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WVJは、開発援助（チャイルド・スポンサーシップ等）、緊急人道支援、アドボカシーを
活動の3本柱として、世界で活動しています。
WVJの2014年度の活動概要を、数字でご紹介します。
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数字で見るワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）

■資金の集め方 ■資金の使われ方

■活動地域

■活動分野

・総事業数：33カ国で137事業
・開発援助 事業数：24カ国で98事業
　　うち、チャイルド・スポンサーシップ事業数：23カ国で57事業
・緊急人道支援 事業数：17カ国で39事業

開発援助
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特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

世界の子どもたちに希望の光を
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現地事業活動のため

■チャイルド・スポンサー数

■チャイルド・スポンサー以外の募金者数

■連携企業・団体数　2,722社・団体

52,879人
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73.3%11,175人

チャイルド・スポ
ンサーシップ募金

詳しい会計報告はp18をご覧下さい。

2013年10月～2014年9月

詳しい会計報告はp18をご覧下さい。

・チャイルド数：61,313人
・チャイルドからスポンサーへの手紙：約50,000通
・交流イベント開催回数：30回

・ワールド・ビジョン・ジャパン職員数：82人（嘱託・アルバイト9人含む）
・ボランティアスタッフ数：約450人

2014年度は、シリア、南スーダン、パレスチナなど世界各地で戦闘が絶えず、
渦中で厳しい暮らしを強いられる方々の苦しみと、国際社会の責任を痛感した1年でした。
一方、すべての子どもの教育を受ける権利を訴える17歳の少女マララ・ユスフザイさんと、
インドの児童労働問題に取り組むカイラシュ・サティヤルティさんに
ノーベル平和賞が贈られたことは、希望の光となりました。
子どもたちが悲しみと失望から立ち上がり、健やかに成長し、未来への希望を持って生きるためには、
貧困への支援、またマララさんの訴える教育をはじめとする支援が不可欠です。
2014年度、ワールド・ビジョン・ジャパンは
子どもたちの未来に希望の光を灯す支援活動を、世界33カ国で実施しました。
これらの活動が、皆さまのご支援によって可能となったことに
心から感謝しつつ、年次報告書をお届けいたします。
愛とは、受ける方も、表す方も、心を熱くし行動に移すことだと強く感じています。
今後とも、皆さまの深いご理解と温かいご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。



2014年度 活動マップ

チャイルド・スポンサーシップによる地域開発プログラム（ADP）を行っている国
ADP以外の開発援助事業を行っている国
緊急人道支援を行っている国

子どもたちの学習の成果を見ながら話を聞く平本スタッフ
（タパントンADP/ラオス）

雲南地震後、机と椅子を支援した小学校の生徒と平井スタッ
フ「また勉強できるようになって嬉しい！でも日本てどこにある

）国中/援支道人急緊（」？の

南スーダン難民キャンプの子どもたちと村松スタッフ
/援支道人急緊（」！いし嬉いーわ「」よるきでが校学「

エチオピア）

支援により作られた就学前教育センター（幼稚園に相
当）で学ぶ子どもたち (サンアグスティンADP/エルサ
ルバドル)

農村部の学校に提供した教材で学ぶ男の子。トウモロ
コシの粒を使って、4ケタの数字を勉強します（コルタ
ADP/エクアドル）

猛烈な台風 30号（ハイエン）の被災者に、緊急支援物
資を届けました（緊急人道支援 /フィリピン）

「命の木プロジェクト」（P12）に参加する子どもたち。
中村スタッフが紙芝居で世界の子どもの現状を伝えま
した（アドボカシー／日本）

妊産婦へ栄養や育児の知識を伝える保健クラブに集まっ
た子どもと三浦スタッフ（補助金等による事業/ベトナム）

アフガニスタン

ヨルダン

村で初めての小学校が完成し、喜ぶ生徒たち
と松岡スタッフ（ムキンガADP/タンザニア）

支援によって建てられた診療所で検診を待つ
親子と加藤スタッフ (トヨタADP/コンゴ民主
共和国 )

事業で配布する備品について打合せをする岡
崎スタッフ（補助金等による事業/スリランカ）

池内　千草　　カンボジア 2010年9月～
岡崎　文香　　スリランカ　2013年12月～
國吉　美紗　　南スーダン　2012年10月～2014年4月
　　　　　　　ヨルダン  2014年5月～
田中　映江　　ケニア 2014年3～9月
三浦　真穂　　ベトナム 2012年11月～
木戸　梨紗　　ベトナム 2012年12月～
三浦　曜　　　東ティモール 2013年2月～
村松　良介　　ケニア 2014年6～7月
　　　　　　　エチオピア 2014年8月～
藪﨑　拡子　　マラウイ 2013年3月～
原田　真梨　　マラウイ 2013年3月～　
山野　真季葉　レバノン、ヨルダン、南スーダン等　2011年10月～

支援地域の子どもたちと蘇畑スタッフ（西ド
ティADP/ネパール）

ADP = Area Development Program (地域開発プログラム）

2014年度、ワールド・ビジョン・ジャパンは開発援助（チャイルド・スポンサーシップ等）、緊急人道支援、
アドボカシーを柱として、世界33カ国で137事業を実施しました

遊具が支援され元気に外で遊ぶ子どもたち
(ゲゲADP/スワジランド）
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開発援助 ーチャイルド・スポンサーシップによる地域開発プログラム（ADP）

―チャイルド・スポンサーシップとは―

■チャイルド・スポンサー募集キャンペーン
-より多くの子どもを支えるために-
2013年11月1日～12月27日まで、「いっしょに幸せになろう」キャンペー
ンを実施し、新たに2，638人の子どもたちにチャイルド・スポンサーを紹
介することができました。期間中、かつてフィリピンでチャイルド・スポン
サーシップによる支援を受け、現在、高校教師として活躍するローレンスさ
んを迎えてワールド・ビジョン・カフェを開催。成長を支えたチャイルド・ス
ポンサーと再会し、感動のイベントとなりました。

■手紙によるチャイルドとの交流
-支援地域に住む子ども（チャイルド）とつながる-
2014年度は、5万通を超えるチャイルドからの手
紙、グリーティングカード、チャイルドの成長報告
をスポンサーに届けました。また、ホームページか
らチャイルドに手紙を送ることができる、Eレター
が新たに始まりました。

