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2021 in Malawi
By the time 2021 arrived, schools in
Malawi had already been closed for 9
months and pandemic restrictions
were affecting the lives of the poorest
families, many of whom were existing
on a single meal a day.
Malawi's first lockdown began in March 2020,
and with schools closed Seibo began
distributing emergency take-home rations to
all students registered at our partner schools
& nurseries. By 2021 our team in Malawi were
also visiting the homes of poorest families to
directly provide food aid and necessary
hygiene products.
In early 2021 there was no indication of when
restrictions would be lifted. In addition to
distributing take-home rations to over
15,000 children, we reached out to
impoverished families whose children
attended rural nurseries (known as CBCCs).
Located in hard to access locations and far
from any marketplaces, these communities
relied on local volunteers to provide nursery
education. When nurseries finally opened in
February, many were unable to cope with
high enrolment figures or were unable to
source volunteers, many of whom had since
moved on. In most cases, the nursery
buildings themselves were in a shocking
state of repair having been left idle for a year.
Thanks to a successful fundraising campaign
in Japan, we launched a childcare training
course for 18 unpaid volunteers at 7 x rural
nurseries to boost morale and to improve
the quality of childcare.
In May 2021 there was much celebration
when we heard informally through from our
primary school partners that feeding would
resume once more!

Our hopes for a resumption of school feeding
were soon dashed, however. In the absence of
any formal notification from relevant
Government ministries, and with lives at stake,
the decision was made to stop the school
meals on-site after 2 weeks and revert to
providing take-home rations to support over
15,000 children. We are particularly indebted
to the UK-registered charity, Krizevac Project,
who donated USD50,000 for additional food
expenses incurred during this period. June
brought further good news when 2 partner
nurseries in an impoverished community reopened for business, allowing us to allocate
more free nursery places to the community's
most vulnerable children on the Seibo Kids
programme (funded by donors in Japan) which
by the end of 2021 supported 198 nursery kids.
In September a new school semester began,
but school feeding was still not permitted. Of
the 62,000 kgs of food we distributed in
September, most went to support take-home
rations for students. 1,880 kgs of food was also
given to the children's ward of the local
hospital in Mzimba who were struggling to
provide a breakfast meal for patients.
In early October, we shared the story of
Makapwa- an isolated farming community with
a nursery school they rebuilt each year. We
decided to ask our donors to assist in
providing a more permanent solution, and by
the end of the month, had already dug the
foundations in addition to funding 150 bags of
cement and 6,000 blocks!
As the year came to a close we were grateful
to be in a position to send USD 104,000 to
Seibo Malawi to cover school feeding for an
estimated 16,500 children to receive a meal in
school when, as expected, feeding resumes in
2022.

Krizevac Project

Warm Hearts Coffee Club

Mobell Virtual Internship Course

Tablecross Inc.

2021 in Numbers
Donation Source

$217,535
+

$50,898
In 2020 Seibo Japan sent $217,461 of donations to fund school meals in Malawi. In 2021, with
additional costs for take-home rations and an increasing number of children enrolling in
nursery schools, the sum total of donations from Seibo Japan's donors in Japan and the
direct support of the UK-based Krizevac Project came to $268,433. With increasing fuel &
food costs in Malawi, and an expected increase in enrolment figures to 17,000 learners at
Seibo partner schools for 2022, we will once again be reliant on the kindness of our donors
around the world to provide a hot meal at school for the children of Malawi.

Total Donations Sent to Malawi

$268,433

All above donations were sent to Seibo Malawi, a registered trust in Malawi,
headquartered in the township of Chilomoni on the outskirts of Blantyre, Malawi.

Seibo Malawi
Seibo Malawi began school feeding in
2015 in response to rising cases of
malnutrition in the community of
Chilomoni in Southern Malawi,
following severe flooding that
destroyed crops and obliterated
villages. Registered as a trust in
Malawi since 2016, Seibo Malawi
exists to help children in the poorest
communities of Malawi realise their
full potential in life by providing a lifegiving hot meal at school.

