
2017年度の 花椿基金は、
10団体を支援します

全国女性シェルターネット 全国色素性乾皮症（XP）連絡会

日本自然保護協会（NACS-J）

日本対がん協会

DV被害の根絶活動と被害女性・母子の保護、
再出発を支援

紫外線に当たることができない難病XP患者の
生活のサポート

未来の子どもたちに
イヌワシの舞う美しい日本の森を贈る

がん検診の普及による早期発見で、
がんに負けない社会を

全国女性シェルターネットは、DV※被害や性暴力被害にあった女性・母子を助
けるネットワーク組織です。4日に1人の割合で妻が夫に殺され、３日に１人の割
合で子どもが虐待死しているといわれるDV被害者の相談、シェルターへの保
護、生活再建支援など、当事者が「普通の幸せ」をつかむための支援とDV根
絶に向けた調査・研究・政策提言・啓発活動を行っています。
花椿基金は、被害者を保護するシェルターの運営と当事者の心のケア、再出
発に必要な就労支援に役立てられます。
※ ＤV（ドメスティック・バイオレンス）とは、親密な関係にあるパートナーからの
暴力のことをいいます。

全国色素性乾皮症（XP）連絡会は、紫外線の影響によるDNA損傷の
修復機能に障害があり、皮膚がんや進行性の神経障がいを伴う難病
XPの子どもを育てながら活動している「親の会（当事者の会）」です。い
まだ治療法のない患者とその家族は、日常生活での徹底した紫外線防
御と、次々にあらわれる神経症状の対応に追われながら一日一日を大切
に過ごしたいと願って生活しています。　
花椿基金は、患者の命を守る紫外線防護用品や介護用品、難病ＸＰの
啓発活動・勉強会、情報交換のために欠かせない患者の会の開催費用
に役立てられます。

日本自然保護協会は、赤ちゃんからお年寄りまでが美しく豊かな自然に囲ま
れ、笑顔で生活できる社会を目指して活動している自然保護NGOです。世
界自然遺産にも登録された小笠原や屋久島をはじめ、日本全国で自然を調
べ、守り、活かす活動を続けています。
花椿基金は、「赤谷の森」（群馬県みなかみ町）を舞台にした「赤谷プロ
ジェクト」で、荒廃してしまった森を自然あふれる豊かな森に戻す活動や、
絶滅の危機にあるイヌワシの保護活動をはじめ、生物多様性豊かな自然環
境（くらしを支える豊かな自然）を守る活動に役立てられます。

日本対がん協会は、がんの早期発見や早期治療、生活習慣の改善などに
よってがんの撲滅をめざそうと1958年に設立され、年間のべ1,100万人の検
診を実施しています。がんの正しい知識啓発やがん患者の支援、無料がん相
談、がんの基礎研究への助成、子どもたちへのがん教育など、今や日本人
の2人に1人が患うがんに負けない社会をつくる活動をしています。
花椿基金は、早期発見のためのがん検診普及活動、次の一歩を踏み出
す応援をする無料がん相談、子どもたちへのがん教育などの活動に役立
てられます。

年度
2017

特定非営利活動法人

ジャパン・プラットフォーム（JPF）

東日本大震災被災地の復興を継続支援

ジャパン・プラットフォームは、NGO、経済界、政府が一体となり、それぞれの特
性・資源を生かして、難民や自然災害の緊急援助を効率的かつ迅速に行う
ために「被災地と支援者の懸け橋」として活動する国際人道支援組織です。
東日本大震災発生時にも直後より活動を開始し、地域により異なる被災者
の状況に合わせたNGOの活動を継続して支援しています。
花椿基金は、被災6年目を迎えてなお支援の継続が必要な被災地域に即した
活動をするNGOへの助成金や、生業支援、生活に困窮している被災世帯の
自立支援などに役立てられます。

特定非営利活動法人

JHP・学校をつくる会

カンボジアの子どもたちの未来のために
学校に安全な校舎とトイレを

JHP・学校をつくる会は、戦争や自然災害などによって教育の機会を奪わ
れた子どもたちの学びたい気持ちを支えるために、主にカンボジアで学校を
つくり、次世代を担う若者を育成する活動をしています。学びたくても満足な
校舎がない地域に学校をつくり、安全で衛生的なトイレ、給水施設を建設し、
子どもの健康を守るための衛生教育などを積極的に行っています。
花椿基金は、校舎の建設、トイレや給水設備の建設、子どもの健康を守るた
めに必要な衛生教育などに役立てられます。