■ツアーによる支援地域訪問
-チャイルドと現地の人々の心に触れる旅-
2014年度は、17人のチャイルド・スポンサーの
皆さまがエクアドルを訪問し、生計向上のため
の活動や就学前教育の様子を見学しました。参
加者からは、「チャイルドと会い、うれしくて涙が
止まりませんでした」等のコメントをいただきま
した。

 

スポンサーからの誕生日カードを
手に喜ぶチャイルド（カンボジア）

チャイルドと対面し、笑
みを浮かべるスポンサー 当時のチャイルド・スポンサーと対面したローレンスさん（左）

安全な水の確保は、子どもたち
が病気になることを防ぐために
欠かせません。井戸や貯水タン
ク設置のほか、トイレの整備を
行います。

水タンクができ、安全な水が使え
ることを喜ぶ子どもたち(トヨタ
ADP/コンゴ民主共和国)

地域で保健サービスを提供で
きる人材を育成します。地域の
医療機関と連携して、マラリア
や下痢予防、妊産婦ケア等の啓
発・トレーニングを行います。

母乳育児の大切さを学び、実践するお
母さんたち（トアンザオADP/ベトナム）

子どもたちの栄養状況を定期的
にモニタリングし、保護者を対象
に、栄養改善につながる啓発・ト
レーニングを行います。

お母さんが子どものために栄養のあ
る食事を作れるよう、現地で入手でき
る安価で栄養価の高い食材を使った
料理教室を開いています（フルバリア
ADP/バングラデシュ）

子どもたちの家族がより安定し
て収入を得られるように、畜産・
農業支援、職業訓練、貯蓄グ
ループ・生産者グループの活動
支援を行います。

両親を亡くした子どもたちが縫製技術を
学べるよう支援し、ミシンも提供しました
（グヴィザADP/ルワンダ）

発育を支えます

チャイルド・スポンサーシップは、ワールド・ビジョンの支援活動の中心に位置づけられています。
途上国の子どもの健やかな成長のために、子どもを取り巻く環境を改善する長期的な支援を行
います。チャイルド・スポンサーの皆さまには、支援地域に住む子ども「チャイルド」をご紹介。
チャイルドと心のつながりを持ちながら、支援の成果を実感していただけます。

地域のリーダーや保護者を対象
に啓発活動を行って教育の重要
性を伝え、子どもたちが教育を
受けられるよう働きかけます。ま
た、教育施設・備品の整備や教
師へのトレーニングを行います。

質の高い教育を提供するモデル校
を設置し、地域の人々に教育の重要
性を実感してもらい、就学率向上に
努めています。（タパントンADP/ラ
オス）



支援卒業準備期
（終了まで3年以内）

第1期　該当プログラム
トモ・プオ、ボレイ・チュルサール（カンボジア）、パクサン（ラオス）、トゥンワ、タプラヤ（タイ）、
チャンエン、トアンザオ、ムオンチャ（ベトナム）、カハロル、ビルゴンジ（バングラデシュ）、サイ
ダペット、キラユ、プドゥコッタイ、カンドゥクール（インド）、トウナ（インドネシア）、西ドティ（ネ
パール）、ハイラアスト、サマール、レイテ（フィリピン）、ガンガ・イヘラ・コーラレ、リディマリヤ
ッダ（スリランカ）、キアムボゴコ（ケニア）、グウィザ（ルワンダ）、ムキンガ（タンザニア）、キル
ヤンガ、ナンコマ（ウガンダ）、トヨタ、カンボブ（コンゴ民主共和国）、カリラ（マラウイ）、ゲゲ
（スワジランド）、コルタ（エクアドル）、ティエラ・ヌエバ、サンアグスティン（エルサルバドル）
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チャイルド・スポンサーシップでは、支援地域の人々が子どもの健やかな成長のために必要な環境を整えていける
よう、約15年の長期にわたる支援を行います。活動の成果を地域の人々が将来にわたって維持し、発展させていけ
るように、人材や住民組織の育成に力を入れています。支援期間は、準備期とそれに続く4段階に分かれ、各段階の
目的に応じて活動します。

第3期　該当プログラム
オレントン（ケニア）、カルマカンダ（バングラデシュ）

支援卒業準備期　該当プログラム
ススカン（インドネシア）、ンゲレンゲレ（タンザニア）

開発援助 ーチャイルド・スポンサーシップによる地域開発プログラム（ADP）

学校では、職業訓練の一環で家庭菜園を学ん
でいます。丁寧に育てている野菜も大きくなり
ました（シェウラADP/スワジランド）

地域の子どもと一緒に民族舞踊を踊る少数民
族の子ども。地方政府へのアドボカシーの結
果、タイ国籍を持たず行政サービスを受けら
れなかった少数民族の子どもが、学校に通え
るようになりました（タプ・タオADP/タイ）

第2期　該当プログラム
ポニャー・ルウ（カンボジア）、パランサイ、タパントン（ラオス）、
バヤン・ウルギー（モンゴル）、タバウン（ミャンマー）、タプ・タ
オ（タイ）、バンエン（ベトナム）、フルバリア、ビロル（バングラ
デシュ）、デラ、ゴンダール・ズリア（エチオピア）、イララマタク
（ケニア）、キラムルジ（ルワンダ）、ゴロワ、ムゲラ（タンザニ
ア）、ナラウェヨ・キシータ（ウガンダ）、クーユ（マラウイ）、シ
ェウラ（スワジランド）、プンガラ（エクアドル）、

準備期　該当プログラムなし

フォローアップ期間　該当プログラム
馬山（中国）

地域住民、行政関係者との関係構築
支援ニーズ調査、事業計画策定
事務所借り上げ等、事業実施準備

チャイルドの登録や住民組織づくり
地域住民や行政関係者との関係構築
保健衛生・栄養・教育等の啓発活動や基盤整備
農業や小規模ビジネス等、収入向上のための研修や
施設・機材・資金の提供

活動内容の拡大や修正
新たな住民組織づくりや育成
第1期での活動のモニタリングやフォローアップ
地域レベルのアドボカシー（行政への働きかけ）

必要に応じて、第2期での活動の継続や持続的
発展に向けた体制づくり
住民組織が主体的に活動できるようになるた
めの強化研修や支援
地方行政組織や現地NGOなどとの連携強化、
財源確保のための働きかけ