' THE DI FFERENCE BETWEEN A CHI LD HOLDI NG AN
EMPTY OR FULL CUP OF FOOD CAN DETERMI NE
WHI CH DI RECTI ON OUR WORLD WI LL TRAVEL'
With all schools in Malawi closed since
March 2020, our team alternated
between school feeding (when
permitted) and distribution of food
packs throughout 2021. Providing food
packs helped reduce the burden on
poorer families many of whom lost
work due to the pandemic restrictions.
As many families struggled to put a
meal on the table, even once a day, the
work carried out by Seibo Malawi was
more vital than ever before.

2021 in Japan

Learn more about how Seibo Japan raise donations in Japan to fund vital school meals in Malawi
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In 2021, thanks to the kindness of Seibo
donors & supporters in Japan, we raised
just over 1 million yen in donations- the
equivalent of approximately 70,000
school meals. We also added the option
to accept donations in foreign currencies,
making it even easier for overseas
supporters to join our movement.
www.seibojapan.or.jp

Seibo's first offline Malawi coffee event
began way back in December 2020 with
students from the Salesian Gakuin High
School (Yokohama) who hosted a
Christmas FairTrade event. In 2021 they
held 5 more events and through their
efforts & PR activities we held similar
events in 2021 with high schools in Tokyo,
Shizuoka, Miyazaki & Nagano, in so doing
raising valuable funding for Malawi while
the students received a 'Spirit of
Community' award for their hard work!
www.charity-coffee.jp

Seibo Japan Supporters
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Corporate Coffee Donors
2021 saw an upsurge in coffee orders
from Japanese businesses seeking an
'ethical' coffee option. Examples include IT
company 'Blue Yonder' who chose our
coffee as a summer gift (O-chugen) for
their employees, and the transport
company 'Fukuzawa Unyu' who similarly
chose our coffee as a gift for their clients.
We also saw an increase in orders from
coffee shops as far away as Okinawa &
Kyushu who wished to demonstrate their
social commitment by sourcing truly
good coffee.

Japanese High School Events
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Japanese Student Interns
Seibo benefitted from a growing interest
among Japanese youth in online learning
(and a desire to give something back),
receiving course fees paid to Mobell by
Japanese high school & university
students interested in learning more
about Charity & Social Enterprise from
people actually working in Charity &
Social Enterprise in Malawi, the UK, Poland
& Japan through the Mobell Virtual
Internship Course.
www.mobell.com/course

Charity Coffee
100% Donation Model

Malawi is known as the 'Warm Heart of
Africa' due to the warm nature of its people.
The Warm Hearts Coffee Club started in
2017 so people in Japan could experience
Malawi for themselves by tasting its most
famous export - Malawian coffee!
Our Mission is to provide organically grown,
fairly traded coffee from Malawi and to
inspire a culture of giving in Japan by
donating the entire proceeds of coffee sales
to fund school meals in Malawi.

Charity Coffee in 2021
Online sales of Malawian coffee from the
Warm Hearts website www.charity-coffee.jp
funded 200,000 school meals in Malawi in
2021.
An additional 120,000 school meals were
funded from offline events & direct
corporate sales enabling Warm Hearts
charity coffee to fund a whopping 328,000
school meals for Malawi in 2021 - now that's
good coffee!
By supporting local coffee farmers in Malawi
and using the proceeds of coffee sales to
provide school meals we believe that
together we can break the cycle of poverty.
To order your coffee with free delivery in
Japan simply go to: charity-coffee.jp

How is it possible to commit 100% of
all coffee sales to charity? The
answer lies with our corporate donor
Mobell who cover running costs to
ensure Seibo Japan receive 100% of
all proceeds as a donation.

Corporate Donors in Japan
Ataka Trading Co. Ltd: a specialty
coffee importer based in Tokyo
Live Coffee: a Tokyo-based specialty
coffee roasting company

Christmas Campaign
In November 2021 we released a
limited batch of snow-seasoned
coffee called 'African Snow Coffee'.
Coffee beans from Malawi were
stored in traditional snow
warehouses (known as 'Yuki-muro')
in Japan's Yamagata prefecture
prior to roasting. The cool storage
conditions alter the profile of coffee
making for a unique Malawi-Japan
collaboration Christmas gift!

