
はじめて戸籍（ID）を受け取ったブルンジのトゥワ民
２０２２年6月撮影

２０２１年度報告書
2022年7月

一般財団法人宗像協会（宗像財団）



宗像財団について
設立寄付：宗像康子、ジョー新宅
設立代表理事：田中真奈
設立年月日：２０１９年２月６日

宗像財団は２０１９年２月に設立された一般財団法人です。国内外において貧困問
題、教育格差の問題、マイノリティの課題、多様性の推進に取り組んでいます。

世界には極度の貧困状態にある人々が7億3,500万人いるとされていますが、その
85％にあたる6億2,900万人が、南アジア地域とサブサハラ・アフリカ地域に集中し
ています。

宗像財団はこうした貧困状態にある南アジア3ヶ国（インド・パキスタン・バングラデ
ィッシュ）と南部アフリカ3ヵ国（マラウイ・マダガスカル・モザンビーク）を助成金事業
で支援しています。

宗像助成金は小規模な助成金ですが、代表自身が直接訪れた団体の中から選ばれ
ており、なかなか支援が行き届かない人々を対象としていることが特徴です。
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2021年度総括
2019年2月に法人化された宗像財団にとって、2021年度は２つの意
味で喜ばしい年となりました。一つ目は宗像助成金によるモザンビーク
とマダガスカルでの活動が無事に終了し、その成果を伝える素晴らしい
ビデオメッセージが届いたことです。もう一つは新型コロナウイルスの影
響で2年近く訪問することができなかったパキスタンを再訪し、活動の中
間成果を確認できたことです。未曾有の混乱を挟んだ3年でしたが、宗
像助成金を通じて蒔かれた種は大きく成長しています。

啓発活動
宗像財団では国内外で貧困削減やマイノリティの課題に取り組むと同
時に、その内容を広く発信する啓発活動を重視しています。2021年度
はアフリカのブルンジで無戸籍のまま人権が無視されている少数民族
のトゥワと呼ばれる人々を取り上げました。トゥワの家族へのID付与のた
めのオンラインセミナーを行い、10世帯50名分の費用を寄付しました。
また早稲田大学、上智大学、国際基督教大学で国際協力に関する講義
を行いました。2022年1月にはYouTubeに「むなかたチャンネル」を開
設して、途上国での生活やプロジェクトを広く無料で伝えています。
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プロジェクト内容 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

人身売買からの少年保護と
救済ホームの運営

（インド・アッサム州）
2,006,500円 2,008,000円 2,466,000円 2,008,000円

農村地域での看護助手　
養成とコロナ緊急支援

（インド・コルカタ）
1,006,500円 1,008,000円 1,341,000円

0円
（2022年
継続支援）

安全な飲料水提供と
女性のエンパワメント

（モザンビーク・モアンバ郡）
2,000,000円 2,000,000円 2,000,000円

0円
（助成金卒業

p5参照）

LGBT難民支援とコミュニ
ティでの啓発活動

（マラウイ・リロングウェ）
2,008,100円 977,590円 1,342,439円 1,847,846円

若者の研修所ユース・
インパクト・ラボの運営

（マダガスカル・アンタナナリボ）

1,001,700円 984,380円 1,085,260円
0円

（助成金卒業
p6参照）

ロヒンギャ難民のホスト
コミュニティ支援

（バングラディッシュ・
コックスバザール）

 1,000,000円
0円

（コロナによる
活動延期）

0円
（活動再開）

トランス女性への啓発活動
と暴力防止プロジェクト
（パキスタン・ラホール）

 1,003,565円 712,705円 １,０３２,５００円

開放病棟による薬物リハビ
リセンターの運営

（パキスタン・ラホール）
 1,007,200円 1,003,330円

564,399円
(半期分は

2022年度へ）

トランス女性と若者への
就労機会の提供

（パキスタン・ラホール）
 1,007,200円 1,281,450円 1,143,650円

２０２１年度　
宗像助成金
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宗像助成金
完了報告

プロジェクト：安全な飲料水提供と女性のエンパワメント（2事業）
活動地：モザンビーク・モアンバ郡
活動実施団体：えひめグローバルネットワーク
支援期間：2019年〜２０２１年
活動成果：上のQRコードよりYouTubeの動画で閲覧できます

