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イジェリアの女性・子供を支援するた
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派遣、カウンセリング、実態調査によ

る事態の改善、女性の自立支援、子
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貧困や搾取の主要な原因となってい
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Dear Readers,  

 

What was done in November?   Because of 

non-response from the Nigerian government, 

our rep, Mr. Ntriko Bassey and Eng. Aaron 

Ibup conducted  surveying the 400 villagers in 

Ikpe Ikot Nkon village. By the end of the 

month, the survey was completed and Barth 

Okey Ibeh M.Sc, Ph.D in Abuja analyzed the 

result.  Meantime, board members, Sam Itau-

ma, Liysa Swart and Hideko Nagashima met 

in Texas, U.S.A. where they exchanged  

thoughts and opinions on U.S. fund-raising.   

 

How did it happen?   Mr. 

Ntriko Bassey took the 

leadership in conducting the 

survey, training youth to do 

the research working with 

the budget.  It was not easy 

for him in fact he owed 

housing expenses in Sep-

tember when his family 

evacuated their home be-

cause of the flood, and his 

monthly allowance was 

only N20,000 to survive  in 

order to repay the debt.   He 

managed to go to the vil-

lage four times (each time 

costs N5,000), where all the 

survey was conducted as 

planed. Meantime, in Japan, 

Misa Kojima took the initi-

ative as Marketing Manager, developing possi-

ble business with black soaps from Nigeria for 

sustaining our activities. 

   

What is next?  SWACIN received the certifi-

cate of the incorporation from the Corporate 

Affairs Commission, (photo) as a non-profit, 

Fujimoto Kazuaki International Foundation in 

Lagos, we are ready to submit the proposal to 

the Japanese embassy in Nigeria.   

 

What will we do this month?  In this Decem-

ber, all the document is arranged and submit-

ted.  We may also take film production as al-

ternative to fund-raising by estimating the 

cost, time and human resources for anti-witch-

hunting project based on the decision by the 

Board of Directors. 

 

親愛なる読者様 

 

11月に達成されたことは？   ナイジェリ

ア政府から返答がないために、当局の代表

としてントリコ・バッセイ、エンジニア・

アーロン・イブプ両氏により、イクペ・イ

コト・ンコン村の村民400名に対しアンケー

ト調査が実施されました。月末までに調査

は完了し、その結果はアブジャ在住のバー

ト・オケイ・イベ博士によって分析されま

した。一方、米国テキサス州でサム・イタ

ウマ、リサ・スワート、長島日出子の３理

事会役員による会合が行

なわれ、資金調達につい

て考えや意見を交わしま

した。  

 

どのように達成された

か？ ントリコ・バッセ

イ氏が予算内で調査の実

施するよう若者を訓練す

る管理をしました。彼に

とって今回の調査は容易

ではありませんでした。

洪水のために彼の家族が

家から避難したので、9

月の住居費を借りなけれ

ばならず、債務を支払う

ためには月に2万ナイラ

のみで生活しなければな

らなかったからです。ン

トリコ氏はなんとか工面

して4度村を訪れ(1度に5000ナイラかかりま

す)、すべての調査が計画通りになされまし

た。一方、日本では小島美佐氏が営業主任

としてナイジェリア産の黒石けんを購入し

当会活動維持のための営利事業計画を進め

ています。  

 

次のステップは？ 当局現地の非営利団体

「藤本和昭国際財団」の認証謄本を業務委

員会(写真)から頂きました。助成金申請書

類はこうして整いました。  

 

今月の目標は？ 12月中にすべての書類が

手配され、提出されます。また代案とし

て、理事会の決定に基づき、魔女狩り反対

プロジェクトの資金調達のために映像制作

チームを編成することになる予想です。 

サバイバルガジェットは英語と日本語で世界の会員と協働でナイジェリアの企画を進めるための機関紙です。 
Survival Gadget promotes collaborative efforts among global members to build project in Nigeria 

Certificate of Incorporation 認証謄本 
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This is How Water Survey to 400 Villagers was Done 

T 
he survey was conducted in October, 2015 after waiting for months without any responses from the government of Ni-

geria to the questions that how much percentage of populations in the village are suffering from water borne diseases, 

how much percentage have access to drinking water, how much percentages are able to start business if we provide wa-

ter purification project.  

