I n t r o d u c t i o n

2001 年公開の『神の子たち』完成直後に起きたアメリカ 9.11 テロに大きな衝撃を受
けた四ノ宮浩は、
「戦争という現実を自らの目で見てみよう」とアフガニスタン、イラク
へと旅立った。そこで目にしたもの。それは貧困と飢餓に苦しむたくさんの人々だった。
“忘れられた子供たち” を、ぼくは忘れられない。
気がつけば足はフィリピンへと向かっていた。
約 20 年前。30 を過ぎた四ノ宮浩は人生をか
けて取り組む何かを探していた。そんな折、知人
のすすめでふらりと旅したフィリピンにあるゴミ
捨て場の街スモーキーマウンテンで、純粋に命を
輝かせる子供たちに出会う。
強烈な臭いとハエがたかるゴミの山で「家族のため」という言葉を気負いなくさらり
と口にし、あたりまえのように支えあって幼いうちから働くゴミ捨て場の子供たち。そ
の姿に衝撃を受けたのと同時に、かつて自分も
確かに持っていた無垢な気持ちを掘りおこされ
懐かしく感じた。
精神的にも肉体的にも辛さが勝って日本に帰
ろうと思うことも、フィリピンの恥部をなぜ撮
影するのだ？となじられることもあった。それ
でも撮影を続け、6 年の歳月をかけて完成したの
が『忘れられた子供たち

スカベンジャー』である。

二作目の『神の子たち』では、クランクイン直後に思わぬ事故に遭遇した。2000 年
7 月に起こったケソン市パヤタスゴミ捨て場の崩落事故である。報道では約 200 人と
されていたが、住民登録されていない住人を考えると犠牲者数は 1000 人を超えていて
もおかしくない大惨事だった。事故によりゴミを拾うことができず収入源を断たれた
人々に救いの手を求められ、「助けたいと切望する自分」と「監督としての自分」に挟
まれ苦悩したこともあった。
だが、夢中になって映画を作るうちに、単純に「この現実をなんとかしたい」という
思いが勝った。その気持ちは今でもふくらみ続け、
「アジアの貧しい子供のためのサポー
トプロジェクト」など実際のアクションに結びついている。
だから、監督・四ノ宮浩は声を大にして言う。
「自分たちに何ができるのか、
『BASURA バスーラ』を見たみんなと
一緒に考えて行動したい」と。

D i r e c t o r ' s

C o m m e n t

僕はこの暗闇の世界から今回の映画を通じて一本のろうそくの火を灯していきます。
「どうしたら世界中の貧困と飢餓と戦争がなくなるのか」
「僕たちはこれからどんな生き方をしていけばいいのか」
僕はその答えがわからずにもがいていましたが、ようやく生みの苦しみを越えて今回の映画が生まれました。
「お金が神になっている」今の地球にとって、絶対に振り回されてはいけない大切なことに、
今回の映画の撮影編集を通じてたくさん気づかされました。
僕は映画の最後に本当は次の言葉を入れたかった。
「世界中の若者たちで貧しい国々の農地解放や、日本も含めたすべての子供たちの
医療費や教育費を無料にする運動をして、
世界中の子供たちが直面している悲劇から一人でも多く救ってもらいたい」
日本の若者が本気で命をかけて動けば、日本の政府を動かすことができるはずです。
そして、世界は間違いなく良い方へと変わっていくでしょう。
「日本人として生きる」ということは、
この地球を自分たちの思う理想通りの世界に変えていけるということなのです。
またお願いですが、今回の映画は涙目で見ないでください。
同情しないでください。
貧しき人々も僕たちも同じ人間であり、片方が頼り依存するという関係であってはいけないのです。
お金のない貧しい人々にはどこでもいいから食べ物が自給自足できる農地を解放し、
国民の医療費と教育費をブータンという国のように無料にしていけば、
お金のかからないシンプルな生き方ができ、人間は幸せを感じることができます。
この日本でも、これからの時代はそんな生き方が主流になる気がします。
僕たちもお金や情報や石油などに振り回されずに生きていけるはずです。
何かにコントロールされずに生きていけるのです。
誰かから何かを奪い合わずに生きていけるのです。
日本の若者がすばらしい地球につくりかえることができるのです。
人間はどんな環境にも慣れてしまいます。
たとえゴミ捨て場に住んでいても、日本人の僕がそこは自分の想像する地獄だと感じても、
ゴミ捨て場以外の生活を知らないそこで生まれた子供たちにとって、
そこが故郷であり、親や兄弟や親戚や友達が住んでいるそこは天国なのです。
僕も皆さんと一緒に、命が燃え続ける限り動いて行動します。
「人間として生きる」新しい常識をぜひつくりましょう。
映画『BASURA バスーラ』
監督・四ノ宮浩