第3期第2期第1期準備期

村人による小規模貯蓄・融資組合の様子。メン
バーは定期的に集まり、少額を出し合い貯蓄して
います。不慮の事故や子どもの教育・医療のため
にまとまった金額が必要になった際には、低利で
融資を受けることができます。近くに金融機関が
ない場所では、このような組合が村人の生活を支
えます（ンゲレンゲレADP/タンザニア）

村で初めての幼稚園が完成し、喜ぶ子どもたち
（オレントンADP/ケニア）

支援により、ため池ができました。農作物用ですが、乾
季には飲み水にも使います（ボレイ・チュルサール
ADP/カンボジア）

新しく建てられた校舎で勉強できることを喜ぶ子どもたち
（キルヤンガADP/ウガンダ）

縫製製品の製造・販売をするグループ。支援終
了後も、自分たちの力で活動を継続することを
目指しています（カルマカンダADP/バングラ
デシュ）  

―23カ国で57事業を行いました―

家庭菜園で様々な種類の野菜を作るお母さんたち。
子どもたちが栄養たっぷりの食事を取れるようになり
ました（ティエラ・ヌエバADP/エルサルバドル）



國吉美紗スタッフ駐在スタッフ 便り

9 10

開発援助ー他団体との連携や募金による支援事業

―日本政府の資金協力等により、マラウイや東ティモール等で事業を実施しました―

■マラウイ

電気や水道をはじめ必要最低限の機器もそろわない医療施設が多
いマラウイで、分娩の際に命を落とすお母さんの数を減らす事業を
実施しています。外務省の日本NGO連携無償資金協力を受け、産
科関連設備の建設・改善、母子保健についての正しい知識の普及

■東ティモール
―地域の人々とともに、水・衛生環境を改善しています―

水道がないこと、トイレの使用率が低く衛生環境が悪いこと等が
原因で、5歳未満の子どもが下痢になりやすいという問題を抱えて
いた地域で、外務省の日本NGO連携無償資金協力を受け、水へ
のアクセスと衛生環境を改善する事業を実施しています。手洗い
やトイレの使用についての啓発活動、トイレを作る技術的な支援
のほか、住民自らが水道を建設する活動も行っています。

産科棟で生まれた赤ちゃんを抱く藪﨑スタッフと、
無事に出産を終えたお母さん

水源の整備作業を行う地域の人々

開発援助 ―他団体との連携や募金による支援事業

出産を待つお母さんのための施設建設をモニタリングするスタッフ

を通じて、女性と2歳未満の子どもの健康状態の改善を目指しまし
た。妊産婦と新生児を取り巻く環境が改善されるよう、地域の人々
とともに事業を進めています。

―お母さんたちが安心してお産できる環境を整えています―

水道の建設作業は、住民が労働力を無償で提供します。重さ約20キロの水
道管を人力で何百本も運び、繋いでいくのは大変な作業です。衛生については、
手洗いやトイレの使用といった衛生習慣の改善について啓発活動を実施して
います。どちらも、住民の事業に対する理解、そしてやる気がなければ達成で
きません。住民の中にある「環境を改善したい」という強い思いに寄り添いな
がら、それを実現できるよう活動しています。

　三浦曜スタッフ駐在スタッフ 便り

■南スーダン
―戦闘が続く地域で、安全な水へのアクセスを確保しました―

（特非）ジャパン・プラットフォーム(JPF)の助成を受け、2013年12月より
政府軍と反政府軍の戦闘が続くアッパーナイル州において、避難してい
る人々が飲み水を確保できるように浄水剤や貯水用バケツなどを配布し
ました。また、川の水を浄化できる装置を設置し、約2万9千人がきれいで
安全な水を利用できるようになりました。

■ヨルダン
―子どもたちに、教育支援を実施しています―

JPFの助成を受け、ヨルダンに避難しているシリア難民の子どもたち
と受け入れコミュニティのヨルダン人の子どもたちへ教育支援を行
っています。子どもたちが安全に学び、公立校の授業に問題なくつい
ていけるように、補習授業を開催するほか、レクリエーション活動の
時間を通して子どもたちが安心して遊べる環境を提供し、さらに保
護者やコミュニティへ教育の重要性を啓発する活動を行っています。

東日本大震災緊急復興支援

ー戦闘を逃れ避難生活を送る南スーダンの人々に安全な水を、
　　ヨルダンに避難しているシリアの子どもたちに学べる環境を支援しましたー

避難している人々に水・
衛生物資を配布しました

設置された浄水施設から水を汲む
女性や子どもたち

レクリエーション活動で楽しく遊ぶ子どもたち

緊急人道支援

難民の流入で子どもの数が急増しているヨルダンでは、公立学校の授業時間が
短縮されたり、差別やいじめの被害で子どもたちが安心して勉強できない現実が
あります。補習授業を始めて数週間で、保護者の方から「子どもがアラビア語を
読めるようになった」という報告を受けたときは、とても嬉しかったのと同時に、
このような支援が非常に必要とされていることを実感しました。これからも、子
どもたちが教育を受ける権利を守るために活動を継続してきたいと思います。

支援地域の学校の子どもたちと支援地域の子どもと

―住民の思いに寄り添って― ―支援が必要とされていることを実感―
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―地域で活躍するNPOや、将来を担う子どもたちの支援を実施しました―

緊急人道支援　―東日本大震災緊急復興支援

■被災地のNPO育成
―事業評価を実施、満足度の高い結果となりました―

被災した東北3県（岩手・宮城・福島）で活動するNPO約60団
体の組織基盤強化とリーダー育成を目指し、（特非）日本NPO
センターと協働で「市民活動団体（NPO）育成・強化プロジェク
ト」を実施しました。2012年から行った集合研修やメンタープ
ログラム（経験者による個別サポート制度）等を通じて、NPOの
能力構築に貢献。2014年度に実施した事業評価では、参加団
体の高い満足度が示され、「先を見据えて、どのように組織を運
営していくのかをより明確に理解することができた」というNPO
リーダーのコメントもありました。

■奨学金支援
―子どもたちが学び続けられる環境を支えました―

被災した子どもたちが安心して学べるよう、（公社）日本ユネ
スコ協会連盟と協働で月々2万円の奨学金を給付しました。
事業が終了した2014年3月までに、宮城県南三陸町と気仙
沼市の小・中学生1,119人に支援を届けました。