 

To start the survey, Mr. Ntriko Bassey made lists of goals of the month of October.  1. To conduct survey on at least 400 house-

holders.  2. To ascertain the formation of the water project committee.  3. Training the community youths to support the survey 

team. In the first week of October, the team printed out the letter to the Commissioner of the Women Affairs and delivered to 

the Commissioner.  In the second week, Mr. Bassey and Eng. Aaron went to the village and created awareness for the youth in 

the village.  Then, the survey sent from Dr. Bartholomew Ibeh was printed, copied and distributed among the youth to interview 

the 45 households in Edem Idim. 

 

Then the third week,  households in Usuk Anwa and 60 householdes were interviewed.  Then the meeting was held by the youth 

council to discuss their contribution.  Finally, in the fourth week of October, the survey was done in Usung Iyokasi where 60 

households were interviewed, and continued on in Edem Urua, Usuk Iyokasi, and Usung Idim.  Total 400 households were thus 

completed.  Dr. Barthomew Ibeh has analyzed the result and forwarded to us.  All this was done within a month. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Bassey and Eng. Aaron, visiting door to door, asking to respond to the survey   バッセイ氏とアロン氏、家から家へとアンケート調査をする。 

...こうして村人400へアンケート調査を実施 
 

2 015年10月、調査が実施されました。しかしそれは、村人口のうち何割の人が水による疾病に苦しんでいるの

か、何割が飲み水を得ることができているのか、当局が浄水プロジェクトを提供した場合に何割がビジネスを始め

られるのか、これらの質問に対する応答をナイジェリア政府から何ヶ月も待ちつづけた後のことでした。 

調査を始めるために、ントリコ・バッセイ氏は10月の目標をリストアップしました。 

1. 少なくとも家長400名に対して調査を行なう。 

2. 浄水プロジェクト委員会の編成を確実にする。 

3. 調査チームを支援するためにコミュニティの若者を訓練する。 

10月の1週目、チームによって日本事務局から女性省長官への手紙が送られました。 2週目、バッセイ氏とエンジニ
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ア、アーロンが村を訪れ、村の若者を啓発しました。それから、バート・オケイ・イベ博士から送られてきた調査表が

印刷され、エデム・イデムにいる45世帯にアンケートを行なうために、若者たちにそのコピーが配布されました。3

週目、ウスク・アヌワの60世帯にアンケート調査が行なわれました。そして若者たちによって、若者が貢献できるこ

とについて議論する集いが催されました。 4週目、調査はウスン・イヨカシで実施され、60世帯でアンケートが行

なわれました。また、エデム・ウルア、ウスク・イヨカシ、ウスン・イディムでも実施されました。こうして計400

世帯の調査が完了しました。 イクぺイコットンコン村の400人へのアンケート調査が完了しました。バート・オケ
イ・イベ博士により調査結果は分析され、当会へ送られてきました。すべては1ヶ月中に達成されました。 

 

 
 

W 
hen SWACIN Board members, Sam Itauma, 

Liysa Swart, and Hideko Nagashima met on 2nd 

November, 2015 in Texas U.S.A., it was as if all 

of them have known one another for a long time.  

All three know the taste of standing up against the odds for hu-

man rights having to endure with a little or no resources.  Sam 

Itauma fought for the rights of witch-hunted children.  Liysa 

Swart has gone far changing the laws to protect battered women.  

Hideko Nagashima, the Secretary General of SWACIN, founded 

non-profit organizations in three countries, Japan, U.S. and Nige-

ria, to support Nigerian poor communities in the Niger Delta. 

The discussion was held at the Kings View Café, where they en-

joyed the Nigerian meals.  Sam ordered Bitter leaf soup, Liysa 

ordered Chicken and rice, Hideko, Egusi soup and Pandy yam.  

