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The Seibo Mission

　お腹を減らしているすべての子どもに給食 　A 
Simple Daily Meal for Every Hungry Child
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The Seibo Vision
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子供が自分の力を発揮する社会の実現                                                                             
Helping children realize their full life potential 
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The Background Story
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2008: The Beehive が創設され、マラ
ウイの南部にて、雇用の機会の提供、
教育の充実化を図る施設が誕生する。

2010: Beehiveで生まれた利益は、現
地の栄養失調、貧困の子ども達たちの
ための子どもセンターであるMother 
Teresa Children’s Centreにて、使用
される。

2015: 過去10年で最大の洪水が起こ
り、乳幼児の死亡率が増える。Beehive
の建設チームは、倒れた建物を直して
対応。

2016: Beehiveを拠点に、30箇所以上
の幼稚園に対する給食支援を、Seiboと
して初めて開始する。

https://www.krizevac.org/construction-case-studies/beehive-main-campus-masterplan/
https://www.krizevac.org/construction-case-studies/mother-teresa-childrens-centre-south/
https://www.krizevac.org/construction-case-studies/mother-teresa-childrens-centre-south/
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The Background Story
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2008: The Beehive Centre for Social 
Enterprise, funded by a UK charity, 
established in southern Malawi to 
provide jobs & provide opportunities 
for education

2010: Profits from Beehive businesses 
used to fund childcare places for 
orphans and vulnerable children at the 
Mother Teresa Children’s Centre.

2015: Flooding in Malawi resulted in 
worst food crisis in 10 years. Beehive 
construction team respond by 
repairing fallen houses. Children 
centre staff report rising malnutrition 
among under-5s

2016: From a location in the Beehive, 
Seibo launched daily school feeding at 
30+ nursery schools in Malawi

https://www.krizevac.org/construction-case-studies/beehive-main-campus-masterplan/
https://www.krizevac.org/construction-case-studies/mother-teresa-childrens-centre-south/
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マラウイってどんな国？

国民1人当たりの所得が
411ドルの世界最貧国の１
つの国です。
Source: World Bank

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MW
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Malawi: A Quick Look

One of the poorest 
countries in the world with 
$411 GDP per capita in 
2019.
Source: World Bank

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MW
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http://www.youtube.com/watch?v=JsNkDUz3amM
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学習する機会のない
子どもがたくさんいます
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• マラウイの人口の半分以上が18歳未満 (Source: USAID)           
         
• マラウイの子どもの3分の1(37%)が発育阻害となっている (Source: Unicef)

• マラウイの子ども1000人のうち63人が5歳の誕生日を迎えられない (Source: Unicef)
(世界で最も子供の死亡率が高い国のひとつで、死亡の半数は栄養失調が原因です)

• 1994年に全児童を対象として小学校の無償化を実施。それでも、35％の小学生しか学校
を卒業できない状態。(Source: Borgen Project)

• およそ33％の子どもたちが幼稚園に通う。施設がない所が多く、あっても、ボランティア
による運営がなされている (Source: IPSNews)

Children in Malawi

https://www.usaid.gov/malawi/fact-sheets/malawi-orphans-and-vulnerable-children-fact-sheet#:~:text=Malawi%20has%20a%20young%20population,or%20both%20parents%20to%20AIDS.
https://www.unicef.org/malawi/situation-children-and-women-malawi
https://www.unicef.org/malawi/situation-children-and-women-malawi
https://borgenproject.org/10-facts-education-in-malawi/
http://www.ipsnews.net/2009/09/malawi-pre-school-education-a-luxury/
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給食を提供することは、その国全体の就学率、退学率
の低下、成績の向上にも繋がっていきます
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The School Meal
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Likuni Phala とは何？
マラウイの一般的な学校給食
は、「パーラ」というとうもろこしと
大豆を粉末にしたものを煮たもの
で、味はお粥のような味がしま
す。私たちが子ども達に提供して
いくパーラは、国連WFP推薦の
Likuni　Phala（リクニ　パーラ）と
いって、ビタミンとミネラルを多く
含んでいます。1人のこどもに対
して100グラムを給食として提供
しています。

http://www.youtube.com/watch?v=4GJBRqVaqKM
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   Seibo Japan & Seibo Malawi
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Seibo Japan & Seibo Malawi

せいぼ日本:

• 日本で登録されたNGO
• マラウイのための資金調達
• 人件費、活動費は、英国のモベル

による支援 (www.mobell.com)
• 100%の寄付をマラウイに送る
• 純粋寄付を募り、さらに寄付型の

コーヒーの販売による資金の調達
も実施 (www.charity-coffee.jp/)
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せいぼマラウイ:

• マラウイで登録された団体
• 給食の現地での提供を実施
• 7人のフルタイムのスタッフ
• 400人以上のボランティアの協力
• 小学校の教育省との連携
• 各幼稚園で10％のスペースを頂く代わ

りに、幼稚園には給食調理のためのス
トーブやマグカップ等を提供

http://www.mobell.com
https://www.charity-coffee.jp/
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Seibo Japan & Seibo Malawi

Seibo Japan:

• Registered Japanese NPO
• Aim: To Fundraise for Malawi
• Staffing & Admin costs sponsored 

by a UK company (www.mobell.com)

• 100% of donations sent to Malawi
• Raise funds using traditional 

methods and by means of a 
non-profit coffee subscription site 
(www.charity-coffee.jp/)
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Seibo Malawi:

• Registered Malawian Trust
• Aim: To Provide School Meals
• 7 x Full-time Local Staff 
• Assisted by 400+ Local Volunteers
• Signed MoU with Malawi 

Department of Education for Primary 
School Feeding

• Built kitchens and provided rocket 
stoves for nursery schools in return 
for 10% space allocation for most 
vulnerable children

http://www.mobell.com
https://www.charity-coffee.jp/
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What We Do
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A Quick Summary

• 学校給食の対象者（小学生・園児含め）：15,000人以上

• 一年間の平均給食の数：3,000,000以上の給食分

• 一食分の平均コスト：15円

• これまでの寄付額（特別プロジェクト含め）
2016年：¥12.685.250
2017年：¥15.687.226
2018年：¥17.016.804
2019年：¥17.301.181
2020年：$226,125 (日本からドルで送金に）およそ：¥23,000,000
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  活動拠点

小学校に関して：

マラウイ北部ムジンバ近
辺にある12カ所の小学校
と提携

幼稚園に関して：

マラウイ南部チロモニ近
辺にある38カ所の幼稚園
と提携
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Our Daily Work

• 日本での寄付額は、全てマラウイでの給食購入へ

• せいぼのボランティアは、パーラーを小学校、幼稚園で提供

• せいぼスタッフは、子どもたちの衛生、栄養管理を定期的に実施。特に貧しい子ども達を、
Seibo Kids Programmeに加入してもらい、最貧困の家庭を援助している
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Our Daily Work

• Donations from Japan go towards purchasing 
food for school feeding

• Seibo Volunteers prepare ‘phala’ at nurseries & 
primary school partners

• Seibo Staff carry out regular nutrition assessments, 
ensure hygiene standards are maintained and 
allocate most vulnerable children in the 
community to free nursery places- the Seibo Kids 
Programme.
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       COVID-19 Pandemic Response
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   COVID-19 Pandemic Response

  2020年3月23日、全ての学校の閉鎖

• 学校に訪問ができなくなったため、家庭訪問による食事支援を、
特に援助が必要な家庭に実施。食事と衛生管理用品のパックを
提供。

• 教育省による判断で、早急に小学校に対して、給食の支援パック
を配分することが決定される。
（詳しくは、こちらも）

https://www.seibojapan.or.jp/seibo-malawi-news-03-04-2020/?la=jp
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   COVID-19 Pandemic Response

  All Schools closed in Malawi on March 23rd, 2020

• In response we implemented home-feeding for the 
most vulnerable nursery-age children and began 
distributing food parcels & soap/disinfectant bar. 

• Immediately made plans with Malawi’s Department of 
Education to distribute food parcels to families of 
primary school children
Click HERE for more details

https://www.seibojapan.or.jp/seibo-malawi-news-03-04-2020/?la=jp
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       COVID-19 Pandemic Response
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   COVID-19 Pandemic Response

緊急支援パック提供のための呼びかけの開始 

• 2020年5月、せいぼはウイルスの被害に苦しむ人々のために、
緊急支援パックの提供を決めました。

以下のものが、パックには含まれます。

(15 kgsのメイズ粉, 10 kgsのリクニパーラー, 10パックのソヤ豆, 
500gmsの塩, 4 kgsの豆, 2ℓの調理油, 5本の石鹸, 1本のワセリ
ン, 2つの水の衛生状態を保ためのキット)
（詳細は、こちらからも）

https://www.seibojapan.or.jp/malawi-emergency-food-pack-appeal/?la=jp
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   COVID-19 Pandemic Response

