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Stand with S

2011年 3月、2011 年 3月、
シリアの人々は自由と尊厳を求め、シリアの人々は自由と尊厳を求め、
長く独裁を続けてきたアサド政権に対して長く独裁を続けてきたアサド政権に対して
立ち上がりました。立ち上がりました。

平和的に始まったその民衆蜂起は、平和的に始まったその民衆蜂起は、
アサド政権による徹底的弾圧、アサド政権による徹底的弾圧、
そして過激派の台頭でそして過激派の台頭で

「地上の地獄」「地上の地獄」
とまで呼ばれるとまで呼ばれる
今日の悲惨な状況へと発展しました。今日の悲惨な状況へと発展しました。

Syria Japan

強権的なアサド政権に対して、強権的なアサド政権に対して、
「自由」を求めて立ち上がった「自由」を求めて立ち上がった
無数のシリア人たちの勇敢な姿を見て、無数のシリア人たちの勇敢な姿を見て、
「我々も立ち上がらなければならない」と「我々も立ち上がらなければならない」と
強く使命を感じました。強く使命を感じました。

外野の安全圏から外野の安全圏から
「シリア人のために立ち上がる」ではなく、「シリア人のために立ち上がる」ではなく、

この「自由」を求める戦いの当事者としてこの「自由」を求める戦いの当事者として
「シリア人と共に立ち上がる」ことを、「シリア人と共に立ち上がる」ことを、
私たちは誓います。私たちは誓います。

NPO法人 Stand with Syria Japan　一同NPO法人 Stand with Syria Japan　一同



団体概要

About us

Stand with Syria 

日本で唯一のシリア危機を専門とする日本で唯一のシリア危機を専門とする
NPO法人Stand with Syria JapanNPO法人Stand with Syria Japan

所所在在地地　　　　：：〒〒116600--00002233新新宿宿区区西西新新宿宿77--44--77イイママスス浜浜田田ビビルル55階階
団団体体設設立立　　：：22001177年年44月月
NNPPOO設設立立　　：：22001199年年55月月
代代表表者者　　　　：：山山田田  一一竹竹
事事業業内内容容　　：：政政策策提提言言事事業業、、緊緊急急人人道道支支援援事事業業、、人人権権擁擁護護事事業業、、難難民民女女性性自自立立支支援援事事業業

 特定非営利活動法人Stand with Syria Japan 概要

　Stand with Syria JapanStand with Syria Japanは、2011年より紛争状態へと突入
したことにより発生している”シリア危機””シリア危機”に焦点を当て、日本におけるこの
問題への関心向上、及び理解促進、意識・世論変革を目指し、シリアの人々
が「本当の意味での平和」を手にすることの出来るシリア社会の実現を目指
しています。 「シリアの人々を独裁体制・権力主義から解放し、民衆と共
に自由で民主的な社会を構築すること」をミッションに掲げ、戦況や政治体
制ではなく、シリア危機を生きる「人びとの目線」に立ち、彼らの存在に光
を当てた活動を行っています。

Japan
Mission
シリアの人々をシリアの人々を独裁体制・権力主義から解放独裁体制・権力主義から解放し、し、
民衆と共に民衆と共に自由で民主的な社会自由で民主的な社会を構築すること。を構築すること。

Vision
解放への希望解放への希望-シリアを諦めない。-シリアを諦めない。

　SSJは、今もなお現在進行形で進むシリアにおける殺戮と破壊に、この日本からシリアで
懸命に生きる人びとを救いたいと考えた学生が中心となり設立されました。
　「私たちはあなた方と共にある」という「連帯」が団体名、そして活動に込められていま
す。10年に及ぶ危機の中で22万7千人以上の市民の命が奪われ、1300万人以上の人び
とが家を追われ国内外で避難生活を強いられています。危機の中心地から遠く離れた日
本に暮らす私たちは、この圧倒的な破壊と殺傷の現実を、「遠い国の話」として、あるいは、
単なる「犠牲者数」の問題としてのみ捉えがちです。
　しかし、彼ら一人ひとりに名前があり、愛する人がいて、夢があったのです。私たちと何ら
変わりのない人間が空爆、飢餓、拷問、処刑によりこの瞬間も亡くなっているのです。
　残念ながら日本に暮らす私たちには、このような事実に向き合い、そして考える機会は
ほとんどありません。SSJが活動を開始する以前、日本におけるシリア危機を巡る報道は「
戦況」に偏り、シリア人の「生の声」を知る術もほとんどありませんでした。
　SSJでは、このような状況を打開すべく、関心向上・意識変革を目指す活動、そして単な
る物資支援ではなく、日本からの「連帯」を込めた「市民に寄り添う」支援活動を展開して来
ました。　この数年、日本におけるシリアを巡る見解は改善されて来ていますが、依然とし
てシリアは「複雑な内戦」として理解され、言うまでもなく、シリア危機は一向に終わりを迎
えません。日本に暮らす人びとが、シリア危機を懸命に生きる人びとの苦しみを、同じ人間
の問題として捉えられることが出来るように。そして多くの方が、SSJが展開する彼らに寄り
添う支援にお力を貸してくださるように。

