UPA国際協力プロジェクトは、1984年に出港した第2回ピースボートより活動を開始。以来、30年以上にわたって、クルーズを通じて世界各
地へ支援物資を届ける活動を続けています。 改めまして、ご協力いただきました皆様へ感謝を申し上げます。
ピースボートUPA国際協力プロジェクト

第97回「地球一周の船旅」 ('18.03.07-'18.04.23)
ディリ工科大学（東ティモール）
ラジオコモロ（東ティモール）
東ティモール大学（東ティモール）
UNNES University（インドネシア）
NGO：Dejavato デジャバト（インドネシア）
IKTTクメール伝統織物研究所（カンボジア）
チャー CHA（カンボジア）
エクシード（カンボジア）

Special Child Protection Center in Quang Ninh Province（ベトナム）
第96回「地球一周の船旅」 ('18.01.08-'18.03.04)
オプションズ（フィリピン）
セント・マーティン・プライマリー・スクール（パプアニューギニア）
ミオコ島の学校（パプアニューギニア）
バイニング族
トーライ族
St. Martin Primary School
第95回「地球一周の船旅」 ('17.08.13-'17.11.25)
Cambodian Mine Action Centre（カンボジア）
シュリ・ヤソダラ・ガールズホーム（スリランカ）
クナ族（パナマ）
ホセ・シェンデル(Jose Shendell)小学校（ニカラグア）
コリント市役所、レオン市役所（ニカラグア）
家庭省（ニカラグア）
Hoa Aina O Makaha マカハ農園（ハワイイ）
第94回「地球一周の船旅」 ('17.04.12-'17.07.26)
シュリ・ヤソダラ・ガールズホーム（スリランカ）
ベネズエラスポーツ省（ベネズエラ）
ベネズエラ文部省（ベネズエラ）
El sispema, Vargas（ベネズエラ）
ダガールのクナ族（パナマ）
ニカラグア外務省（ニカラグア）
ＵＣＡ大学（エルサルバドル）
Hoa Aina O Makaha（マカハ農園）
第93回「地球一周の船旅」 ('16.12.09-'17.03.22)
サザン・クロス・ボランティア（マダガスカル）

キッチン用品、サッカーボール、バレーボール、浴衣
バレーボール、サッカーボール
英語の本
日本語の本
文房具、衣類
衣類
歯ブラシ、衛生用品、タオル
タオル
文房具、衣類
子ども服、バック、タオル
文房具、バレーボール
テニスボール、バレーボール、スポーツ用品
テニスボール、バレーボール、スポーツ用品
テニスボール、バレーボール、スポーツ用品
バレーボール
石けん
文房具、バック、衣類、タオル
文房具、本
野球道具、バレーボール、サッカーボール
野球道具、バレーボール、サッカーボール
サッカーボール、文房具、衣類
サッカーボール、文房具、楽器、本、バック
衣類、子ども靴、ヘアゴムなど
バレーボール、ランニングシューズ、DeNA防寒具、野球道具、サッカーボール
ランニングシューズ、サッカーボール
楽器（クラリネット、トランペット、チェロ、バイオリン、サックスなど）
文房具
文房具、野球道具、サッカーボール、ラグビーボール
日本語の本
ぬいぐるみ、おもちゃ、フリスピー（フライングディスク）
子ども服、靴

SOS 子どもの村（マダガスカル）
ADPP Cidadela das Criancas（モザンビーク）
Iverca（モザンビーク）
Escola Natconal da Musica（モザンビーク）
African Youth Ensemble（南アフリカ）
Victor Matom Photography workshop（南アフリカ）
イカヤ・レ・ランガ（南アフリカ）
リオ日系協会（ブラジル）
アフロヘギイ（ブラジル）
サン・マルチーニョ（ブラジル）
Asociacion Japonesa en el Uruguay（ウルグアイ）
アルゼンチン日系センター（アルゼンチン）
Abuelas de Plaza de Mayo Hotel BAUEN（アルゼンチン）
バルパライソ日系協会（チリ）
TAC（チリ）
INFANT インファント イキトス（ペルー）
ペルー日系協会（ペルー）
MANTHOC マントック（ペルー）
Arena y Esteras アレナ・イ・エステラス（ペルー）
トキ（イースター島）
ロレンソ・バエサ・ベガ学校（イースター島）
コナフ・ラパヌイ（イースター島）
WIBDI（サモア）
アフェガ村（サモア）
第92回「地球一周の船旅」 ('16.08.18-'16.11.29)
シェムリアップ義足センター（カンボジア）
スナハイ村小学校（カンボジア）
CHA（カンボジア）
ドン・ボスコ・スネーハバワン・コーチ孤児院（インド）
Vimalalayam Women Welfare Centre（インド）
コーチン小学校（インド）
ＩＣＡＰ キューバ諸国民友好協会（キューバ）
Coperativa Alamar アラマル農業協同組合’（キューバ）
ＩＣＡＰ キューバ諸国民友好協会（キューバ）
アルファボーイズスクール（ジャマイカ）
クナ族（パナマ）
元AMVAのスタッフとテクパン女性グループ（グアテマラ）
NGOミドリ、Asociacion Nuestros Ahijados（グアテマラ）
テルマ・アロジョ小学校（グアテマラ）
グルポス・ヘストーレス（グアテマラ）
第91回「地球一周の船旅」 ('16.04.12-'16.07.27)

文房具、サッカーボール、サッカーシューズ、サッカー用品、子ども服、子ども靴
文房具
文房具、画材、おもちゃ、本
楽器（鍵盤ハーモニカ、リコーダー、サックス、ギター、アコーディオン）
楽器（バイオリン）
カメラ、レンズ、フィルム
サッカーシューズ、サッカー用品
浴衣、着物
画材、文房具
サッカーボール、画材、文房具
日本語の本
浴衣、習字道具
フェイスタオル、バスタオル
文房具、茶器セット、習字道具、非常食
サッカーボール、文房具
文房具、画材
日本語の本、漫画本、布、反物
歯ブラシ、毛糸、手芸用品、文房具
楽器（クラリネット、トランペットなど）、画材
楽器（鍵盤ハーモニカ、リコーダー、ギター、ウクレレ）
文房具、楽器（鉄琴、木琴、鍵盤ハーモニカなど）、バット、バスケットボール
農具、のこぎり、スコップ
文房具、手芸用品
文房具
石けん
石けん
石けん
サッカーボール、サッカーシューズ、サッカー用品、洋服、文房具
石けん
石けん
野球道具
農機具
文房具
楽器（ピアノ、ギター、ドラムなど）
布、ミシン
文房具
文房具
文房具
文房具

