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「ぐりちょ」でフェアトレード商品と販売店を探そう 

消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク(SSRC)が作成し

ているサイト「ぐりちょ」は人権、環境、平和などに配慮したエシカ

ル商品ガイドです。フェアトレード商品もエシカル商品のひとつ。ぜ

ひ「ぐりちょ」で検索してみてください。https://guricho.net/ 

Find Fair Trade Products & Shops with Guricho Site 
Guricho is an online ethical product guide to protect human rights, 
environment, peace, etc. that the Citizens’ Network to Build a 
Sustainable Society through Responsible Consumption (SSRC) has 
created and updated. Buying Fair Trade goods 
 is a way towards ethical consumption.  
Please use Guricho to support your ethical life! 
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市民が参加できる人身取引の解決策をアピール 
〜フェアトレードをテーマに、むさしの国際交流まつり出展～ 

ノット・フォー・セール・ジャパンは 2015 年以来、毎年 11 月に行

われる公益財団法人武蔵野市国際交流協会主催の「むさしの国際交流ま

つり」に参加しています。これまで、「現代の奴隷ってどんな人？」と

いう切り口で身近に潜む人身取引被害について啓発したり、エシカル消

費の紹介など毎回テーマを変えて、ブース展示およびワークショップを

行ってきました。2019 年は、武蔵野市でフェアトレードタウンの認証

を目指す動きが始まったことをきっかけに、フェアトレードをテーマに

発表しました。 

なぜ、人身取引の撲滅を目指す NFSJ がフェアトレードを推奨するの

でしょうか。それは、市民が参加できる人身取引解決策のひとつだから

です。フェアトレードは公正な取引という意味ですが、農産物や商品そ

のもの、労働に対して適正な代金や工賃を支払うだけでなく、取引価格

に適切な教育や職業訓練が受けられる奨励金（プレミアム）を上乗せし

ます。加えて「労働環境の改善」、「児童労働・強制労働・差別の禁止」  、

「最低価格の保証」、「長期取引の促進」、「農薬削減や有機栽培の促進」などを義務化します。つまり、フェアトレード商品

を購入することは、私たち一般市民が社会的に弱い立場にある人をサポートし、彼らが人身取引

や奴隷労働に巻き込まれるのを防ぐことにつながるのです。 

イベントに先立って、NFSJ では武蔵野市および隣接する三鷹市でフェアトレード商品を置い

ているお店を調査し、当日は各店が扱っている商品をアイコンで展示。また、行きつけのお店に

フェアトレード商品がなくても「購入したいので、入れてください！」とお願いするアクション

カードも作成して配布しました。小さな動きに思えるかもしれませんが、商品選択はときに社会

に大きなインパクトをもたらします。フェアトレードが日本でも広がることは、人身取引のない

世界に一歩近づくことだと私たちは信じています。皆さんの身近でもフェアトレード商品を探し

て、できる範囲で生活に取り入れてみてください。（栗山のぞみ） 

Buy Fair Trade Goods as a Modern Slavery Solution Strategy 
NFSJ again participated in the Musashino International Festival in November 2019 as we have done 
annually since 2015. We chose a fair trade theme for this year because it is a practical way for the 
public to participate in solving labor trafficking. Additionally, a civil movement for Musashino city to 
be certified as a fair trade town has begun. Why does NFSJ recommend Fair Trade? It is because 
to qualify for Fair Trade certification, many requirements must be met: in particular, "Prohibition 
of child labor, forced labor and discrimination" which are 

directly linked to preventing human trafficking in the manufacturing process of 
products. At the booth, we displayed an eye-catching poster titled “Why NFSJ 
Recommends Fair Trade”. We also have surveyed stores in Musashino and Mitaka area 
which sell fair trade goods and showed them on a map. In addition, we created and 
distributed a card people can take to their local shops, "I would like to purchase fair 
trade products, so please stock them." Though it seems a very small movement, 
product selection is one way to make a big impact on society. Find fair trade products 
around you and make them a part of your life. (Nozomi Kuriyama) 
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NFSJ カフェ#17「留学生が見たニッポンの性風俗産業」 

NFSJ カフェ#16 「だれひとり取り残さない世界と多様な性のあり方」 

NFSJ カフェ#15『The Price of Free』上映会 

NFSJ カフェ#18「日本の人身取引の現状」 

イベント ピックアップ  Various Events 
(1) 学生さんに現職警察官…多様な講師を迎えての NFSJ カフェ 

NFSJ が少人数の参加者と共に、人身取引の周辺課題を

学ぶ「NFSJ カフェ」。2019 年はまず 3 月に、インド

で児童労働と闘うノーベル平和賞受賞カイラシュ・サテ

ィヤルティさんの映画『The Price of Free』の上映会を

行いました。4 月には LGBT サポート団体グッド・エイ

ジング・エールズのインターン佐々木真美さんを迎え「だ

れひとり取り残さない世界と多様な性のあり方」と題し、

LGBT の方たちの抱える課題や社会が果たすべきかかわ

り方などを学びました。6 月

には、上智大学に留学中の女

子学生が日本の性風俗産業

に切り込んだ映像作品

『 Beyond the Yellow 

Line 黄ら黄ら』を鑑賞し、制作した小川モンゴメリー花子

さんとテシ・リッゾーリさんと共に、性風俗について参加者と熱く議論が交わされました。そして

11 月には警察庁で人身取引事犯を扱う警察官、新井淳さんを迎えて日本の人身取引の現状と共に、警察のサポート体制や、一

般の私たちにできることを教えてもらいました。これからも不定期で開催していきます。ぜひご参加ください！ 

NFSJ Cafes Invite Various Guests as Speakers: from Students to a Police Officer 
NFSJ Cafe is an opportunity to learn about issues surrounding human trafficking. 
In March we showed “The Price of Free,” a documentary film featuring Kailash 
Satyarthi, Nobel Peace Prize laureate from India who rescues children from 
slavery. In April, Ms. Mami Sasaki, an intern of the LGBT support NGO, Good 
Aging Yells, explained various hardships 
that face LGBT people and how society 
can support them. In June, we watched 
a video “Beyond the Yellow Line” on the 