集合研修で講義する事務局長片山

様々な想いが詰まった、
奨学生からの手紙

どんな支援においても、ワールド・ビジョンはあくまで外部者で、
いつかは支援地域から去らなければいけない存在です。そのた
め、支援の活動計画を作る際、具体的な目標設定とともに、目
標が達成された後、その成果をどのように維持するかという点
を重視しています。
鍵となるのは、支援地域のパートナー（NGO、住
民組織、学校、病院、行政機関、教会等）を初め
の段階から巻き込むことです。地域の人 が々活動
に参加し、地域の問題を自分の問題ととらえて活
動に取り組み、自律的に行動できるようにすること

バングラデシュの支援地域にて

【支援活動の始まりと終わり】　　
支援事業部　部長　今西浩明

―市民社会や政府に積極的に働きかけました―

■命の木プロジェクト
―日本政府の代表へ36,384件の「アクション」を提出しました―

■政策提言
―機会をとらえ、子どもたちの命を重視する政策を提言
　しました―

■他のNGOやネットワークとの連携
―効果的なアドボカシーのため、各団体と連携しました―

ニューヨークの国連日本政府代表部　南博大使（中央）に政策提言書
を届ける柴田スタッフ（左）

「動く→動かす」が主催する、貧困解決のための世界的キャンペーン
「STAND UP TAKE ACTION」には、全スタッフが参加しました

アドボカシー

ミレニアム開発目標（MDGs）後の世界の開発目標となる「ポ
スト2015開発アジェンダ」。この中で子どもを重視した目標
が採択されるよう、様々な機会をとらえて繰り返し提言を行い
ました。2014年9月には、「ポスト2015開発アジェンダ」
について議論される国連総会に合わせ、ニューヨークにて日
本政府の代表に政策提言書を届けました。

2014年度も、他のNGOやネットワークと協働してアドボカ
シーを行いました。中でも、政策決定者と政策対話の機会を
増やし、より効果的にアドボカシーを行うため、「動く→動か
す（GCAP Japan）」等と連携し、「ポスト2015外務省・
NGOプラットフォーム」の運営や、国の予算について学ぶ予
算勉強会の企画・開催等に積極的に取り組みました。予算
勉強会には政策決定に影響力を持つ方々を講師に招き、多く
のNGO が参加しました。

子どもたちの命を救うことを世界のリーダーに訴えるため、そ
の気持ちを表した絵・言葉・写真を「アクション」として募集
する「命の木プロジェクト」を2014 年6～7月に実施しました。
「アクション」の一つとして、世界の子どもの写真を絵札とし、
そこから読み取れることを読み札に込めて応募していただく
「世界の子どもカルタ」を募集、796作品が寄せられました。
プロジェクト全体に寄せられた36,384件の「アクション」は、
ワールド・ビジョン・ジャパンが作成した政策提言書とともに、
国連総会へ出席する日本政府の代表へ届けました。玉川聖
学院から8名の高校生も同行し、「命の木プロジェクト」に込
めた想いを伝えました。

が重要です。ワールド・ビジョン・ジャパンは「黒子」のように
立ち回り、支援地域のパートナーが子どもたちの健やかな成長
を支えていけるようになるように活動します。これは、チャイルド・
スポンサーシップのような継続的な活動はもちろん、紛争や災

害による緊急人道支援の際にも、常に意識してい
ます。
終了を迎えた時、支援を受けた人々が「地元のパ
ートナーと一緒にこれをやり遂げました。次に支
援を待っている人たちのところに行ってください」と
言ってくれる瞬間が、支援の成果を実感できる時です。

玉川聖学院の生徒の皆さんと、外務省に「アクション」等を届けました。
手を広げるポーズは、「子どもたちを救いたい」という意思を表しています

世界の子どもカルタ
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■ラブギフト
―新しい取り組みが、子どもたちに笑顔を届けました―

通学セットや衛生セット等、途上国に住む子どもたちの生活に
役立つものをワールド・ビジョン・ジャパンのホームページで
選び、その金額を募金すると、子どもたちにプレゼントが届く「ラ
ブギフト」。期間限定（2月28日～ 5月30日）での実施でした
が、487セット（3,705,240円相当）が申し込まれ、ネパール
やバングラデシュの子どもたちにギフトが届けられました。

■募金報告
―皆さまからの募金で、様々な支援活動が可能に―

チャイルド・スポンサーシップ以外にも、皆さまから55,638件
の募金をお寄せいただきました。これらの募金は助成金等と組
み合わされ、チャイルド・スポンサーシップ以外の開発援助や、
緊急人道支援に役立てられます。
2014年度は、学校に通えない子どもたちや、妊娠・出産のた
めの環境が整わないお母さんたち、食料や水が不足している
人々等のために、多くの方がご協力くださいました。

■現地支援活動における連携団体　

味の素株式会社
外務省
国際協力機構（JICA)
国連児童基金（UNICEF)
国連世界食糧計画（WFP)
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR)
コンゴ農村保健機構（SANRU)
（特非）ジャパン・プラットフォーム（JPF)
世界エイズ・結核・マラリア対策基金（Global Fund)
デンマーク国際開発庁（DANIDA)

歯ブラシ、石けん、爪切り等
が入った「全身ピカピカ衛
生セット」を受け取り、嬉し
そうな表情を浮かべる女の
子（ネパール）
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―多くの方と、世界の子どもたちのために活動することができました―

■グローバル教育
―7,307人の子どもたちや若者が参加しました―

日本の子どもたちや若者が世界の現状を理解し、国際協力に参
加することを願い、31件の派遣授業を実施し、18件の事務所訪
問を受け入れました。また、子どもたちにも「命の木プロジェクト
（P12）」に参加してもらうため、親子向けイベント「ジュディ先生
の命の授業（P17）」や「サマースクール」も実施しました。新し
い教材「世界の子どもカルタ」や貸出用紙芝居も多くの方にご利
用いただいています。

■ラブケーキプロジェクト
―687台のラブケーキが販売され、303,441円の募金に―

1ピース足りないホールケーキ（ラブケーキ）を通常の価格で販
売することで、足りない1ピース分の金額が、アフリカでの食糧支
援への募金となる、ラブケーキプロジェクト。5年目となる2014
年度は、19都道府県から80のケーキ店が参加。合計687台の
ラブケーキが販売され、303,441円の募金が寄せられました。
（本プロジェクトは、2014年度をもって終了しました）