ドイツ国際平和村（ドイツ）
ボリーバル・カラカス学校（ベネズエラ）
プラヤ・エスコンディダ地区（ベネズエラ）
野球ナショナルチーム（ベネズエラ）
エル・システマ バライソ音楽練習所（ベネズエラ）
Ministerio del poder popular para las relaciones exteriores
Curacao Baseball City Foundation （キュラソー）
NGOミドリ、Asociacion Nuestros Ahijados（グアテマラ）
テルマ・アロジョ小学校（グアテマラ）
グルポス・ヘストーレス（グアテマラ）
第90回「地球一周の船旅」 ('15.12.17-'16.03.30)
ストリートチルドレンセンター（ベトナム）
ダナン・ダイオキシン・被害者センター（ベトナム）
モルディブ国立大学（モルディブ）
SOS 子どもの村（マダガスカル）
アザファディ（マダガスカル）
ADPP Cidadela das Criancas（モザンビーク）
Association Iverca（モザンビーク）
African Youth Ensemble（南アフリカ）
Victor Matom Photography workshop（南アフリカ）
青少年スポーツ省（モザンビーク）
イカヤ・レ・ランガ（南アフリカ）
Hata Angu Cultural Tours （ナミビア）
セプローディ（ウルグアイ）
Asociacion Japonesa en el Uruguay（ウルグアイ）
アルゼンチン日系センター（アルゼンチン）
Abuelas de Plaza de Mayo Hotel BAUEN（アルゼンチン）
Centro Universitario de Idiomas（アルゼンチン）
TAC（チリ）
バルパライソ日系協会（チリ）
コナフ・ラパヌイ（イースター島）
ロレンソ・バエサ・ベガ学校（イースター島）
トキ（イースター島）
第88回「地球一周の船旅」 ('15.08.21-'15.12.06)
NGO「オプションズ」（フィリピン）
NGO「ゾト」（フィリピン）
コープインディア（インド）
Comunidad Autoctona Kuna「クナ族コミュニティー」（パナマ）
インファント・イキトス（パナマ）
ペルー日系協会（ペルー）
MANTHOC（ペルー）
アレナ・イ・エステラス（ペルー）

洋服
バレーボール、バスケットボール、サッカーボール
バレーボール、バスケットボール、サッカーボール
野球道具、バレーボール
バレーボール、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、バイオリン、ホルン、クラリネット、サックス、鉄琴
、ユーフォニュウム、チューバ、ギター、ティンパニー
災害時非常食
野球道具、バレーボール
文房具、バレーボール
文房具、バレーボール
文房具、バレーボール
タオル、石けん、文房具
タオル、文房具
漫画本、辞書
サッカーボール、サッカー用品
工具、文房具
マスク、ゴーグル、雑巾、文房具
文房具
バイオリン、弦、トランペット
カメラ、レンズ、フィルム
ランニングシューズ
サッカーボール、サッカー用品
文房具
着物、反物
漫画本、小説、辞書
うちわ、着物、折り紙
タオル、石けん、着物、デジカメ
漫画本、辞書
文房具
漫画本
工具、のこぎり、スコップ、鍬
ピアニカ、リコーダー、文房具
ギター
子ども服、靴、鞄、文房具、バスケットボールユニフォーム
子ども服、靴、鞄、文房具
着物、反物、文房具、タオル、子ども服、靴、シャンプー
小型電動ミシン、布
文房具
絵本、浴衣、着物、反物
石けん、歯ブラシ、文房具
画材道具、文房具

Escuela de San Jacinto（メキシコ）
第87回「地球一周の船旅」 ('15.04.12-'15.07.25)
Alcaldia de Vargas（ベネズエラ）
El sispema, Vargas（ベネズエラ）
Curacao Baseball City Foundation（キュラソー）
Comunidad Autoctona Kuna「クナ族コミュニティー」（パナマ）
アカイロス（グアテマラ）
第86回「地球一周の船旅」 ('14.11.21-'15.03.05)
SOS Village d'Enfants SOS子どもの村（マダガスカル）
African Youth Ensemble（南アフリカ）
Victor Matom Photography workshop（南アフリカ）
Iverca（モザンビーク）
Asosiacao Sao Martinho（ブラジル）
Afroreggae（ブラジル）
Associação Nikkei do Rio de Janeiro（ブラジル）
Associação Nikkei do Funchal（ブラジル）
Cetro Nikkei Argentina（アルゼンチン）
Asociacion Abuelas de plaza de mayo（アルゼンチン）
Hotel Bauen（アルゼンチン）
Asociacion Japonesa en el Uruguay（ウルグアイ）
Centro Accion Comunitario（チリ）
Asociacion japonesa de Chile（チリ）
MANTHOC「マントック」（ペルー）
Asociacion Peruano Japonesa（ペルー）
MNNATSOP 「全国青少年労働者運動」(ペルー）
Arena y Esteras（ペルー）
NGO TOKI（チリ・イースター島）
Colegio Lorenzo Baeza Vega（チリ・イースター島）
CONAF Isla de Pascua（チリ・イースター島）
Munisipalidad Isla de Pascua（チリ・イースター島）
第84回「地球一周の船旅」 ('14.07.09-'14.10.21)
FRSPCD(Fundation Red de Sobrevivientes Personas con discapacidad)
Cordes（エルサルバドル）
Cesta（エルサルバドル）
Ciudad Mujer（エルサルバドル）
Alcaldia Mnicipal de Corinto（ニカラグア）
Instituto Nicaraguense de Deporte(ニカラグア）
Curacao Baseball City Foundation （キュラソー）
トメアス文化農業振興協会（ニカラグア）
Case des Tout-Petits「幼稚園」（セネガル）
La Mairie de l'ile de Gore「ゴレ島市長オフィス」（セネガル）
サダーカ（ヨルダン）
チアシム（chea sim）小学校（ヨルダン）

サッカーボール、文房具
サッカーボール、サッカー用品、バスケットボール、
ビオラ、トロンボーン、ギター、ベース、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、フルート、ティンパニー
野球道具（バット、ヘルメット、ボール、グローブ、スパイク、ユニフォーム）
小型電動ミシン、布
古着、靴
サッカーボール、サッカー用品、文房具、チョーク
バイオリン、トランペット、フルート、クラリネット
フィルムカメラ
災害支援用品（一輪車、マスク、スコップ、長靴、ヘルメット）
サッカーボール
バイオリン、文房具
本、提灯
本
本、習字道具
デジタルカメラ
タオル、石けん、文房具
本、着物、日本民芸品
文房具、テニスラケット
本
文房具
本、雛人形
文房具
文房具
デジタルカメラ
フォークギター、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、カホン、バスケットボール、バレーボール
農機具、ガーデニング用品
自転車
（エルサルバドル）

松葉杖、杖
文房具、古着
文房具
ベビー用品、おむつ、タオル
文房具、傘
野球道具
野球道具
提灯、法被
文房具
サッカーボール、サッカー用品、家庭用小型ミシン
古着
鍵盤ハーモニカ、リコーダー