　私たちは挑戦を続けなければならないのです。

SSJが活動し続ける理由SSJが活動し続ける理由

SSJは、活動情報の交換と発信、政策提言（アドボカシー）、広報活動、ネットワーキング、
共同イベントの計画･実施、そして長期的には、難民問題や人道支援に関わる団体の認
知度を向上し、難民保護･人道支援活動が実施しやすい環境整備を目的としたJ-FUN（-
Japan Forum for UNHCR and NGOs―日本UNHCR・NGO評議会）の加盟団体です。

SSJはJ-FUN加盟団体です



理事長挨拶

M
em
bers

私がシリアの人びとを支えたいと思ったの
は、いわゆる「国際協力」や「NPO」を立ち
上げたいからでは全くありません。2011

年、アサド政権による強権統治の中で築かれた沈
黙と恐怖の壁を打ち破り、無数のシリア人が路上
に繰り出し「自由」を求めたあの日を私は一生忘れ
ることはありません。独裁政権は直ぐに丸腰の市民
に弾丸を放ち、多くの市民が拘束されました。圧倒
的な不当を前に、「彼らを支えたい」と強く思いま
したが、当時高校生だった私に特に何か出来る訳
でもなく時は経ちました。私が再びシリアに出会っ
たのは、2015年です。当時ロンドンの難民支援組
織でインターンをしていた私が担当した家族の中
にシリア人家庭が幾つかありました。「空爆で家を
破壊された」、「政府の兵士に父親を目の前で殺さ
れた」、「殺されるか国を出るかしか選択肢は無か
った」。そう虚に訴える彼らを前に私は、「シリアは
取り返しのつかないことになったのだ」と悟りまし
た。そして「今度こそ彼らを救いたい」という強い思
いに駆られました。高校生の時の自分とは違い、大
学生の今、出来ることは必ずあると模索する日々で
した。そんな中、日本に帰国した私に転機が訪れま
す。”Return to Homs(それでも僕は帰る)”という
シリアのドキュメンタリー映画に出会いました。これ
が3度目の私とシリアの出会いです。この作品は民
主化に立ち上がった2人の青年の生き様を余すと
ころなく描き切った渾身のドキュメンタリーです。私
は序盤から涙を止めることはできませんでした。映
画の中で、政権軍との戦闘で傷ついた主人公のア
ブゥドルバセットが「兄弟よ、これでも僕たちの叫び
を無視するというのか！」と叫ぶシーンがあります。
私はこの時、彼が私に呼びかけているとしか思えま
せんでした。映画館からの帰り道、私はこの作品の
監督であるシリア人、タラールに連絡を取りました。
「この作品を僕の大学でも上映したい、シリアで起

理事長理事長
山田 一竹/Icchiku Yamada山田 一竹/Icchiku Yamada

「人が「人間」として生きられる世界に。」「人が「人間」として生きられる世界に。」

きている本当のことを若い世代にも知ってもら
いたい」。もう私に迷いはありませんでした。そこ
から所属大学や配給会社と交渉を行い、2016
年1月ついに映画上映会を開催するに至りまし
た。200人近くの方が来場し、シリアに向き合っ
たこのイベントが現在のSSJの活動の始まりで
す。アブゥドルバセットの叫びは、殺戮と破壊に
晒され、国際社会の沈黙の中で懸命に生きた全
てのシリア人の叫びでした。その叫びを受け取
った私が立ち上がったのは人間として必然的だ
ったと言えるでしょう。