公益財団法人

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

5歳まで生きられないミャンマーの
子どもを救うために

セーブ・ザ・チルドレンは、子どもの権利のパイオニアとして約100年の歴史を
持つ、子ども支援専門の国際NGOです。約120ヶ国で活動し、子どもを取り巻
く環境に変革をもたらしています。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、1986年
に設立され、2003年より20人に1人が5歳まで生きられないミャンマーの子ども
を救うために、妊産婦と5歳未満の子どもたちの健康状態の改善に取り組ん
でいます。
花椿基金は、妊産婦と5歳未満の子どもとその母親に対する保健・栄養の啓
発活動、妊娠・出産時の感染症の予防や緊急時の対応をする助産師・補助
助産師の研修に役立てられます｡

公益社団法人

【DV被害の実態】

DV被害体験のある女性は
4人に1人

そのうち、9人に1人は
「命の危険を感じたことがある」

世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）

30年間で半減したスマトラ島の森林再生と
生物多様性の保全

WWFジャパンは、世界に広がる国際的なネットワークWWFの組織で
す。自然の中に人間が存在するという自然観のもと、日本国内および日本
が関係している国際的な問題であるスマトラ島の森林と生物多様性の
保全に取り組んでます。スマトラ島では、食品、化粧品、医薬品、洗剤な
どに使われるパーム油の原料となるアブラヤシの農園開発により、30年
間で森林が半減し、絶滅危惧動物が絶滅の危機に瀕しています。
花椿基金は、スマトラ島の森林の再生、持続可能なパーム油産業の育
成、アブラヤシ農園代替産業の育成、環境教育などの森林保全活動に
役立てられます。

公益財団法人

公益財団法人

資生堂社会福祉事業財団

子育て支援・児童養護施設の児童と
里子の進学支援

資生堂社会福祉事業財団は、資生堂創
業100周年を機に設立され、児童の福祉
の充実・向上を目指し、子ども、子どもを
育む人、地域、社会に向けたさまざまな
事業に取り組んでいます。
児童虐待や離婚、死別等により親もとを
離れ児童養護施設や里親のもとで暮ら
す児童の自立支援、増え続ける児童虐
待の防止に向けたセミナーやイベント、児
童福祉施設職員の研修のサポート・助成
などを実施しています。
花椿基金は、子育て支援や、児童養護
施設・里親のもとで成長し将来児童福祉
業務に就くことを希望する学生の奨学金
などに役立てられます。

公益財団法人

ジョイセフ

命がけで赤ちゃんを産む
ザンビアのお母さんの命を救う

ジョイセフは、途上国の妊産婦と女性の命と健康を守るために活動してい
る国際協力NGOです。途上国では、正しい知識と情報不足、伝統的産婆
や祈祷師にたよる出産、衛生環境の悪さ、保健施設までの移動手段がな
い、助産師の不足、保健医療サービスの欠如などによる原因で、1日におよ
そ830人もの女性が命を落としています。
花椿基金は、命がけで赤ちゃんを産むザンビアのお母さんが安全かつ安
心して出産できる保健施設の整備、消毒液やゴム手袋などの医薬品提供
に役立てられます。

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人
NEW

DV被害体験のある女性は
4人に1人

そのうち、9人に1人は
「命の危険を感じたことがある」

DV被害体験のある女性は
4人に1人

そのうち、9人に1人は

母子保健・栄養の啓発メッセージ看板

子育て支援セミナー（山形県寒河江市）

資生堂児童福祉奨学生募集ポスター

日常生活で紫外線防御が欠かせません

オイルパーム農園安全に出産ができる待機ハウス
出産を待つザンビアのお母さんたち

町民が避難し、震災後そのままに
なっている福島県富岡町

複数の福祉事業所が連携して開発された
「魔法のお菓子ぽるぽろん」の
販売促進会議の様子

校舎建設

小笠原（1960年代～）

地域を巡回する胃がん検診車 がん相談ホットライン

赤谷の森（2004年～）

第3回ＸＰ全国大会

オイルパーム農園をつくるために
切り開かれる森

トイレ建設
子どもと母親が大勢集まる小学校での

栄養強化月間イベント
出典：警察庁「平成27年犯罪統計」
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みなさまからの寄付金がいろんな形で 活かされています。

5団体のDV被害者371名を対象とした心のケア、ともに回復しあ
う子どものワークセッション。就労を支援するためのパソコン講座、
就労体験、ショップ運営、農園・農産物販売などの起業支援、
就労先開拓事業などに活かされました。

児童養護施設や里親のものとで成長し、将来、児童福祉分野での
就職を目指す学生への給付型奨学金として活かされました。

患者の生活必需品、UVカット・医
療関連用品の購入や、XP啓発活
動、難病シンポジウム、4年に1度
の全国大会開催費などに活かされ
ました。
また、各地で開かれる総会や全国大
会での患者の遊び相手、懇親会での
フラダンス、楽器演奏などのボラン
ティアでも社員が活躍しました。

カンボジアの対象小学校で、下痢や他の病気を引き起こすさま
ざまな感染経路や、校内美化など、子どもたちの健康を守るた
めに必要な衛生ワークショップの実施に活かされました。

