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〜 皆様にご⽀援いただいて、⽀援がつながり続けた 2014 年 〜

◆ ⽀援実績 （2014/11/30 現在）

みなさま、こんにちは。 ⼀般社団法⼈ジェスペールです。

＜⽀援⺟⼦数＞
・2014 年 11 ⽉計 481 組
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始より累計 18,462 組（2012/7〜2014/11）
＜活動場所＞
・岩⼿（⼤船渡、陸前⾼⽥、花巻、釜⽯、⼤槌、遠野、
宮古、久慈）
・宮城（⽯巻、東松島、⼥川、気仙沼、亘理、名取、仙台）
・福島（いわき、相⾺、南相⾺）
・福島（伊達、⼆本松、須賀川、⽩河、郡⼭、猪苗代町）
・新潟（⻑岡）
・埼⽟（川越）・神奈川（横浜）・東京（中野）
＜活動内容＞
育児相談会／茶話会／ベビーマッサージ／ベビー体操/
ママのリフレッシュ体操／親⼦ビクス／仮設巡回訪問

この前の⽇曜⽇は衆議院選挙でした。
ここ数年はテレビの選挙速報も池上彰さんの鋭い突っ込
みが話題になったりと、選挙結果のみではなく、各テレビ
局の速報番組にも注⽬されるようになっていますね。
皆様はどの選挙速報をご覧になったでしょうか。
さて、今回は、現場の声はお休みとさせていただき、広報
から 2014 年を振り返って皆様への感謝の思いをご覧いた
だきます。
被災地での「これから」と「今」、そして「未来」。どうぞ
最後まで、ご覧ください。

◆ ジェスペールの 2014 年 （ジェスペール広報 稲葉薫）
今年もジェスペールは無事に活動を継続することができました。
これもひとえにご⽀援いただいた皆様のおかげです。
2014 年のジェスペールの活動を皆様へのお礼も兼ね、振り返ってみたいと思います。
*****************************************
◇◆ 1 ⽉ READYFOR プロジェクト
ジェスペールの 2014 年は、READYFOR のプロジェクトから始まりました。
岩⼿の広範囲で⺟⼦⽀援をしている「助産師による復興⽀援まんまる」（以下「まんまる」）が⽀援⽤に使⽤している⾞に限界
が近づきつつあったので、次の⾞を購⼊する資⾦調達が必要でした。
1 ⽉から READYFOR の担当と準備を⾏いましたが、READYFOR 担当の質の⾼いキュレーションにより、「まんまる」を知ら
ない⽅にも現状がわかりやすく伝わる広報内容に仕上げていただきました。
1 ⽉ 27 ⽇にプロジェクトを公開、⽀援を募りました。
このプロジェクトは 2/13 の読売新聞朝刊 家庭⾯に記事が掲載されたこともあり、3 ⽉ 28 ⽇までの 60 ⽇間の実施期間中、
212 ⼈の⽅にご⽀援いただき、⽬標⾦額 2,000,000 円のところ、最終⽀援⾦額は 2,628,000 円となりました。
実施期間中はご⽀援いただいた⽅の温かいコメントが、担当者⼀同の⼤きな励みになりました。
ご⽀援の引換券（お礼的なもの）として送った、笑顔の⾚ちゃんのクリアファイルは⼤好評でした。
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「まんまる」メンバーは現在、皆様からのご⽀援によって購⼊した⾞に乗って、岩⼿県内を⺟⼦⽀援に⾛り回っています。
（このプロジェクトについては、10 ⽉に READYFOR 側からその功績に対して READYFOR LADY 賞を授与されています）