sex industry in Japan, filmed by foreign 
students of Sophia University, Ms. Hanako Montgomery and Ms. Tess 
Rizzoli. We had a good discussion with them after the viewing. In 
November we invited an incumbent police officer Mr. Jun Arai to hear 
about the reality of human trafficking in Japan and how the police system 
supports victims. NFSJ Cafe is a great experience for learning and sharing, so please feel free to join us!   
 

(2) セミナー『あなたの隣の外国人、実は”現代奴隷”かも？』開催 
2019 年２月よこはま国際フォーラムに於いて、身近な外国人労働者について気づき、考えるセミナーを

開催しました。講師の山村淳平さん（横浜市内の診療所の医師）は、正規・非正規滞在の外国人に適切な医

療を提供する活動を通して、搾取的な現状にあえぐ技能実習生たちに出会ったのをきっかけに、ミャンマー

人やベトナム人技能実習生の被害の実態を独自に調査。それを日本社会に伝えるために冊子を作成したり、

講演会を行ったり、また実習生の出身国への啓発のために現地語でも映像をまとめたりされています。この

日のお話では、現状を伝える豊富なデータ（外国人労働者数の推移や、その中のベトナム人の増加スピード

等）が提示され、日本社会がいかに外国人労働者を都合よく管理し、労働力として搾取しようとしているか

が浮き彫りになりました。一方で、外国人労働者と信頼関係を築いている農家の方や、ベトナム人をコミュ

ニティとして支えるキリスト教会の活動も紹介。セミナーには 30 人を超える参加者が集まり、質疑応答も

活発に行われ、関心の高さが感じられました。 

Seminar "Isn’t the foreigner next to you actually a modern slave?" 
 In February 2019, NFSJ held a seminar entitled "Isn’t the foreigner next to you actually a modern slave?" in   

Yokohama International Forum. We invited Dr. Jumpei Yamamura as a lecturer.  By 
providing medical care to foreigners, Dr. Yamamura met many technical interns from 
Myanmar and Vietnam, and came to know about their severe situation. He not only conveys to 
Japanese society the exploitation that the interns suffer from, but also creates YouTube 
videos in the Vietnamese language to spread the reality of the Japanese technical intern 
program among Vietnamese society. At the seminar on this day, he presented it with 
abundant data, and many participants could see how Japanese society is trying to control and 
take advantage of foreign workers.  
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 (3)外食チェーンと家電業界の「企業のエシカル通信簿」を発表 
NFSJ が参加している「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク（SSRC）」は、2016

年から毎年、企業に環境や人権等に配慮した事業活動を促し、消費者に倫理的な買い物を奨めるため

に「企業のエシカル通信簿」を発表しています。NFSJ はアニマルライツ・消費者など７つの分野中

「人権・労働」を担当し、「下請け工場等で奴隷労働や児童労働が行われていないか」「多様性に配慮

した働きやすい職場になっているか」「フェアトレードを推進しているか」等 6 項目約 40 の問いを

立てて調査しています。3 年目となる 2018 年度は外食チェーンと家電メーカー各５社ずつを調査し

たところ、「人権・労働」分野は 10 段階評価で企業によって１から 9 までばらつきがありました。

調査資金出資者へのお礼として初めてプロジェクト報告書も作成し、現在一般に販売

中です。SSRC 共同代表幹事でもある山岡はウェブ版『国民生活』への寄稿も行いま

した。2019 年度はカフェチェーンと清涼飲料メーカーを調査しています。結果は

2020 年 3 月に発表予定。詳しくはウェブサイトをぜひご覧ください。

https://cnrc.jp/  

“Ethical Report Card of Companies” Gave Grades to Restaurant Chains and Electric 
Appliance Companies 

Citizens’ Network to Build a Sustainable Society through Responsible Consumption (SSRC) that 
NFSJ takes part in has been grading companies since 2016 to stimulate companies’ sustainable 
operations and to promote ethical consumption in order to protect the environment and human rights. Out 
of 7 sections including animal rights and consumers’ rights, NFSJ did research for the section of “Human Rights & 
Labor”, where 40 questions were asked like: “Is there any slave/child labor in the supplier companies?” “Is the work 
place diversity-friendly?” and “Does the company promote fair-trade?” In the FY 2018, we graded 5 restaurant 
chains and 5 electric companies. In the FY 2019, 5 cafe chains and 5 beverage companies are under research. These 
results are to be publicized in March 2020. See the Japanese website: https://cnrc.jp/ 