Began Appeal to Provide Emergency Food Packs 

• In May a decision was made to provide emergency 
food packs for all nursery children. Emergency packs to 
include: 15 kgs maize flour, 10 kgs Likuni Phala, 10 packs 
of soya, 500gms of salt, 4 kgs of beans, 2 litres of 
cooking oil, 5 bars of soap, 1 bottle of vaseline, 2 x 
Waterguard (to make water safe)
Click HERE for more details

https://www.seibojapan.or.jp/malawi-emergency-food-pack-appeal/?la=jp
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       COVID-19 Pandemic Response
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   COVID-19 Pandemic Response

13,000人以上の子供たちに、食事提供

• 2020年6月、北部で支援校として登録がされている小学校12校
にて、13,000人以上の子供たちに5kgの食事を提供。

• さらに、南部の貧しい家庭に対して、CBCC（地域の子どもセン
ター）にて、週に7日間、朝食の提供を実施。
（詳細は、こちらからも）

https://www.seibojapan.or.jp/emergency-food-pack-2020/?la=jp
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   COVID-19 Pandemic Response

Food Distribution to 13,000+ Primary Children

• In June we distributed 5kg food parcels to 13,000+ 
registered primary school student in 12 x Primary schools 
in Northern Malawi with the assistance of the Malawi 
Red Cross. 

• We also began serving a breakfast meal 7 days a week 
at rural community nurseries in Southern Malawi
Click HERE for more details

https://www.seibojapan.or.jp/emergency-food-pack-2020/?la=jp
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       COVID-19 Pandemic Response
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   COVID-19 Pandemic Response

コロナウイルスの影響による現状：6ヵ月の学校閉鎖

• 2020年9月、現地からコロナウイルスの政府の対策下にて、影響
を受けた家庭の状況について、レポートがありました。6か月間の
学校閉鎖の結果、給食もなく、1日1食しか摂れない家庭が多く存
在していることが分かりました。
（詳しくは、こちらもご覧ください。）

https://www.seibojapan.or.jp/lockdown-stories-from-malawi/?la=jp
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   COVID-19 Pandemic Response

Situation Report: Schools Closed 6 Months

• By September with schools having been closed for 6 
months we were receiving stories of how lives have 
been affected by COVID-19 containment measures. In 
many cases families were only eating 1 meal a day. A 
decision was made to continue providing emergency 
food to vulnerable families.
Click HERE for more details

https://www.seibojapan.or.jp/lockdown-stories-from-malawi/?la=jp
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       COVID-19 Pandemic Response
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   COVID-19 Pandemic Response

小学校の部分再開の実施

• 2020年9月12日より、小学校が部分的に再開しました。しかし、
校内での給食提供は今だ実施の目途が立ちません。 したがっ
て、せいぼは緊急支援パックを、引き続き提供することに決めま
した。6日間で、68,000kgの支援パックを提供しました。その中の
1,815 kgは、地域の病院の小児病棟に提供されました。
（詳しくは、こちらもご覧ください）

https://www.seibojapan.or.jp/seibo-malawi-news-09-10-2020/?la=en
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   COVID-19 Pandemic Response

Primary Schools Reopen on Trial Basis

• Starting from the 12th of September primary schools 
across Malawi reopen but school feeding is under 
review and therefore no meals are being served. Seibo 
continue to distribute food parcels. Over 6 days in 
Northern Malawi we distributed almost 68,000 kgs of 
food- of which 1,815 kgs donated to the children’s ward 
of a local hospital. 
Click HERE for more details

https://www.seibojapan.or.jp/seibo-malawi-news-09-10-2020/?la=en
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       COVID-19 Pandemic Response
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   COVID-19 Pandemic Response

ウイルス対策下では、子どもたちが最も被害を受けました

• CBCCは再開しましたが、現在はウイルス対策の影響などで、給
食の提供はなくなってしまいました。多くの家族が、給食提供のな
いCBCCに子どもを送り出さなくてはいけない状態になったた
め、せいぼは現在も、最も貧しい家庭に対して、再び緊急支援
パック提供しています。
（詳しくは、こちらもご覧ください）

https://www.seibojapan.or.jp/lockdown-stories-from-malawi-2/?la=jp
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   COVID-19 Pandemic Response

Children will be biggest victims of COVID measures

• In November rural nurseries (CBCCs) reopen but without 
school feeding for now due to COVID containment 
measures. More and more families sending children to 
school without food where no meal is being served. 
Seibo continue providing emergency food packs to the 
most vulnerable families.
Click HERE for more details

https://www.seibojapan.or.jp/lockdown-stories-from-malawi-2/?la=jp
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Thank You


