2021 年度
オンザロード活動報告書

On the Road 概要
【ビジョン】
世界中の貧困や紛争地域、スラム・難民など学校に通えない子どもたち・若者たちが、学びや働く機会を得られること。また、豊かな国々
で生きる人々が一緒に考え、子どもたち・若者たちが夢を追いかけられる世界を創りたい。
【ミッション】
日本の逆境にいる子どもたち、障がいを持った子どもたち、そして、世界中のスラム・難民キャンプ・貧困地域等で暮らす子どもたちに、
教育提供・職業支援などを行い、これらのサポートを通して自身の夢を叶え、カーストや貧困に縛られずに生きていけるよう支援する。
日本の人々を巻き込み、世界の課題を自分事として捉え、一緒に解決へ導く方法を先導し、世界中の人々と共生していく未来を創る。
【活動内容】
2008 年インド、2009 年ジャマイカで、無料で通える学校を開校し、貧困や差別で学校に行けない子どもたちに学ぶ機会を提供して
います。また、日本を含めた世界の旅人たちも授業時間を持ち、子どもたちにそれぞれ得意な事を教える国際交流の場を設けています。
インド教育支援事業「マザー・ベイビー・スクール」では、無料の私立小学校として 13 年間運営を行い、毎日沢山の子どもたちが通学
しています。
今後は、貧困や差別社会で人生の選択が自由に出来ない子どもたちへ、進学や就職までを支援する、新たな架け橋となるプロジェクトを
始めていきます。
東日本大震災支援では、2011 年 4 月より宮城県石巻市／牡鹿郡女川町を中心に、延べ 30,000 人以上のボランティアを受け入れ、多
岐に渡る震災復興支援活動を行いました。復興活動の中で、2011 年 12 月より運営を行ってきた「石巻元気商店」は、2015 年 11 月、
目標としていた地元企業としての独立を果たしました。また、福島県では、放射能の高い環境の中、外で遊べない子どもたちへ県外での保
養プログラムの実施、民間団体初となる大規模な除染作業に取り組みました。オンザロード福島支部は、現在「一般社団法人 F-WORLD」
と名を変え独立。オンザロードは、オフィシャルサポーターとして連携をしています。
2020 年には、新型コロナウイルスの影響を大きく受ける子どもたちに、オンラインシステムを通して多様なコンテンツを用意し、世界の
子どもたちがつながり、交流する「ワールド・フレンドシップ」をスタート。教育・交流プログラムを通して、オンラインだからこそ出来る、
格差のない平等な教育提供を目的としています。不登校や貧困・差別の中で苦しんでいる子どもたちへもアプローチしています。
そして 2021 年度より、
世界各国の逆境の中で生きる子どもたち・若者たちの就職支援、
夢を応援するオンラインスクール「ワールド・ドリー
ム・スクール」を発足。英会話、
技術を必要とする料理人やダンサー、
エンジニアなどの様々な夢を叶えるための授業を提供する新事業です。
今年度は、カンボジアでの籐・竹クラス、スラックラインクラス、ダンスクラスを実施。フィリピンでの英語クラスでは就職率 81％の結
果となりました。またソマリアの刑務所の方々の再起を応援するため、
基礎教育提供と図書館建設を実施しました。ワールド・ドリーム・スクー
ルは、今後も世界中の国・地域で現地のニーズに合わせたクラスを展開していきます。
今後も、臨機応変に住民との連携を図り、一人でも多くの子どもが学ぶ機会を得られるように、教育支援の幅を広げ、差別のない社会を
目指していきたいと考えます。
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代表挨拶
今年度も、多くの方々の協力をいただきながら、全事業を継続することができ、また日本中、世界中の逆境に立つ子ど
もたちの夢を応援する学校「WORLD DREAM SCHOOL」は、活動地域を広げながら、授業の質を高めながら、順
調に発展することができています。本当にありがとうございます。
戦争、貧困、飢餓、差別 ...
苦しみや憎しみの連鎖を終わらせるために、もっとも必要なもの。
それは、やっぱり、夢と希望だと想います。
こんなときだからこそ、明るく、元気に、まっすぐに。
これからも、現場で、ひとりひとりに愛を注ぎながら、支援の質を高めていくこと。
そして、世界中に積極的に展開・発信しながら、活動地域を広げ、世界中の子どもたちを繋いでいくこと。
その両輪を大事にしながら、新しいチャレンジを続けていきます。
世界は広い。人生は短い。
同じ時代に生まれた仲間として、それぞれの得意なことを活かしながら、みんなで一緒に楽しんでいきましょう！

