を

てきました。

なくして、学校へ行けなかった。だからあなたの言っ

1 年間局員たちに寄り添う中で、「関西はあったかい

ていることがよくわかる」。おばあさんはそう話し、
「足

エリアだな」とつくづく思いました。関西特有のノリ

が悪いからそっちまで行けなくて」と、私の持ってい

でちょっとふざけすぎたりもするけど、やるときはち

た募金箱にお金を入れてくれました。別の日には、自

ゃんとやる。集計や片付けのときも、みんな 8 時間街

衛官の方が「隊の仲間にも配るから」と、リーフレッ

頭に立って疲れきっているはずなのに、周りを盛り上

トを 20 枚くらいもらってくれました。
「あしなが募金

げたり、明るく言葉をかけあいながら作業しているの

のためにいつも貯めてるのよ」と言って、小銭貯金を

を見て、とてもうれしくなりました。この活動を続け

持ってきてくれた女性もいました。そういう方々の優

てこられたのは、こんなふうに頑張ってきた仲間たち

しさに触れた体験は宝物です。

がいたからなんだと実感しました。100 回に向けて全

募金活動はたくさんの人と出会い、関わり、つなが

国一丸となってがんばります！

あしなが学生募金小史
始まりは 1969 年。交通遺児作文集『天国にいる
おとうさま』に心打たれた 2 人の大学生が全都道府

生募金に 475 大学が参加しました。
71 年の第２回学生募金では、全日本学生自動車連

県を行脚し、
56 日間で 171 万円の募金を集めました。

盟が学生募金事務局を継承。74 年の第 9 回募金には

翌 70 年、
秋田大学の学生だった桜井芳雄氏の発案で、

初めて遺児大学奨学生（以下大奨生）が参加。76 年

全国 39 大学の学生が各地で一斉に街頭募金を行い

の第 12 回募金では初めて大奨生が事務局役員とな

ました。桜井氏ら秋田大生６人は、交通遺児作文集

り、83 年の第 27 回募金では事務局が学生自動車連

で重くふくらんだリュックを背負い、全国の大学を

盟から大奨生に引き継がれ、今日の遺児が中心とな

回って組織づくりを開始。同年秋には第 1 回全国学

って遺児を支援する形が確立されました。
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Topics
アフリカと日本の遺児

共生と学びの場

「京都志塾・心塾」大きく前進

門川大作京都市長（中央の着物姿）
、玉井本会会長（左隣）
、京都市向島５学区の代表、ウスビ・サコ京都精華大学学長、
アフリカと日本の本会奨学生らが参加した覚書締結式（2019 年 12 月 24 日、京都市役所で）

アフリカの遺児が祖国に貢献する志を育み、大学で

についての基本協定を締結。12 月 24 日には地元５学

学ぶための基礎教養を身につける教育・宿泊施設「京

区、京都市、本会による覚書締結式も行われ、地域を

都志塾（こころざしじゅく）」が 2021 年、京都市伏

挙げて受け入れていただくこととなりました。京都志

見区向島の元向島二の丸小学校（統廃合のため 2019

塾プロジェクトは、多文化・多世代による新たな地域

年 3 月閉校）の施設を活用して開設されることが決ま

振興モデルになることも目指しており、2019 年は、

りました。日本人遺児大学生のための「心塾（こころ

その目標に向けても大きく前進することができました。

じゅく）
」やアフリカの文化を紹介する展示スペースも
併設されます。
2019 年８月 23 日には京都市と本会が計画の大枠

京都志塾・心塾のイメージ図▶︎
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