■ボランティア
―450人以上の皆さまが参加―

事務所には1日平均10人のボランティアの皆さまが来てくださり、
手紙の翻訳やデータ入力、発送事務作業、イベントでの受付等に
ご協力くださいました。また、日本のみならず、世界各地からイン
ターネット経由で在宅翻訳のご協力をいただき、チャイルドから
の手紙を以前よりも多く短期間で翻訳し、スポンサーの皆さまに
届けることができるようになりました。

■交流イベント
―全国で30回開催、1,196人が参加―

支援地域での活動を報告するワールド・ビジョン・カフェに加え、
映画「Girl Rising」上映会やワールド・ビジョン・フェス等の
新しいイベントも開催しました。全国で開かれた計30回のイベ
ントに、のべ1,196人の方々がご参加くださいました。「参加者
の皆さんとの交流がとても楽しかったです。ぜひまた開催してく
ださい」等の感想をいただきました。
　 

35人の小学生を迎えて実施した「サマースクール」では、水汲み体験や
カルタ大会をして楽しく世界に目を向けました

皆さまとともに

販売されたラブケーキ例（オーボンヴュータン/東京）

開催地と参加人数

大阪 115
奈良 19

東京 584
埼玉 43

神奈川 34

北海道（札幌）41 北海道（旭川）15

愛知 40

千葉 28
福岡 26

山口 18
広島 16

長崎 7 静岡 33

兵庫 9岡山 14 京都 29

岐阜 17

宮城 44新潟 21

栃木 20
群馬 2３

ワールド・ビジョン・カフェでの交流の様子（新潟県）

年に一度開催されるボランティア感謝会では、スタッフがボランティアの
皆さまに日頃の感謝を伝えます

2014年度　募金実績
この一部が、P9のマ
ラウイの事業に使わ
れています

この一部が、P9の東
ティモールの事業に
使われています

全額が、P10のヨル
ダンの事業に使わ
れています

（五十音順）

ヨルダン



企業・団体との連携

（一部、五十音順） （一部、五十音順）

15 16

■企業との連携　　　　　　　　
―1,448社、総額170,627,348円の支援をお寄せいただきました―

ミヨシ石鹸株式会社

石鹸や香粧品の製造、販売を行っている
専業メーカーとして、ミヨシ石鹸株式会
社からは、以前より支援頂いていますが、
チャイルド・スポンサーシップにより多く
のチャイルドの支援を2009年よりいた
だいています。

住友化学株式会社

これまでにアフリカやアジア11カ国19
プロジェクト※で学校建設や教育環境改
善の支援をはじめとする様々な支援をい
ただきました。今年度は、ミャンマーの
保健センターの建設とタンザニアの小学
校へ新入学する子どもたちのための小学校
建設、机・椅子の備品の設置、トイレの建
設の支援をいた
だきました。
※他社との共同支
援も含む。

株式会社タイセイ

2009年よりチャイルド・スポンサーシッ
プによって多くのチャイルドを支援いただ
くとともに、小学校建設や給水システム
整備等の支援をいただいています。
2014年度は、バングラデシュの中学校
建設、トイレ、井戸、黒板等の備品の設
置等の支援をいただきました。

株式会社チュチュアンナ　

チュチュアンナは靴下やインナーの専門
店を国内外に展開する会社です。チャイ
ルド・スポンサーシップにより多くのチャ
イルドを支援いただいています。また、ラ
ブギフトへの支援もいただきました。広
報協力として、チャイルド・スポンサーシ
ップやラブギフトのチラシを店舗で配布く
ださいました。
 
 

三菱製鋼株式会社 

特殊鋼鋼材、ばね、素形材製品などの製
造、加工および販売を行っている三菱製
鋼株式会社からは、フィリピン台風支援
緊急募金の支援をいただきました。台風
により被災した人々
に、水・食糧、生活
に必要な道具等の
支援に使わせてい
ただきました。

山崎製パン株式会社

デイリーヤマザキやヤマザキショップ等に
設置したヤマザキ『ラブ・ローフ』募金箱
により、アフリカの食糧不足に苦しんでい
る農業従事者やその子どもたちの栄養改
善のための支援に協力いただきました。
また、フィリピン台風緊急支援募金にも
協力をいただきました。

若尾製菓株式会社

若尾製菓はお菓子メーカーで、全国で販
売されている『しあわせのカルテットクラ
ンチ』の売り上げからの支援や、ミャンマ
ーでの小学校建設支援をして下さいまし
た。また、支援の働きを広げるためにジ
ースプレッド株式会社を設立されました。

東芝プラントシステム株式会社

発電プラントや一般産業プラント、公共
施設などの社会インフラ設備の建設を行
っている東芝プラントシステム株式会社
からは、今年度は、ラオスの幼稚園に教
室とトイレと手洗い場の建設の支援をい
ただきました。また、フィリピン台風緊急
支援募金への支援もいただきました。

株式会社ダッドウェイ

2006年よりチャイルド・スポンサーシッ
プやその他の必要な支援のための協力を
いただいています。また、広報的な協力
として、イベント等での活動の紹介、パン
フレットの配布等の協力もいただきまし
た。

株式会社さわやか倶楽部

さわやか倶楽部は全国で介護付き有料老
人ホーム等、介護施設の日本全国で運営
をされている会社です。チャイルド・スポ
ンサーシップにより、介護施設一 箇所に
つき1人のチャイルドを、支援いただいて
おり、同グループの株式会社ボナーによる
支援も合わせ、総計42名のチャイルドを
支援いただい
ています。

企業の皆さまから、チャイルド・スポンサーシップ、学校建設、マッチング募金、商品売上からの寄付等、様々な形で支援をいただきました。
広報協力、プロボノ支援等多くの連携も生まれています。 （横に五十音順）

その他支援いただいた企業 ■各種団体との連携
―1,274団体、総額80,387,380円の
支援をお寄せいただきました―

ウェスレアン・ホーリネス教団　淀橋教会　　
宇都宮二荒ライオンズクラブ
有東坂しいのきクリニック
MS&ADゆにぞんスマイルクラブ
おおくぼ歯科クリニック
グレイス　コミュニティー　　　　　　　　　　　　