代表理事

高橋歩

高橋 歩 プロフィール
1972 年東京生まれ。作家、レストランバー・ゲストハウス経営、出版社経営、自給自足ビレッ
ジ主宰など、世界中、様々な分野で活動する実業家。
インドを訪れた際、学校に行けない子どもたちの現実を知ったことがきっかけで 2008 年にイン
ド・バラナシにて学校を建設。同時に NPO 法人オンザロードを設立。
2011 年３月、家族での世界一周の旅に出ている途中、東日本大震災を知り、帰国。被災地に入
り支援活動を開始する。宮城県石巻市に入り、
ボランティアビレッジを立ち上げ、
３万人以上の人々
を受け入れながら、復興支援活動を展開。現在も、石巻市・福島市を中心に、様々なプロジェク
トを進行中。
2021年、世界中の逆境に立つ子ども・若者たちの夢を応援する学校「ワールド・ドリーム・スクー

Ayumu Takahashi

ル」を開校。学長として、日々、奮闘中。
現在、著作の累計部数は 200 万部を超え、英語圏諸国、韓国、台湾など、海外でも広く出版さ
れている。

沿革
2008年６月10日 インド・バラナシ「マザーベイビースクール」開校
2009年４月16日 オンザロード（任意団体）として NPO 法人チャリティ・プラットフォームのインキュベーションプログラムに合格
2009年11月19日 ジャマイカ・キングストン「ジャパンミュージックカルチュラルセンター」開校
2010年６月25日 NPO 法人格の認証を受ける
2010年９月４日 全国に向けて募金箱の設置を開始
2011年４月16日 東日本大震災の支援活動を宮城県で開始
2011年７月12日 東日本大震災の支援活動を福島県で開始
2012年２月12日 「JustGivingAward2013 ベストパートナーシップ賞」をオルビス株式会社と共に受賞
2013年２月15日 「YAHOO! ショッピング BEST STORE AWARD2012」の「復興デパートメント賞」受賞
2013年４月17日 「第一回日経ソーシャルイニシアチブ大賞」の「東北復興支援部門賞」受賞
2013年７月 インド・バラナシ「マザーベイビースクール」インド政府認可の私立小学校ライセンス取得
2015 年３月〜 宮城県・石巻市にて、復興複合型施設運営開始
2016年７月１日〜2019年３月 東京・下北沢にて、社会貢献型カフェバー「Cafe&Bar Ethical（エシカル）
」運営（〜2019 年 3 月）
2020年４月〜 オンライン交流プログラム「ワールド・フレンドシップ」を開始
2021年１月〜 オンライン就職斡旋事業プロジェクト「ワールド・ドリーム・スクール」を開始
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インド教育支援事業
●インド活動概要
インドの貧困層は世界の約 1/4 と言われています。身分によって階級を分けられ、親の職業を継がなければならない世襲制度
の「カースト制度」
。1950 年に廃止されましたが、未だに根強く残っています。貧困層は貧困のまま、教育を受けられないまま
大人になります。インド＝IT 大国と言われていますが、経済向上と貧困層の経済状況は相反するものとなっています。