S t o r y

2006 年、新たな気持ちでフィリピンの貧しさ
の現実に向き合う覚悟を決め、四ノ宮浩は自らの
作品の原点であるマニラを訪れた。そこで目にし
たのは商店街の軒下で寝転ぶホームレスの家族
や、街中でゴミをあさる子供たちといった初めて
フィリピンにやってきた 20 年前となんら変わら
ない貧しい人々の光景……。そんな中、第一作『忘れられた子供たち

スカベンジャー』

の舞台であり 1995 年 11 月に政府によって閉鎖されたスモーキーマウンテンの周辺だ
けはどこか整然としていて、「変わった」という印象だった。

20 年前に撮影を通して出会った彼らは
どうしているのだろうか？

若干 16 歳で結婚・妊娠を経験し、生まれてき
た子供の病気治療のため高額な薬代をなんとか
工面しながら必死に生きていたクリスティーナ。
彼女は夫ジェイアールとの間に長男のクリスト
ファーをはじめ 4 人の子供をもうけ、2002 年に
政府がスモーキーマウンテンの横に建てた永住住
宅「パラダイスハイツ」で暮らしていた。ジェイ
アールも長男もジャンクショップの職を得てゴミ拾いの生活に終止符を打ち、一見幸せ
そうに思えたのだが……。

一方、「3 人の子供と共にスモーキーマウンテンで暮らしていたイルミナダは、故郷の
ミンダナオ島に帰っていた。住所を頼りに尋ねると、お手伝いの仕事をしながらひっそ
りと暮らすイルミナダと娘のナティに再会できた。だが、父親が病死したため、わずか
13 歳で学校も行かずに一家の稼ぎ頭としてゴミ
拾いをしていた長男エモンの姿がない。詳しいこ
とはわからないが、罪を犯して留置場に入り、自
殺と見せかけられて死んだという。エモンについ
て尋ねると、懐かしそうに語る友人たち。エモン
を悪く言うものは誰ひとりいなかった。

S t o r y

2008 年 2 月、クリスティーナは 5 人目の子供を
出産する。我が子を愛おしそうに見つめるクリス
ティーナだったが、出産の 3 日後に、生まれた子
供が血液の伝染病を患っていることがわかった。
平穏そうに見えた日々は一変し、薬代に頭を抱え
るクリスティーナ。子供たちの将来を案じて先の
見えない未来に涙を流す。そんな母の苦労を知る娘たちは、ふたたびゴミ拾いをしてで
も家族を支えると力強く答えた。

2008 年３月、イルミナダ一家はマニラで仕事に就くことを夢見て、クリスティーナの
元に身を寄せた。久しぶりの再会を喜びあうふた
つの家族。だが、その矢先にフィリピンの経済状
況が悪化してしまう。しばらくはアロマゴミ捨て
場でゴミ拾いをしていたイルミナダとナティだっ
たが、結局仕事が見つからず、数カ月後にはミン
ダナオ島へと帰って行った。