　　　　村の小学校（BEFORE)　　　　　　　　　　　　宗像助成金の支援後（AFTER)

安全な飲料水提供事業では、村の小学校を改修して水タンクを取り付け、コロナの中での手洗い運
動を促進しました。また村唯一のクリニックも改修されました。村人の長年の願いであった井戸も無
事に完成し、多くの人々の生活を向上させています。

女性のエンパワメント事業では日本
で刺しゅうや洋裁の研修を受けた女
性がリーダとなって、モザンビーク伝
統のカプラナ布を用いた商品の作
成を行いました。コロナ禍では村人
にカプラナ布マスクを配布しました。

また日本に向けたフェアトレードの
商品としてバッグやカプラナ・ボタン
などを制作し、インターネットや一村
一品マーケットで販売しています。
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宗像助成金
完了報告

プロジェクト：若者の研修所ユース・インパクト・ラボの運営
活動地：マダガスカル・アンタナナリボ
活動実施団体：YouthFirst
支援期間：2019年〜２０２１年
活動成果：上のQRコードよりYouTubeの動画で閲覧できます

　　　ユース・インパクト・ラボ内部　　　　　　　　　　　　屋外の広大な敷地でも研修

若者のための団体YouｔｈFirstのオフィスと研修スペースの運営を支援しました。どのようなマイノリ
ティでも安心して話し合えるスペースを確保し、数多くの研修を実施しました。また起業家研修を受け
た若者への資金（Seed Fund）を提供して、農村地帯や地方での経済活動を応援しています。

YouthFirstの訪問は2019年の4月でし
た。マダガスカルはアフリカの島国ですが、
人々の面差しは東南アジアの島国のよう
で、親近感を覚えます。

当時のスタッフでのちに代表となるミオラさ
んは現地語とフランス語の他にも英語を堪
能に話し、財団が理念とするマイノリティ支
援やダイバーシティについて深く共感してく
れました。コロナ禍にはオンライン研修を実
施し、マダガスカルのマイノリティの人々を
導くリーダーとして成長してくれました。
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２０２１年度　
宗像インターン

ファブリスさん（東京外国語大学　元ブルンジ難民）

マイノリティー支援を掲げる宗像財団でインターンをする中
でインターンの研修テーマをブルンジのトゥワと呼ばれるコ
ミュニティにしました。ツチとフツと呼ばれる民とは違う、あま
り報じられることのない第三の民です。インターンでは調査
するだけではなく、具体的な活動につなげることを求められ
たので、初めてオンラインセミナーの実施を企画して、10世
帯50人へIDを付与するための寄付を集めました。多くの参
加者を得て、嬉しかったです。またIDを得たトゥワの人々の
写真を見て、とても感激しました。日本でのこの経験だけで
はなく、これからも継続してトゥワの人々を支援したいと思い
ます。

テンボさん（東京外国語大学　ウガンダ人留学生）

宗像財団が取り組むLGBT難民支援のプレゼンの中で、は
じめて性的指向と性自認の違いなどを知りました。宗像財
団の研修テーマはウガンダで弾圧の対象となっている同性
愛者のコミュニティにすると決めましたが、こうしたテーマは
日本に来なければ取り組めなかったと思います。ウガンダで
支援できそうな団体を見つけるという目標はかなわなかっ
たのですが、本当に多くのことを学びました。また横浜市立
大学でプレゼンテーションの機会を得たのも大きな体験で
した。これからもウガンダのセクシャルマイノリティについて
発信し続けていきたいと思います。

宗像財団では2019年の設立当初から東京外国語大学の留学生と国際基督教大
学の学生をインターンとして迎えています。
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２０２１年度　
支援団体視察

薬物リハビリセンター（Roshan Rasta）訪問

リハビリセンターを卒業して5周年、8周年となる卒業生の
周年記念に参加。また現在リハビリを受けている3名の在籍
者へのインタビューと事務局長でグループカウンセリング
のプロであるハミドさんへのインタビューを行いました。依存
症のボトムロックと呼ばれるどん底をどのような形で体験し
たのか、卒業生は他の人への啓発活動としてビデオで自
身の経験を率直に語ってくれました。