Liysa mentioned the hardship of raising fund in the U.S. due to 

the strong prejudice against Nigerians only because a few Nigeri-

ans committed world-wide fraud and scams.  She says “As soon 

as the name “Nigeria” was mentioned, people were turned off by 

it and close the door.  We should change  the name to SWACIA 

(Support Women and Children in Africa).” Sam proposed to 

work on films first on witch-hunting.  He says, “Today, people 

don’t respond to pages of written proposals, but films catch the 

heart of people instantly and it is not costly.   SWACIN also 

made a few films in the past very inexpensively.  Three of us 

agreed that film-making may be the right directions to approach 

world-wide and this matter will be brought to the discussion 

among the rest of the board members. 

S 
WACIN理事会員、サム・イタウマ氏、リサ・スワート氏、お

よび長島日出子氏がテキサス州ヒューストンで2015年11

月2日に初めて会合しました。 それはまるで古い友人が

会っているようでした。 3人は資本もなく社会の反対に遭

いながらも人権のために立ち上がり苦しみ耐えたその味を知っていま

す。サム・イタウマ氏は魔女狩りにあった子どもたちの権利のために

戦いました。 リサ・スワート氏は虐待された女性たちを保護するため

法律を変えました。SWACINの事務局長、長島日出子氏は、ナイ

ジェリア、ニジェールデルタの貧しい地域住民をサポートするため

に、日本、米国、ナイジェリアの3カ国に非営利団体を設立しました。

キングスビューカフェでナイジェリアの食事を楽しみながら会議は開

催されました。イタウマ氏はビターリーフスープとパンディヤムを注文

し、スワート氏はチキンとライス、長島氏はエグシスープとパンディヤ

ム（山芋のモチ）を注文しました。 リサ・スワート氏によると少数のナイ

ジェリア人が世界的な詐欺を犯したという理由で米国ではナイジェリ

ア人に対する強い偏見があり、米国で資金を調達する苦難について

述べました。「ナイジェリア」という名前が言及されただけで人々はす

ぐ興味を失い、開けた扉を閉めるそうです。アフリカ女性子どもを守
る友の会という名前に変更するよう提案しました。サム・イタウマ氏は

魔女狩りについての映画を作成して一般市民に訴えることを提案し

ました。「今日、人は何ページもの提案書に対して応答しませんが、

映画は瞬時に人の心をとらえ、しかもナイジェリアでは低価格で制作

できます。」と言われました。 SWACINもかつて非常に安価にいくつ

かの映画を作りました。3人は世界的にアプローチするには映画製作

することが正解ではないかと話し合いました。 このようなわけで書類

ではなく、米国ファンドレージングは映画製作に転換することについ

て理事会で話し合うことになります。 

理 事 会 、 米 国 テ キ サ ス で 展 開 さ れ る ！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liysa Swart  and Hideko N. (Left photo) Sam Itauma, Hideko N. and his son 

Idong (Right photo).  ホテルロビーでサム・イタウマ、長島日出子、イタ
ウマ氏の息子、イドング（写真右）、リサ・スワートと長島(写真左） 
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15 000人以上の子供たちが追放され、なかには魔女であると

いう告発から殺された子供もいました。  

儀式のために殺人を行なう呪術師 や人さらいは、家から追い出さ

れたそのような子供によってお金を得ています。子供たちは政府か

ら十分な保護を受けられないので、呪術師や人さらいの犠牲者と

なってしまうのです。 

教会、マスコミ、映画産業といった、社会におけるその他の機関

は、この悲惨な状況に反対の声を上げるべきですが、むしろ繰り返

しそれを広げる働きをしています。メディアと映画産業は利益を得

るためにこのようなセンセーショナルな事件を使いますし、教会は

それを富を得る手段と見なしているのです。幾つもの映画のテーマ

が、貧困家庭の子供は魔女であることを人々に信じさせるようなも

のとなっています。牧師たちによって制作された映画もあります。 

 

アクワ・イボムとクロス・リヴァーの貧困家庭にいる子供たちのほ

とんどは、国内の他の地域に奉公人として駆り出されており、魔女

狩りの告発を最も受けやすい状態にあります。これらの幼い子供

は、何度も、両親を想うあまり夜に泣きつづけたり、熱を出したり

します。悪辣な牧師や説教師は、このような子供に対し容赦なく魔

女のレッテルを貼ります。 

子供の人権法が2003年に法律に組み込まれたにもかかわらず、その

ような子供たちが直面している苦しみを解決するために何もなされ

てきませんでした。法律に収められた権利は、その子供たちに関し

て一切が否定されているのです。 

 