体調をくずしていたクリスティーナは病院で検査を受けると、肺に腫瘍がみつかった。
出産直後から家族のために早く働きたいと切望していた彼女だったが、医者からゴミ捨
て場の仕事を控えるよう通告されてしまう。さらに夫ジェイアールと長男には、ジャン
クショップを解雇されて職を失うという不幸が襲った。そんな中、クリスティーナはボ
ランティアの支えにより、アロマゴミ捨て場の裏に位置するウリガン地区で子供たちの
ため支援活動の仕事を始めた。

ゴミ捨て場では、今日も多くの子供たちが学校に行かずに働いている。
たくさんの問題を抱えたまま、それでも、彼らの日常は続いていく。

T h e

C h a r a c t e r s

クリスティーナ

（35）

クリストファー

長男（17）
ジャンクショップ勤務

ジュビリン

長女（16）
ハイスクール 4 年生

ジュビグレイス
次女（13）
ハイスクール 1 年生

JR

（37）

ジュビアン

三女（11）
小学校 5 年生

CJ

次男（2008 年 2 月誕生）

■クリスティーナ 35 歳
夫と子供と共にスモーキーマウンテンの隣に政府が建てた永住住宅「パラダイスハイツ」で暮らす。2008 年
2 月に 5 人目の子供 CJ を出産したが、血液の伝染病にかかっていることが判明。自身も結核を患い、現在も
闘病生活を送る。
20 年前（当時 16 歳）は……援助団体より奨学金を受け取りながらスモーキーマウンテンからハイ･スクールに

通い、学校が昼までの日は夕方からゴミ拾いに出かける毎日を送っていた。ゴミ捨て場の友人 JR との間に子
供ができ、17 歳で結婚。
■ JR（ジェイアール）37 歳
クリスティーナの夫。アロマゴミ捨て場で息子に手伝ってもらいながらジャンクショップのマネージャーと
して働いていたが解雇されてしまい、一家を支えるため再びゴミ拾い生活を送る。
20 年前（当時 18 歳）は……貧しくて育てられないとの理由で母親から親戚の家へ預けられ、スモーキーマウ

ンテンで育つ。ゴミの奪い合いが頻発する日常への苛立ちや、猛烈なゴミの悪臭をまぎらすためにシンナー
を常習。18 歳のときクリスティーナと恋に落ち、スモーキーマウンテンにある教会で結婚式を挙げた。

■イルミナダ 61 歳
ミンダナオ島出身のエモンの母。
『忘れられた子供たち スカベンジャー』の撮影終了後、本人の希望でミン
ダナオ島に帰り、お手伝いの仕事をしながらナティとふたりで暮らしていた。1 度は仕事を求めてマニラのク
リスティーナ一家の元にお世話になるが結局仕事は見つからず、再びミンダナオ島に帰っていく。
20 年前（当時 43 歳）は……地方は仕事がないため貧しい生活から逃れようとマニラにやってきたが、最終的

にスモーキーマウンテンにたどり着き、以後 20 年間暮らす。夫が病死してからは 3 人の子供たちと一緒にゴ
ミ拾い生活を送っていた。
■ナティ 21 歳
ミンダナオ島で母イルミナダと暮らすエモンの妹。以前住んでいた家でレイプされて以来、家に引きこもり
がちになる。兄エモンの死をきっかけにマニラを懐かしく思い、マニラで働くことを夢見て母と共に渡航す
るが仕事が見つからず、ミンダナオ島へ帰る。『忘れられた子供たち スカベンジャー』当時 2 歳。
■エモン 26 歳で死亡
スモーキーマウンテンを出て、母や兄弟を金持ちにしてあげるのが夢だと語っていた少年。今回の撮影で
2002 年 12 月に死亡していたことが判明。
窃盗を行い警察に留置され、
自殺と見せかけられて死んだとされる。
20 年前
（当時 13 歳）は……父が亡くなり、
小学 3 年生で学校を退学。一家の稼ぎ頭としてゴミ拾い生活を始めるが、