株式会社プレコフーズ
三宅産業株式会社
Yahoo!ネット募金
株式会社ヨコハマ
株式会社ライフ

株式会社NTTデータ

2007年より、チャイルド・スポンサーシ
ップの支援をいただいています。また、昨
年に引き続き、データの収集・分析等の
プロボノの支援もいただきました。そして、
今年度は社員研修の一環として、ベトナ
ムの支援地を社員の方々が訪問くださり、
子どもたちをはじめとする地域の方 と々交
流を持ってい
ただきました。

キヤノン株式会社

2007年より自社技術を活用した支援を
いただいています。2014年度は、大型
紙芝居を製作していただいたほか、「世
界の子どもカルタ」では、審査員としての
参加、カルタ実物の製作、そして各家庭
でカルタをダウンロードできるよう自社ウ
ェブサイト「キヤノンクリエイティブパーク」
にコンテンツ掲
載の協力をいた
だきました。

医療法人社団スマイル　スマイルこどもクリニック東戸塚院
東京フリーメソジスト小金井教会
日本イエス・キリスト教団　荻窪栄光教会
日本キリスト教団　渋谷教会
日本福音教会　大阪グレイスキリスト教会
日本ホーリネス教団　坂戸キリスト教会、池ノ上キリスト教会

株式会社ＦＡＣ
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
キャリアインキュベーション株式会社
喜楽家　和
株式会社シンシア
株式会社　双雲事務所



Child Well-being（子どもたちの健やかな成長）を実現するために
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2014年度、日本では消費税が8%へ上がり、
実質賃金の目減りが懸念されました。10%
への引き上げが延期され株価は上昇したも
のの、急激な円安が進みました。また、東ア
ジアでの領有権問題がさかんに報道される
等、日本では海外支援よりも国内問題への
関心が高いように思われます。
この先、国際協力NGOにとって大変厳しい
経済環境が待ち受けていると認識しつつ、ワ

ールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）は「新3カ年計画」として、
2017年までの方向性と計画を定めました。「新3カ年計画」のビ
ジョンは、「私たちに与えられている賜物を豊かに用い、より多くの
人とともに、すべての子どもたちのChild Well-being（子どもたち
の健やかな成長）を実現し、成果を実感し、喜びを共有する」とい
うものです。具体的には、次の4つの取り組み課題から成ってい
ます。

1 厳しい経済環境の中にあっても、支援や収入を向上させ、
　より多くの支援を現地に届けるよう努める
2 質の高い支援事業を通して、より多くの子どもたちの　　
　Child Well-beingの向上を目指す
3 これらを可能とするため、組織力強化と人材育成に取り組む
4 その礎として、団体のアイデンティティを確固なものとする

私がWVJの親善大使として活動を始めて、はや20年が経ちまし
た。これまで、2人の子どもたちが卒業して行きました。現在も2
人のチャイルド・スポンサーとして支援を続けています。そして、
WVJ制作のテレビ番組やイベントに出演し支援を訴えたり、様々
な活動をさせていただいています。東日本大震災の折には、私の
出身地である台湾の皆さんに支援を呼びかけ、寄せられた応援メ
ッセージや募金を、実際に宮城県の被災地に届けました。
このような活動の中、私は父に教えてもらった「悦巳悦人（えつみ
えつじん）」という、人も喜び自分も喜ぶという言葉の意味を実感
しています。これからも、世界の子どもたちの大切な命を育んで行
けるよう、私にできる支援を続けてまいります。皆さまも、ぜひこ
の支援の輪に加わっていただければ幸いです。

事務局長　片山信彦

支援20周年を迎えて
親善大使　ジュディ・オング（女優・歌手・木版画家）

（単位：人または団体）

（単位：百万円）

経常収益合計
　受取スポンサーシップ募金
　受取その他募金・寄付金
　
   受取補助金等
　その他

5カ年経常収益の推移

うち、東日本大震災事業のための募金・寄付金※ 

※海外からの募金も含みます。

　 　2010年度　　2011年度 　 2012年度　　2013年度   2014年度

チャイルド・スポンサー数(期末現在)
その他の募金者数（上記を除く）

4,358
3,064
733

558
3

7,703
3,204
3,732
3,347
712
55

5,155
3,202
1,478
1,073
411
64

4,568
3,276
432
15
846
14

4,563
3,295
456
0

804
8

52,686
13,457

53,095
18,224

53,441
11,697

53,581
10,155

52,879
11,175

その他
受取補助金等
受取その他募金・寄付金（東日本分）
受取その他募金・寄付金（東日本除く）
受取スポンサーシップ募金
チャイルド・スポンサー数（期末現在）
その他の募金者数を含む全支援者数

2013 20142010 2011 2012

8,000
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6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
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0

百万円 人経常収益の内訳

災害の際には率先して
募金活動をしました
（1999年）

2014年度は「命の木
プロジェクト（P12）」
の一環として、世界の
子どもの現状を紙芝居
で読み聞かせるイベン
トを実施しました

私は、これらの取り組みを通じて、願っていることがあります。

1つ目は、WVJがより多くの市民の方に信頼され、支持される団
体へと成長することです。そのためには、市民の方々への分かり
やすい情報提供や、説明責任を果たすことが不可欠だと考えてい
ます。

2つ目は、国内の格差問題に取り組むだけでなく、世界の格差解
消・課題解決に向けて一人ひとりが行動を起こすような、日本の
市民社会の実現です。そのためには、WVJだけの取り組みでは不
十分です。政府、国際機関、企業、NGO等との健全な協働が重
要です。

開発途上国のあちこちで、貧困から脱出した子どもたちの笑顔が
絶えない、より平和で格差の無い、持続可能な共生社会が実現す
るよう、「新3カ年計画」のもと、スタッフとともに励み続けたいと
思います。

（１）～（7）については、次ページからの「会計報告の注記」を参照ください。       
特定非営利活動法人ワールド･ビジョン･ジャパンは2014年度財務諸表等
(2013年10月1日より2014年9月30日まで)について、以下の監査を受けています。          
          2014年11月12日  石川康彦公認会計士事務所による監査      
          2014年11月28日  監事による監査      

※地域開発援助・委託援助事業費の内訳については、p.21-22の支援事業一覧をご
   覧ください          
※※正味財産の内訳は、資産･負債の部の状況のIII.正味財産の部を参照ください      