Varanasi
Ramnagar

現在、
初等部での中途退学者は約 50％。識字率は世界 137 位、
75.6％（当校のある州は 28 州全体下位から 5 位の約 56％）
。
多くのスラム街があり、物乞いでの生活を強いられている人々も多く、その家庭の子どもたちは学校に通えていません。
オンザロードでは、2008 年 5 月、農村部にある貧困地区に、100 人以上の日本人ボランティアがインド人大工と共に、
「マザー・ベイビー・スクール」
を建築・開校。一切の学費を無料とし、誰でも通える学校として初等教育提供の運営を、13 年間継続しています。インドの観光地であるバラナシの、
不浄の地とされる対岸のラームナガルにあり、昔から差別が激しく、貧困層が多く住む村でした。教育を受けていない親も多く、その日の稼ぎを大事とし、
子どもには教育を受けるよりも家業を手伝わせます。学校運営と共に、このような家庭を訪問し教育の大切さを伝える啓蒙活動を行い、一人でも多くの
子どもたちが学校に通えることを目指しています。
そして新型コロナウイルスの影響で、
2020 年 3 月中旬から休校になりましたが、
2021 年 10 月に再開しました。インド国内のコロナウイルスの状況は、
2022 年 3 月現在、1 日 1,000 人程度でほぼ収束に向かっています。この休校が子どもたちの将来に影響しないようにサポートを行います。子どもたち
が元気で登校し、安全に授業ができるよう、学校内の衛生環境や感染防止対策も実施しています。またワクチン接種も進み（約 70% の国民が 1 回目
を接種済）
、インド政府も観光再開に舵をきり、昨年末より観光 VISA の発給再開をしています。

●学校概要 / その他活動内容
児童数：約 55 名 授業：月曜日〜土曜日 9:00〜13:30（酷暑期 8:30〜12:30）
基礎科目：ヒンディー語、英語、算数、理科、社会、サンスクリット語、図工、特別授業
現地スタッフ：インド人スタッフ 5 名 日本人スタッフ 1 名 2008 年 5 月〜2022 年 3 月までのボランティア数：延べ 3,607人

●学校の様子

●オンザロード主催★オンラインインドスタディーツアーなど
毎年、現地で開催していたスタディーツアーをオンラインで開催！長期休暇が取りづらい方や、いきなり現地に行くのは不安という方に最適です。バラ
ナシでのショッピングやヨガなど、盛りだくさんな観光中継で現地の様子をリアルに感じることが出来ます！そして、マザー・ベイビー・スクールの子ど
もたちや親御さん、現地の先生との交流を通してインドの社会問題について考えてみませんか。ここでしか手に入らない特典もあります。皆さんのご参
加をお待ちしております。
※リアルツアーは毎年、年末年始やゴールデンウィークなどに実施しており、新型コロナウイルスが終息次第、再開予定です。個人アレンジなども承って
います！
オンザロード インドツアー

で検索！

CHECK!! ▶▶▶

株式会社 H.I.S. 様や学生団体のスタディーツアーも受けいれています！団体様やグループの方々のツアーガイドのご相談も大歓迎です！
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●子どもたちの手作りフェアトレード商品の販売
子どもたちが図工の時間に、ブレスレットやネックレス、ピアスなどのアクセサリーを中心とした、フェアトレード商品の製作をしています。各学年の
レベルに合わせてますが、まだまだ製作に時間はかかります。手にする日本人のことを考えながら製作する姿は、小さな職人さながらで、１つ１つ心を
込めて丁寧に作り上げています。また、上級生が下級生に、得意な子が苦手な子に教え、お互いをサポートすることの大切さや、何事にも挑戦する意
欲をこの時間で学んでいます。こちらは、現地スクールとオンラインショップで販売し、学費・運営費に充てています。
オンザロードサイト / インド・マザー・ベイビー・スクールサイトより、購入可能です。https://ontheroad18.thebase.in/
オンザロード フェアトレード