第83回「地球一周の船旅」 ('14.03.13-'14.06.24)
Syria releif Development（ヨルダン）
Colegio Japones de Caracas（ベネズエラ）
Alcaldia de Vargas（ベネズエラ）
El sispema, Vargas（ベネズエラ）
Ministerio del poder popular para la educacion（ベネズエラ）
MANTHOC「マントック」（ペルー）
Arenas y Esteras（ペルー）
Colegio Lorenzo Baeza Vega（チリ・イースター島）
CONAF Isla de Pascua（チリ・イースター島）
第81回「地球一周の船旅」 ('13.11.22-'14.03.06)
The Maldives National University（モルディブ）
Les enfants d’un reve（モーリシャス）
AMPRAS（モーリシャス）
Afroreggae（ブラジル）
SOS Village d'Enfants SOS子どもの村（マダガスカル）
African Youth Ensemble（南アフリカ）
Victor Matom Photography workshop（南アフリカ）
Hanganeni Primary School（ナミビア）
Asosiacao Sao Martinho（ブラジル）
Afroreggae（ブラジル）
Asociacion Abuelas de plaza de mayo（アルゼンチン）
Cetro Nikkei Argentina（アルゼンチン）
Centro Accion Comunitario（チリ）
MNNATSOP（ペルー）
Colegio Lorenzo Baeza Vega／CONAF Isla de Pascua
（チリ・イースター島）
ゲラゲラ村（パプアニューギニア）
ST.Maitius paiuiaoy school（パプアニューギニア）
第80回「地球一周の船旅」 ('13.07.18-10.10)
ストリートチルドレンセンター（ベトナム）
Danang Sssociation For Victims（ベトナム）
Cambodian Mine Action Center DU4（ベトナム）
NGO「Federacion de Mujeres por la Paz Mundial」（ドミニカ共和国）
Bob Marley Foundation（ジャマイカ）
Comunidad Autoctona Kuna（パナマ）
Flor de Piedra（エルサルバドル）
Cordes（エルサルバドル）
Cesta（エルサルバドル）
UCA中米カトリック大学（エルサルバドル）
Club de Judo LISAM (Liceo San Miguel)（エルサルバドル）
第79回「地球一周の船旅」 ('13.04.01-07.12)
Kelaniya University （スリランカ）
SyuriYadara（スリランカ）

オムツ、石けん、古着
和太鼓
サッカーボール、バレーボール、バスケットボール、シューズ、野球道具
バイオリン、フルート、サックス、鍵盤ハーモニカ、リコーダー
サッカーボール、バレーボール、バスケットボール、文房具
文房具、石けん
文房具
サッカーボール、バレーボール、バスケットボール、鍵盤ハーモニカ、リコーダー
農機具、タオル、ホース、双眼鏡、デジタルカメラ
児童文学本、漫画本
サッカーボール
サッカーボール
サッカーボール、文房具
サッカーボール、文房具、靴、ぬいぐるみ
バイオリン、フルート
フィルムカメラ
サッカーボール
サッカーボール、文房具
サッカーボール、文房具
デジタルカメラ
文房具、折り紙、着物、本
文房具
文房具
文房具／農機具（スコップ、シャベル、鎌）
文房具
文房具
文房具
文房具
Tシャツ
文房具、野球用品、楽器（リコーダー、鍵盤ハーモニカ）、本
文房具、楽器（ギター、ウクレレ、リコーダー、鍵盤ハーモニカ）、各種ボール、野球道具
裁縫道具、布、サッカーボール
石鹸、靴、古着
サッカーボール、文房具、おもちゃ、石鹸、タオル
工具（ハンマー、ドライバー等）、救急箱セット
文房具、漫画本、習字セット、着物
柔道着
漫画本、児童文学本、着物
ランドセル、文房具、靴、子ども用シューズ

FESNOJIV VARGAS シモンボリーバル音楽財団 バルガス支部（ベネズエラ）
Ministerio del poder popular para la educacion（ベネズエラ）
Alcaldia de Vargas（ベネズエラ）
パナマ工科大学日本語学科（パナマ）
Comunidad Autoctona Kuna（パナマ）
AMVA(Asociacion Mujer Vamos Adelante)（グアテマラ）
AKAIROS（グアテマラ）
Escuela Oficial Rural Mixta Telma Arroyo（グアテマラ）
Grupo Gestores（グアテマラ）
Gobierno Municipal Manzanillo（メキシコ）
78回地球一周の船旅('12.12.14-'13.03.25)
African Youth Ensemble（南アフリカ）
Victor Matom Photography workshop（南アフリカ）
Pollsmoor Prison/ Mother and Child Unit（南アフリカ）
Afroreggae（ブラジル）
Asosiacao Sao Martinho（ブラジル）
リオ州日伯文化体育連盟、日伯文化協会（ブラジル）
Asociacion Abuelas de plaza de mayo（アルゼンチン）
arte sin techo（アルゼンチン）
Cetro Nikkei Argentina（アルゼンチン）
Asociacion Japonesa en el Uruguay（ウルグアイ）
Sociedad Japonesa de Beneficencia（チリ）
Centro Accion Comunitario（チリ）
MNNATSOP,MANTHOC,INF（ペルー）
Arena y Esteras（ペルー）
日秘文化会館（ペルー）
Colegio Lorenzo Baeza Vega（チリ・イースター島）
CONAF Isla de Pascua（チリ・イースター島）
77回地球一周の船旅('12.08.27-11.16)
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
ダナン枯れ葉剤被害者支援協会（ベトナム）
KSSP（インド）
MEETHA TOURS & TRAVELS（インド）
ギリシャ日本協会（ギリシャ）
BAIRTY ASSOCIATION（モロッコ）
キューバ野球委員会（キューバ）
MINSOP（キューバ）
INOR（キューバ）
Japan Music & Cultural Center for Jamaican Children（ジャマイカ）
コリントの野球チーム（ニカラグア）
NGO「FUNDECI」（ニカラグア）
Nuevo FISE（ニカラグア）
NGO「カイロス」（グアテマラ）

バイオリン、トランペット、チェロ、オルガン、電子ピアノ
文房具
サッカーボール、ユニフォーム、野球道具(グローブ、バット、ヘルメット、ボール、スパイク）
漫画本、文庫本、児童文学本、着物
小型電動ミシン、布、サッカーボール
文房具
古着、靴
文房具、サッカーボール
文房具
サッカーボール、ユニフォーム、文房具、ぬいぐるみ、
楽器（バイオリン、フルート、トランペット、チューバ、ホルン、サックス、譜面台）
フィルムカメラ
ぬいぐるみ、おもちゃ
サッカーボール、文房具
サッカーボール、文房具
鉄板、鉄板台、弓道の弓
デジタルカメラ、ビデオカメラ
文房具
着物
漫画本、絵本
漫画本、文房具
サッカーボール、タオル、シューズ
文房具
リコーダー、楽器（鍵盤ハーモニカ、フォークギター、アコースティックギター）
漫画本、絵本、文庫本
サッカーボール、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、バスケットボール、バレーボール
シャベル、のこぎり、鎌、鍬、つるはし
文房具、石けん、洗剤
クレヨン、衣類
英語の本
サッカーボール、サッカー用品
日本語の本
文房具、サッカーボール、サッカー用品
野球道具
医療機器、医療用品
医療機器、医療用品医療機器、医療用品
楽器
野球道具
文房具、ソーラーパネル補助機器
文房具
文房具