【数字で見るワールド・ビジョン・ジャパン（P2）について】
●「資金の集め方」は、上記会計報告の「経常収益合計（A）」を100%とし、各項目には
　以下の科目を含みます。
　チャイルド・スポンサーシップ募金：「受取スポンサーシップ募金」
　その他募金・寄付金：「受取その他募金・寄付金」
　補助金等：「受取補助金等」

」益収雑・益用運産資定特・益用運産財本基「」費会取受「：他のそ　
●「資金の使われ方」は、上記会計報告の「経常費用合計（B）」を100%とし、各項目には
　以下の科目を含みます。

」費遣派材人「」費業事助援発開域地「：めたの動活業事地現　
　広報活動のため：「啓発教育費」
　団体の運営・管理のため：「管理費」



●重要な会計方針の要約  

80,772
80,772

(6)特定資産の内訳  (単位：千円) 

19 20

(1)受取その他募金・寄付金の内訳（単位：千円）

16,782
18,939
30,994
92,008
158,723

383,000
90,000
10,000
483,000

(7)その他の固定資産の内訳（単位：千円）     

(9)為替レートについて：   
ワールド･ビジョン・パートナーシップでは、現地の地域開
発援助事業等は米ドルにて予算管理を行っており、 
為替予約等によって、為替相場の変動による事業への影
響をできるだけ抑えるよう努めています。  
2014年度(2013年10月1日～2014年9月30日)の地域
開発援助事業費の総平均レートは、1米ドル=88.52円で
した。     
    
     
     
     
    
     
    

        
(8)保証債務等 ： 
当団体は保証債務等の責は一切負っておりません。              
   
         

(5)事業管理費等の内訳、および集計（単位：千円）    

人件費等
会議費
旅費交通費
賃借料
支払手数料
その他の管理費
合計

371,424
7,344
16,133
61,960
76,647
55,947
589,455

93,394
3,403
4,703
22,911
4,878
15,800
145,089

2,709
418
707
3,026

2
1,301
8,163

69,925
2,196
2,530
10,032
1,745
7,908
94,336

208,105
1,745
8,900
29,017
70,024
32,239
350,030

事業管理費等合計 地開管理費　

事務局の運営に関わる事業管理費等は、以下の3つの科目に分けて計上しています。  　
地域開発援助事業管理費(以下、地開管理費) ： 地域開発援助事業に直接かかわる国内管理費  
啓発教育事業管理費(以下、啓発管理費) ： 啓発教育事業に直接かかわる国内管理費  
管理費 (以下、管理費)：その他一般の国内管理費   

各管理費の内訳、および内訳ごとの集計は以下の通りです。

うち東日本 啓発管理費　　　　 管理費

人 件 費 等  ： 職員等の給与手当、法定福利費等。 なお2014年9月30日現在、職員73名、嘱託･アルバイト9名が在職   
会 議 費  ： ワールド･ビジョン･パートナーシップ内等の国際会議出席のための渡航費用､その他国内会議費用  
旅費交通費 ： 職員の通勤費、事務ボランティアの方の事務所までの交通費等   
賃 借 料：事務所家賃 
支払手数料 ： 入金にかかる口座引落およびクレジット決済等の手数料、銀行･郵便局等金融機関の振込手数料等   
  

　　　　
          
補助金･助成金引当資産合計
     当年度までに受領した上記事業にかかる補助金のうち、2015年度以降に支出を予定している金額です。                

地域開発援助事業引当資産の内訳(単位：千円)     
     スポンサーシップ地域開発援助事業引当資産(ｱ)   
     一般募金による地域開発援助事業引当資産(ｲ)   
     緊急援助事業引当資産(ｳ)   
 地域開発援助事業引当資産 合計      
                    
  

補助金･助成金引当資産(指定正味財産)の内訳(単位：千円)            
　WVベトナムオフィスへの前払金(地域開発援助事業費分)  
　WV東ティモールオフィスへの前払金(地域開発援助事業費分)  
　WVマラウィオフィスの前払金(地域開発援助事業費分)  
　WVソマリアオフィスへの前払金(地域開発援助事業費分)     

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

11,011
7,350
54,834
373

39,301
112,869

建物附属設備  
什器備品  
ソフトウェア  
電話加入権  
敷金  
その他の固定資産 合計    

(4)各種啓発教育費の内訳（単位：千円）    
    
広告費   
　各種広告費 
　パンフレット等印刷費･通信運搬費他 
広報･アドボカシー費   
　年次報告書(2013年度版)制作･発送費等 
　団体ホームページ制作費等 
　その他の広報活動費 
　アドボカシー費 
ニュースレター制作･発送費等   
チャイルド・スポンサーおよび寄付者への連絡物制作･発送   
その他啓発費等   
　グローバル教育活動・学校訪問等の費用 
　ラブ・ローフ募金箱の製作･運搬費等 
　活動報告会 
　その他の啓発活動費 
各種啓発教育費合計   

啓発教育費合計
368,242
334,453
33,789
18,052
2,313
5,495
4,991
5,253
28,671
44,397
4,879
1,184
1,834
1,549
312

464,241

うち東日本分

チャイルド・スポンサーシップによる事業(以下SP事業とする)に使途を特定した資産であり、2015年度以
降のSP事業、為替相場変動によるSP事業への影響回避のための準備金、SP事業における緊急事態(緊
急医療･自然災害･火災等)対応への準備金として、支出を予定しております。  
SP事業以外の地域開発援助事業(緊急・復興支援事業含む)に使途を特定した資産であり、2015年度以
降に支出を予定しております。
大規模な自然災害や紛争の発生時の、初動の緊急支援活動のための準備金です。  

その他特定資産の内訳（単位：千円）  
    退職給付引当資産 
     その他特定資産 合計 
  

会計報告の注記　   

(2)

0

3

3

0
0
0

3

政府系機関からの受取補助金等      
　外務省日本NGO連携無償資金協力

ベトナム/ディエンビエン省における妊産婦･新生児の健康改善事業(第1期)    
ベトナム/ディエンビエン省における妊産婦･新生児の健康改善事業(第2期)    
　(当該事業に関しては、指定正味財産･特定資産として別途16,782千円保有しています。)    
東ティモール/ボボナロ県における水･衛生環境改善事業　第1年次    
東ティモール/ボボナロ県における水･衛生環境改善事業　第2年次    
　(当該事業に関しては、指定正味財産･特定資産として別途18,939千円保有しています。)    
マラウィ/ンチシ県母子保健関連施設整備事業　1年次    
マラウィ/ンチシ県母子保健関連施設整備事業　2年次    
(当該事業に関しては、指定正味財産･特定資産として別途30,994千円保有しています。)           

