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発電機を載せて 台⾵オデットにより被災した離島にある
ヒロトゥンガン校へ向かう船上からの景⾊【フィリピン】

本号の記事

ショウ ラジブ理事⻑並びに姉妹団体SEEDSインドが国際笹川防災賞を受賞︕
⽇本 

▼本部︓第16回 SEEDS Asia 年次総会、理事会 

▼講師派遣︓AXA WEEK FOR GOOD研修 、奈良教育⼤学での講演 

▼⻑野︓⻑沼地区まちづくり委員会の出席 
フィリピン 

▼台⾵22号 ライ（現地名オデット）被災校へのクリーンアップキット供与/貸与
ミャンマー 

▼⼦どもたちの教育継続⽀援の実施とご協⼒のお願い（継続）
ご案内 

▼これからのまちを考える復興リレー講座のご案内 

▼奈良教育⼤学でのESDシンポジウムのご案内
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SEEDSインドと理事⻑が2022年国際笹川防災賞を受賞しまし
た︕
 
  5⽉25⽇、グローバル防災プラットフォーム会合（於︓インドネシア）において、SEEDS
Asiaの理事⻑であるショウ ラジブ（Prof. Rajib Shaw, 慶應義塾⼤学教授）が、2022年国際笹川
防災賞（Sasakawa Award）を個⼈部⾨で受賞した他、SEEDS Asiaの姉妹団体であるSEEDSイ
ンドが団体部⾨で受賞するという、ダブル受賞となりました。
 
  国連と笹川財団が顕彰する本賞は、「災害リスク軽減のための活動において、すべての
⼈々、とくに⾼いリスクにさらされている⼈たちがインクルーシブで利⽤しやすく、差別なく参
加できる仕組み作りに貢献している個⼈、団体、または取組を顕彰」するもので1986年に創設
されました。今年度はマルチハザードアプローチ（危険を及ぼす⼀つの⾃然現象に特化せず多様
な⾃然現象を念頭⼊れた取り組み）をする団体・個⼈それぞれ3団体、3名が受賞しています。
 
 1994年に創設されたSEEDS Indiaの⻑く地道な活動、そして研究と活動のシナジーを⽣み出し
てきた理事⻑の功績が認められたことを喜ばしく感じています。この⼀端に、SEEDS Asiaの活
動を通じて出会い、共に学び、連携しご協⼒頂いた皆様の存在があります。ここに改めて深くみ
なさまに感謝を申し上げます。
 
理事⻑からのコメント︓
This award is the recognition of great work of my students and research
collaborators. I thank all the learning I had from them as well as communities where
I have worked. I dedicate this award to all young scientists and youth groups
involved in disaster risk reduction.
 
ご参考︓2022年国際笹川防災賞について（UNDRRサイトへ）

⽇本
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第16回 SEEDS Asia 年次総会、理事会を実施しました
 6⽉3⽇、SEEDS Asia理事会並びに年次総会が慶應義塾⼤学三⽥キャンパスで開催されまし
た。対⾯とオンラインのハイブリッド式で実施し、SEEDSの創始メンバーの他、理事・監事・
役員、会員を含め、インド・デリー、オーストラリア・サンシャインコースト、国内では神⼾、
東京、奈良、仙台など3か国6都市をつなぐ会議となりました。
 
 予算だけを⾒ると、全体の事業規模はコロナ禍と政情不安の影響で、10年以上前の規模に縮
⼩していますが、過去の事業地での経験の蓄積やネットワークを活かしながら、よりきめ細やか
な事業展開をしていきたいと存じます。今年度もどうか、皆様お⼒添えくださいますよう、よろ
しくお願い申し上げます。
 