 
 (4) 人身売買禁止ネットワーク(JNATIP)の活発な働き 

NFSJが運営委員として参加している JNATIPで

は、昨年に続き上智大学にてセミナー「人身売買

は自己責任なのか？」を開催し、外国人労働者や

若年女性等が労働・性的搾取に遭うことを「自己

責任」と切り捨ててはならないと確認しました。

秋には政府との意見交換会において人身取引政策

にあらゆる角度から提言を行いました。NFSJ は人身取引事犯の処罰の問題、政府の海外調

査団の効果などについて質問しました。女性差別撤廃条約や自由権規約の日本審査に対しては、人身取引分野での NGO レポー

ト等の作成に携わりました。JNATIP は現在新しいウェブサイトの整備を進めています。来年度にはお披露目できる予定です。 

Japan Network Against Trafficking In Persons (JNATIP) Actively Working to Abolish Trafficking 
 JNATIP, with which NFSJ participates as a steering committee member, held a seminar "Is human trafficking a 
self-responsibility?" at Sophia University. This seminar confirmed that foreign workers and young women who 

encounter labor and sexual exploitation should not be just dismissed as 
“having responsibility for it". In autumn, we made proposals on human 
trafficking policies from all angles at a meeting with the government. 
NFSJ asked about issues such as the punishment of trafficking cases and 
the effectiveness of the Government Delegation on Anti-Human 
Trafficking Measures. Concerning CEDAW and the ICCPR Japan Review, 
we were involved in the preparation of NGO 

reports on human trafficking. JNATIP is currently working on a new website. The prospect 
of launch is April 2020. 

(5)大学等での講義が好評 
2019 年も大学等での講演を行いました。亜細亜大学「国際人権法」の授業、法政大学大学院政策創

造研究科「CSR とマーケティング」の授業、また、神戸女学院同窓会「めぐみ会」でも講演の機会を

いただきました。それぞれ人身取引・現代の奴隷制がなぜ起きるのか、日本の状況はどうなっているのかという話から、フェア

トレード・エシカル消費など身近にできることを伝えました。その時々で様々な質問が飛び出し、関心の高さがうかがえます。

ひとりでも多くの方に、現実を知って、小さくても自分の身の回りでできるアクションにつなげてほしいと願っています。英語

での授業も可能です。ぜひお気軽にご用命ください。 

Lectures at Universities are Well-received 
In 2019, NFSJ Yamaoka was invited to several universities as a guest speaker: for the class of “International Human 
Rights Law” in Asia University; for the class of “CSR and Marketing” at Hosei University Graduate School of 
Regional Policy Design; and for the annual lecture at Kobe College Alumni Association. Lecture topics covered from 
why human trafficking/modern slavery occurs and what is happening in Japan, to what we can do via fair trade and 
ethical consumption. The variety of questions raised after each lecture show the depth of interest and concerns of 
the audience. We welcome any such future opportunities, including English presentations. 

https://cnrc.jp/
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“REBBL with a Cause”  

Video (YouTube) 

Close-Up of Not For Sale Project: 
For Profit Business Doing Good in the World 

 
Working to help street children and survivors of trafficking in Lima, Peru, 

NFS understood they could either help with immediate needs or help find 
long term solutions. NFS went to work on both accounts. They built some 
shelters and started brainstorming with business leaders, entrepreneurs, 
and others for solutions. From those meetings came the idea to sustainably 
and ethically source ingredients from the Peruvian Amazon for a beverage, 
thus providing economic opportunity to the communities. REBBL began as one 
healthy tea and has now grown to over twenty beverages. 

The difference between REBBL and other NFS projects is that REBBL is a 
for profit business. 

Narrated by Australian actress, Ruby Rose, the thirty minute video REBBL 
With a Cause tells about the birth of the business and the story of the 

communities it impacts. 
This video is also a chance for us to 

understand how our purchasing 
decisions can make an impact on the 
world around us. 

To learn more about this story and the changes in 
the harvesting communities: 

REBBL homepage: https://rebbl.co  (Michelle Roberts) 
        

国際 Not For Sale の働き～飲料ブランド REBBL によるソーシャルビジネス 
ペルー・リマのストリートチルドレンや人身取引被害者を助けるために、NFS は直接的な救済支援のほかに、人々が被害に

遭いやすいペルー・アマゾン地域で採れる農産物を使った飲料の開発・販売によって、利益を上げつつ現地の経済を支える方法

を編み出しました。その飲料ブランド REBBL は今や 20 種類以上を売り出す人気商品に成長しています。オーストラリア人女

優ルビー・ローズがナレーションを務める 30 分のビデオ「REBBL with a Cause」では、その始まりの物語から現地の人々

の生活の変化までを綴り、私たち消費者の選択が、世界に変化をもたらすことも教えてくれています。 (ミシェル・ロバーツ) 

 

Recommended Books スタッフお薦めの一冊 
 
"Human Trafficking – The Return to Slavery" by Thomas Schirrmacher 
 World Evangelical Alliance (2013) 
I recommend this compact book to get a good grasp on the various facets of human 

trafficking in just 60 pages! Written by a German pastor with 4 doctorates, it describes 
the vast scope and serious harm of it in a compelling way. Both labor and sexual 
exploitation are covered, as well practical tips to combat them, for example the 
successful Nordic model concerning prostitution (p. 61). An impressive quote why we all 
need to be more informed and act on the evil of slavery, "There is no other serious 
offense which is so little prosecuted, legally treated so incidentally, and punished so 
casually by the courts. It is less risky to enslave people than it is to run a red light." He 
also decries the lack of media attention to this world-wide crime. Although 6 years old, 
this is still a very relevant book.  