　外務省NGO長期スタディ・プログラム(平成25年度)               
　外務省NGO活動環境整備支援事業　NGOインターン・プログラム(平成25年度～26年度) 
　独立行政法人国際協力機構 草の根技術協力事業 

スリランカ国キリノッチ県における小規模畜産農家の家畜生産性向上プロジェクト
                

　※このほかに、デンマーク国際開発庁(DANIDA)からの資金によるソマリア干ばつからの回復プロジェクトに関して、       
　指定正味財産･特定資産として別途92,008千円保有しています。       

民間団体からの受取助成金等      
　特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

南スーダン/アッパーナイル州マニョ郡における帰還民､社会的弱者および帰還先コミュニティ支援事業Ⅴ     
南スーダン/アッパーナイル州マニョ郡における帰還民､社会的弱者および帰還先コミュニティ支援事業Ⅵ     
南スーダン/マラカル周辺避難民に対する水・衛生緊急支援物資配布事業     
アフガニスタン/ヘラート州及び周辺地域における保健･医療従事者養成のための環境整備事業     
アフガニスタン/ヘラート州及び周辺地域における保健･医療従事者養成のための環境整備事業2     
ヨルダン/シリア難民およびヨルダン人の子どもたちへの教育支援事業     
エチオピア南スーダン難民キャンプでの緊急時における教育･子どもの保護事業     
中国四川地震被災者の教育環境改善事業     
中国雲南省地震被災者への教育環境改善事業     
ハイチにおける地震被災者に対する水および保健衛生緊急支援事業     

　味の素「食と健康」国際協力ネットワーク  
バングラデシュ、フルバリヤ郡、栄養改善プロジェクト第1期               

国際機関からの受取委託金等      
　国連児童基金（UNICEF）     
　国連世界食糧計画（WFP）     
　　　うち、受取委託物品        
　国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 
　世界基金（Global Fund） 
　
受取補助金等合計       
　　　マイナス表記となっている収入は、昨年度以前に受け取った補助金等を精算した際の返金額です。

③  人材派遣費とは、地域開発援助事業等の事前調査・視察・調整のための短期調整員･駐在員･海外契約スタッフ・外部専門家派遣に関わる費用です。                     
       

児童保護募金  
　うち誕生日記念募金  
ラブ・ローフ募金  
緊急援助募金
　うちシリア難民支援募金
　うちフィリピン台風緊急支援募金 
危機にある子どもたちのための募金  
クリスマス募金  
夏期募金  
特別プロジェクト募金  
物資の受入  
その他の募金・寄付金  
受取その他募金・寄付金合計  　 　 　

80,841
45,384
19,499
59,499
18,886
36,862
24,761
97,036
57,666
60,199
1,625
55,455
456,581

１） 財務諸表の作成基準 ： 特定非営利活動法人ワールド･ビジョン･ジャパンは「公益法人会計基準」       
        (公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ　平成16年10月14日)に基づいて会計処理および財務諸表の作成を行っています。   
２） 固定資産の減価償却について ： 定額法による減価償却を実施し、償却額控除後の価額を表示しています。      
３） 引当金の計上基準 ：            
　　賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。      　　
　 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。 
４） 消費税等の会計処理 ： 消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。        

人材派遣費とは、地域開発援助事業等の事前調
査・視察・調整のための短期調整員･駐在員･海外
契約スタッフ・外部専門家派遣に関わる費用です。 
     
    

1,981





―多くの方と、世界の子どもたちのために活動することができました―
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ワールド・ビジョンの始まり
ワールド・ビジョンの活動は、アメリカ生まれの
キリスト教宣教師ボブ・ピアスによって始められ
ました。第二次世界大戦後、混乱をきわめた中
国に渡ったボブ・ピアスは、「すべての人々に何
もかもはできなくとも、誰かに何かはできる」と
考えるようになりました。中国で出会った一人
の少女の支援を始めた彼は、より多くの支援を
届けるため、1950年9月、アメリカのオレゴン
州で「ワールド・ビジョン」を設立しました。
朝鮮戦争によって両親を亡くした子どもたちや、
夫を亡くした女性たち、ハンセン病や結核患者
に救いの手をさしのべることから始まり、現在は
世界の子どもたちのために、「開発援助」「緊急
人道支援」「アドボカシー」を三本柱に、約
100カ国で活動しています。

監査と情報公開
ワールド・ビジョン・ジャパンでは、会計およ
び業務全体に関して2名の監事による内部監査
とともに、外部の独立した公認会計士に依頼し
て会計監査を受けています。その会計報告の概
要は、年次報告書やホームページで公開して
います。また、特定非営利活動法人を所轄す
る東京都と、認定NPO法人を認定する国税庁
および東京都へ、事業報告書等を提出し情報
公開を行っています。
ワールド・ビジョン全体としては、内部に監査
機関を設置し、各国のすべての事務所が最低
でも3～5年に一度、事務所全体の業務監査
と会計監査を受けることになっています。もし
監査の過程で疑義等が発生した場合は、その
都度適切な対処を行います。

ワールド・ビジョン・ジャパンについて
ワールド・ビジョンは1960年代、日本でも両
親を亡くした子どもたちが生活する施設などを
通じて子どもたちへの支援活動を行いました。
その後、日本の経済成長と内外の海外支援に対
する気運の高まりとともに、1987年10月に
「ワールド・ビジョン・ジャパン」が設立され、
独自の理事会を持つ組織として活動を開始しま
した。
1999年に特定非営利活動法人の認証を得、
法人格を持つ民間援助機関としてその歩みを進
めています。2002年5月、国税庁より「認定
NPO法人」に認定され、これ以降当団体への
寄付金は、税制上の優遇措置を受けられるよう
になりました。また、その後のNPO法改正を受け、
2014年8月には東京都より改めて認定されて
います。

ワールド・ビジョン・ジャパンについて

ワールド・ビジョン創設者
ボブ・ピアス
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