スカベンジャー生活から抜け出したいという気持ちを抑えきれず家出。街へ出て職を転々としながら、母へ渡す
ためにお金をためていた。
■ミンショ 行方不明
エモンの弟。『忘れられた子供たち スカベンジャー』撮影終了後モーキーマウンテン内で行方不明になり、
現在も行方不明のまま。
『忘れられた子供たち スカベンジャー』当時 7 歳。

History of Philippine dump

1950 年代中ごろから約 40 年にわたり、首都マニラの北には「スモーキーマウンテン」
という巨大なスラムがあった。もともと漁村だった場所にマニラ市内のありとあらゆる
ゴミが運び込まれ続けたことで出来た、21 ヘクタール、高さ 30 メートルの巨大なゴミ
捨て場の街。スモーキーマウンテウンの呼び名は、ゴミから発生するメタンガスの自然
発火により年中煙が上がっていたことに由来する。
マニラでは失業率が極端に高く、仕事に就くことは非常に困難だ。そのため、世界 3
大スラムにも数えられたスモーキーマウンテンには、当時ガラスビン、アルミ、鉄など
再利用可能なゴミを拾い転売して現金収入を得る 3000 世帯、2 万人以上の人々が暮ら
していた。このゴミを拾って生活する人々は「スカベンジャー」と呼ばれる。
環境は劣悪。持ち込まれるゴミは分別されておらず、病院から出るゴミには人間の手
足が混じっていることさえある。そんな中、トラックでゴミが運び込まれると、大人も
子供も入り混じって先を争うように換金できそうなゴミを拾い集める。普通に暮らす人
間には異様な光景かもしれない。だが、彼らにとってゴミを拾うことが命を繋ぐ唯一の
術なのだ。にも関わらず、このゴミの街が世界から貧困の象徴としてクローズアップさ
れると、それを恥じた当時のラモス大統領が突如閉鎖を決定。住民は強制退去を命じら
れた。1995 年 11 月 27 日のことである。
政府はスモーキーマウンテンから徒歩 10 分のところに位置するアロマゴミ捨て場付近
に仮設住宅を、マニラから車で約 3 時間のラスパニアスカビデに土地付き住宅を用意し、
住まいと収入源を失った元住人を移住させた。さらに 2002 年には「パラダイスハイツ」
と呼ばれる永住住宅を建設、アロマ仮設住宅から住民が移転できるよう配慮した。これ
により住環境は改善されたが、住人の９割は新しい仕事をみつけることができず、再び
別のゴミ投棄場や街中でゴミを拾う生活に戻っている。
フィリピンでは複合的な理由からゴミを焼却できないため、このようなゴミの投棄場
が多数存在する。スモーキーマウンテン閉鎖に伴ってスクワッター（不法占拠者）が急
増した第二作『神の子たち』の舞台「ケソン市パヤタスゴミ捨て場」周辺の例では、撮
影当時１万 8000 世帯、９万 2000 人ものスカベ
ンジャーが生活していた。パヤタスゴミ捨て場と
は 2000 年 7 月にゴミ山の崩落事故が起こり、多
数の犠牲者が出たゴミ捨て場である。犠牲者の数
は 1000 人以上といわれるが住民登録を行ってい
ない者が多く、正確な数字は不明のままだ。

History of Philippine dump

定職に就けず、ゴミ拾いの収入に頼った生活をする人が増え続けているという状況は
現在も変わっていない。最新作『BASURA バスーラ』の撮影では、取材によりスモーキー
マウンテンから徒歩わずか 10 分程度の場所にある廃棄物の一時集積場「アロマゴミ捨て
場」に 2000 世帯、１万４000 人もの人が暮らしていることが判明した。スモーキーマ
ウンテン閉鎖後にラスパニアスカビデに身を寄せた人々も、今はアロマゴミ捨て場の裏
に掘建て小屋を構え、スカベンジャーとして暮らしている。ゴミ捨て場から次のゴミ捨
て場へと場所を移して、同じような問題が繰り返されているのだ。
また、ゴミはアロマゴミ捨て場から最終的に船でマラボーンゴミ捨て場へ運ぶという
が、地元漁師の間では海中投棄の目撃談もささやかれ、環境汚染が心配される。
こういった現状を根本的に解決するには長い時間を要するだろう。しかし、学校に通
うこともできない数多くの子供が今日も不衛生な状況でゴミを拾って命を繋ぎ、劣悪な
生活環境に暮らすことで起こる健康被害は現在進行形で拡大している。