宗像財団は設立当初より現地を直接訪問して、代表やコミュニティーの人々と対話を
しながら支援先を決め、プロジェクトを進めることを大切にしてきました。

トランス女性への啓発活動と性暴力防止プロジェクト
（Kawaja Sira Society）訪問

半年分の助成金となる4500ドルの小切手を代表のムーン
さんに届けました。彼女のお誕生日祝いに参加して、一緒に
パキスタン法科大学で行われていたトランスジェンダーの
人々の人権セミナーに参加し、ウルドゥー語でスピーチをし
ました（QRコード①）。また同団体がHIV陽性のトランス女
性を対象に行っているコロナのワクチン接種キャンプを見
学しました。

トランス女性と若者への就労機会の提供（Go Green
Welfare Society）で支援しているYouTubeへの出演

植林活動やＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのスポンサーなどユニー
クな形でトランス女性の就労機会を提供しているGo
Greenを訪問しました。スポンサーをしているパキスタンの
著名なトランス女性ジャナットさんのYouTube番組へ出演
（QRコード②）。パキスタンと日本の違いや文化について対
談をしました。またGo Greenが支援しているメイクアップア
ーティストの方からのメイクを体験しました。

8



２０２１年度　
理事会・評議会

第6回定時理事会

2020年度事業報告の承認
2020年度事業報告の付属明細書の承認
2020年度財務諸表の承認
202１年度事業計画の承認
202１年度収支予算の承認
新しいHP案の共有

　2021年7月14日　オンライン開催
　議題

第５回定時評議会

第７回定時理事会

2020年度事業報告の承認
20２０年度事業報告の付属明細書の承認
20２０年度財務諸表の承認
202１年度事業計画の承認
202１年度収支予算の承認
新しいHP案の共有

　2021年８月９日　オンライン開催
　議題

HPのドメイン変更への承認
代表理事住所変更の報告
暗号資産による寄付に対する協議
ファンドレイジングイベントについての承認

　202２年１月６日　オンライン開催
　議題

宗像財団の活動と予算は理事会を通じて協議・決議されています。また評議会は財
団の財務を監督しており、理事会での協議の内容が全て報告されています。財団の
財務諸表と活動報告書は規定に従って、ホームページに5年分が掲載されます。
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２０２１年度　
会計報告
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宗像財団役員

田中真奈　
代表理事兼事務局長
海外コンサルタント
JICA事業の実施

設立当初からの理事と評議員に加えて、ファンドレイジング顧問と新たな評議員を迎
えて財団の運営を行っています。

二階堂有子　
理事
武蔵大学経済学部教授
専門：開発経済学

田中和子
理事
元国際基督教大学教授
専門：ジェンダー

松浦由佳子　
評議員
難民支援団体職員
専門：平和構築

監事：仙川共同会計事務所　納野知広

穂満将徳　
評議員
システムエンジニア

田中誠
評議員
日本聖公会司祭

深町英樹
評議員
社団法人GEMSTONE代表

長谷川攝　
ファンドレイジング顧問
日本フィランソロピック財団理事
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ご寄付
財団の活動にご寄付いただける方は、こちらからお願いします。

ゆうちょ銀行振替口座
記号番号：００１５０－３－６３５５８２
支店番号：（当座）０１９店
口座名（漢字）：一般財団法人宗像協会
口座名（カナ）：ザイ）ムナカタキョウカイ

他の銀行から振り込まれる場合
銀行名：ゆうちょ銀行
預金種目：当座預金
記号番号：635582
支店番号：〇一九店（全て漢数字にて入力）

お問合せ
一般財団法人宗像協会（法人番号：０１２４－０５－００４２８９）
〒182-0022
東京都調布市国領町１－２５－２０－５０９
e-mail :  info@mnkt.org

ホームページにもお問合せフォームがございます。
www.mnkt.ch

関連QRコード
ホームページ　　　　　　　　　　　YouTubeむなかたチャンネル
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