ビジャ・ヌエバ地区プリマベラ小学校（グアテマラ）
エンセナーダ・モンテッソーリ園（メキシコ）
エンセナーダ市（メキシコ）
76回・地球一周の船旅 ('12.05.08-08.17)
Phuket Sunshine Village Foundation（タイ）
Kelaniya University（スリランカ）
SyuriYadara（スリランカ）
FESNOJIV VARGAS（ベネズエラ）
Ministerio del poder popular para la educacion（ベネズエラ）
Alcaldia de Vargas（ベネズエラ）
Comunidad Autoctona Kuna（クナ族コミュニティー）
Alcaldia Mnicipal de Corinto（ニカラグア）
AMVA(Asociacion Mujer Vamos Adelante)（グアテマラ）
AKAIROS（グアテマラ）
Asociacion Nuestros Ahijados（グアテマラ）
マンサニージョ市観光局（メキシコ）
75回・地球一周の船旅 ('12.01.24-05.03)
MNNATSOP 「全国青少年労働者運動」(ペルー）
Arenas y Esteras（ペルー）
MANTHOC「マントック」（ペルー）
パナマ工科大学日本語学科（パナマ）
Comunidad Autoctona Kuna「クナ族コミュニティー」（パナマ）
Montego Bay Boys and Girls Club（ジャマイカ）
ICAP「キューバ諸国民友好協会」（キューバ）
Case des Tout-Petits「幼稚園」（セネガル）
La Mairie de l'ile de Gore「ゴレ島市長オフィス」（セネガル）
BAYTI（モロッコ）
Full time kindergarten No,21（ブルガリア）
CID（ルーマニア）
Way Home Foundation（ウェイホーム財団）（ウクライナ）
74回・地球一周の船旅 ('11.08.09-11.01)
ケラニア大学（スリランカ）
シュリ・ヤソダラ孤児院（スリランカ）
DPAヨルダンパレスチナ関連局（ヨルダン）
NGO「HealthRight International」（ロシア）
NGO「Federacion de Mujeres por la Paz Mundial」（ドミニカ共和国）
NGO「コンティキ」（コロンビア）
NGO「コレヒオ・デル・クエルポ」（コロンビア）
NGO「グラニートス・デ・パス」（コロンビア）
NGO「AMVA(Asociacion de Mujeres Vamos Adelante)」（グアテマラ）
NGO「カイロ」（グアテマラ）
ビジャ・ヌエバのローズマリー・ラミレス・シェラン小学校（グアテマラ）
73回・地球一周の船旅 ('11.04.24-08.12)

文房具
文房具
サッカーボール、サッカー用品
文房具
絵本、漫画本
文房具
バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、サックス、クラリネット、弦、弓
文房具、サッカーボール
サッカーボール、野球道具
小型電動ミシン、布
トラック、靴、衣類、文房具
文房具
文房具、サッカーボール
文房具
文房具、サッカーボール
文房具
一輪車、文房具
文房具
漫画本
小型電動ミシン、布
太鼓、サッカーボール、バスケットボール、バレーボール、文房具
車いす、石鹸
折り紙、文房具
サッカーボール、ビブス
車いす、石鹸
ぬいぐるみ
衣類、文房具、漫画本
サッカーボール、サッカー用品
日本語の本、絵本
文房具
サッカーボール、サッカー用品、英語の本
冬用子ども衣類
楽器、文房具、野球用品、テニス用品、折り紙
文房具、サッカーボール
文房具、サッカーボール
文房具、サッカーボール、サッカー用品
文房具
文房具
文房具

NGO「KSSP」（インド）
NGO「DESA - Dubrovnik」（クロアチア）
青少年スポーツ省スポーツ庁（モロッコ）
青少年オーケストラシステム（ベネズエラ）
Ministerio del poder popular para la educacion（ベネズエラ）
バルガス州スポーツ局（ベネズエラ）
NGO「AMVA」（ベネズエラ）
NGO「カイロ」（グアテマラ）
Escuela Normal para Maestros de Educacion Musical（グアテマラ）
マンサニージョ市観光局（メキシコ）
72回・地球一周の船旅 ('11.01.23-04.18)
NGO「アレナ・イ・エステラス」（ペルー）
NGO「カサ・アルテルナティーバ・ホベン」（ペルー）
全国青少年労働者運動（MNNATSOP）（ペルー）
NGO「コンティキ」（コロンビア）
NGO「コレヒオ・デル・クエルポ」（コロンビア）
NGO「グラニートス・デ・パス」（コロンビア）
旅行社「Gena Tour」経由・赤十字コロンビア（コロンビア）
青少年スポーツ省スポーツ庁（モロッコ）
NGO「BAYTI」（モロッコ）
日本ギリシャ協会（ギリシャ）
NGO「KSSP」（インド）
ホームレスワールドカップフィリピン代表チーム（フィリピン）
ポリリオ島小学校（フィリピン）
71回・地球一周の船旅 ('10.10.25-'11.01.18)
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
ダナン枯れ葉剤被害者支援協会（ベトナム）
コーケー村（カンボジア）
Sri Yasodara Aramaya（スリランカ）
NGOセワランカ（スリランカ）
サントドミンゴの現地野球チーム「フリア・マルティネス」（ドミニカ共和国）
アロジョ・デ・ピエドラ村（コロンビア）
NGO「コレヒオ・デル・クエルポ」（コロンビア）
NGO「グラニートス・デ・パス」（コロンビア）
レビビール・デ・ロス・カンパノス村（コロンビア）
ロレンソ・バエサ・ベガ小学校（イースター島）
70回・地球一周の船旅 ('10.08.02-10.20)
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
ダナン枯れ葉剤被害者支援協会（ベトナム）
KSSP（インド）
MEETHA TOURS ＆TRAVELS（インド）
ギリシャ日本協会（ギリシャ）

英語の本、文房具
英語の本
サッカーボール
オーケストラ用楽器、楽器備品
文房具、卓球用品、ソフトボール、バレーボール、バスケットボール、ドッヂボール、シューズ、
空気入れ、縄跳び
文房具
野球用品、野球用衣類
文房具
文房具
文房具、サッカーボール
楽器、テニス用品、玩具、フラフープ、衣類（浴衣なども含む）、文房具、サッカーボール
サッカーボール、ユニフォーム、文房具
文房具
サッカーボール、文房具
サッカーボール、文房具
サッカーボール、文房具、衣類
毛布、タオル、シーツ、バスタオル、フェイスタオル、タオルケット、石けん
サッカーボール、サッカー用品
パソコン
絵本
英語の本
サッカーボール、サッカー用品
サッカーボール、サッカー用品
文房具、石けん、タオル
クレヨン
文房具、バレーボール
衣類、子ども靴
文房具
野球道具
サッカーボール、文房具
サッカーボール、文房具
スポーツ用品、文房具、衣類、食糧、マットレス
タオル、毛布
サッカーボール、文房具
文房具、石けん、洗剤
クレヨン、衣類
英語の本
サッカーボール、サッカー用品
日本語の本

BAIRTY ASSOCIATION（モロッコ）
キューバ野球委員会（キューバ）
MINSOP（キューバ）
INOR（キューバ）
Japan Music & Cultural Center for Jamaican Children（ジャマイカ）
コリントの野球チーム（ニカラグア）
NGO「FUNDECI」（ニカラグア）
Nuevo FISE（ニカラグア）
NGO「カイロス」（グアテマラ）
ビジャ・ヌエバ地区プリマベラ小学校（グアテマラ）
エンセナーダ・モンテッソーリ園（メキシコ）
エンセナーダ市（メキシコ）
69回・地球一周の船旅 ('10.04.16-07.25)
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
ダナン枯れ葉剤被害者支援協会（ベトナム）
マダバ・パレスチナ難民キャンプ（ヨルダン）
ベネズエラ青少年オーケストラ（ベネズエラ）
ベネズエラ青年協会バルガス支部（ベネズエラ）
女性団体バモス・アデランテ（グアテマラ）
NGO「カイロス」（グアテマラ）
ビジャ・ヌエバ地区プリマベラ小学校（グアテマラ）
68回・地球一周の船旅 ('09.12.28-'10.04.09)
ケソン市サッカー協会（フィリピン）
ムトゥワパ村（ケニア）
タンディ・ファーム（南アフリカ）
ポールスモア刑務所（南アフリカ）
アフリカン・ユース・アンサンブル（南アフリカ）
ホームレス・ストリートサッカー協会（南アフリカ）
Hata Anguカルチュラルツアーズ（ナミビア）
アフロヘイギ（ブラジル）
サンマルチーニョ慈善協会（ブラジル）
CAJ・若者の家（ペルー）
67回・地球一周の船旅 ('09.8.27-12.11)
フエ子どもの家（ベトナム）
ダナン枯葉剤被害者支援協会（ベトナム）
アガペ保育所、少年院、孤児院
NGO「Association Bayt」（モロッコ）
カナリアス・ラミン保育園（カナリア諸島）
グアヤキル市内の音楽学校（エクアドル）
PMT若者職業プログラム（エクアドル）
ICAP［キューバ友好協会］（キューバ）
ロレンソ・バエサ・ベガ小学校（イースター島）
66回・地球一周の船旅 ('09.4.23-8.12)