CHECK!! ▶▶▶

で検索！

●今後の展望
今後は、無償義務教育法外の、高等教育以上の進学が出来ない子どもたちへの支援が大事だと考え、初等教育ではなくコーチングスクール（塾）と
して運営方法を変えていこうと考えています。
このコーチングスクールでは、通常の補填授業の他、IT や日本語授業の実施。その他、学びたいことへの希望者が少数の場合は、それに特化したスクー
ルに通わせる支援をします。更に、大学への進学や就職へのキャリア支援、子どもたちが目指す所までのサポートをしていきたいと思っています。
そこで、このプロジェクトを一緒に応援・支援してくださる企業様・団体様を募集しています。安定した運営費の捻出が出来るよう、CSR の一環とし
てなど、一緒に支援を広げてくださる方々と、一人でも多くの子どもが羽ばたけるように尽力します。
新プロジェクト詳細は、ブログや Facebook で随時報告していきます！是非チェックお願いします！

マザー・ベイビー・スクール information

※旅行誌「地球の歩き方」にも掲載されています

住所：インド共和国ウッタルプラデーシュ州バラナシ市ラームナガル村

instagram：マザー・ベイビー・スクール /@mbs.india

URL: https://otr.or.jp/india.education/
オンザロード マザーベイビースクール

facebook：NPO オンザロード / マザー・ベイビー・スクール
twitter：@MBSvaranasi

india@otr.or.jp
で検索！

CHECK!! ▶▶▶

●東京 社会貢献型カフェバーの運営
2016 年 7 月から 2019 年 3 月末まで、“飲食することで、その利益の一部がマザー・ベイビー・スクール
に寄付される” という新しいタイプのカフェ＆バー「Ethical（エシカル）
」を東京・下北沢で運営していました。
東南アジアリゾート風の店内で、アジアンエスニック料理が気軽に楽しめ、また、インドの子どもたちが作っ
たフェアトレード商品の販売、
ワークショップ、
音楽 LIVEなど、
多様多種なイベントを企画・実施。
不定期でのワー
クショップの開催やイベントの出店など、これまでの繋がりからお声掛けいただきました。
今後は、ケータリングやイベントへの出店を行っていきたいと思います。何か一緒にできることがあれば、
是非お声かけくださいね。

info@otr.or.jp
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東日本大震災復興支援事業

宮城 -Miyagi●宮城復興支援概要
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災。オンザロードは翌月の 2011 年 4 月より、ボランティ
アを受け入れる団体として、被災した現地に入り、活動を開始しました。
活動の拠点となったのは、津波により大きな被害を受けた宮城県石巻市と牡鹿郡女川町を中心に、瓦
礫撤去・泥だしなどの緊急支援から始まり、炊き出しの提供、避難所から仮設住宅への引っ越し支援等、
多岐に渡る震災復興支援活動を行いました。
緊急時は常時 100 名〜 200 名の沢山のボランティアを受け入れることで、被災地を更に幅広く支援
出来るよう、ボランティアビレッジを開設。石巻市災害対策本部、石巻市災害ボランティアセンター、
石巻災害復興支援協議会と連携し、班ごとに宮城県石巻市渡波地区および周辺地域に派遣し復興支援
を実践してきました。
家屋・道路・側溝のクリーンアップ、炊き出し、情報の伝達など生活の自立にむけた支援、避難所の
サポート、店舗の営業再開サポート、仮設住宅への引越し・運搬サポート、漁業支援、復興ハローワーク、
フリーペーパー制作など、随時ニーズに合わせた支援を行いました。
一時的に収束した後も、仮設住宅に住む被災者のコミュニティ形成や地域の絆を結ぶ交流イベントな
ど、地域住民のニーズに寄り添った幅広い内容で支援活動を実施。延べ人数 30,000人以上のボランティ
アを受け入れてきました。