　私はSSJに全てを捧げています。
それはSSJが私たちが苦労して創り上げた組織
だからという訳ではありません。私が何よりSSJ
を尊く思うのは、SSJがこの10年間で犠牲とな
ったシリアの人びとの夢を紡ぐ存在だからで
す。SSJがシリア人の必死の叫びと共に出来上
がり、その後もSSJは多くのシリア人に出会い、
交流を深めて来ました。平和抗議に参加したこ
とで3年にわたり政府により拷問された青年、政
権に拷問され殺された息子の遺体を探す母、故
郷を追われ難民となったのち人身売買の標的と
なった少年、そして、この厄難を生き延びること
が出来なかった人びと。それぞれがそれぞれの
ストーリーを持つ中で、彼らの夢は一つです。そ
れは、全ての人が自由と尊厳の中で生きること
が出来るシリア。2011年、人びとが路上に繰り
出し、命がけで求めた夢。SSJはその夢を絶やさ
ないため、紡ぎ続けるため、そして叶えるために
今日存在しています。だから、SSJは私にとって
全てなのです。SSJは、人びとの計り知れない痛
み、それでも捨てない未来への希望、そこに確
かに生きた命の鼓動を、この先何世代にもわた
り、勇敢に闘った人間の歴史として、伝え続け行
くことになります。

Board Members

アビームコンサルティング在籍
東京大学大学院 修士号(国際協力学)

副理事長副理事長
山澤 宗市/Shuichi Yamzawa山澤 宗市/Shuichi Yamzawa

監事監事
山崎 やよい/Yayoi Yamzaki山崎 やよい/Yayoi Yamzaki

「イブラ・ワ・ハイト」発起人
元アレッポ博物館客員研究員
元アレッポ大学考古学科講師

認定NPO法人very50 Genereal Manager
東京大学大学院 修士号(国際協力学)

理事理事
杉谷 遼/Ryoh Sugitani杉谷 遼/Ryoh Sugitani

Mohamad SraajMohamad Sraaj
ムハンマド・スラージュムハンマド・スラージュ

SSJシリア危機支援事業
現地コーディネーター



人道支援事業

Project 1

緊急人道支援のその先へ緊急人道支援のその先へ
若者を介した互助ネットワーク構築若者を介した互助ネットワーク構築

 S S Jでは団体活動当初から、強制失踪※
などの人権侵害の被害にあった家庭を対
象に緊急人道支援を展開してきました。
今までに1 0 0 家族に対して、皆様から頂い
たご寄付をもとに生活物資等を届けてきま
した。
彼ら/ 彼女らがなんとか生活を送ることが
出来るように支援を届けることは非常に重
要である一方、1 0 年にも及ぶシリア危機の
長期化から、緊急人道支援が常態化してし
まってきています。
 S S J が f o r  S y r i a ではなくw i t h  S y r i a
を掲げているように、緊急人道支援のその
先に、シリアの人々と共に解放へと立ち上
がることが出来ないか考えた末に、この度
S S Jでは新たにアフタースクール事業を開
始することにしました。
危機の常態化から、状況がわかる大人だけ
でなく、子ども達までもが希望を失いつつ
あります。希望を失った子どもたちが武装
勢力に参加したりなど犯罪行為へと加担し
てしまっているという報告もあります。
 アフタースクール事業では、子どもたちが

子どもたちらしく絶望から逃れられる場所
としてだけではなく、お兄さん /お姉さんと
の縦の繋がりや地域での横の繋がりを生み
出すことを目指しています。
 ここに緊急人道支援の対象としている家
庭の子どもたちも含めて、地域のコミュニテ
ィ化を進めることにより、将来的に解放へ
と立ち上がることが可能な民衆の互助ネッ
トワークの構築に繋がると考えています。

 ※強制失踪：国家や政治組織が恣意的・
強制的に市民を失踪させること。2 0 1 1 年
3月から2 0 2 0 年 8月までの間、少なくとも
およそ1 5 0 , 0 0 0 人の市民が不当に拘束さ
れ、現在も拘禁されているか、失踪してい
る状況である。

Humanitarian Suupport Project

SSJでは、現地で2名の現地スタッフが勤務しており、皆様からいただいたご
支援を確実に各家庭に届けます。
そして、常に変動する彼らのニーズ(気候、時期、子どもの成長etc)に柔軟か
つ確実に対応するために、定期的に家庭を訪問しヒアリングを行います。現
地と深く関わるSSJだからこそ出来る安全かつニーズに見合った支援を届
けています。
また、支援先の家庭は強制失踪の被害にあい、一家の稼ぎ頭を失ったな
ど、SSJが強く問題視している人権侵害の被害者家庭を選定しています。
SSJだからこその繋がりを活かした支援になっています。

Q&A
A.