文房具、サッカーボール、サッカー用品
野球道具
医療機器、医療用品
医療機器、医療用品医療機器、医療用品
楽器
野球道具
文房具、ソーラーパネル補助機器
文房具
文房具
文房具
文房具
サッカーボール、サッカー用品
文房具、衣類
クレヨン
サッカーボール、サッカー用品
オーケストラ用の楽器、楽器備品
野球用品
文房具、衣類、食料品、衛生用品
文房具、衣類、衛生用品
文房具
サッカーボール
サッカーボール、英語の書籍、文房具
雨合羽、英語の書籍、文房具
英語の書籍、文房具
弦楽器、楽器備品
サッカーボール、サッカー用品
英語の書籍、文房具
弦楽器、楽器備品
サッカーボール、文房具
自転車、自転車修理用品
文房具
文房具、事務用品
パソコン、サッカーボール、文房具
サッカーボール、サッカー用品、衣類、文房具
英語の書籍
楽譜
文房具、サッカーボール
野球道具、医療用品、毛布、子ども用おもちゃ・家具・健康器具、スペイン語の書籍、文房具
サッカーボール、バスケットボール、バレーボール

アンマン在住イラク人・青少年サッカーチーム（ヨルダン）
DPAヨルダンパレスチナ関連局（ヨルダン）
NGO「ナクペンダ・サナ」（スペイン）
ベネズエラ青少年オーケストラシステム（ベネズエラ）
ベネズエラ青年協会バルガス支部（ベネズエラ）
ベンポスタ子ども共和国ベネズエラ支部（ベネズエラ）
64回・地球一周の船旅 ('09.1.15-4.19)
枯れ葉剤被害者医療施設（ベトナム）
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
コーケー小学校（カンボジア）
アガペ保育所（ケニア）
de rust futura academy（南アフリカ）
南部アフリカの教育を支える会（南アフリカ）
ブラジル弓道会（ブラジル）
Colegio Catolico de isla de Pascua Akahanga（イースター島）
63回・地球一周の船旅 ('08.9.7-'09.1.13)
フエ子どもの家（ベトナム）
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
枯れ葉剤被害者医療施設（ベトナム）
Rufes de Souza（インド）
National Union of Eritrean Sultan Saeed（エリトリア）
National Union of Eritrean Merhawi Ogbamichael（エリトリア）
National Union of Eritrean Hadnet Kelete（エリトリア）
パティオ・デ・ラス・クルトゥラス（カナリア諸島）
ベネズエラ青少年オーケストラシステム（ベネズエラ）
instituto nacional de la juventud sanchez（ベネズエラ）
instituto nacional de la juventud lima（ベネズエラ）
RODRIGUEZ（ベネズエラ）
CAJ・若者の家（ペルー）
アレナ・イ・エステラス（ペルー）
asociacion peruano japonesa liliana fuchigami（ペルー）
colegio catolico de isla de pascua akahanga（ペルー）
62回・地球一周の船旅 ('08.5.14-9.4)
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
NGO「カイロ」（グアテマラ）
ビジャ・ヌエバ地区プリマベラ小学校（グアテマラ）
60回・地球一周の船旅 ('08.1.12-4.28)
フエ子どもの家（ベトナム）
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
アガペ保育所（ケニア）
日本ボランティアセンター（南アフリカ）
アフリカン・ユース・アンサンブル（南アフリカ）
サンマルチーニョ慈善教会（ブラジル）

サッカーボール、空気入れ、サッカーシャツ、トレーニングシューズ
サッカーボール、空気入れ、トレーニングウェア
文房具
オーケストラ用楽器、楽器備品
野球用品
文房具、トレーニングシューズ
クレヨン
文房具、絵の具
文房具、サッカーボール、空気入れ
文房具、おもちゃ、楽器、楽譜
書籍
靴
弓道用具
サッカーボール、スパイク、トレーニングシューズ
文房具
文房具
おもちゃ
サッカーボール、空気入れ
サッカーボール、空気入れ、ユニフォーム、トレーニングシューズ、ゴールネット
サッカーボール、空気入れ、ユニフォーム、トレーニングシューズ、スパイク
書籍
文房具
和太鼓、オーケストラ用楽器
野球用品
野球用品
野球用品
文房具、ｔシャツ
文房具、楽器、絵の具セット
サッカーボール、空気入れ
スポーツ用品
文房具
文房具
文房具
文房具
文房具
文房具、靴
楽器、譜面代、カメラ、レンズ
バイオリン、靴
文房具、スポーツ用品、靴、古着

talleres de accion comunitaria（チリ）
liceo lorenzo baeza vega（イースター島）
59回・地球一周の船旅 ('07.9.23-'08.1.10)
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
イラク各地の病院（イラク）
ICAP（キューバ）
青少年オーケストラ・ファルコン支部（ベネズエラ）
サンタ・エレナ半島音楽学校（エクアドル）
PMT[就労青年プロジェクト]（エクアドル）
ビジャ・エルサルバドル（ペルー）
DESCO[開発促進センター]（ペルー）
カサ・アルテルナティーバ・ホベン（ペルー）
MNNATSOP[ペルー全国青少年労働者運動]（ペルー）
沖縄日系人協会（ペルー）
58回・地球一周の船旅 ('07.6.9-9.20)
ダナンストリートチルドレンセンター（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
arroyo de piedra村（コロンビア）
san basilio村（コロンビア）
56回・地球一周の船旅 ('07.2.25-6.6)
ストリートチルドレンプログラム（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
ngoセワランカ（スリランカ）
エリトリア青年連盟（エリトリア）
the eritrean national disabledveteran's association（エリトリア）
55回・地球一周の船旅 ('06.11.2-'07.2.11)
ストリートチルドレンプログラム（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
バカアパレスチナ難民キャンプ（ヨルダン）
イラク各地の病院
帆アマゾニア日伯協会（ブラジル）
ラテンアメリカ小児心臓病病院
Centro de justicia/red mujeres par la paz（グアテマラ）
Comunidada del triunfo/ceiba（グアテマラ）
54回・地球一周の船旅 ('06.7.21-10.30)
ストリートチルドレンプログラム（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
コウ・ケル村の小学校（カンボジア）
アガベ・ナーサリー・スクール（ケニア）
エリトリア政府運輸省（エリトリア）
Comunidada del triunfo/ceiba（グアテマラ）
Centro de justicia/red mujeres par la paz（グアテマラ）