●復興施設プロジェクト
オンザロードが泥だし・瓦礫撤去を担当してきた石巻市の渡波地区。この場所で私たちと復興に向け
て活動を続けてきた地元の方々や仲間たちと共に、今後も地域に寄り添った持続的な支援ができるよう、
そして復興を通して日々変化していく石巻市で、ずっと残る復興のシンボルを目指し、石巻の魅力を体
験できる飲食・宿泊・地域交流の複合施設として 2015 年 3 月 14 日にオープンした「ロングビーチハ
ウス」。現在は運営母体が変わり、Active Life -YADO- という名前で、人と石巻の自然をつなぎ、環
境問題に対してもアプローチできるゲストハウスとして続きます。
これからもこの場所をきっかけに、石巻を愛する人々が全国・世界中に増えていきますように。これ
からも皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。今後のプロジェクトに関しては、ブログや
Facebook で随時報告していきます！是非チェックお願いします！
YADO 石巻

CHECK!! ▶▶▶

で検索！

住所：宮城県石巻市渡波浜字浜曽根の壱 47-1
お問い合わせ・詳細・宿泊予約 HP： https://www.activelifelab.com
facebook： Active Life Lab
https://www.facebook.com/Active-Life-Lab-1018193638343105/

●オンラインショップ「石巻元気商店」活動内容
ヤフー株式会社が運営する「復興デパートメント」との共同プロジェクトで、2011 年 12 月のオープ
ン以降、石巻市を中心とした宮城県内の地場産品を対象に Yahoo! ショッピング上のオンラインショッ
プ「石巻元気商店」を展開してきましたが、2015 年 11 月より、地元企業として独立・新会社を設立
することとなりました。IT 環境の整わない漁師さんなど、様々なニーズに合わせて通販ができるよう、
通販業務のバッググラウンドを行ってきた本プロジェクト。4 社の生産者さん、10 商品から始まった石
巻元気商店ですが、現在は石巻市を中心に約 50 社の生産者さんにその輪が広がり、商品数も累計
200 点以上になりました。より一層社会に貢献出来る事業となれるよう努める所存です。今後とも石巻
元気商店を宜しくお願い致します。
石巻元気商店

で検索！
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福島 -Fukushima●福島復興支援概要
発災直後、東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故の影響で、放射能の高い環境の中では、子どもたちが外
で遊べる場所は限られていた中、福島に残る子どもたちのため、放射線量の低い県や地域での外遊びの企画・運営、
地元の方々に向けた情報発信を目的としたフリーペーパーの発行、地域活性化のためのイベント開催、さらに民間団体
初となる大規模な除染活動を行ってきました。
また、福島に残る子どもたちを放射能から守り、安心して身体を動かすことが出来るよう、
「福島インドアパーク
（CHANNELSQUARE）
」
を運営中。今後さらに円滑にプロジェクトを遂行する為、
一般社団法人 F-WORLDを立ち上げ、
現在オンザロードはオフィシャルサポーターとして連携しています。福島インドアパークは運営しつつ、福島の魅力を伝
え、福島を思い切り楽しんでもらうツアーも開催されています。
チャンネルスクエア

で検索！

CHECK!! ▶▶▶

http://channelsquare.jp/
CHANNEL JOURNEY

で検索！

http://channelsquare.jp/journey/

info@channelsquare.jp
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就職・自立支援事業「ワールド・ドリーム・スクール」
ワールド・ドリーム・スクールは、難民キャンプやスラムエリア、貧困地域など、世界中の逆境にある子ども、若者が夢を実現することを応援するオ
ンラインスクールです。
現地の支援活動を行っている団体などと連携をしながら、逆境の中立ち向かい、夢を追う子ども・若者たちへの就職までの一連のサポート、数ある
就職先までの一貫した斡旋支援を担います。対象者に対して、無料で、インターネット、PC、調理器具、運動施設など就職までの実現に必要な機材と、
１流の講師のトレーニングプログラムを提供します。そうすることで、貧困から抜けだし、現地・海外企業へ就職したり、起業したりなど、貧困のスパ
イラルから脱却するまでを伴走します。
ワールド・ドリーム・スクールのプログラムを通じて、夢を実現した参加者が、今度は自分が生まれた難民キャンプやスラムエリア・貧困地域の子ども・
若者たちにトレーニングすることで、次世代へ循環させることを目指します。