支援先はどのように選定していますか？

シリア北西部で記録された自殺未遂と死亡のうち、およそ5人
に1人が子供であると言われております。シリア紛争が混迷を
極めてから10年以上が経ち、改善の兆しが見えない中、希望を
失いかけているのだと思います。
希望を失う要因は、経済面、教育面といったベーシックなニー
ズの不足だけではなく、空爆、強制移転、強制失踪による家族
の喪失等によるコミュニティの崩壊も挙げられます。
アフタースクール事業で横の繋がりを構築することを通じて、
将来に希望を持ち、みなさんが本当の意味での平和なシリア
を自分たちの手で作られるようになることを願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山澤

事業責任者の声

互助コミュニティの構築

若者コミュニティ

親同士のコミュニティ

強制失踪の
被害家族

職がなく
犯罪行為に走る
若者たち

将来への希望を
失い自殺してしまう

若者たち

社会的な繋がりが
失われた家族



政策提言・アドボカシー事業

Project 2

Policy Proposal & 

現政権の人権侵害を現政権の人権侵害を
追及し続ける追及し続ける

　10年前シリアの民衆が立ち上がり、渇望した「自由
で民主的な社会」の実現のためにも、独裁的・権力主
義的な現政権からの「解放」がまず何よりも成し遂げ
られるべきです。

　そのため、SSJでは日本政府の外交手段を用いて、
アサド政権から民衆を解放することを目指していま
す。本事業では、日本政府に対しての政策提言、及び
それに賛同する日本の市民を増やすためのアドボカ
シー活動が実施されます。このことは結果として、加害
者のアカウンタビリティを確保し、被害者の正義を回
復することになります。これは、10年目を迎えたシリア
で市民が望む最も重要な活動だと言っても過言では
ありません。

　具体的には、セミナー・イベントを通して、シリア市
民を襲う深刻な人権侵害（戦争犯罪・人道に対する
罪）を巡る状況を詳細に解説し、被害者の声を届け、
日本におけるこの問題の理解者と支援者を増やして
行きます。また、パートナー団体であるイブラ・ワ・ハイ
トの商品販売を通して、シリア難民女性のストーリー
を届け、シリアで起きている人権侵害を許さない世
論を形成します。同時に、日本政府の関係者に対して
の問題理解を進め、SSJより具体的な外交政策を提示
し、実際の政策実施に向けた歩みを促します。

　世論形成と外交政治、2つに対する包括的なアプロ
ーチを通して、日本からアサド政権の人権侵害を追及
し続ける運動を生み出していきます。

Adovocacy Project
オンラインにて、
シリアにおける
人権侵害に関する
学術セミナーの開催

過去イベントの紹介過去イベントの紹介

1 2 3総勢450名を超える
映画上映・シンポジウム
開催 

シリア難民である
ピアニストを日本へ
招聘。

シリア危機の今、人々の叫びを日本へ伝えるシリア危機の今、人々の叫びを日本へ伝える

オンラインショップ情報
新商品続々更新しています。
サイトへはこちら▼

SSJのパートナー組織であるイブラ・ワ・ハイト。長引くシリア紛争
から逃れ、生活基盤のすべてを失いつつあるシリア人女性たち
に『針と糸』で様々な製品を作成し、収入の道を開くプロジェクト
です。

SSJではイブラ・ワ・ハイトの支援する難民女性達の生の声を商
品と共に日本の皆さまにお届けするために、オンラインでの販売
補助をしています。

共同事業

商品を通して、シリア難民の状況を伝える商品を通して、シリア難民の状況を伝える
難民女性支援難民女性支援



人権保護協力事業

Project 3

Human Rights Pr
世界中で人権侵害を許さない世界中で人権侵害を許さない
論調を形成する論調を形成する

　重大な人権侵害を起こしているシリア現政権に対し
て、国連をはじめとした国際社会システムは十分な追
及が出来ていません。これは国連の常任理事国である
ロシアがシリア現政権の後ろ盾となっており、追及に

対する議決に拒否権を行使しているからです。

　国際社会を見渡すと、影響力に翳りが見えた米国の
をつくようにロシア、中国が積極的な外交政策を打

ち出し、徐々に国際社会の主要ポジションを占め始め
ています。世界の人権侵害を弾劾するための組織であ
る国連人権理事会の理事国に、自国内、及び周辺国と
の間に人権侵害の問題を抱えるロシアと中国が選ば
れたことはこのことを象徴しているかのようです。
　このような状況下ではシリア現政権には国際社会
からのプレッシャーがほとんどかかりません。