靴
文房具、野球道具、靴
文房具
文房具
車椅子
医療器具
楽器
楽器
文房具、石けん
文房具
文房具
文房具
文房具
書籍、漫画
文房具
文房具
文房具
文房具、自転車
文房具
文房具
文房具、鞄
英語の書籍
車椅子
文房具
文房具
文房具
車椅子
日本の書籍、民芸品
文房具
文房具
自転車
文房具
文房具
文房具
文房具
カーブミラー
文房具
文房具

53回・地球一周の船旅 ('06.4.5-7.16)
ストリートチルドレンプログラム（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
NGOセワランカ（スリランカ）
S.Y.S.N（スリランカ）
バカアパレスチナ難民キャンプ（ヨルダン）
イラク各地の病院
Montego Bay Boys&Girls Club（ジャマイカ）
CESTA（エルサルバドル）
52回・地球一周の船旅 ('05.12.26-'06.3.30)
ストリートチルドレンプログラム（ベトナム）
アフリカンユースアンサンブル（南アフリカ）
ビクター・マトム（南アフリカ）
Clive Newman Conferences（南アフリカ）
日伯文化協会（ブラジル）
51回・地球一周の船旅 ('05.9.3-12.16)
ストリートチルドレンプログラム（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
UCAP（キューバ）
日系人コミュニティー（キューバ）
スポーツクリエーション施設（キューバ）
49回・地球一周の船旅 '05.5.21-8.31)
ストリートチルドレンプログラム（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
NGOセワランカ（スリランカ）
Sri Yasodara Devi Yoing girl's home（スリランカ）
ランカ・マヒラ・サミティ（スリランカ）
キングスリーペレイラ（スリランカ）
イラク各地の病院
48回・地球一周の船旅 ('05.2.2-5.18)
日系文化協会（ペルー）
47回・地球一周の船旅 ('04.10.22-'05.1.31)
アフリカンユースアンサンブル（南アフリカ）
サンマルチーニョ慈善協会（ブラジル）
46回・地球一周の船旅 ('04.7.14-10.19)
ストリートチルドレンセンター（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
NGOセワランカ（スリランカ）
Sri Yasodara Devi Aramaya and Young girls' home（スリランカ）
エリトリア政府運輸省（エリトリア）
45回・地球一周の船旅 ('04.4.4-7.11)
フエ子どもの家（ベトナム）
ストリートチルドレンセンター（ベトナム）

文房具
文房具
文房具、鞄
文房具、鞄
文房具
車椅子
サッカーバック
衣類、児童用靴、自転車、農作業用具、文房具
サッカーボール、文房具
弦楽器、教則本、楽器スタンド、楽器ケース
文房具
毛布
木琴、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、オカリナなどの楽器
文房具
文房具
文房具、コピー用紙
浴衣、帯、草履、折り紙、鞄
野球用品、ソフトボール、テニスボール
文房具、折り紙
文房具、折り紙
文房具
文房具
文房具
車椅子
車椅子
日本語の書籍
弦楽器、楽器スタンド
文房具、おもちゃ
文房具
衣類、雑貨、冷蔵庫、文房具
文房具、足踏みミシン、工具、布
文房具、布
カーブミラー
文房具、衣類、車椅子、楽器
文房具、楽器

ウェマセンター（ケニア）
ヨルダン
44回・地球一周の船旅 ('03.12.25-'04.4.1)
Vincentian Missionaries Social Development Foundation（フィリピン）
Labour Education and Resarch Network（インド）
ケニア
WOMAN ON FARMS（南アフリカ）
アフリカンユースアンサンブル（南アフリカ）
南アフリカ
CDI（アルゼンチン）
CDI（チリ）
サンチャゴ大学（チリ）
43回・地球一周の船旅 ('03.9.22-12-22)
ストリートチルドレンセンター（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
オルコットメモリアルハイスクール（インド）
MSSRF（インド）
ヴァジラスリー孤児院（スリランカ）
ダーラ村（スリランカ）
NGOセワランカ（スリランカ）
グリーンファンデーション（スリランカ）
地震被災地（トルコ）
地震被災地（アルジェリア）
平和連帯連合（アルジェリア）
ベンポスタ子ども共和国（ベネズエラ）
フルール・デ・ピエドラ（エルサルバドル）
41回・地球一周の船旅('03.6.14-9.18)
ストリートチルドレンセンター（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
マスターシード孤児院（ジャマイカ）
ベストケア基金（ジャマイカ）
ブロッサムガーデン孤児院（ジャマイカ）
アセパレコ（コスタリカ）
カフェ・デ・ラ・レ（メキシコ）
40回・地球一周の船旅('02.12.10-'03.3.15)
ストリートチルドレンセンター（ベトナム）
フエ子どもの家
アフリカンユースアンサンブル（南アフリカ）
CDI（ブラジル）
サンマルチーニョ慈善協会（ブラジル）
CDI（チリ）
五月広場の母たち（アルゼンチン）
39回・地球一周の船旅('02.9.1-12.9)

文房具
毛布
文房具、車椅子、ビデオカメラ、楽器、パソコン
移動式バスケットゴール
パソコン
ミシン
弦楽器
スポーツ用品、パソコン
パソコン
パソコン
日本語・スペイン語教材
文房具、楽器
文房具、楽器
パソコン
パソコン
文房具
文房具
足踏みミシン
自転車
文房具、防寒具
文房具
大人用おむつ、生理用品、鞄
文房具、布、本、自転車、足踏みミシン
簡易ベッド、タオル、毛布
文房具、楽器
文房具、楽器、衣類
紙おむつ、車椅子、スニーカー文房具
紙おむつ、車椅子
紙おむつ、ウェットティッシュ、ラジカセ
自転車、毛布、寝袋
パソコン
文房具
文房具、楽器、衣類
弦楽器
パソコン
衣類
パソコン
ビデオカメラ

ナボタス村（フィリピン）
アシン（フィリピン）
ASCENT（フィリピン）
ヌエバシヌハ県（フィリピン）
アスマラ大学（エリトリア）
ERREC（エリトリア）
ICAP（キューバ）
キッドチョコラーテ柔道場（キューバ）
チェルノブイリの子どもたちのための施設（キューバ）
パサカバージョ村（コロンビア）
CDIボゴタ（コロンビア）
ビジャエルサルバドル（ペルー）
CEDAPP（ペルー）
MAANTHOC（ペルー）
CNDDHH（ペルー）
ヒティ・タウ（タヒチ）
38回・夏休みピースボートの船旅('02.8.15-8.30)
ユージノサハリノスク（ロシア）
37回・地球一周の船旅('02.5.2-8.14)
ストリートチルドレンセンター（ベトナム）
フエ市人民委員会（ベトナム）
ICAP（キューバ）
キューバ芸術大学（キューバ）
エルサルバドル大学（エルサルバドル）
CESTA（エルサルバドル）
ハルディン・アモール（エルサルバドル）
36回・地球一周の船旅('01.12.25-'02.3.31)
LUNGOS（セイシェル）
IPPONW-KENYA（ケニア）
アフリカンユースアンサンブル（南アフリカ）
ワキビシ職業訓練学校（南アフリカ）
南アフリカ赤十字社
CLOTEX（南アフリカ）
UNESCO-BRAZIL（ブラジル）
五月広場の母たち（アルゼンチン）
サンチャゴ・デ・チリ大学（チリ）
35回・地球一周の船旅('01.9.9-12.23)
ダナン市青年連盟（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
ERREC（エリトリア）
CDI（ブラジル）
音楽学校（エクアドル）
33回・地球一周の船旅('01.5.22-8.26)