【フィリピン】の活動状況
①英語クラス
新型コロナウイルスの影響で、学業を続けたくても続けられなくなった若者たちへ、1 日 5 時間、週 5 日、1.5 ヶ月のオンライン英
語 & 基本スキルのトレーニングを実施。欧米諸国のコールセンターが数多く存在する中の 1 企業とパートナーシップを結び、
就職率
81% の結果となりました。

②ダンスクラス

EXILE ÜSA 氏によるオンラインサロン「DANCE EARTH KIDZ（ダンスアースキッズ）」にご協力いただき、
ダンスレッスンを実施。
ダンスが好きな児童養護施設の子どもたちが週に 1 回、生配信のダンスレッスンを受講しました。
また、パナソニック株式会社、とことこあーす株式会社、NPO 法人オンザロード（ワールド・ドリーム・スクール）の 3 社の共催で、
日本とセブ島の子どもたちをオンライン中継し、
「世界とつながるダンス教室」を開催しました。

【カンボジア】の活動状況
①籐細工・竹建築クラス
約 30 人の村の若者を対象に、1 流の職人が講師となり、今後カンボジアで発展する籐細工や竹建築、カンボジアの特産物でのアー
ト＆デザインの職人を育成しています。今後は、エコ建築職人・籐・竹職人として現在建設中のエコビレッジで雇用されます。

②スラックラインクラス
オンザロードの震災支援からつながっている福島県出身で、スラックラインの日本選手権 1 位 の受賞歴のある高校生スラックライ
ン選手の渡辺莉央さんが、カンボジアの子どもたち約 20 名に授業を行いました。スラックラインを通じて、日本とカンボジアの子
どもたちがつながり、友達になること、またカンボジアの子どもたちに夢の選択肢を届けます。

③ダンスクラス
EXILE ÜSA 氏によるオンラインサロン「DANCE EARTH KIDZ（ダンスアースキッズ）」にご協力いただき、
ダンスレッスンを実施。
孤児院の子どもたちが週に 1 回、生配信のダンスレッスンを受講しました。ダンサーへの夢の一歩の時間を共有しました。

【ソマリア】の活動状況
①基礎教育支援
元テロリストやギャングが収容されている刑務所で、彼らの更生をサポート。受刑者の基礎能力を高めるため、
「ラジョスクール」と
いう学校を開校。英語・数学・アラビア語などの教育支援を週 5 回 1 日４コマ行っています。

②図書館建設
クラウドファンディングを実施し、約 250 人の方から支援していただき、図書館を建設・オープンしました。ネット環境が無い刑務
所では本を読むことにより、視野を新たに広げることが出来ます。また今後の人生をどの様に生きていくかを考えるきっかけになり
ます。

●今後の予定
さらに世界の国と地域で現地の団体と協力し、ニーズに合ったクラスを展開していきます。インド・シリア・イエメン
での ICT クラス、ウガンダでのブレイクダンスクラス、沖縄での環境保全プロジェクトなどの実施を予定しています。

【お問い合わせ先】

support@wds.world
URL：https://wds.world

instagram ： @wds.world

CHECK!! ▶▶▶

facebook ： https://www.facebook.com/wds.world
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国際交流事業「ワールド・フレンドシップ」
日本の困窮世帯を含む子どもたちに、オンラインで学習できる環境と交流機会を提供しています。他者とのつながりができ、どんな環
境でも平等に学習できる事業の確立をします。コロナ禍で、他者との交流の縮小から子どもたちの精神的負担、家庭内孤立、各家庭の
教育格差問題がより一層深刻となりました。オンラインシステムを通して、英語クラス、世界留学、職業紹介、他国の子どもたちとの交
流など、多様なコンテンツを用意し、子どもたち同士がつながり学べる仕組みです。本事業を通して、格差のない平等な教育提供を目的
としています。不登校や貧困・差別の中で苦しんでいる子どもたちへもアプローチが出来ます。とりこぼしのない新たな教育支援の形と
して革新的な事業です。