◇◆ 3 ⽉ 厚⽣労働⼤⾂から感謝状
これまでの活動に対し、厚⽣労働⼤⾂から東⽇本⼤震災被災者⽀援感謝状をいただきました。
ジェスペールと現地の助産師の活動、現地で頑張っている⺟⼦、そして被災地外で⽀援をして
くださる⽅々のお気持ちが広く認められた嬉しい感謝状でした。
◇◆ 6 ⽉ なかの育フェス
6 ⽉ 14 ⽇と 15 ⽇の⼟⽇にかけて、中野ゼロホールで第 2 回なかの育フェスが開催され、ジェスペールも出展ブースと講演
で参加しました。
※なかの育フェス・・・「⼦育てで地域とつながろう！」をコンセプトに、育児⽀援等に関わるいろいろな団体の⽅々が⾃発
的に企画運営しているもの
講演では、「まんまる」佐藤さんと、妊娠 6 カ⽉で被災した⽅が当時の状況を語ってくださいました。
特に⾝重で 311 を経験した⽅のお話にはたいへんな重みがありました。
◇◆ 11 ⽉ 寄付システムの移⾏
これまで利⽤していたジェスペールを継続的にご⽀援くださる、マンスリーサポーター⽅々の寄付システムが今年で終了し、
新しいシステムに移⾏することになり、そのお願いを 11〜12 ⽉にかけて⾏いました。
震災から 3 年以上が経ち、これを機にご⽀援を終わらせたいと考えられる⽅もいらっしゃるかな・・・と不安でしたが、お陰
様で順調に新しいシステムに移⾏していただいています。
継続的にご⽀援いただけることは安定した活動継続の原動⼒となっています。
継続してご⽀援くださる⽅々にこの場を借りて⼼より感謝申し上げます。
（マンスリーサポーターの⽅で領収書をご希望の⽅には、1 ⽉中に送付いたしますので今しばらくお待ちください）
*****************************************
さて、ジェスペールには継続ご寄付の⽅はもちろん、ご⾃⾝のペースでのご寄付、売上の⼀部をご寄付いただく⽅、⻄友のレ
ジ募⾦、千趣会のハハトコプロジェクトの募⾦、無印良品の募⾦、などなど多⽅⾯からご寄付をしていただいております。
ご寄付をいただいた皆様に⼼より感謝いたします。今年も皆様のご寄付により、被災地での⺟⼦⽀援を継続することができま
した。
今回はその中で、ユニークなご⽀援をしてくださった⽅々をご紹介します。
（ご紹介の順番は順不同です）
◆◇momozonosalom 様
http://momozono-salon.com/
momozonosalom 様は、中野駅から徒歩 5 分のところにあるサロンです。
1 階はハワイのタロットカードを使ったリーディングルーム、 2 階は熟練セラピストの⽅が⼼と⾝体を解放するボディケアを
しています。
このサロンが、⼥⼦⼒アップコースの売り上げの半額をジェスペールに寄付して下さっています。
この⼥⼦⼒コース、詳細を⾒てみたら、なかなか素敵なコースです。
⼀応⼥⼦の範囲内にいる（と思い込んでいる）筆者はぜひ⼀度⾏ってみたいと思っています。このメルマガをご覧の⼥⼦の皆
様も⼀度ぜひどうぞ。
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◆◇Wanabi Japan／和なびジャパン様
http://jp.wanavi.org/
和なびジャパン様は在住外国⼈とその家族が、⽇本で安⼼感と⾃信を持って暮らしていくために必要な情報と⽀援を提供して
いる団体です。
震災直後から、⽇本に暮らす⺟親たちを⽀えているつながりで、2011 年から団体で集めた寄付を東北の⺟親たちへと、毎年
寄付して下さっています。

◇◆ プロキッチン⽤品のセレクトショップ常陸屋様
http://shop.prokitchen.co.jp/top.command
常陸屋様は、キッチン⽤品のブランドを数多く扱っているインターネットショップです。
3 ⽉ 11 ⽇から⼀週間の売上の 1 割を、お客様のアンケートから寄付先を決めてジェスペールにご寄付下さいました。

◇◆ 上尾 ひかわ幼稚園⺟の会様
http://www3.plala.or.jp/hikawa/oya/index.html
毎年、⺟の会様で集めていただいた募⾦をご寄付くださっています。
幼稚園は 2 年で卒業になりますので、その親御さんも 2 年単位で離れていかれるはずですが、毎年募⾦活動が継続していると
いうのは、たいへん素晴らしく、かつありがたいことと感謝しております。

◆◇ ロッセター 智⼦様・⾹港ディスカバリーベイ在住の play for Japan サポートチーム様
⾹港在住で、⾹港でのフリーマーケットに参加した売上を毎年ご寄付いただいています。
⾹港ディスカバリーベイ在住の play for Japan サポートチームの皆様は、東北被災地の⺟⼦や⺟⼦⽀援をする助産師のこと
を震災後も案じてくださっています。⽇本以外の国で被災地のことを考えてくださる⽅がいらっしゃるというのは、本当にあ
りがたいことですね。