文房具
文房具、ミシン、靴、パソコン、帽子、布
車椅子、杖
パソコン
法律図書
カンパン、ドライフルーツ
楽器、スポーツ用品、おもちゃ、パソコン
畳
机、椅子
布、農作業用具、スペイン語の絵本
パソコン
パソコン
スペイン語の絵本、机、椅子
机、椅子
布
農具
文房具、ホワイトボード、黒板、チョーク
楽器
椅子、机、浄水器、文房具、靴、車椅子
野球用品、楽器、教材、衣類、靴、鞄、タオル、ミシン、おもちゃ
楽器、メトロノーム
パソコン、プリンタ、スピーカー
文房具、おもちゃ、寝袋、自転車、毛布
算数セット、キルト、ほ乳瓶
文房具、子供服
パソコン
楽器
パソコン、ミシン
衣類、靴、食器、鞄、ポット
おもちゃ、衣類、書籍、エプロン、靴、自転車
パソコン、紙
カメラ
日本語教材、楽器、文房具
自転車、車椅子、ベビーカー
文房具
鞄、机、椅子、ロッカー、作業台、黒板、跳び箱、衣類、靴、タオル、水着
パソコン、浴衣
オルガン、アコーディオン

ベトナム青年連盟（ベトナム）
有隣園（ベトナム）
NUEYS（エリトリア）
アスマラ大学（エリトリア）
ERREC（エリトリア）
エリトリア女性同盟（エリトリア）
ICAP（キューバ）
チェルノブイリの子どもたちのための施設（キューバ）
CESTA（エルサルバドル）
カンデラリア小学校（エルサルバドル）
32回・地球一周の船旅('01.1.16-01.5.8)
ダナン人民委員会（ベトナム）
フエ人民委員会（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
マジモト小学校（ベトナム）
ピラニニュートリションセンター（南アフリカ）
ゼンゼルトレーニング（南アフリカ）
ピースディベロップメントプロジェクト（南アフリカ）
AIDC（南アフリカ）
ソフトボールプロジェクト（南アフリカ）
ランガ高校（南アフリカ）
パワーパーク（南アフリカ）
オレンジファーム（南アフリカ）
アフリカンユースアンサンブル（南アフリカ）
レバノンコミュニティー（南アフリカ）
ストリートワイズ（南アフリカ）
JVC南アフリカ事務局（南アフリカ）
アヴェリルポリス（南アフリカ）
ラグビー学校（フィジー）
31回・地球一周の船旅('00.10.18-01.1.15)
ダナン青年連盟（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
エリトリア難民救済委員会（エリトリア）
アル・シーファ病院（パレスチナ・ガザ地区）
ICAP（キューバ）
30回・南十字星クルーズ('00.8.31-10.14)
DAWN（フィリピン）
プレダ（フィリピン）
ティモール・エイド（東ティモール）
アドラ（東ティモール）
ニャガタジャタジャラ学校（オーストラリア）
29回・アジア未来航海('00.8.22-8.29、'00.9.5-9.13)

車椅子
文房具、おもちゃ
サッカーボール、パソコン、変圧器
法律書、パソコン、変圧器
衣類、乾パン、学用品、机、椅子、おかゆ
ミシン、変圧器
自転車、楽器
文房具、おもちゃ
キルト、紙おむつ、生理用品、タオル、テント、靴、文房具、毛布、おもちゃ、楽器、乾パン
文房具、おもちゃ
自転車
毛布、シーツ、エプロン、タオル、ハンガー、衣類、鞄
ベビーカー、車椅子、書籍、文房具、食器
文房具、キルト、トランプ
キルト、文房具、おもちゃ
パソコン、足踏みミシン
自転車
パソコン
野球用品
スポーツ用品、パソコン
楽器、カメラ、三脚
書籍、文房具
文房具、おもちゃ、スポーツ用品、鞄
書籍
食器、毛布、おもちゃ、アルバム衣類、靴、毛糸、雑貨、衣類、台所用品、文房具、書籍
衣類、靴、書籍
衣類
スポーツウェア
パソコン、冷蔵庫、テレビ
車椅子
衣類、米、おかゆ、おもちゃ、靴、タオル、テント、おもちゃ、ミシン、栄養剤、布、毛布
医療基金
スポーツ用品、おもちゃ、テレビ、冷蔵庫
文房具、衣類、おもちゃ
文房具、衣類、車椅子
文房具、毛布、意図、鞄、寝具、楽器、スポーツ用品、おもちゃ、医療品、農具、公園遊具、ミシ
ン、本棚、冷蔵庫、パソコン
衣類、スポーツウェア、鞄
パソコン

朝鮮対外文化連絡協会（朝鮮民主主義人民共和国）
28回・地球一周の船旅('00.5.22-8.21)
ベトナム
スリランカ
エリトリア
ケニア
クロアチア
キューバ
ガラパゴス諸島
メキシコ
27回・地球一周の船旅('00.1.16-4.14)
ダナン青年連盟（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
国連難民高騰弁務官事務所（ケニア）
エンカレ・ナウロウア女学校（ケニア）
ジャカランダ・ワークショップ（ケニア）
ランガ高校（南アフリカ）
ネルソンズ・クリーク・ワイナリー（南アフリカ）
ストリート・ワイズ（南アフリカ）
CDI（ブラジル）
サンマルチーニョ慈善協会（ブラジル）
DON BOSCO ROGA（ブエノスアイレス）
チリ大学（チリ）
26回・地球一周の船旅('00.10.18-'01.1.15)
フエ子どもの家（ベトナム）
フエ事務所（ベトナム）
ダナン人民委員会（ベトナム）
LANKA MAHILA SAMITI（スリランカ）
ヴァジラスリー孤児院（スリランカ）
アスマラ大学（エリトリア）
エリトリア青年同盟（エリトリア）
エリトリア難民救済委員会（エリトリア）
JVCパレスチナ事務所（パレスチナ）
HRDF（パレスチナ）
The Human Resource Development Foundation（トルコ）
NGOデシャ（クロアチア）
ICAP（キューバ）
フロール・デ・ピエドゥラル女性協会（エルサルバドル）
CORDES（エルサルバドル）
CESTA（エルサルバドル）
25回・地球一周の船旅('99.1.19-4.16)
ダナン市水害被災者（ベトナム）
傷兵施設（ベトナム）