Charity
Coffee
Customer Focus: Ehon Cafe
Based in Okinawa, the 'Ehon' or 'Picture Book'
Cafe opened its doors in response to the COVID
pandemic. The cafe offers a space for parents to
bring their children to learn about food and other
topics through a range of storybooks donated by
people from all over Japan.
The cafe owners, a mom and her 9-year old
daughter, wanted to 'give something back'.
Having discovered Warm Hearts Coffee, they
now place a regular order of Malawian coffee
from which 100% of proceeds are used to
support school feeding in Malawi.
www.ehoncafe-en.com

Charity Course
The Mobell Group is a family of brands & charities, dedicated to providing travelers with connection
solutions that keep them in touch with home, and investing the proceeds into ensuring that disadvantaged
children are fed, and turning underdeveloped communities into hotbeds of opportunity.
In partnership with the St. John Paul II Leadership & IT Institute in Malawi, Mobell offer an online 'internship'
course for Japanese high school & university students interested in learning about Charity & Social
Enterprise from professionals in these areas. In addition to improving their spoken & presentation skills in
English, interns will also learn valuable life skills and have an opportunity to present their solutions to some
of the many issues facing our world. The Mobell Course has a clear Social Mission and all profits raised
through course fees are used to support jobs and school meals in Malawi.
www.mobell.com/course

Instructor Focus: Eunice Kumwenda
Eunice works at the St. John Paul II
Leadership & IT Institute in Malawi. She
delivers online lessons in Leadership &
Community Development to Japanese youth
registered on the Mobell Course. For a short
introduction to the Mobell Course by Eunice
simply scan your smartphone camera on the
below QR Code!

Intern Focus: University Student
"I was surprised at how much I learned about
charity and the behind the scenes of such an
organization. The internship taught me a lot
about different cultures and how to work
together with others from different
backgrounds. It also helped me to learn
many of the organizational and practical
skills that have been so necessary in not only
my work life, but my personal life as well! I
feel like it was truly a life changing
experience and have recommended the
experience to just about everyone I know!"

Meet Our Team
Staff Focus: Talitha Nyenyezi
Talitha works at the Seibo Malawi office in
Chilomoni as Seibo's Programme Supervisor.
Talitha joined Seibo in 2016 as a volunteer
and officially joined our team in 2017. After a
challenging year during which schools were
mainly closed, it is hard to define Talitha's
typical day. Aside from being responsible for
feeding 15,000 children daily, Talitha is also
involved in budget planning, grant application
writing, staff training & data collection from
partner schools and lots, lots more!

Team Focus: Seibo Malawi
From the left: Herbert Khonje, Mwai
Lemani, Tapiwa Mwafulirwa, Priscilla
Nkhoma Nhlane & Talitha! Of course
Seibo Malawi also consists of hundreds
of Seibo Volunteers who wake early
each and every school day, oftentimes
collecting firewood on the way to
school. We couldn't feature them in this
report but we take this opportunity to
thank them and to acknowledge their
hugely important contribution!

A Message to Seibo Supporters from Seibo Malawi
You support great work that changes the lives of children every day, and even trickles down to
families. Your help is laying down the right foundations for a Malawian child: Health, Nutrition &
Education. We will forever be grateful and may God bless you abundantly with good health and
prosperity. Thank you!

Talitha's 2021
In addition to a pandemic in 2021 the
economic situation in Malawi also
deteriorated resulting in spikes in the
prices of fuel, food, rent and basic
commodities. We ask Talitha Nyenyezi,
Seibo's Programme Supervisor, to share
the key challenges & highlights for
Seibo in Malawi in the year gone by.
Challenges
Malawi's Economy
The most vulnerable families are those with
small children. These families were seriously
affected by price rises in food, fuel and even
rent. We saw many families relocate from
urban areas to their home villages as a result.
Many lost their jobs as small businesses shut
their doors due to pandemic restrictions.
Parents of small children even came to us
seeking loans to restart their businesses or
seeking jobs just to make ends meet.
Seibo Kids Programme
More parents of small children applied for
free nursery places on the Seibo Kids
Programme in 2021. Even successful
applicants whose children can now attend a
nursery with a daily meal until they graduate
are concerned about whether their child will
be able to afford primary school in the
future.
Partner Nurseries
With parents struggling to pay nursery fees
at largely urban nursery schools, our partner
nurseries are also struggling to pay their staff
and are regularly seeking financial assistance.
This concerns us, as without private
nurseries offering childcare, there is no
school to attend for the under-5's, the most
vulnerable age group in Malawi.