子供たちが神さまからの贈

り物であることを親は知ら

ねばなりません。そしても

う悲しみを増し加えてはい

けません。親は子供たちを

愛し守る方法を学ばねばな

りません。一人ひとりの子

供の養育は、神によってす

べての親に課せられた責任

なのです。魔女狩りは大人

にとって意味のある組織／

宗教であると言われていま

す。それは任意の組織であ

るべきです。だからこそ、

子供たちを魔女と告発する

のは間違っています。子供

が自分たちから生まれたの

であるなら、その子に魔女

という烙印を押す親も魔女

ではありませんか。自分の

過ちと軽率さについて責任

を取ることを、人は学ばね

ばなりません。あらゆる過

ちと不幸を魔女狩りのせい

魔女狩り4万年の因習（パート２）               
ジェーン・オケレケ 新任ボランティア、会計士、反魔女狩りセミナー委員会メンバー、ポート・ハーコート出身 

会計に取り組む小川喜弘さん(73) 
 

小川喜弘さんは1949年9月生まれの73歳。生きがい仕事サポートセンター東神

戸のご紹介でＳＷＡＩＮの会計に取り組むことになりました。ボランテイア

によるボランティアのためのねこのてサポートに属されておりますが、生き

生きとやる気満々、以下のご紹介文を送って頂きました。「東京大学経済学

部卒業・同大学院修了後、日本開発銀行に就職、調査研究部門を中心に５０

歳まで勤務しました。その後、京都産業大学経済学部教授に転職、主に経済

統計を教え、７０歳で定年退職しました。現在、京都産業大学名誉教授で

す。退職後、「生きがいしごとサポートセンター東神戸」を拠点に、銀行時

代に身に付けた企業会計の知識と大学時代に使っていたパソコン操作を活用

して、ＮＰＯの会計処理をサポートするボランティア活動をおこなっていま

す。ナイジェリアの活動に一部ですが参加できて幸せです、よろしくお願い

します。」 

New Accountant  Renew the Finance  
 

M 
r. Yoshihiro Ogawa was born in September 1949 and now he is 73 

years old.  He was introduced to SWACIN, through NPO support cen-

ter in Kobe, called Work Support Center Higashi Kobe, that provides  volunteers to start-up non-profit organiza-

tions like ours.  Mr. Ogawa, who belongs to “Cats Forefoot’s Support for Volunteer Work for Volunteers” is 

highly motivated standing out among many other seniors.   Here is his introduction. 

“I graduated from Tokyo University majoring in Economics. After the graduation, I worked for Research department in the Nip-

pon Development Bank until I was 50 years old.  Then I became a professor of Economics at the Kyoto Industry University.   

Now I am a Professor emeritus at the Kyoto Industry University. 

I use my computer to engage in volunteer accounting work for non-profit organizations really making use of my experience and 

knowledge in the universities and corporations in the past.  I am very happy to be part to support Nigeria.  Thank you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Yoshihiro Ogawa 小川喜弘さん 

A girl who was hammered with a nail in her 

head, and she was brought to CRARN, but 

soon died. 頭にくぎを打ち込まれた少女
はCRARNに連れてこられたが間もなく死
亡。 
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にすることは、一種の現実逃避です。人は現実を全うし、人生の困難

に直面することを学ばねばなりません。 

自己流の牧師については、マルコによる福音書9章14～29節で、イエ

スが弟子たちに悪霊に関する問題の扱い方を教えており、「祈りによ

るしかない」と言われています。もしこれらの子供たちが本当に悪霊

に憑かれているなら、子供たちのために祈るべきであり、死へと追い

やるべきではないのです。 

連邦政府はこれらの子供たちが直面している数多くの問題にもっと注

目し、子供たちに魔女の烙印を押すことによってこの世代を滅ぼすこ

とに熱狂する自己流の牧師たち、そして親たちの活動を監視する規制

機関を設けるべきです。 

 