コピー機、サラダオイル、自転車
文房具、自転車、衣類、車椅子、パソコン
おもちゃ、靴、鞄、衣類、文房具、ミシン、パソコン
衣類、靴、鞄、おもちゃ、寝具、寝袋、乾パン、飲料水、石けん、自転車
文房具、パソコン
毛糸、文房具
文房具、ワープロ、靴、医療品、自転車、家具、楽器、パソコン
パソコン
文房具、靴
衣類、楽器、おもちゃ、自転車、車椅子、書籍、石けん、文房具
ベビーカー、車椅子、衣類、絵本、楽器、おもちゃ、石けん、文房具
衣類
英語教科書、書籍
スポーツ用品、楽器、おもちゃ
楽器
パソコン
衣類、おもちゃ、書籍、食器、文房具
パソコン、プリンタ
衣類、おもちゃ、石けん、書籍、文房具
自転車
書籍
ベビーカー
鞄、本、衣類、車椅子、文房具、歩行器
車椅子
足踏みミシン
衣類
法律書
足踏みミシン
乾パン、食器、おかゆ、飲料水、衣類、毛布
ピアノ
毛布
衣類、テント
変圧器
救急車、文房具、衣類、石けん、おもちゃ、医療品
コンドーム、ビデオ
英文タイプライター、布
自転車
衣類、文房具、日用雑貨、ベビーカー
車椅子

キラ村（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
PAFDザンジバル支部（タンザニア）
マブト地雷被害者の会（モザンビーク）
マブト市小学校（モザンビーク）
旧黒人居住区（南アフリカ）
ストリート・ワイズ（南アフリカ）
アフリカンユースアンサンブル（南アフリカ）
難民のための英語学校（南アフリカ）
写真学校（南アフリカ）
ソウェトの小学校（南アフリカ）
サンマルチーニョ慈善協会（ブラジル）
アマゾニア日伯援護協会（ブラジル）
サンチャゴ・デ・チレ大学（チリ）
24回・地球一周の船旅('98.10.19-'99.1.12)
ICAP（キューバ）
チェルノブイリの子どもたちのための施設（キューバ）
チェ・ゲバラ高校（キューバ）
グアヤキル市内スラム（エクアドル）
アスマラ大学（エリトリア）
エリトリア青年同盟（エリトリア）
ガテライ村（エリトリア）
NGOデシャ（クロアチア）
22回・春風asianクルーズ('98.2.26-3.19)
メコンデルタ水害被災地（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）
さくら日本語学校（ベトナム）
チャーミー村（ベトナム）
カンボジア政府女性省（カンボジア）
女性農業訓練施設（カンボジア）
カンボジア政府保健省（カンボジア）
女性自立センター（カンボジア）
曹洞宗ボランティア会（カンボジア）
アーン・チャムランポップ村（カンボジア）
ウムロム寺（カンボジア）
アエタ村（フィリピン）
マパニケ村（フィリピン）
PEMDA（フィリピン）
21回・アジア南風クルーズ('97.7.26-8.17)
傷兵施設（ベトナム）
キラ村の診療所（ベトナム）
イースト・ミート・ウェスト（ベトナム）
フエ子どもの家（ベトナム）

文房具、楽器、衣類、医療品
文房具、スポーツ用品、おもちゃ、衣類、書籍、楽器、医療品、輪転機、ベビーカー、車椅子
車椅子、松葉杖、ミシン、衣類、布、靴、文房具
車椅子
足踏みミシン、管楽器、文房具
自転車、ミシン、文房具、衣類、おもちゃ
衣類、文房具、おもちゃ
弦楽器、譜面台
英文百科事典、文房具、テープレコーダー
カメラ、フィルム
文房具、楽器
全自動高圧滅菌器、衣類、スポーツウェア、文房具、楽器、おもちゃ
車椅子
日本語教材
スポーツ用品、医療品、パソコン、書籍
スポーツ用品、文房具
スポーツ用品、文房具
文房具
法律図書
楽器
文房具
電動ミシン
衣類、タオル、寝具、医療品
車椅子、楽器、文房具、医療品、おもちゃ、ベビーカー、書籍
辞書
衣類、文房具
足踏みミシン
電動ミシン
医療品、スポーツ用品、楽器、補聴器
足踏みミシン、文房具、書籍、楽器、スポーツ用品
文房具、書籍
衣類
衣類、文房具、医療品
医療品
衣類、医療品購入資金
文房具、バッグ
車椅子、医療品
滅菌器、文房具、楽器、医療品、車椅子
支援金
支援金、楽器、足踏みミシン、文房具、衣類、おもちゃ、日用品、石けん

日本語学校（ベトナム）
ガラウェン村（フィリピン）
NGO・PGX（フィリピン）
ロラの家（フィリピン）
スモーキーマウンテン（フィリピン）
パラオ教育省（パラオ）
20回・地球一周の船旅('96.12.18-'97.3.20)
ビジャ・エルサルバドル（ペルー）
キューバ国立バレエ学校（キューバ）
ハバナ大学（キューバ）
チェ・ゲバラ学校（キューバ）
チェルノブイリの子どもたちのための施設（キューバ）
ICAP（キューバ）
アトファルナろう学校（パレスチナ）
アハリアラブ病院（パレスチナ）
自転車競技連盟（エリトリア）
エリトリア女性連盟（エリトリア）
19回・ピョンヤンクルーズ('96.8.8-8.18)
北朝鮮民主主義人民共和国
18回・夏休み地球一周の船旅('95.6.27-10.13)
ベトナム
スリランカ
エリトリア
パレスチナ
アハリ・アラブ病院（パレスチナ）
セネガル
ブラジル
ベネズエラ
キューバ
メキシコ
17回・南太平洋の船旅('95.6.3-6.26)
パプアニューギニア
サハリン北部地震緊急救援活動
サハリン北部地震被災地
阪神淡路大震災緊急救援活動
兵庫県神戸市
16回・地球一周の船旅('94.4.28-7.20)
ベトナム
スリランカ
ケニア
ジブチ
パレスチナ
グアテマラ

日本語教材、文房具、楽器
文房具、楽器
文房具、楽器
医療品
文房具、衣類、おもちゃ、楽器
文房具
支援金、文房具
野球用具
文房具
日用品
文房具、日用品
自転車、支援金、補聴器
医療支援金
医療支援金
競技用自転車
自転車、布、ミシンベルト
米
医療品、日本語教材
車椅子、文房具
車椅子、足踏みミシン、スポーツ用品
補聴器、楽器、医療品、文房具
医療支援金
足踏みミシン、文房具
足踏みミシン、楽器、寝具、医療品、文房具、スポーツ用品
医療品、文房具、スポーツ用品
自転車、足踏みミシン、医療品、柔道用畳、文房具、スポーツウェア、楽器
足踏みミシン、医療品、文房具、スポーツ用品
ポリタンク、乾パン
紙おむつ、生理用品、支援金
自転車・890台、日用品・10tトラック17台分
医療品、印刷機、文房具
文房具
足踏みミシン、医療品、スポーツ用品
文房具
医療品、楽器
足踏みミシン、カメラ

14回・南洋大航海('92.12.25-'93.1.13)
カンボジア
ベトナム
13回・黄金アジア航海('92.4.20-5.9)
カンボジア
ベトナム
フィリピン
11回・サハリン・北方四島クルーズ('91.9.17-9.27)
サハリン
9回・「インドシナ」海南島クルーズ('89.12.2-12.14)
ベトナム
5回・ピースボート87('87.8.28-9.18)
ベトナム
4回・ピースボート86('86.8.19-9.5)
フィリピン
3回・ピースボート85('85.8.27-9.15)
ベトナム
パラオ
2回・ピースボート84('84.9.2-9.17)
中国

コンドーム
超音波診断機、松葉杖、医療品
足踏みミシン、車椅子、自転車、教材
足踏みミシン
足踏みミシン、自転車
医療器具
寝具
救急車、楽器
衣類
寝具
自転車
自転車