 尚、2021年度報告書、2022年度計画書はこちらです。

⻑野︓⻑沼地区まちづくり委員会への⽀援を開始します︕
 
 6⽉2⽇、⻑沼地区住⺠⾃治協議会の下、今年度に組成された「まちづくり委員会」の第⼆回
⽬となる会合が隣町の古⾥地区の古⾥⽀所で開催されました（⻑沼地区は⽀所も体育館も被災
し、⼤⼈数が⼊るホールが無いため隣町の会場で実施されています）。同委員会は、⻑沼地区住
⺠⾃治協議会推薦メンバーの他、近隣企業や公募で募集があった⼥性や若者を含む34名の幅広
い地域のメンバーで構成されています。
 
 同委員会を⽀える形で、⻑野市復興推進特別対策室の呼びかけによる⻑野市被災地復興⽀援チ
ーム「ONE HEART（通称ワン・ハート）」が⽴ち上がりました。ワン・ハートは⻑沼地区の復
興を⽬的とする部局横断型組織であり、SEEDS Asia等NPOを含め官⺠の協働・連携を推進する
包括的・画期的な連携体制です。今後はSEEDS Asiaも⻑沼地区のまちづくり計画の策定⽀援等
に携わることになっており、この新しい協働によって⽣み出される相乗効果にワクワクしていま
す。尚、6⽉16⽇には第3回⽬、そして6⽉25⽇には復興対策企画委員会の河川防災ステーション
の検討グループとの合同ワークショップが開催されました。 
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講師派遣︓
アクサ ウィーク フォー グッド︓ラーニングセッション
  
  6⽉22⽇、⽣命保険や損害保険等、幅広い保険サービスを提供しているアクサグループで実施
されている、従業員の⽅々向けの研修会にお招きいただき、理事の及川幸彦⽒（奈良教育⼤学准
教授）から「学校・地域社会・企業が共に歩む防災・防災教育」と、事務局⻑の⼤津⼭光⼦から
「令和元年東⽇本台⾵から⾒えること」として講演の機会をいただきました。  
 
 発表の後のパネルディスカッションでは、「全国にいる約8,800⼈の従業員が地域市⺠の⼀員
として減災の輪を広げていくにはどういったマインドセットが⼤切か」、そして「リスク低減と
いう観点で保険会社に期待されることは他にあるか」などをテーマに話し合いました。後でいた
だいた参加者からのコメントには、「防災・減災対策は必要とはわかっていても、なかなか⾃分
事としてとらえきれずにアクションに結び付けられないので、このような機会を得ることで⼩さ
なことでも⾏動することにつなげられるのではないかと感じた」、そして「個⼈だけではなく組
織としてどのように防災に貢献できるかが具体的にディスカッションされたこと（がよかっ
た）。損害保険の分野においても、備えをしている地域や個⼈に対し保険料が減額されるという
アイディアはとても良いと思う」といった感想をいただきました。
 
 東⽇本⼤震災、令和元年東⽇本台⾵の被災地における現場の声に⽿を傾けてくださったアクサ
グループの皆様に、この場をお借りして改めて感謝申し上げます。
 
奈良教育⼤学での講演
 6⽉23⽇、理事で奈良教育⼤学及川幸彦准教授が担当する「ESDと防災」の授業にお招きいた
だき、事務局⻑の⼤津⼭光⼦が「災害の背景に向き合うーミャンマーの事例から」と題した講義
を⾏いました。⽇本の事例だけでなく、海外の災害対応や防災への取り組み事例を知ることで、
私たちの災害対応の「当たり前」を疑うことを恐れず、客観的に⾒つめ直すきっかけとなり、こ
れからの防災教育、そして防災の在り⽅を考える機会になっていれば幸いです。

   

 



フィリピン 
▼台⾵22号 ライ（現地名オデット）による被災児童・⽣徒の教育機会の確保に向けた
⽀援を展開しています。
 被災地への緊急⽀援、復旧・復興⽀援 

※本活動は個⼈寄付並びにジャパンプラットフォームの⽀援により実施しています。

「学び舎をみんなで取り戻そう︕」台⾵22号 ライ（オデット）被災
校へのクリーンアップキット貸与/供与
 
 12⽉にフィリピン中部を襲った台⾵オデットによる復旧・復興のため、SEEDS Asiaはジャパ
ン・プラットフォーム（JPF）の緊急⽀援プログラムにて事業を開始し、電⼒が途絶えた学校へ
の発電機や、未だに校内に倒⽊や⽡礫などが散乱し授業の再開に課題を抱える学校へのクリーン
アップキットを供与してきました（⼀部機材は貸与）。
 