すべての非政府組織、個人、共同体、誠実な宗教的組織に多くの感謝

を捧げます。彼らは、魔女という汚名・遺棄・拷問・レイプなどの犠

牲者となった子供たちに再び 

希望をもたらすため、弛まず戦いつづけてくれています。 

子供たちは、自分たちが特別な目的のために創造されていることを知

らねばなりません。時に、悪魔はあなたを引きずり下ろすために人々

を用いるかもしれません。聖書(創世記37：24)には有名なヨセフの物

語があります。彼は落とし穴から宮殿へと上げられることになりまし

た。そのように、誰かがあなたを引きずり下ろすために何をしようと

も、目を向けるべき方向を見失ってはいけません。そうすれば神さま

が難局を切り抜けさせてくださります。 

ジェーン・カル・オケレケ janekaluokerek@gmail.com 

 

I 
t is on record that more than 15,000 children have 

been displaced and some sent to early grave for the 

mere accusation of being witches. 

   Child traffickers and ritual killers have equally 

cash in on these children who are forced out of their homes. 

They fall prey to human traffickers and ritual killers as they 

are not adequately protected by government. 

 Other Agencies in the society like Churches, Media hous-

es and Movie industries that should discourage and preach 

against this ugly situation often times are involved in prop-

agating it. The media and movie industries use such sensa-

tional event to make more profits while the churches sees it 

as an avenue to enrich themselves. 

Several movies theme is tilted to making people believe that children from poor 

homes in are witches. Even those movies produced by pastors are not left out. 

Most children from poor homes in Akwa Ibom and Cross River are given out as do-

mestic helps in different parts of the country are most vulnerable to this accusation. 

These young children, often times, cry continuously at night because they are miss-

ing their parents and as such run temperature. The notorious pastors and evangelist 

are quick to label such children as witches. 

In spite of child Right Act which was signed into law in 2003, nothing much has 

been done to alleviate the suffering faced by these children. All the right enshrined in 

the Act are still been denied of these children.                                                               

Parents should know that Children are gifts from God and they add no sorrow. Par-

ents should learn how to love and protect them. The upbringing of every child is a 

responsibility that God has bestowed on every parent. Witch Craft is said to be an 

organization /Religion that are meant for Adult. It should be a voluntary Organiza-

tion. So it is wrong to accuse children of being witches. Parents that brand their chil-

dren as witches are also witches because those Children are their offspring. People 

should learn how to take responsibility for their failure and short coming. Attributing 

every failure and misfortune to witchcraft is an escapist approach. People should 

learn to live up to reality and face life challenges. 

Let us remind these self-styled pastors; that in Mark 9;14-29 on how Jesus told His 

disciple to treat the issues of Evil SPIRIT. He said (It is only through prayer). Even if these children are indeed possess with Evil 

Spirit they should pray for them and not to condemned them to death 

The Federal Government should  pay more attention to the numerous problems facing these children and set up a Regulatory 

body that will monitor the activities  of this self-styled pastors  and  parents 

that are bent on wiping  out this generation by branding children witches.  

Many thanks to all Non-Governmental organizations, Individual, co-

operate bodies, sincere Religious organization who has fought tirelessly to 

bring back hope  to children who have been victims of these STIGMATI-

ZATION, ABANDONMENT, TORTURED,RAPE ETC.  

 Children should know they are created for a special purpose. Sometimes, 

the devil might use some people to pull you down. We all know the story 

of Joseph in the bible (Genesis 37:24) the good thing is that he came from 

a pit to a palace. So as a child no matter what anybody is doing to pull you 

down remain focus and have a direction and God will see you through. 

 

JANE KALU OKEREKE janekaluokerek@gmail.com 
 

3 inches thick nail was hammered inside a girl’s head shown in 

UK Channel 4  7センチもの釘が少女の頭に打ち込まれた。
(ＵＫチャネル） 

This girl was chained in a bush without food and 

almost died, HBO in U.S.A. 