Free PDF download, search with the keywords: “Schirrmacher Trafficking”  (Bonnie Jinmon) 
 
『世界中の子どもの権利をまもる30の方法 だれひとり置き去りにしない！』 

認定NPO法人国際子ども権利センター＋甲斐田万智子（編） 2019年 合同出版 

 「子どもの権利条約」が国連で採択されて30年、日本政府が批准して25年という節目の年の

2019年10月に刊行されました。子どもの権利と暮らしを守るために各分野で活動を続けてきた執

筆者たちのそれぞれの取り組みごとに、具体的な例をあげながら、子どもたち自身が問題を知り解

決に近づくための30のアプローチを紹介。最初に紹介される記事は人身売買の例で、カンボジア

の少女の話から日本のJKビジネスにまで言及しています。また「早すぎる結婚」や「児童労働」な

ど子どもたちが直面する問題をさまざまな角度から取り上げながら国際理解・権利学習ができる貴

重な一冊です。 

私は今回、イラストレーターとしてこの本の出版プロジェクトに加わり、どのイラストも本文中

の問題を次世代に持ち越さないように願い、また世界中の子どもたちのことを思いながら描きあげ

ました。ぜひ、お手にとって読んでみてください。（ナムーラ ミチヨ） 
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人身取引問題関連ニュース  News Clips on Human Trafficking Issues 

 
恋愛装い借金負わせ…女子大生２５０人超を風俗に 

同志社大生ら悪質スカウト集団摘発 

京都の有名大の男子学生約 20人から成るスカウト集団のメンバ

ーが、職業安定法違反（有害業務の紹介）容疑で 2019年 1～2月

に京都府警に摘発された。女子学生らに恋愛感情を抱くよう仕向

けてバーへ誘い、多額の支払いを迫って風俗店で働くよう斡旋し

ていた。逮捕されたのは京都市のバー経営 K容疑者（２４）と、同

志社大や京都産業大など有名大の学生ら２０～２５歳の男６人。メ

ンバーは京都市内の繁華街、大学キャンパス周辺で女性に声を

かけ、連絡先を交換。その後、食事に誘って交際関係を匂わせつ

つ、K容疑者が経営する京都・祇園の会員制バーへと誘う。バー

ではメンバー同士で結託し店に複数回通わせて酒などをツケで

提供することで、多額の借金をさせる。借金返済の代わりや恋愛

関係を維持するためとして、京都、大阪、滋賀の計３９の性風俗店

を紹介していた。被害女性らが紹介先の性風俗店で得た収入のう

ち１５％程度がグループにバックされる仕組みで、グループは少な

くとも延べ２６２人の女性を紹介し、2017年６月からの約１年３カ月

で約７３００万円を得ていたとみられる。女性たちはグループに現

金がバックされていることは知らなかった。 

５月には京都地裁が「学生らを指示し中心的な役割を担ってい

た」として K被告に対し懲役３年・執行猶予４年を言い渡し、スカウ

ト役の男ら５人にも執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。（産経

新聞、朝日新聞、ABCニュースの記事を参考に再構成） 

 

“Lover Boy” tactics used by famous college students 

to lure female students into debt bonded sex labor 
6 members of a Kyoto scout group of 20 male students of 

famous universities such as Doshisha were arrested in January 

and February 2019 for violation of Employment Security Act 

(Introduction of Hazardous Work). They allegedly pretended to 

be in love with the female students and lured the victims into 

debt to pay for expensive drinks at a bar and then introduced 

them to one of 39 sex bars in Kyoto, Osaka and Shiga 

Prefectures to pay back the debt. 15% of what the women 

earned at the sex bars was kick-backed to the group. Up to 262 

women were introduced to such facilities and they have earned 

approx. 73 million yen for the group during the 15 months since 

June 2017. The women never knew the cash was returned to the 

group. 

 In May 2019, Kyoto District Court sentenced the leader of the 

group and the bar owner with 3 years in prison, but with 

suspension of 4 years. The 5 scouts were also sentenced but 

also with probation. (Edited from articles of Sankei Shimbun, 

Asahi Shimbun & ABC News) 

 

ベトナム人技能実習生、雇用会社を提訴--除染作業の危
険を知らされず 
技能実習生として来日したベトナム人の３人の男性が、約２年

間、合計 300日以上にわたって東京電力福島第一原発事故の除

染作業に従事させられていたとして、2019 年９月、実習先の建設

会社を提訴した。彼らは 2015 年７月に鉄筋施行・型枠施行の技

能を実習する契約で来日したがそれらの仕事に従事することはな

く、郡山市での除染作業や当時立入禁止だった浪江町で下水道

配管工事を行った。ベトナムには原発はなく、彼らが技能を習得し

てもそれを活かす場所はない。つまり、会社側は技能実習制度の

理念と外れた労働をさせたことになる。さらに労働安全衛生法で

は、除染作業に従事する労働者の健康被害を防止するため学

科・実技を伴う特別教育を実施しなければならないが、ベトナム人

技能実習生が受けた講習はビデオ視聴のみであった。原告の実

習生の一人は「危険な仕事とは知らされていなかった。将来、健

康がとても心配だ」と訴えた。（時事通信、ハーバービジネス・オン

ライン等の記事を参考に再構成） 

 

Vietnamese technical interns sue their employer― 

Not informed of the dangers of decontamination 
In September 2019, three Vietnamese men who came to 

Japan as technical interns filed a lawsuit against a construction 

company they were training at, claiming that they had been 

engaged in decontamination work caused by Tokyo Electric 

Power Co.'s Fukushima No.1 nuclear power plant accident for 

more than 300 days over a period of about 2 years. They came 

to Japan under a contract to practice the skills of rebar and 

formwork operation, but instead of being engaged in these jobs, 

they carried out decontamination in Koriyama City and sewage 

pipe works in Namie Town, where entry was restricted. There 

are no nuclear power plants in Vietnam, so even if they acquire 

these skills, there is no place to take advantage of them. 