 オデットは暴⾵による倒⽊やがれき被害が多く、機材が不⾜している状況が続き被害から5か
⽉が経った今も校庭が⽚付いていない学校が多くあります。本事業によって4⽉から開始した台
⾵オデット被災校のクリーンアップ作業は、すべに延べ31校で展開されました。 
 
 フィリピンでは新型コロナの感染拡⼤で2年以上閉校が続いてきたのですが、被災校の多くが
対⾯授業の再開に向けて動き出しています。学び舎を取り戻すクリーンアップ作業はその⼀環と
して実施しています。中でもチェーンソーは扱いが難しいため、バランガイ（フィリピンの最⼩
⾏政単位）職員や児童⽣徒の保護者など、経験のあるボランティアに呼びかけて少しずつ撤去を
進めています。児童⽣徒の学びの場を確保するために沢⼭の⼤⼈が関わる姿に⼦どもたちも⼀緒
に動き出しました。作業中の安全に配慮しつつ、機材提供と⼈材の調整を⽀援することによっ
て、みんなで⼦どもたちの学び舎を取り戻す⼀助になればと願っています。
 
 この事業はジャパン・プラットフォームの⽀援で実施していますが、まだまだ多くの学校が⽀
援を必要としています。SEEDS Asiaは引き続き、学校の早期復旧に向けて活動をして参ります
ので、皆さまからの温かいご⽀援をお願いいたします。寄付の⽅法についてはこちらのリンクを
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ご参照ください。尚、SEEDS Asiaは認定NPO 法⼈格の交付を受けており個⼈・法⼈からの寄付
について税法上の優遇措置（税額控除対象）を受けることができます。
 

ミャンマー 
▼複合的リスクの中にある児童の教育機会の確保に向けた⽀援を開始します。
被災地への緊急⽀援 （個⼈寄付・団体寄付募集中）

⼦どもたちへの教育継続⽀援実施と協⼒のお願い（継続）
 ミャンマーでは、コロナ禍と政情不安の中、約2年間にわたり学校が閉鎖していました。この
ままでは、貧困の深刻化など、潜在的な社会課題が⼤きく膨らみ、より災害に脆弱な状態に陥る
ことが懸念されます。

 ⻑期的な視野に⽴ち、ミャンマーの未来と「学びたい」という⼦どもの希望を、温かいお気持
ちで⽀えてくださいますよう、どうぞ、皆様お⼒添えの程、宜しくお願い申し上げます。

詳細記事はこちら

 ご案内
 1. これからのまちを考える 復興リレー講座第11回実施のご案内
  （7⽉22⽇18:00〜）

SEEDS Asiaは、令和元年東⽇本台⾵によって甚⼤な被害を受けた⻑沼地区を主な対象と
して、2020年度から復興リレー講座を実施して参りました。開始から延べ500名以上に亘
る⽅々のご参加をいただき、ここに改めて講師としてご協⼒いただいた先⽣⽅、ご参加頂
いた皆様に深く感謝申し上げます。
第11回⽬には、都市計画と復興まちづくりの分野で豊富な知⾒・経験をお持ちの姥浦道
⽣先⽣にお話を頂きます。
是⾮ご視聴ください。
7⽉22⽇18:00〜19:30
申し込み⽅法 
申し込みフォームにて受付中（7/20〆）
※本活動はジャパン・プラットフォーム（令和元年台⾵15号・19号被災地⽀援プログラ
ム）、⻑野市後援により実施しています。
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2. 近畿ESDコンソーシアム総会シンポジウム ESDと防災・減災
参加者募集 7/9〆

