
～楽しい時間のために使ったお金が、 別の場所で大きな力になる～

NGOゴスペル広場（GQファミリー）
2018年国際協力レポート たくさんのご協力

ありがとう
ございました!!

2018 年 支援総額 （2008年～ 2018年 累計総額　￥29,476,528）￥4,400,104
※支援の一環としてのフェアトレード商品（ローブ、ストール、ピアス）の買取代金（= 現地へ渡った金額）を含みます

内訳
GQ会費
Sunnyside 会費（全拠点）
Neverland 会費（全拠点）
GQ10周年コンサート
ドリゴス埼玉
長野 5周年コンサート

GQアート部
その他個人寄付など
カンボジアツアーに際しての募金
フィリピンシェルピアス企画
スリランカ　ローブ＆ストール企画
チャリティー「Unity」Tシャツ企画

￥65,054
￥165,069
￥680,800
￥318,515
￥389,800
￥174,600
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スリランカ　裁縫センタープロジェクト （提携：特定非営利活動法人ナダァ）

送金総額 ￥710,609
内訳

GQ会費
GQ10周年コンサート
ローブ 145着＆
ストール 16枚
長野5周年コンサート
その他寄付

￥200,000
￥91,593

￥389,800
￥20,000
￥9,216

￥800,000
￥1,288,642
￥14,400
￥468,824
￥14,400
￥20,000

　GQ の支援で 2008 年にオープンした、女性の職業訓練のための裁縫セ
ンター。GQファミリーからは、昨年は衣装のオリジナルローブ 145枚、オ
レンジのストール 16枚を発注できました（①）。仕上がりも年々きれいにな
り、センターの女性たちは日々楽しく仕事をしています。寄付金は、技術向
上のためのワークショップ実施費用にも使われました。
　また、センターの運営体制を改善すべく、現GQスタッフのNADI が春に
センターに 1か月間滞在（②）、元アパレル店長だった経験を活かし、年間計
画や在庫管理など運営面の具体的なアドバイスを行いました。

　そして昨年センターでは、結婚や出産といった転機を迎えるスタッフが
いました。そのため 2人の女性を新たに採用することになり、2019 年は新
しいスタートの年となりそうです。

①

②

①
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ネパール　復興支援プロジェクト （提携：特定非営利活動法人 ChildFund Japan）

送金総額 ￥237,869　
内訳

GQ会費
GQ10周年コンサート
Sunnyside 横浜会費

￥100,000
￥89,869
￥48,000

　チャイルド・ファンド・ジャパンは 2015年 4月に発生したネパール大地震
以降、子どもたちへの支援を中心に緊急・復興支援を行ってきました。これ
まで14 の学校で75 の教室を修復または再建して、子どもたちが安心し、安
全に学べる環境を整えました（①）。

　また現在は、大地震前からの課題であった、教育の質の改善への取り組みも
行っています（②）。ネパールでは、先生が授業に遅刻してくるなど、仕事への
意欲の低さが見られることがありました。その背景には、教師として必要な教育
を十分に受けることなく教職に就く先生たちもいて、教え方に自信がないことが
理由の一つとしてあります。先生たちへの研修を行うことで、授業の行い方が改
善され、その結果、子どもたちの出席率も上がりました。GQファミリーからチャ
イルド・ファンド・ジャパンへの寄付金は、このような活動に使われています。
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カンボジア、ラオス他　奨学金プロジェクト （提携：公益財団法人 民際センター）

送金総額 ￥2,215,305
内訳

GQ会費
Sunnyside 会費
Neverland 会費
GQ10周年コンサート
ドリゴス埼玉
カンボジアツアー募金
メンバー個人からの寄付

￥200,000
￥1,172,142
￥14,400
￥90,363
￥14,400
￥680,800
￥43,200

　2年連続でカンボジアツアーを実施。支援地訪問ツアーとしては過去最高の15人が参加しました。
今回も奨学生との面会（①）や家庭訪問（②）が実現。ツアー前の募金では68万円もの寄付が集まり、
訪問先の 3つの小中学校へ「学校が今一番必要としているもの」をプレゼントすることができ、先
生や子どもたちともたくさん交流しました（③）。[詳細はブログや映像参照]