Furthermore, the Industrial Safety and Health Law requires 

special education involving lectures and skill training to 

workers engaged in decontamination, so that the workers would 

acquire enough knowledge to prevent health damage. However, 

the training given to Vietnamese technical interns was only 

video viewing. （Edited with reference to the article of Jiji.com 

and Harbor Business Online）  

 

巧妙なだましの手口でタイ人女性を性搾取 
2019 年警察庁コンタクトポイント会議で紹介された、複雑で巧

妙な事件をリポートする。このケースでは、タイの送り出しブローカ

ーがターゲットにした女性を、まず、日本への観光旅行に招待。

信頼関係を築き、日本へのあこがれを植え付けたところで、働き口

を紹介するとして日本に入国させた。中部国際空港からの入国後

は、国内ブローカーらが家族旅行を装って車で輸送。旅券を取り

上げ、架空の借金約 200万円を負わせて違法風俗店で性的サー

ビスを強制し、労働賃金のほとんどすべてを搾取した。東京・八王

子の店で働かせた後、国内ブローカーは、彼女らを他の店舗（首

都圏、あるいは長野県）に再あっせんしていた。事件が発覚した

のは、被害女性らが本国の友人に連絡をとり、その友人が日本国

内の被害者救済 NGO に連絡し、NGO が警察に通報したため。

NGO と警察が連携した一例でもある。なお、事件の発覚は 2017

年。ブローカー・店舗営業関係者ら加害者 15 名はすでに検挙さ

れ結審、被害者 18名は保護を受けて帰国している。 

 

Thai women were shrewdly tricked into sexual 

exploitation 
This is a case introduced at the 2019 NPA Contact Point 

Meeting on Trafficking in Persons in Japan. In the case, at first 

a Thai broker invited target women on a sightseeing trip to 

Japan to build a trust and instill a yearning for the country, then 

offered them a job. When the women arrived in Japan, a 

domestic broker took their passports, claiming unjust debt of 2 

million yen and forced them to work at an illegal sex shop and 

exploited most of their wages. Arriving at Chubu International 

Airport, the women first worked in a shop in Hachioji, Tokyo, 

and then were sent to other shops in Tokyo or Nagano 

Prefecture. The incident came to light when the women 

contacted their friends in their home country, who found and 

contacted a Japanese NGO that helps victims, which reported it 

to the police. It’s one good example of coordination between 

NGO and police. Fifteen perpetrators were arrested in 2017, 

and eighteen victims returned home with protection. 
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NFSJ (SSRC/JNATIP)としての講演・プレゼン・イベント・展示など Lectures, Presentations, Events, Exhibits by NFSJ (SSRC/JNATIP)

7/11 IGC/JNATIPセミナー『日本における人身売買と現代の奴隷制』 IGC/JNATIP Seminar "Human Trafficking & Modern Slavery in Japan" 173名

9/22 第１回武蔵境エシカル商品探検隊 Musashisakai Ethical Goods Research #1 3名

10/5 第2回武蔵境エシカル商品探検隊 Musashisakai Ethical Goods Research #2 3名

10/12 第13回NFSJカフェ「韓国における人身取引問題」(ミシェル・ロバーツ） NFSJ Café #13 "A Glimpse into Korea's Human Trafficking"(Ms.Michelle Roberts) 20名

10/17 山梨英和大学「半日修養会」にて講演 Lecture at Yamanashi Eiwa College Half-day Retreat 180名

10/20 葛飾区男女平等推進センター主催　国際ガールズデー企画「ネファリアス」上映講演 Nefarious and Lecture at International Girls Day Event in Katsushika 35名

10/22 世田谷市民大学で１コマ講義 Lecture at Setagaya Citizens' University 30名

11/3 むさしの国際交流まつり2018にブース出展およびワークショップ開催 Booth Exhibit and Workshop at Musashino International Festival 70名

11/24 Women of the World　(麻布）にて講演 Lecture at "Women of the World" Group in Azabu 10名

11/27 神戸女学院大学英語科授業２クラスにてゲスト講義 Lecture at Kobe College English Dept. (2 classes) 70名

11/28 天理大学国際学部主催人権啓発セミナーにて講演 Lecture at Tenri University 53名

12/21 第14回NFSJカフェ「インドの人身取引と法律」（サロニ・ラキアさん） NFSJ Café #14 on Anti-Trafficking Organization in India by Ms. Saloni Lakhia13名

2/2 よこはま国際フォーラム2019にて「あなたの隣の外国人、実は”現代奴隷”かも？」 NFSJ Seminar on Modern Slavery in Yokohma International Forum 2019 38名

2/17 聖ヶ丘教会日曜サロンでの講演 Lecture at Nichiyo-Salon at Hijirigaoka Church 20名

3/7 第15回NFSJカフェ「The Price of Free」上映会 NFSJ Café #15 Screening of "The Price of Free" 8名

3/19 SSRC「企業のエシカル通信簿　第3回結果発表会」企画運営およびプレゼン SSRC Seminar on Ethical Report Card of Companies 75名

4/19 第16回NFSJカフェ「だれひとり取り残さない世界と多様な性のあり方」（佐々木真美さん）NFSJ Café #16 on LGBT by Ms. Mami Sasaki 19名

6/13 第17回NFSJカフェ「留学生から見たニッポンの性風俗産業」（小川さん、リッゾーリさん） NFSJ Café #17 "Views of 2 Foreign Students on Japan's Sex Industry" 19名

6/25 亜細亜大学「国際人権法」クラスで講義 Lecture at Asia University International Human Rights Law Class 180名

6/27 CRTｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで「企業のエシカル通信簿」について報告 Presentation on Ethical Report Card at CRT's Stakeholder Engagement 40名

面談、短いプレゼン、取材、他団体・政府イベント出席など（ｲﾍﾞﾝﾄ準備や打合せは除く） Interviews, Short Presentations, Participation in Other Events