少女は食べるものを与えられず2週間もやぶの中
で鎖につながれていた。（米国ＨＢＯ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Misa Kojima 

小島美佐 
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YOU ARE WANTED! 

 

Hello!  If you are living in Houston ar-

ea, Texas, U.S.A., please WE WANT 

YOU who can work together to coordi-

nate seminars in schools and compa-

nies, write articles, stuff newsletters in 

envelopes to spread the messages!  We 

take volunteers into consideration for 

employment. Please send email at in-

fo@swacin.com.  Thank you! こんにち
は！ もしもあなたが米国のヒューストン、テキサ

スにお住まいなら、ぜひお知らせください。セミ

ナー、記事の作成、ニュースレターの包装と発

送など、一緒に活動できる方を募集しています。 

 

Bulletin Board For Readers  – 読者の掲示板 - 

アフリカの森からアフリカの森から  
 ナイジェリア企業家の小島美佐さんによるコラムNo.7 

 

その１ 

前 
号で、年功序列の秩序正しいアフリカの暮ら

しについて少し触れましたが、この粛々とし

た生活に、なんらかの突然異変が起こると、

コミュニテイはパニックになります。 

 

例えば、落雷、火事による焼死など突然死は忌み嫌われます。

そして、そのような事が起こったのは、誰かの邪悪なスピリッ

トのためだ。と、人々は言い出すのです。大往生の人のお葬式

は、パーテイもあり、その長寿を祝いますが、突然死の場合一

刻も早くと、遺体を土に埋めてしまいます。 

 

そして、スピリットを使ったとされてしまうのは、往々にして

女性や子どもなのです。 

 

私は、ナイジェリアひいてはアフリカの生活から日本人は学ぶ

ことが沢山あると信じていますが、 

ブラックスピリットや魔女狩りなど風習は、やはり教育やNGO

の啓蒙活動により、変わっていかなければ 

ならないと思っています。 

  

From From   

African African   

ForestForest…                   
 
Our SWACIN volunteer, Misa Kojima  
shares her experience in Nigeria 
 

Part 1 

I 
n the previous issue, I have mentioned a little bit about 

the orderly living style of seniority in Africa, but in this 

and somber life, if any sudden accidents occur, the 

community will be in panic. 

 

For example, if lightning causes sudden death, and burned hu-

mans to death by fire is anathema. And such of things are re-

ferred as the evil spirit of someone. In normal circumstances, a 

large number of people attend the party to the death of people 

for funeral, celebrate its longevity, but to sudden death of per-

sons, people bury the body  as soon as possible in the soil. 

 

And, usually it is identified that the women and children are the 

ones caused the death by using evil spirits often. 

 

I believe that the Japanese can learn many things from Africans, 

not just Nigerians, but the customs of black spirits and witch-

hunting must be changed by providing awareness program and 

educational campaign to the people in Africa. 

日本人ボランテイア大募集 

 

日本でナイジェリアに行かれたことのある方、関連ある体

験おありの方はラジオ放送へお招きしております。 お話を

伺いたいと思います。 ラジオ放送へ出演頂いた方は当

局ラジオ放送サイトで記事と写真を載せさせて頂いており

ます。www.swacin.org でメニューのSWACINラジオをクリックし

て下さい。 また神戸、東京にお住まいの方セミナーの

コーディネート、会報の発送などのボランテイアを探してい

ます。ボランテイアの中から雇用します。是非当事務局、

小島美佐宛てにメール (afrimisa@jcom.home.ne.jp)、もしくは

事務局078-647-7808へご連絡ください。  



SWACINの会員になるには？ How to become A Member? 
Please fill out the application below for membership and send it by fax, email, postal delivery or call us!  

以下の会員申込用紙に記入し電話、ファックス、メールまたは郵送で申し込んでください。 

   

APPLICANT'S Information  ナイジェリア女性・子供を守る友の会 会員（運営・賛同）申込書 

（団体）氏名 
Applicant’ name 

  国籍 Nationality 

（団体）住所Current ad-

dress 

  

住民票の住所 

Permanent address 

  

メールEmail address 
  

電話番号 Telephone No.   携帯電話番号 Mobile No. 