　メンバーの皆さまからの月々の会費、イベント収益から、2018 年度も 99 人の奨学生を支える
ことができました。「貧しさ」と共に、「勉強に対する熱意」を選考基準としているダルニー奨学金。
日本では考えられないほどの貧しい家に暮らしている彼らは、この奨学金制度のおかげで、未来に
夢や希望を持つことができています。

GQファミリー奨学生数（2018年度）

カンボジア：85人
ラオス： 10人

タイ：　4人
合計 99 人

① ② ③

（スポンサーシップ）
※横浜独自の支援

①

②
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セネガル　小中学校支援プロジェクト （提携：バオバブの会）

送金総額 ￥292,746
内訳

GQ会費

GQ10周年
 コンサート

￥200,000

￥92,746

　日本在住のセネガル人、マサンバさんが代表を務めるバオバブの会を支
援しています。2018 年はバオバブの会から、小学校 10 校、中学校 2 校、
イスラム系学校 3 校、聾唖学校 1 校の計 16 校へ寄付金が送られました。
各学校は、図書を購入（①）したり、自立運営のための鶏小屋を作ったりと、
それぞれのニーズに合わせて寄付金を使っています。

　また、昨年は初めて保育園への支援もありました。都市ではなく地方の
町でも、働きに出る女性が増えてきたことを受け、保育園を開設するため
の遊具購入資金を支援しました（②）。

①

②
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バングラデシュ  ミャンマー避難民への支援プロジェクト（提携：認定NPO法人 難民を助ける会（AAR Japan））

送金総額 ￥204,253
内訳

GQ会費

GQ10周年
 コンサート

￥100,000

￥104,253

　90 万人を超えるミャンマーからの避難民が暮らす、コックスバザール県の
南東部地域。家を焼かれ、家族を殺され、着の身着のまま逃げてきた人たちは、
人口過密な避難民キャンプで、今も過酷な生活を余儀なくされています。

　GQ ファミリーからの寄付は、こうした避難民キャンプの環境改善のため
に使われています。AAR では、2018 年 12 月末までにトイレ 267 基、水洗
い場 117 か所を設置しました。また、キャンプ内の子どもや女性たちが、安
心して自由に集まれるスペースを開設するプロジェクトも始まりました（①
②）。厳しい生活の中でも、避難民の人たちが少しでも笑顔で過ごせる時間が
多くなるよう、これからも支援を続けていきます。

　GQ ファミリーからの寄付は、こうした避難民キャンプの環境改善のため
に使われています。AAR では、2018 年 12 月末までにトイレ 267 基、水洗
い場 117 か所を設置しました。また、キャンプ内の子どもや女性たちが、安

①

②）。厳しい生活の中でも、避難民の人たちが少しでも笑顔で過ごせる時間が
②
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セブ島（フィリピン）シェルピアス＆奨学金プロジェクト（GQファミリー独自企画）

送金総額 ￥496,222
内訳

シェルピアス企画
GQアート部
GQフリマ＆
 個人寄付

￥318,515
￥65,054

￥112,653

　リゾート開発で海の汚染が進み、漁業では生計を立てられなくなってしまっ
た貧しい集落を支援しています。2月には 2度目の訪問ツアーを開催。制作
現場を視察するとともに、元気いっぱいの子どもたちと交流しました（①）。
　シェルピアスのフェアトレード（②）は、昨年 1月からGQファミリーと
現地との直接取引体制で再スタート。これまで年に数回だった発注が 2018
年は 8回実現、計 975個の買い取り代金にあたる約 32万円を現地に送金す
ることができました。出来栄えによってランク付けをし買取価格を変えると
いうGQファミリー独自の手法で、現地のスキルも少しずつ向上しています。
　また、GQアート部やその他の企画から、2018 年もこの集落の 30人の
子どもたちに奨学金を送ることができました。（下段 2つは奨学金へ）

①

Sing in U
nity. Live in Peace.

②

（立川＆北千住582枚注文分）（GQ10周年コンサートの際の販売分はコンサートの欄に含む）

※Sunnyside 会費内には、掲載の 6 団体に含まれない横浜の独自支援（スポンサーシップなど￥68,500 分）を含みます。

（2017年度で中学校を卒業した奨学生は33人！）

（GQ10周年コンサート時の￥135,191はコンサート欄に含む）