奈良教育⼤学が主催する近畿ESDコンソーシアムが設⽴され、記念シンポジウムが開催
されます。SEEDS Asiaの理事及川幸彦准教授と事務局⻑の⼤津⼭が登壇します。
詳細、ご応募はこちら（近畿ESDコンソーシアムのページへ）

バックナンバーを読む

アジアの防災・被災地の復興を応援しませんか
SEEDS Asiaの活動は、皆さまからのご⽀援によって成り⽴っています。
寄付⾦は、SEEDS Asiaの活動全般へのご⽀援として、アジア各地での環境・防
災、被災地の復興に向けた活動に活⽤させていただきます。
 

尚、弊団体は認定NPO 法⼈格の交付を受けており、個⼈・法⼈からでも 
ご寄付額に応じて税法上の優遇措置（税額控除対象）を受けることができます。

皆さまからのあたたかいご⽀援・ご協⼒をお願い致します。
 

▼緊急⽀援に賛同する 
銀⾏振り込みの他、クレジットカードによるオンライン決済、携帯電話料⾦との同
時引き落としも可能です。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせく
ださい。 
 
銀⾏振込 
三井住友銀⾏ 岡本⽀店 
⼝座番号︓普通 0571188 
⼝座名義︓特定⾮営利活動法⼈SEEDS Asia 
 
郵便振込 
⼝座番号︓00960-7-207240 
⼝座名義︓特定⾮営利活動法⼈ SEEDS Asia＜トクヒ）シーズ アジア＞
 
オンライン決済
下記のロゴをクリックしていただくか、こちらの⽇本財団によるCANPAN（オンラ
イン決済のページ）、あるいはソフトバンクのサイトにてお願い致します。 
 
注︓決済システム上、領収書（税額控除対象証明書）の発⾏が時期によってはご寄
付から約1か⽉後となりますこと何卒ご了承ください。
 
尚、ソフトバンクサイトでのご寄付につきましては、⾃動的に匿名扱いとなってし
まいますこと、何卒ご了承くださいませ。
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賛助会員・インターン・ボランティア・
を募集しています︕

 
▼賛助会員になる 
SEEDS Asiaは賛助会員(⼀⼝3,000円) を募集しております。毎⽉のニュースレター
の他、SEEDS Asiaが主催する様々なイベントへのご案内や特典、実施国の情報等
を受け取ることができます。
 
▼正会員になる 
防災⽀援に関わる技術や専⾨性、活動を通じた⽀援が可能な⽅は正会員(⼀⼝
10,000円)となっていただき、緊急⽀援調査チームや防災啓発イベントの運営をお
⼿伝いください。
 
▼イベントに参加する・講演会の実施 
国内においても、防災キャンプや講演会、啓発イベントなど災害に負けない⼈づく
りの⽀援を実施しています。講師派遣も⾏っておりますので、ご検討いただける⽅
はrep@seedsasia.orgまでご連絡ください。過去のイベントはこちら
 
▼インターンになる 
国際協⼒や環境問題の改善、防災教育に興味があり、活動を共に⽀えてくださる
⽅々を歓迎しております。是⾮ご連絡お願いします︕
 
▼ボランティアをする
イベント活動や翻訳などのお⼿伝いをしていただける⽅を募集しております。
SEEDS Asiaに興味を持っていただいた⽅、環境問題や⾃然災害･防災教育などに興
味を持たれている⽅は、是⾮ボランティア登録を⾏ってください。 翻訳が必要にな
った時やイベントの実施に合わせて随時事務局からご連絡致します。

ニュースレターは会員の皆様の他、関係者の皆様、スタッフと交流させていただいた皆様にお送りして
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おります。ご変更の場合は、お⼿数ですが本メールまでご返信ください。
 

認定NPO SEEDS Asia ⽇本658-0072 兵庫県神⼾市東灘区岡本1-7-7-307 TEL 078-766-9412
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