「アロマゴミ捨て場」周辺の位置関係図
アロマゴミ捨て場は一時集積場として 1999 年にできたゴミ捨て場で、
周辺には現在も多くのスカベンジャーが住んでいる。
スモーキーマウンテンが閉鎖された 1995 年 11 月から永住住宅「パラダイスハイツ」が
完成するまでの間は、クリスティーナを含む多くの人々がアロマ仮設住宅で暮らしていた。

D i r e c t o r ' s

P r o f i l e

四ノ宮浩（しのみやひろし）
1958 年、宮城県仙台市生まれ。 大学在学中に寺山修司率いる ｢ 天井桟敷 ｣ に入団し、
大学を中退。その後、さまざまな職業を経て 1986 年に監督デビューを果たす。
1989 年にフィリピンのスモーキーマウンテンを訪れた際、ゴミ拾い生活をしながらも
純粋に輝き自立する子供たちに出会い感銘を受け、取材開始。1995 年にドキュメンタリー
映画『忘れられた子供たち

スカベンジャー』として発表し、第 44 回ドイツ・マンハ

イム国際映画祭ベストドキュメンタリー賞をはじめ数々の賞を受賞する。2001 年には同
じくフィリピンのパヤタスゴミ捨て場を舞台とした『神の子たち』を完成させ、第 5 回
イタリア・シネマアンビエンテ環境映画祭コンペティション部門グランプリを獲得。第
52 回ドイツ・ベルリン国際映画祭、第 26 回カナダ・モントリオール国際映画祭ほか多
数の映画祭から正式招待を受け、その後も 20 カ国以上で上映されるなど世界中で反響を
呼んだ。
また、貧しい環境で生きる子供たちへの直接的支援を大きな目的とした「アジアの貧
しい子供たちへのサポートプロジェクト」を立ち上げ実際に支援活動を行うほか、世界
で起こっている現実を自身の目で確かめるためにアジアや中東を旅し、そこでの出来事
を冊子『放浪』として発行するなど映画以外の活動も多岐にわたる。
HP にて監督放浪日記を更新中。
これまでの作品
忘れられた子供たち

スカベンジャー（1995 年／ 100 分）

1995 年マンハイム国際映画祭ベストドキュメンタリー賞受賞
1996 年地球環境映像祭社会環境映像賞受賞 ほか

マニラ市の北に位置し、東洋最大のスラムと称されるゴミ捨て
場の街「スモーキーマウンテン」。ゴミの自然発火により年中
煙がくすぶるここには、再生可能なゴミを拾って転売する「ス
カベンジャー」と呼ばれる人々およそ 2 万 1000 人が暮らして
いた。衛生状態の悪い中、大人にまじって働くたくさんの子供
たち。フィリピンにうずまく問題と、そこで暮らす人間の力強
さを描いた、長編ドキュメンタリー。
神の子たち

(2001 年／ 105 分）

2002 年シネマアンビエンテ国際環境映画祭グランプリ受賞
2002 年ベルリン国際映画祭正式招待作品 ほか

1995 年に「スモーキーマウンテン」がフィリピン政府により
封鎖され、強制退去を命じられたゴミ拾いを仕事とする人々の
多くは第 2 のスモーキーマウンテンと呼ばれる「パヤタスゴミ
捨て場」へ移り住んだ。しかし 2000 年 7 月に起こった崩落事
故により 1000 人に及ぶ住民が犠牲となり、政府はこのゴミ捨
て場の閉鎖を決定。本編はゴミ捨て場が再開されるまでの 4 カ
月を、12 歳のニーニャ一家、妊娠中のノーラ一家、水頭症に
苦しむアレックス一家を中心に追う。