この状況の打開のためには、シリア現政権だけでなく、
議決で拒否権を行使しているロシア・中国を、そして

人権侵害そのものを弾劾する
必要があります。
　今や外交の力学で動く「国家」には抑止力はありませ
ん。唯一の希望は民衆の力、世論の力で国際社会の論
調を形成していくしかありません。そのためにSSJはシリ
ア危機専門のNPOとしての立場を持ちながらも、世界
中の人権侵害に対してNoを提示し、あらゆる人権保護
団体と協働を模索し、民衆の力によって国際社会の人
権侵害に対するプレッシャーを形成します。
　そして最終的には人権侵害を繰り返すロシア・中国
がシリア現政権追及の議決において、拒否権を発動す
ることを対して、異議が申し立てられるような正常で正
義をもった国際社会を取り戻すことを目指します。

rotection Project

現在、世界は急速に正義を失おうとしています。
国連の世界の平和を守るという役割は完全に機能不全に陥
り、政治的な思惑、そして経済的な利権のみが「正義」を作って
います。
この10年間、シリアで起きてきた人権侵害は、現在の世界の風
潮、そして正義が「正義」へと歪んできた結果であると言えます。
シリアの民衆と共に立ち上がるSSJだからこそ、私たちも世界の
この潮流と戦うべきだと考え、今回新たにこの事業を始めるこ
とに決めました。
シリア民衆と共にシリア現政権だけでなく、「正義」をつくる国
際社会と戦っていくことを約束します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉谷

事業責任者の声

民衆の力で国際社会を動かす民衆の力で国際社会を動かす
　　民衆の力で正義を取り戻す　　民衆の力で正義を取り戻す

団体A
ミャンマーの問題
を扱う団体

団体C
難民の問題
を扱う団体

団体B
中東の人権問題
を扱う団体

団体D
シリアの問題
を扱う他団体

シリアの人権問題を
追及する

人権侵害そのものの弾劾
人権侵害に加担する国家の弾劾

シリアにおける人権侵害の弾劾シリアにおける人権侵害の弾劾



　このパンフレットを通じてSSJが存在する理由とその意義を多く　このパンフレットを通じてSSJが存在する理由とその意義を多く
の方に知って頂けたら嬉しいです。それがシリアの人びとの夢を絶の方に知って頂けたら嬉しいです。それがシリアの人びとの夢を絶
やさないことに繋がるからです。やさないことに繋がるからです。

　近年ではSSJの活動の場は日本だけに限らず、少しづつ世界へと　近年ではSSJの活動の場は日本だけに限らず、少しづつ世界へと
広がっています。具体的にはドイツとシリア国内です。広がっています。具体的にはドイツとシリア国内です。
　
　私はいつかシリア国内にSSJのオフィスを開くことを目標にして　私はいつかシリア国内にSSJのオフィスを開くことを目標にして
います。団体名に込められた「シリアの人びとと共に(Stand with います。団体名に込められた「シリアの人びとと共に(Stand with 
Syria)」という想いは、やはりシリアに私たちの活動拠点が置かれてSyria)」という想いは、やはりシリアに私たちの活動拠点が置かれて
こそ実現すると思います。こそ実現すると思います。

　それは独裁政権や過激派組織に支配されたシリアではなく、シリ　それは独裁政権や過激派組織に支配されたシリアではなく、シリ
ア人が求め続ける夢の果てである自由なシリアにという意味です。ア人が求め続ける夢の果てである自由なシリアにという意味です。

　そのためにも、私たちはシリアの民衆と共に戦い続けなければな　そのためにも、私たちはシリアの民衆と共に戦い続けなければな
らないのです。らないのです。

Stand with Syria Japan理事長　山田 一竹Stand with Syria Japan理事長　山田 一竹

Donation

寄付情報寄付情報

あなたの寄付で確実に救える命があります。あなたの寄付で確実に救える命があります。
あなたの寄付で守るべき命を守ります。あなたの寄付で守るべき命を守ります。

寄付ページ、Syncableを通じてご寄付ください。寄付ページ、Syncableを通じてご寄付ください。
右のQRコードより寄付ページへ飛んでいただく右のQRコードより寄付ページへ飛んでいただく
 又は「Syncable」で検索後、 又は「Syncable」で検索後、
団体を探すで「Stand with Syria Japan」を検索団体を探すで「Stand with Syria Japan」を検索

以下の口座をご利用ください。以下の口座をご利用ください。

口座名義  トクヒ）スタンド　ウイズ　シリア　ジヤパン口座名義  トクヒ）スタンド　ウイズ　シリア　ジヤパン
銀行名 GMOあおぞらネット銀行名 GMOあおぞらネット
種類 普通預金種類 普通預金
支店名 法人営業部支店名 法人営業部
支店番号  101支店番号  101
口座番号 1176927口座番号 1176927

Webからのご寄付の場合Webからのご寄付の場合

口座振込でご寄付の場合口座振込でご寄付の場合