7/13 警察庁主催「第15回人身取引事犯に係るコンタクトポイント連絡会議」出席 Contact Point Meeting for Trafficking in Persons in Japan by NPA

7/19 ZOE Japanスタッフと面談 Meeting with ZOE Japan staff

7/24 法政大学高校生と面談 Meeting with a High School Student of Hosei Univ. High School

8/16 HOPE61のOMS宣教師と人身取引について面談 Meeting with a Missionary with OMS "HOPE 61"

9/5 人種差別撤廃委員会日本審査勧告をうけての緊急報告集会に出席 Report Seminar on the CERD Concluding Observation on Japan

9/11 リバティアジアのアーシャナ・コティーシャ氏との面談 Meeting with Ms. Archana Kotecha of Liberty Asia

9/24 フェアトレードタウン認定についての勉強会に参加 Fair Trade Seminar on Fair Trade Town Certification

9/27,28 ReadyForとの打ち合わせ Meeting with Ready For

10/4 アイルランド大使館主催LGBTの権利についてのセミナーに参加 Seminar Sponsored by Irish Embassy on LGBT Rights

10/11 NPO法人POSSE(CCC)主催インドネシア労働者からの告発　に参加 Clean Clothes Campaign Seminar Featuring Indonesian Uniqlo Factory Workers

10/26 ACE主催米国労働省国際労働局副次官招聘セミナーに参加 ACE Seminar Featuring Mr. Mittelhauser of US Dept. of Labor

11/14 『女を修理する男』上映会に参加 Screening of "The Man Who Repairs Women"

11/16 東京都主催「持続可能な社会を目指して～エシカル消費～」シンポジウムに参加 Symposium by Tokyo Met. Gov. on Sustainable Society and Ethical Consumption

11/21 移住連主催「今こそ、包括的な移民政策を！」院内集会に参加 SMJ Seminar on the Immigration Policy Reform 

11/22 PAPS 活動報告会に参加 PAPS Briefing Meeting

11/23∼24 ライトハウス子ども支援セミナーに参加 Light House Child Support Seminar 

11/25 武蔵野市議山本氏へエシカル消費についての情報提供 Briefing on Ethical Consumption to a Member of Musashino City Council

12/13 「ビジネスと人権フォーラム」に参加 Business and Human Rights Forum 

2/14 ZOE International 代表と面談 Meeting with ZOE International

2/15 湯浅誠氏講演会とその後のNGO交流会に参加 NGO Exchange Session after Mr. Makoto Yuasa's Lecture

2/17 「フェアトレードな暮らしがまちを変える――モノの価値、ヒトの価値」に参加 Kick-off Event of the Fair Trade Musashino 

3/7 ノルウェーの学生さんとの面談 Meeting with a Student from Norway

3/17 聖ヶ丘教会中学科でのお話 Short Presentation for Junior High Students of Hijirigaoka Church

3/28 エクソダスクライのヘレン・テイラーさんと面談 Skype Meeting with Ms. Helen Taylor of Exodus Cry

4/11 全日空ホールディングスCSR担当者と面談 Meeting with Personnels of ANA Holdings

4/17 国際平和のための世界経済人会議東京セッションに参加 World Business Conference for World Peace Tokyo Session

5/2 清泉インターナショナルスクールの高校生との面談（プレゼン） Meeting with Students and Teacher at Seisen International School

5/17 タリタクム日本主催人身取引問題英語ワークショップに参加 Talita Kum Japan English Speaking Group Workshop 

5/19 フェアトレードむさしのミーティング(原田さとみ氏囲む）に参加 Fair Trade Musashino Meeting with Ms. Harada 

5/26 ジャパンタイムズ取材 Japan Times Interview

6/1∼2 移住連フォーラムに参加 SMJ Forum

6/6 国連ビジネスと人権ワーキンググループ議長とのミーティングに参加 Meeting with Mr. Pesche of UN Business & Hunan Rights Working Group 

6/14 NHK国際放送記者と面談・情報提供 Meeting with NHK World Reporter 

制作物作成・キャンペーン・メディア掲載など Creating and Printing/Campaigns/Media Coverage

7/2∼8/6 ボランティアスタッフのリレーエッセー(NFSJウェブサイト） Essay Series of NFSJ Volunteer Staff on NFSJ Website

7月 NFSJ啓発小冊子（緑)日本語版改訂版増刷 Revision and Reprinting of NFSJ Awareness Booklet Japanese Version

8月 WFF「世界奴隷指標」日本に関する記述部分を和訳してウェブサイトに公開 Publication of Translation of WFF's Global Slavery Index Japan Part on NFSJ Website

8月 矯風会の冊子『K-Peace』10月号人身取引問題特集の巻頭記事を寄稿 Writing an Article on Human Trafficking  for "K-Peace" (Booklet for Kyofukai)

9月 『技能実習生ネット通信』にJNATIPセミナーの報告を寄稿 Writing an Article on JNATIP Seminar for "Technical Interns Net" News

11月 NFSJリーフレット英語版作成 English Version of NFSJ Leaflet

2018年度事業報告 Activity Report for 2018 (2018. 7. 1 – 2019. 6. 30)   
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人身売買禁止ネットワーク（JNATIP)運営委員としての活動 Activities Related to JNATIP  (Japan Network Aaginst  Trafficking in  Persons )

JNATIP運営委員会計9回(7/28, 8/22, 10/3, 12/4, 1/22, 3/1, 4/1, 5/9, 6/12 ) 9 JNATIP Steering Committee Meetings 