Highlights
Take-Home Rations
Our team took great joy in being able to feed
every child in our care despite having to
transition to a more expensive and new model
of food distribution. When schools initially
closed we were not sure if we would manage. In
the end we not only provided food assistance
to over 15,000 Seibo learners but were also
able to provide food aid to Mzimba District
Hospital, the Mzimba Red Cross and Kurya
Ndiko Uku's nursery school.
Building Makapwa Nursery
Providing the children who live in the village of
Kajawo with a new nursery building is a definite
highlight. Although still under construction as
we enter the new year, to be able to bring hope
to an isolated community who have long
suffered with a temporary nursery that needed
rebuilding each year was truly inspirational.
Nursery Caregiver Training
Our partner nurseries & CBCC's only resumed
school feeding in June. Many community
volunteers had long since moved on and
nurseries needed help retaining vital voluntary
staff. Caregiver training funded by Seibo Japan
and the implementation of a competition with
prizes helped a lot and motivated many
caregivers to stay and help which was a relief.
Our Jobs
Keeping our jobs during the pandemic was a
blessing for our team. Many in Malawi have not
been so fortunate and for that we remain
thankful. To our supporters in Japan and
elsewhere in the world we once again wish to
use this opportunity to thank you for assisting
our work and changing the lives of children in
Malawi. May God bless you!

Meet Our Team
Staff Focus: Makoto Yamada
Makoto works at the Mobell Office in Tokyo
as a fundraiser for Seibo Japan. Makoto is the
most famous member of our team having
featured in a popular blogger's YouTube
series two years ago. A typical day in
Makoto's life might involve promoting charity
sim cards to expat communities in Japan,
organising Malawian coffee events at
Japanese high schools or teaching Social
Enterprise online to Japanese interns. On the
next page we feature his personal reflections
on the year gone by.

Makoto's 2021
What were your biggest challenges in
the last year as fundraiser for Seibo?

What message do you have for young
people in Japan who want to help Seibo?

The biggest challenge for NPO Seibo in 2021,
as in previous years, is how we raise
donations in Japan. Even though we grew our
charity coffee business significantly and
were thankfully able to send more funding to
Malawi than ever, our slow-growing donation
base is also slowing down our potential to
reach the more trusted 'Certified NPO' status
we wish to achieve.

I would encourage Japanese young people to
be more idealistic. To believe they can make a
difference in our world. And if they don't fully
understand what role they can play I would
also encourage them to consider joining the
Mobell Course which is a useful platform from
which they can attain the tools for making
those changes by learning from people actively
working in the areas of Charity, Social
Enterprise, Community Development and
Leadership.

Can you share some of the highlights of
the past year with Seibo supporters?
The success of our charity coffee
subscription site (www.charity-coffee.jp)
was the main highlight of 2021. Aside from a
huge increase in regular coffee subscribers in
Japan who purchased Malawian coffee
online, we also developed important
relationships with Japanese high school
partners. Many of Seibo's high school
partners were already delivering lessons on
social issues such as poverty and
immigration, and as young Japanese are very
socially conscious and creative, it was a joy
to work with them (organising charity coffee
sales) to help them attain their own goals
while at the same time raising valuable funds
for Seibo's work in Malawi. In addition, the
Mobell Course provided an opportunity for
Japanese youth to learn about social issues
(and improve their English) from professional
instructors in Malawi. Despite being an online
course, many of the interns, upon completion
of the course further volunteered to assist
Seibo - an unexpected bonus in addition to
the course fees which were donated by
Mobell to Seibo to support school feeding in
Malawi.

Can you share your own hopes for 2022
and the future of Seibo?
I hope that life returns to normal where
possible, and Japan once again welcomes
many foreign tourists and workers, who will
hopefully support Seibo by purchasing a sim
card from Mobell as this has been a great
source of support in the past. I also hope that,
with the help of an increasing number of
volunteers in Japan (thanks to the Mobell
Course), that Seibo can improve its ability to
raise donations in Japan as in 2022 we
anticipate even more children in Malawi will
rely on a Seibo-supported school meal when
schools reopen in January. Finally, I hope that
more and more Japanese schools and
universities will not only teach Charity but also
put Charity into action through fundraising
efforts or through a partnership with Seibo,
that might involve raising funds through sales
of Malawian coffee or collaborating online with
one of the Mobell Course instructors in Malawi.
I want to say thank you to everyone who
supported Seibo in 2021 - it meant a lot
personally and changed the lives of many.
Thank you.