この映画はたくさんの方々の支えと協力により制作されました

特別協力

映画 5000 人製作委員会 呼び掛け賛同人

平岡豊子

筑紫哲也（ジャーナリスト）

林浩二

加藤登紀子（歌手）

狩野恵美

灰谷健次郎（作家）

西村友美

宮内勝典（作家）

浅田真理子

葉祥明（絵本作家）

竹内伸次

広河隆一（フォトジャーナリスト）

武井美晴

大石芳野（フォトジャーナリスト）

浦江明憲

須田明夫（JICA 総務部長）

田中郁子

早乙女勝元（作家）

戸田行雄

石澤清史（環境省・環境カウンセラー）

中山文人・一江

土本典昭（記録映画監督）

堀江静

黒木和雄（映画監督）

田村恵理子

立松和平（小説家）

佐久間肇

鎌田慧（ルポライター）

星リリ子

石川文洋（報道写真家）

加藤登紀子

寄本勝美（早稲田大学教授）

奥田祐一

落合恵子（クレヨンハウス代表）

飯高多嘉子

松下竜一（作家）

木下庸子

本田雅和（朝日新聞 記者）

福田利之

大宅映子（評論家）

郡司真緒美

野口裕哉（日刊マニラ新聞社主）

服部知子

堂園晴彦（堂園メディカルハウス）

( 株 ) ゼフィルス

日向寺太郎（映画監督）

高岩順子

千葉茂樹（映画監督）

柚木真弓

堀尾静（医療法人堀尾医院）

小野明

きくちゆみ（平和省プロジェクト JUMP 代表）

松居玉恵

戸田行雄（医療法人戸田整形外科胃腸科医院）

積山鉄平

廣中邦充（やんちゃ和尚）

小野寺敦子
堀口邦子
生駒彰寛
井上和子
浅井良子
高巣須磨子
水野勝康
( 有 ) フィルム・クラフト
四ノ宮正之
四ノ宮俊子
アップリンク 浅井隆
高橋正恵
大平啓子
藤崎ひろみ
( 株 ) サニーサイドアップ 次原悦子
未来バンク事業組合 田中優
ヒューマンウェア研究所 清水英雄