政府関係省庁との打合せ及び意見交換会　(8/22=9名, 10/3=50名, 10/31=30名) 3 Discussion Conferenceｓ with Government Officials

JNATIP Youth勉強会 (12/12=11名） Mini Seminar for JNATIP Youth Students 

消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク(SSRC)共同代表幹事としての活動
Activit ies Related to SSRC (Citizens' Network to Build　a
Sustainable　Society through Responsible Consumption)

運営会議等計9回（7/17, 7/31,8/20, 9/10, 9/20, 11/26, 1/28, 3/4, 4/25 ) *スカイプ会議含む　 9 Meetings Including One with Skype

「企業のエシカル通信簿」Ready For クラウドファンディング・キャンペーン(10∼１１月） Ready For Crowd Funding Campaign for Ethical Report Card of Companies

武蔵野プレイス市民活動フロア運営協議会委員としての活動 Activities Related to Steering Committee for Musashino Place Civil Activ ity

運営会議計5回　（8/24, 10/29, 1/21, 3/17, 5/17 ) 5 Meetings

NFSJスタッフミーティング NFSJ Staff Meetings

スタッフミーティング計10回(9/4, 10/4, 11/6, 12/4, 1/22, 2/12, 3/26, 4/29, 5/31, 6/28) 10 Staff Meetings 平均５名

科目 (Item) 金額 (Amount) 摘要（Remarks) 2011年度

Ⅰ　経常収益(Ordinary Revenue)
　１．受取寄付金(Donation)
　　　　　受取寄付金(Donation) 387,196 387,196 会場寄付金含む(Includes on-site donation) 372,920
　２．受取助成金等（Grants）
　　　　　受取助成金（Grants） 5,100 5,100 武蔵野市より(Musashino) 0
　３. 事業収益(Operating Revenue)
　　　　　講師料（Honorarium) 190,000 大学・団体等での講演(lectures) 0
　　　　　共催会費（Cosponsoring Fee) 0 0
　　　　　書籍販売売上(Book Sales) 11,300 17,300
　　　　　ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ会費(Meeting Fee) 0 201,300 19,500

経常収益計(Total:Ordinary Revenue) 593,596 409,720

ＩＩ　経常費用(Ordinary Expenses)
　１．事業費(Operating Expenses)
　　　　　印刷製本費（Printing Expenses) 16,562 0
           システム管理費（System Administration) 0 0
　　　　　謝礼（Honorarium) 50,500 講師（Lecturer) 0
　　　　　売上原価(Cost of Sales) 25,910 書籍・報告書・上映権 (Books, Reports, Screening) 36,180
　　　　　会場設備費（Venue Expenses) 18,100 13,162
　　　　　諸会費（Membership Fee) 25,000 各種セミナー等参加費（Seminar Fee) 5,000
      　　 旅費交通費（Travel Expenses) 107,680 0
　　　　　消耗品費（Supplies Expenses） 12,746 7,063
　　　　　通信運搬費（Correspondence Expenses） 6,946 263,444 0
  ２．管理費(Administrative Expenses)
　　　　　印刷製本費（Printing Expenses） 31,536 リーフレット英語版印刷(New Leaflet Eng. Vers.) 89,100
　　　　　システム管理費(System Administration) 60,212 メルマガ、ウェブサイト (Mail Magazine, Website) 0
　　　　　旅費交通費（Travel Expenses) 14,940 0
　　　　　消耗品費（Supplies Expenses） 1,990 4,720
　　　　　通信運搬費（Correspondence Expenses） 41,038 4,990
       　  支払い寄付金（Donation) 79,917 NFS本部国際事業へ(to NFS HQ int'l projects) 37,000
　　　　　雑費（Miscellaneous) 32,400 262,033 倉庫費等（Storage, etc.) 0

経常費用計 (Total: Ordinary Expenses) 525,477 197,215

当期正味財産増減額(Balance) 68,119 212,505

前期繰越正味財産額(Balance Carried Over) 549,819 0

次期繰越正味財産額（Balance Carried Forward) 617,938 212,505

   

 
2018年度収支報告 Financial Report（2018.7.1～2019.6.30） 

 

 
2018年度(*)にご寄付くださった方々（五十音順、敬称略）Those Who Made Donations to NFSJ in FY 2018. 

アーサーソン・デヴォン、赤坂瑞穂、東江衿子、エーエステイ戸田章子、大澤芙美子、大本恭子、小川智瑞恵、河村千恵子、日下香代子、 
神戸北教会、小林博之、佐長久仁子、坂本理絵、島田治夫、清水和子、杉山準規、勢井峯生、高田泉、竹内晃・美貴、田中雅文、東方敬信、
戸田奈都子、戸田博・洋子、富田麻理、長崎哲夫、西野信子、のぞみ幼稚園、キャシー・バートンルイス、白田浩一、聖ヶ丘教会婦人会有志、 
福川牧子、福嶋美佐子、星出卓也、松林利江、三竹直哉、宮本節子、守田美恵、山岡清二・靖子、山梨英和大学学生教職員一同、 
ミシェル・ロバーツ、渡辺徹朗、以上計 41の個人・団体の方々よりご寄付を賜りました。心より感謝申し上げます。（*2018年 7月～2019年 6月） 
 

NFSJ をサポートしてくださっている企業・団体さま Supporting Companies and Organizations 
いのちのことば社 (Word of Life)、公益財団法人ウェスレー財団（Wesley Zaidan)、経済人コー円卓会議日本委員会 (Caux Round Table Japan)、サイレ
ントグラフィックス社 (SILENT GRAPHICS Co.LTD)、東京バプテスト教会ソルト＆ライトミニストリー(Tokyo Baptist Church Salt & Light Ministry)、日本