◆◇ 和⽥孝男様
神奈川県在住の和⽥様は、⾝近な⽅にジェスペールの活動をご紹介いただき、募⾦を募ってくださる、草の根ファンドレイザ
ーです。
「草の根」と⾔っても、その⼿法はプロ顔負け、いえすでにプロ以上です。
筆者もジェスペールという⾮営利団体に所属している⾝ながら、ファンドレイジングが⼤の苦⼿なので、その⼿法はぜひ⾒習
わせていただかなくてはと思っています。
和⽥様の⾒事な⼿法をご紹介します。
和⽥様は先⽇、古くからのお知り合いの⽅々と、⼀泊旅⾏に出かけられました。
その宴席で、持ち寄り景品でのビンゴゲームがあったそうなのですが、景品が余ったため、ご同⾏の皆さんにチャリティオー
クションを持ちかけられました。
もちろん売上はジェスペールにご寄付いただくお⼼積もりでのご提案でしたが、ご同⾏の⽅々はジェスペールのことはほとん
どご存じなかったそうです。
しかし、その場で匿名寄付を受け付けられ、後⽇ジェスペールにご寄付いただきました。
和⽥様のとっさの発想⼒も素晴らしいですし、寄付⽂化のない⽇本でご同⾏の⽅々に寄付を受け⼊れさせることができる和⽥
様のリーダーシップに敬服しました。
加えて傑作だったのが、匿名寄付の半分を寝酒費⽤にされたことです。
「寝酒」というのが何とも微笑ましく感じられましたが、こういうお⼼配りがある⽅だからこそ、ご同⾏の⽅々が和⽥様の提
案に賛同されたのだろうなあと思いました。
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そんな和⽥様はなんと 79 歳の男性の⽅なのです。
現役時代は製造系総合電機メーカーで多様な経験を積まれていらっしゃったそうです。
野球と落語がお好きだと⾔う⽂武両道で、特にスポーツは⽇本スポーツ学会員になるほどの熱⼼に取り組まれたとか。
筆者は和⽥様から寄付のお知らせの際に⽇々のご状況をお伺いするのですが、和⽥様の⾏動⼒と好奇⼼に驚かされています。
⻑年、仕事の多様な経験をされたこと、熱⼼に⽂武両道の趣味に取り組まれてきたことが、プロ顔負けのファンドレイジング
⼒醸成となったのかな、と勝⼿に推察しています。
ファンドレイジングという⾯からだけではなく、⽇々いろいろお仲間と交流し、飲み、旅⾏に⾏かれ、スポーツと⽇本語と⾷
⽂化を軸にお孫さんとも親しく交流するという、和⽥様のお姿は、⽇本の男性の⽬指すべき理想像かもしれませんね。

*****************************************

ジェスペールの 2014 年もいろいろな⽅の温かいご⽀援に⽀えられた 1 年でした。
皆様、2015 年もご⽀援を賜りますよう、お願い申し上げます。

◆ クレジットカードによる寄付システムが変わります
これまでジェスペールが皆様からクレジットカードにより寄付していただく際に利⽤していた、寄付システムが年内に終了す
ることになり、新しいシステムへ移⾏することとなりました。
新しいクレジットカード寄付サイトのページは下記となります。
http://kessai.canpan.info/org/tohokumama/
または、ジェスペールホームページ内の「寄付⾦受付」ページからも上記のページに⼊ることができます。
※寄付いただく際の⾦額に変わりはありません
マンスリーサポーター（毎⽉継続寄付）の⽅々には、今⽉下旬にご案内のメールを送信いたしますので、今しばらくお待ちく
ださいませ。
今後ともジェスペールにご⽀援を賜りますようお願いいたします。

◆ プロジェクト応援のお願い
ジェスペールの「東北こそだてプロジェクト」は、被災地の⺟⼦を⽀援する助産師の活動を⽀援しています。
皆様からいただいた温かいご⽀援は活動の原動⼒となっています。
被災地の⺟⼦を今後も継続してサポートしていくため、妊産婦⽀援に関するお志を同じくするお知り合いの⽅がいらっしゃい
ましたら、ぜひ下記サイトをご紹介ください。
http://tohokumama.org/donation/
また、皆様からの励ましのお声も、現地の助産師や被災地で⼦育て中のお⺟さん、ジェスペールメンバーの⼒になります。
ご寄付いただく際に励ましのお⾔葉を添えていただいたり、当メールマガジンへのご感想などをお寄せください。

発⾏者： ⼀般社団法⼈ジェスペール
公式ホームページ：http://tohokumama.org/
Twitter: https://twitter.com/tohokumama
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お問い合わせ先：info@tohokumama.org
Facebook: http://www.facebook.com/tohokumama