映画 5000 人製作委員会 賛同団体
杉並「神の子たち」実行委員会／特定非営利活動団体 ほっとけない世界のまずしさ
イエスの小さい姉妹の友愛会／ひたちなかユネスコ教会 会長 中村雄一
クリスト・ロア宣教修道女会菅区本部／聖心会 小林修道院／ ( 株 ) クリエート／ ( 株 ) アイドマ
喜怒哀楽座／世界遺産の会・浜松 代表 鈴木佳子／野田電子有限会社／子ども・福祉・平和を考える会
「( 仮 ) 戦争と平和」足利応援団／ ｢ 神の子たち ｣ 足利上映実行委員会『PAG-ASA』
地球市民交流基金アーシアン／ ( 有 ) マブイ・シネコープ／地球環境を守る会「リーフ」代表 米田明人
ＮＰＯ法人市民教育交流の会／株式会社シネマ雄 代表取締役 酒井まゆみ／有限会社信和ハウス
オーロラの会 代表 山本松江／カトリック聖心侍女修道会五反田第二修道院
聖心侍女修道会玉縄修道院／ネグロス島支援の会 代表 太田朗／汚れなきマリア修道会大和修道院
グループ・モナリザ／有限会社春風社／聖心会裾野修道院／姫路ユネスコ協会
聖ドミニコ宣教修道女会松山修道院／「神の子たち」上映委員会 金沢／（株）マークワン 湯本道子
医療法人社団・一白会 理事長 菊地邦夫／札幌大通公園ロータリークラブ／浜幼稚園有志／三光院
（有）インターセクト代表取締役 栗橋寿／珠洲郡 PTA 連合会母親委員会／フェアトレードくらぶ
西岡の文化を育む会／グローバルイン原町／高山印刷株式会社
清心中学校・清心女子高等学校社会福祉部／松本美須々ケ丘高校ＪＲＣクラブ
学校法人駿台学園 理事長 瀬尾秀彰／北海道当別高校国際協力クラブ
劇団赤いトマト 大河原伸・多津子／浄源寺／みんなで語ろう会／るのバレエスクール 幸泉圭子
常春気功ネット 河野／お告げのフランシスコ姉妹会 つくし野修道館／浄安寺
カスパル 近藤美津枝／カトリック大阪大司教区社会活動センターシナピス／編集工房無限
アフガニスタンの会代表 敷田耕一郎／公文式昆陽南教室 松本道子
金剛禅総本山少林寺春日井上条支部道場 小川堅三／舞風 中川美紀
アース・ビジョン組織委員会事務局 各務孝／（財）少林寺拳法連盟春日井上条支部 小川堅三
社文会館 増田浩司／兵庫県映画センター 寺尾真人／松山東雲中学高校
朝日新聞東京本社政治部 早野透／日本キリスト教団三軒茶屋教会オリーブ会
横浜市教職員組合保土ヶ谷支部／国立環境研究所 酒井伸一／カトリック光丘幼稚園
（有）藤森緑占い事務所／神奈川県高等学校教育会館／ゆいの家 高石友江
子どもの園 岩田雅江／うぃっちぃずぷろじぇくと／姫路ユネスコ協会 花尻昱雄
朝日新聞東京本社社会部 大塚晶／杉並ユネスコ協会 林美紀子・朝倉紘治／葉祥明美術館
㈱毎日放送ちちんぷいぷい 亘佐和子／京都大学環境保全センター 高月紘／真宗大谷派常讃寺 藤場芳子
聖ドミニコ会 天使園修道院／中野合同経理事務所／グループ可茂 代表 佐伯美千代
自由の森大学 実行委員会一同／こどもの家エーデルワイス／ログシアター静岡／（有）シネマスコーレ
ヒューマンアカデミー株式会社／（株）上州屋設楽彦吉商店／ 16 ミリ映写機を回す会

堀敦子

星美学園短期大学／すぺーす紙ふうせん／ウエスト神奈川女性の人権を守る会／亀有第二修道院
双百合幼稚園／駒沢大学平和をつくる会／ NGO ネットワーク山口有志／株式会社リズメディア／ウペポ
フィリピン AKAY プロジェクトをともに創る会／ウエスト・プロ／みんなでみる会・みんなで集める会
（有）キャンパス 高橋延一／レイチェル＆フィエスタ／ネットワーク寺子屋
ビーワンシステム全国ＢＳＣ有志一同／ NPO 法人たはら広場 原田眞理子
ＮＰＯ法人ピースロード鎌倉／白竹建設株式会社／美容室アンデルセン 角南裕美
美容室竹取物語／やすべえ会／株式会社サニーサイドアップ
ありがとうインターナショナル理事長 近江清／秋の小さな音楽祭（浜幼稚園）
北葛城郡人権教育研究会 吉川淳／佐々木歯科医院／シネマ・サンライズ代表 吉川修一／玉藏院 野澤密考
カラオケ原宿（フィリピン）／スクール・オブ・ドリームス／カリタス女子短期大学
（医）岡山画像診断センター／株式会社ココウェル 水井裕
世界食糧デー仙台大会事務所局 清水芳雄／（株）かやのみ／子供の園エーデルワイス
（株）インフォレント 工藤修／（株）インタールード 小林三芳／学校法人ラ・サール学園

											

（順不同・敬称略）