CGNTV (CGNTV Japan)、公益財団法人武蔵野市国際交流協会 (Musashino International Association)、武蔵野プレイス (Musashino Place)、
NPO法人横浜 NGO 連絡会 (Yokohama NGO Network) 
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《編集スタッフ （Editing Staff）》 
編集・記事・翻訳 (Editor, Writer & Translator)：  

山岡万里子 （Mariko Yamaoka）、栗山のぞみ （Nozomi Kuriyama） 

記事・英文チェック (Writer & Proofreader)： 神門バニー （Bonnie Jinmon） 

記事 (Writer)：ナムーラ ミチヨ （Namura Michiyo）ミシェル・ロバーツ (Michelle Roberts) 

 

★NFSJのスタッフ神門バニーが『Japan Times』紙の記事に 
ボランティアスタッフ神門バニーの、NFSJ および東京バプテスト教会での人身取引問題に関する

取り組みが、『Japan Times』(2019 年 7 月 28 日付)に掲載されました。長年にわたる個人的な思いや

アウトリーチの様子のほか、NFSJ の成立に関するエピソードや他団体の取り組みにも触れていま

す。現在ウェブ版(英語)が公開中。ぜひお読みください。【「Japan Times Jinmon」で検索】 

NFSJ Staff Bonnie Jinmon Featured in a Japan Times Article 

Volunteer staff, Bonnie Jinmon, was featured on July 28, 2019 in a Japan Times article on her 
work for NFSJ and Tokyo Baptist Church Salt & Light Ministry. The article includes her passion 
of many years towards victims of sex trafficking, her outreach experiences, as well as episodes 
of the beginning of NFSJ and other NGOs. You can read it online now. (Search with the 
keywords: “Japan Times Jinmon”) 
 

★『ANA人権報告書 2019』で ANAの客室乗務員による人身取引防止の取
り組みに対しコメントを寄稿 
ANA(全日空)はこのたび、航空機を利用した人身取引の防止を目的に、全社員対象の e ラーニングや

客室乗務員の教育を行い、公的機関とも連携して、疑わしい事例があ

れば入国管理局に通報する仕組みを作り運用を開始しました。NFSJ
はその立ち上げに一部関わったことから、『ANA 人権報告書 2019』
にコメントを寄稿しました。同報告書は PDF 版をウェブサイトで閲

覧できます。 
NFSJ Contributed an Article of Advice in “ANA Human Rights 
Report 2019” on the company’s effort to prevent the use of airplanes 
in human trafficking by training flight attendants to identify suspected 
cases and report to the immigration office. Since NFSJ was involved in the process 
of implementing this system, Yamaoka’s comment on this project appeared in ANA’s Human 
Rights Report 2019. You can read this report online (English version also available.)  

  よこはま国際フォーラム 2020 NFSJセミナー「人、環境、平和、動物を守る『エシカル消費』を実践するには」 
私たちが毎日の買い物の仕方を少し変えるだけで、人権や環境や平和が守られるとしたら…？ そんな「エシカル消費」の実践に役
立つツールとして、「企業のエシカル通信簿」と「ぐりちょ」（Green & Ethical Choices＝商品ガイド）があります。NFSJが参加している
「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク（SSRC）」が行っているこれらのプロジェクトをご紹介し、皆さんひとりひとりの持つ
「世界を変える力」が発揮されるよう、お手伝いします！ 
2020年 2月 15日(土)15:20～17:10 (開場 15:10)  定員:36名  JICA横浜 4階「いちょう」 
横浜市中区新港 2-3-1 JICA横浜 (JR「桜木町」駅・「関内」駅北口から徒歩 15分、みなとみらい線「馬車道」駅から徒歩 8分) 

ゲスト講師 有川真理子氏(サステナブル PRプランナー/エシカル消費コーディネーター/環境市民ボランティア) 
オーガニック食材会社で商品企画、広報を経験。2004年から認定 NPO法人環境市民にて、グリーン購入、エシカル消費にかかわる事業の

コーディネートのほか、ボランティアとともに広報を担う。サステナビリティを大切にした広報、多セクターとの協働のプロジェクトを得意とする。

今回紹介する「エシカル通信簿」の作成にもたずさわる。消費生活アドバイザー。https://swave.fun/ 

入場無料＊ただしフォーラム入場料(前売 500円/当日 700円）が必要  

「よこはま国際フォーラム」のウェブサイト yokohama-c-forum.org/wpforum/（右の QR コード）をご参照ください。 

問合せ先 japan@notforsalecampaign.org 席の確保はできませんので早めにご来場下さい。 
 

 
【NFSJ の活動をご寄付で支えてください！Please Support Us by Donation!】 

(1) ゆうちょ銀行からお振込みの場合When you remit from Yuucho Bank (or Postal Office) 
【口座記号番号 Account number】 00150-0-694840 

【口座名称（加入者名）Account name】ノットフォーセールジャパン（ＮＦＳＪ） 

 

(2) 他金融機関からのお振込みの場合When you send from other banks 

【銀行名 Bank name】ゆうちょ銀行（Yuucho Bank）【支店名 Office name】〇一九店（Zero Ichi Kyu:019） 

【種別 Account】当座（"toza" checking account）【口座番号 Account Number】0694840 

【口座名 Account Name】ノットフォーセールジャパン（ＮＦＳＪ） 

*領収証をお送りしますので他金融機関よりお振込みの際は下記アドレスにご一報ください。 
If you send from other banks, please let us know your home address by e-mailing japan@notforsalecampaign.org, because we would 

like to send you a receipt. 

 