事業・職業 

Business/Occupation 

  

Services 

会員としてのサービス 

会員全員以下のサービスの特権があります。All members receive the following services. 
月刊サバイバル・ガジェットジャーナルを無料購読 / Free monthly Survival Gadget journals subscription 
シンポジウム・セミナーに減価参加 / Discounted symposium/seminars 
運営会員と賛同会員は年二回総会に出席できる / Director and Associate have the right to attend semi-annual meetings 
運営会員は議決権あり/ Directors have exclusive voting rights at conferences 
一般会員は月々で500円から9,999円まで寄与/ General Members pay monthly ＄5 to $99. 
協力会員は活動内容と期間をご記入願います。/Cooperate Members: please specify the time and activities. 

以下ご希望の欄にXをつけ、入金される方は金額を記してください。寄付の方は寄付の欄にお願いします。 
Please indicate which membership you prefer. If you are donating write the amount at the donation section. 

Director 
運営会員 

年会費20,000 円 以上 

Annual fee more than $200 

Time Frame 

会員期間 

From  mm/dd//yyyy 

から 

Associate 

賛同会員 

年会費 10,000 円 以上 

Annual fee more than $100 

To      mm/dd//yyyy 

まで 

General 

一般会員 

月々500円から9999円まで 

Monthly fee from $5 to $99 

（月々の）ご希望に応じた支援の額をご指定ください。 

Specify the amount (per month.)                     円 / yen 

Cooperate 

協力会員 

無料 Free of Charge 

  

活動内容と期間Activities and length 

NGO/NPO 

    Business 企業 

年会費 NGO/NPO・企業 

Annual fee  NGO/NPO・Business 

NGO/NPO か企業か○を付けてください。Circle NGO/NPO or Business 

NGO/NPO (30,000円・$300) / 企業・Business (50,000円・$500) 

理事は運営か賛同

会員費に寄付を足

してください。 

寄付金額をご記入ください。Please specify the amount you are donating 

円   （JPY/US$/Euro） 

Certification    

認可 

印 

 

Your Signature 

会員費・寄付金は次の講座で扱っております。 We accept payment through this bank.  
三菱東京ＵＦＪ銀行 徳島支店 546支店 普通口座 0168457（加入者名）特定非営利活動法人ナイジェリア女性・子供を守る友の会 理事 

長島 日出子  Mitsubishi Tokyo UFJ Bank, Tokushima branch 546  Acct No.: Regular Account 0168457 Name of the Account: Hideko Nagashima 
ゆうちょ銀行 口座記号番号01620-1-132534 口座名称ナイジェリア女性・子供を守る友の会支払込店 吉野支店   店名169店              
Japan Post Bank Regular Account: 01620-1-132534 Name of the account:  SWACIN Branch: Yoshino Office, Branch Name: No.169 

                                   

                            Wells Fargo Bank If you reside in the U.S. pay Membership fees or Donations to our Wells Fargo Bank Account,  
                               Name: SWACIN Inc. Account Type: Checking/Savings  Account No. 6352097056   
                

        ウエルスファゴ銀行 米国に居住されている方は寄付や会員費を小切手（チェック）でお支払いすることができます。  

               テキサス支店  口座名称 SWACIN Inc.  普通口座 6352097056     

申し込み用紙に記入し郵送にて下記宛住所又はFaxで御送り願います。Mail or fax the completed form to the Japan office. 

ナイジェリア女性・子供を守る会 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区、御幸通8-1-6 神戸国際会館22階  

SWACIN  22F Kobe Kokusai Kaikan 8-1-6 Goko Dori Chuo-ku Kobe Japan 651-0087                               
 

FOR OFFICE USE ONLY 

tel: (+81) 078-647-7808   

fax: (+81) 078-647-7920 

info@swacin.com   

contact@swacin.com 

FAX: (078) 647-7920 

 

 

See also… 
http://www.swacin.org (Japanese)  

http://www.swacin.com 
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ナイジェリア女性・子供を守る友の会 
SWACIN 

Support Women & Children in Nigeria  

日本局：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区、 

御幸通8-1-6 神戸国際会館22階 

tel: 078-647-7808  fax: 078-647-7920 

米国局: 616 コーポレットウエイ スイート 

2-6380 バリーコテッジ, ニューヨーク  

tel: 845-877-7153  fax: 845-503-2379 

ナイジェリア局：12 エクポオボット ストリート.  