●ワールド・フレンドシッププログラム概要
①世界の子どもたちとの、英語対話交流プログラム
年齢や英語レベル、シチュエーション毎にブレイクアウトルームに分かれ対話をします。その国の政治や、流行、祭りなどを話したり、
クイズなどを楽しんだりする時間などを用意し、お互いを知り、学び合い、深く交流しています。
毎週土曜日 9:00〜10:00

②世界と繋がる、世界各地の子どもたちとの交流プログラム
毎月 1 度、日本の子どもたち、世界の困窮世帯の子どもたちが参加します。写真や動画と一緒に、教科書には載っていない世界の情報
を楽しみながら、
各国の子どもたちと繋ぎ、
対話式で各国の様子を学びます。今年度はカンボジア
「くっくま孤児院」
、
インド
「マザーベイビー
スクール」の子どもたちとの交流を実施。
これらのプログラムに、2022 年 3 月までに 22 ヵ国の子どもたち 延べ 4,908 人以上が参加

参加はこちらから！
【お問い合わせ先】

World Friendship Peatix

で検索！

CHECK!! ▶▶▶

info@otr.or.jp
URL：https://wds.world/wf
https://www.facebook.com/World-Friendship-100418471695730

●ジャマイカ国際支援
2009 年 11 月、音楽を始めとする文化的な放課後教室「Japan Music＆Culture」を設立。音楽大学の生徒による楽譜の読み方、
演奏方法などの音楽教室とカポエラ教室が行われています。現在は、治安の悪化や現地の情勢を考慮し、2013 年より施設・運営を現
地パートナー団体 UNIA（世界黒人開発協会）に引き継ぎました。今後も、
協力関係は維持しつつも、
運営主体は UNIA となり、
オンザロー
ドは 1 協力団体として応援して参ります。

8

会計報告 2021 年度 収支報告 2021 年 4 月 1 日〜2022 年 3 月 31 日
経 常収 入

経 常 支出

寄付金収入

1%
事業収入

管理費

14%

インド教育支援事業

国際交流事業

4%

8%

8%

宮城事業

12%

助成金収入

85%

事業収入

68%

3,729,783 円

補助金収入

23,210,383 円

寄付金収入

269,888 円

雑収入
合計

就職・自立支援事業

宮城事業

3,138,840 円

インド教育支援事業

1,200,000 円

国際交流事業

10,922 円

就職・自立支援事業
管理費

27,220,976 円

合計

ご支援・ご協力いただいた企業・団体

2,209,997 円
18,458,682 円
2,250,332 円
27,257,851円

※順不同、敬称略とさせていただきます。

学校法人近畿大学

認定 NPO 法人カタリバ

Indian movie dance SANDOSHAM

株式会社 A-Works

認定 NPO 法人 Globe Jungle

株式会社リンクス

株式会社 PLAYEARTH

一般社団法人 Kisso

株式会社 ワクワーク・イングリッシュ

一般社団法人 F-WORLD

石巻信用金庫

とことこあーす株式会社

特定非営利活動法人ドットジェイピー

株式会社クラダシ

大阪教育大学附属高校平野校舎

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム

一般財団法人東北共益投資基金

埼玉県朝霞市立朝霞第八小学校

特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル

地球の歩き方

SENSE OF WONDER
パナソニックホールディングス株式会社

寄付案内
あなたも今、日本からできる国際協力を！
格差・貧困の子どもたちの未来を支えてもらえませんか？
オンザロードでは様々な形態での寄付・協力・参加を募集しています！
毎月の継続寄付「マンスリーサポーター」も大募集中です！
毎月のご寄付で下記の活動が可能になります。
1,000 円：1 ヶ月 1,000 円で学校の設備が整い、最低限の運営が可能になります。
3,000 円：1 ヵ国にオンライン授業に必要なインターネット回線を設置できます。
5,000 円：インドの子ども 10 人が 1 ヶ月学校に通えます。
10,000 円：インド教員 1 人を 1 ヶ月雇用できます。
また、ご自身で金額や回数を決められる「ワンタイムサポート」もお待ちしています！