スマトラ島の166ヘクタール86世帯の農家のRSPO（持続可
能なパーム油の生産と利用促進）メンバーへの申請や、森林
激減による人間と野生のゾウとの悲惨な事故を防止するゾウ
使いの訓練、パーム代替産業のハチミツ農家育成などに活か
されました。

パーム代替産業としてのハチミツ生産作業所

補助助産師の研修

小学校の衛生ワークショップ風景

SHISEIDOのロゴが母子保健棟の玄関に

復興公営住宅でのアートを活かした子どもを見守るコミュニティづくり

ザンビアのお母さんが安心して夜間に出産できる保健施設の
ソーラー設備や、出産時に必要な消毒液などの出産キットの提
供に活かされました。
また、団体オフィスでの使用済み切手や書き損じハガキ収集
※「集めてボランティア」の仕分け作業にも社員がボランティアとして
参加しました。

情報が伝わりにくいミャンマーの少数民族居住地での栄養
強化イベントの開催や、妊婦を守る妊娠・出産時の体の危
険な兆候の理解・認識を高める活動、妊娠・出産にともなう
病気予防、緊急時の対応をする助産師の研修などに活かさ
れました。

被災地の生活困窮者への食糧支援、復興住宅で生活する方
の健康支援、コミュニティづくり、農業・水産業の再生などの生
活再建、福祉事業所と障がい者の協働プロジェクトを支援する
NPO団体の活動に活かされました。

赤谷の森で絶滅の危惧にあるイヌワシの生息環境を向上する
ための保全活動に活かされました。7年ぶりに繁殖に成功した
記録が2016年11月6日（日）NHK「ダーウィンが来た！」にも取
り上げられました。
イヌワシタイムズ http://www.nacsj.or.jp/inuwashi-times/

また、毎月第1土日に開かれる「赤谷の日」のボランティアや、
生きものの生態から生物多様性を巡る世界動向までを学ぶ市
民カレッジ「通称Ｎカレ」にも社員が積極的に参加しました。

検診の推進 ： 日本対がん協会グループは、年間1,100万人の検診を実施し1万件を超えるがんを発見しており、
検診無料クーポンの配布などで、がん検診を推進しています。

がん知識の普及・啓発 ： ホームページや印刷物などでの情報発信やセミナー開催、中学・高校への「がん出前授業」を実施しています。
患者と家族の支援 ： がん患者支援のチャリティー活動や患者向けセミナーの開催、無料がん相談などを実施しています。

がんに負けない社会をつくるために対がん協会が取り組んでいること

出典：国立がん研究センターがん対策情報センターによる推計値（2011年）出典：平成26年人口動態統計（確定数）より作成

日本人の3人に1人が、がんで亡くなっています。

 全国女性シェルターネット  資生堂社会福祉事業財団

全国色素性乾皮症（XP）連絡会
JHP・学校をつくる会

世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） 

 ジョイセフ

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

 ジャパン・プラットフォーム

日本自然保護協会（NACS-J）

日本人の2人に1人が、がんを患います。

多くの事業所や部署にご協力いただいている
使用済み切手や書き損じハガキ収集
「集めてボランティア」回収BOXの
デザインが変わりました。
設置されている回収BOXが汚れている場合や
新しく設置を希望される部署の方は
CSR部 社会活動G 「集めてボランティア」担当
（03-6218-5943）までご連絡ください。

●感謝の声・・・

【生涯でがんに罹患する確率】【全死亡者に対するがん死亡者数の割合】

●助産師の声・・・

●感謝の声・・・

●感謝の声・・・
いつも温かいご支援をありがとうございます。女性に対する
暴力の根絶を目指して、変わらぬご支援をお願いいたします。

3月に短期大学保育科を卒業し、障がいのある児童の
デーサービスで働きはじめました。こうして保育士になる夢を
叶えることができたのも、みなさんの支援があったからです。
心から感謝の気持ちでいっぱいです。 被災直後から物資の提供をはじめ、たくさんの部署からの

ご寄付ならびに花椿基金でのご支援を継続いただき、あり
がとうございます。

新生児蘇生法のトレーニングの数日後、息ができない
赤ちゃんが運ばれてきました。研修で習得した応急処置を
施して病院に搬送することができました。

保健施設に電気が供給され、安心して夜間に出産ができ
るようになりました。

2017年度から「日本対がん協会」が花椿基金に加わりました！

●感謝の声・・・

・吸引用のカテーテルなどを買わせていただきました。
・ 汚れが目立ってきた紫外線防御ジャンパーを新調でき
ました。感謝の気持ちでいっぱいです。
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●感謝の声・・・

支援した5団体
ＮＰＯ法人ウイメンズネット・マサカーネ
認定ＮＰＯ法人ういめんずはうすとちぎ
ＮＰＯ法人オリーブの園
ＮＰＯ法人フェミニストサポートセンター・東海
Ｓぱーぷる・リボン
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