ウヨ市、アクワ・イボン州、ナイジェリア 

 

Japan Office: 22F Kobe Kokusai Kaikan,  8-1-6  

Goko Dori, Chuo-ku, Kobe Hyogo 651-0087 

Tel: (078) 647-7808 / Fax: (078) 647-7902 

U.S. Office: 616 Corporate Way  Ste. 2-6380 

Valley Cottage, NY U.S.A. 10989 

Tel: (845) 877-7153 / Fax: (845) 503-2379 

Nigeria Office: 12 Ekpo Obot St. Uyo 

Akwa Ibom State, Nigeria 

 

Email：info@swacin.com  

contact@swacin.com 

Next Survival Gadget  

January 2016 Edition is… 

 

Overview on Water Project・My Own 

Witchcraft Experience・New Buttons 

for sale etc. ・.Dr. Bartholomew Ibeh’s 

Survey Analysis ・Certificate of 

Registration in Lagos and  

Barr. Obarah Tireless Efforts 

WE HAVE COLLECTIONS OF NIGERIAN UNUSUAL FISH  

ナイジェリアの奇魚ならお任せください。 

 

 
 

 
 

AZUKAPET SUPPLIES 

 

8,Unity Close,Ilupeju Area. Magboro. Ogun State Nigeria 
creepingcreatures@gmail.com  Mobile +2348036956476 

Global Eco Talk Show グローバルエコトークショー 
SWACIN Inc. 

 

第２、第４土曜日午後５時電話一本であなたの声を世界に聞かせてください。 
Wherever and whenever around the globe! 

On 2nd and 4th Saturdays, let your voice be heard around the globe with just a call. 

 

平成27年12月ラジオ番組は以下の通りです。下のリンクをクリックするだけで放送を聞く

ことが出来ます。又はcontact@swacin.comへメールでラジオアップデートを申し込んでく

ださい。再放送を聞けます。時刻：第２第４週目土曜日午後１７時生放送 

 

Global Eco Talk Show Saturdays @  http://www.blogtalkradio.com/swacin 
Time: 9AM (Nigeria), 10AM (Rwanda), 9AM (London), 17PM (Japan) 

13:30PM (West Bengal), 1AM (PST)  
12/12/2015 渡邉 桂子 「ナイジェリアのアートからインスパイアされたイラストを作成

し、2010年『生命体を探せ』が入選しました。」Keiko Watanabe “My art work, “Search the 

Life”in 2010, Received Prize, was made of inspiration from Nigerian art!” 

 

12/26/2015 弁護士バラック・オバラ「あきらめるな！これがナイジェリア企業、ＮＧＯ登

録の仕方」Barrister Barak Obarah “Don’t Give up!  Here is How to Register Companies in Nige-

ria” 

12月号編集・発行 

特定非営利活動法人ナイジェリア女性・子供を守る友の会 

Edition in November 

Support Women and Chidren in Nigeria Inc. 

Editor 編集 

Hideko Nagashima  長島日出子 

Assistant Editor/Circulation/Marketing 発行・マーケティング 

Misa Kojima  小島美佐 

Articles 記事 

Yoshihiro Ogawa,   小川喜弘 

Jane Okereke,  ジェーン・オケレケ 

Misa Kojima  小島美佐 

Ntriko Bassey,   ントリコ・バッシー 

Translation 翻訳 

Mugihito Hirayama  平山麦人 

次回サバイバル・ガジェット 

平成28年度1月号は… 
 

浄水企画申し込み・魔女狩り経験・新しい

バッジの販売・バート・オベイ・イベ博士

のアンケート調査分析・ 

ラゴス登録証明書とバラックオバラ 

弁護士のたゆまぬ努力 

http://www.jp-bank.japanpost.jp/
http://www.jp-bank.japanpost.jp/en_index.html
mailto:E.mail.creepingcreatures@gmail.com
tel:%2B2348036956476