ご寄付方法

で検索！

NPO オンザロード 寄付

https://otr.or.jp/donate/

各種クレジットカードをお取り扱いしております。 ▼銀行からのお振込はこちら▼
銀行名：三井住友銀行 下北沢支店

口座番号：普通 1491243

口座名義：特定非営利活動法人オン・ザ・ロード

あなたのご支援が、日本、そして世界の未来を守ります。
より多くの方々に賛同して頂けるよう、オンザロードはこれからも活動に邁進致します！
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寄付以外の支援方法
■インド
・フェアトレード商品のオンライン通販

CHECK!! ▶▶▶

で検索！

オンザロード フェアトレード

子どもたちの作ったフェアトレード商品など多数揃えています。贈り物にも最適！収益はマザーベイビースクールの運営費となります。

・オンザロード主催！インドスタディーツアー

オンザロード スタディツアー

で検索！

現地に精通しているスタッフがアテンドするスタディーツアー。
普通の旅行では絶対に味わえない、貴重な体験になること間違いなし！学校にいけないインドの子どもたちへ、
「笑顔」を届けられる旅を提案します。
〜国籍・文化・宗教・人種を飛び越えた世界へ！〜
オンラインスタディーツアーは定期的に開催しますので、お気軽にオンザロードまでお問い合わせください。
※2022 年 3 月現在、現地でのツアーは開催していませんが、新型コロナウイルスの状況が緩和次第、現地ツアーも再開いたします。

・ショッピングサイトでのお買い物

で検索！

クラダシ

CHECK!! ▶▶▶

KURADASHI で販売している、最大 97％OFF のフードロス削減商品の中から、
オンザロードが支援先になっている商品を購入すると、売上の一部が寄付されます。

■東京
・東京事務局ボランティア・インターン募集中！

で検索！

オンザロード インターン

事務局のお手伝いをして頂ける方を募集しています！現地には行けないけど…という方、東京で出来る「縁の下の力持ち」を！
リモート作業も可能です。

ON THE ROAD information
info@otr.or.jp

NPO 法人オンザロードお問い合わせ

オンザロードオフィシャルサイト

で検索！

NPO オンザロード

https://otr.or.jp/

就職・自立支援事業
「ワールド・ドリーム・スクール」
https://wds.world

国際交流事業「ワールド・フレンドシップ」

インド教育支援事業
「マザー・ベイビー・スクール」
https://otr.or.jp/india.education/

オンザロードインドブログ

FB ファンページ

https://wds.world/wf

インド・マザー・ベイビー・スクールサイトより
お気軽に見られます！

イイね！して下さい！

インド / 全般
NPO オンザロード /NPO On the Road
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★宮城：NPO オンザロード東日本大震災 災害支援活動 / On The Road Great Eastern Japan Disaster Relief
★福島：Channel Square/ 福島インドアパークプロジェクト
★ワールド・ドリーム・スクール：https://www.facebook.com/wds.world
★ワールド・フレンドシップ：https://www.facebook.com/World-Friendship-100418471695730

Twitter

フォローして下さい！

★活動全般：@NPOontheroad
★インド：@MBSvaranasi
★宮城：@OTR̲saigaishien

instagram

フォローして下さい！

★インド・マザー・ベイビー・スクール：@mbs.india
★ワールド・ドリーム・スクール：@wds.world
★ワールド・フレンドシップ：＠worldfriendship̲katariba

https://www.youtube.com/channel/UC6RFAjfjcyiI0qR93tk6dow

10

CHECK!! ▶▶▶

2021 年度オンザロード活動報告書