Supporter Focus: Take a Bow!
Seibo quietly marked the 5-year mark in February
of 2021. We owe our very existence to those who
have supported us and now it is our turn to thank
YOU: our donors, our supporters, our coffee
customers, our sim users, our interns, our friends.
We are both humbled and grateful to be in a
position to help change the lives of children in one
of the poorest countries in the world, and we want
you to know how big a part you have played in
making all of this possible. As we turn 6 in 2022 we
look forward to a bright future: a future that helps
poor children everywhere in our world realise their
full potential in life.
www.seibojapan.or.jp

2021

活動レポート
法人せいぼ

NPO

年 : 感謝の言葉

2021

日本でのご支援を始め、支援企業であるMobell、
Hanacell、株式会社Table Cross、Warm Hearts
Coffee Clubの皆様、ご支援誠にありがとうござい
ます。
そして、現地のせいぼマラウイのリーダーTalitha
さんを始め、Beehive職業訓練センターの皆さん、
給食提供ボランティアの皆さんにも感謝を申し上げ
ます。また、マラウイ教育省、Malawi Red Cross
の皆様も、実際の食事の提供面で、大変お世話にな
りました。
本レポートは、日本のNPOであるNPO法人せいぼ
によってまとめられています。今後も、マラウイ、
そして世界中のお腹を空かせている子どもたちのた
めに、活動を続けていきます。

法人せいぼ
〒112-0004
東京都文京区後楽2－23－7
宮田ビル4階B室
NPO

www.seibojapan.or.jp
info@seibojapan.or.jp

マラウイの2021年
年までに、マラウイの幼稚園、小が甲は
既に か月も閉鎖状態が続いていました。コロ
ナウイルスに伴う生活規制が、貧しい家庭に
は大きな負担になりました。
マラウイの最初緊急事態宣言は、2020年3月
以降から始まり、せいぼスタッフは家庭への
食事の配分へと方針を切り替えました。2021
年には、スタッフは直接家庭訪問をした際、
衛生管理用品、食事などの生活必需品を、特
に貧しい方々に配ることとなりました。
2021年はいつ学校が再開するかの目途が全く
立たない状態での活動となり、その中でも支
援対象となっている保育園、CBCCに通う
15,000人以上の子供たちの対して食事の提供
を行いました。その中には、山間部に位置
し、保育園では地元のボランティアが主体と
なっているような共同体もありました。彼ら
の多くはコロナの影響で生活が安定せず、引
っ越してしまい、人手が少なくなっていま
す。そのため、何年も建物の崩壊がそのまま
になっていることもあります。
そんな中、皆様のご支援によって、山間部の
共同体も含めて多くの人々が復興に向けて動
いています。18人のボランティアが保育士の養
成を受け、7校の学校が落ち込んでいた共同体
の雰囲気を持ち直すことに繋がりました。
2021年5月には、学校給食が通常に戻ること
も、視野に入っていました。
2021
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しかし、こうした私たちの望みは、残念ながら
すぐにはかないませんでした。政府は学校給食
を再度中断するように呼び掛け、2週間の猶予が
あった後、私たちも約15,000人の子供たちに倒
しての支援を中断しました。
この時期、英国のKrizevacというチャリティか
ら、5万ドルの支援をもらい、追加の食事の支援
を受けることになりました。6月には一方で、良
い知らせもあり、2校の学校が運営を再開しまし
た。その結果、せいぼの支援プログラムである
Seibo Kidsの該当者も、その保育園の場所を借り
て保育することができました。Seibo Kids制度
は、現地の特に貧しい家庭の子供たちを奨学金
制度で支援するもので、日本からの寄付額によ
って支えられています。この制度の該当の子供
たちが、現在1,000人となっており、多くの子供
たちを受け入れることができています。
9月までには、新学期も始まり、62,000キロの
給食が小学校の生徒に配られ、1,880キロが北部
ムジンバの地区病院に配布されました。
10月には、南部のMakapwa保育園が山間部にい
ながら建築作業を進め、150袋のセメント、
6,000のブロックを使って、教室の建設を進めて
います。皆さんのご支援で、共同体全体が成長
しています。
2021年の終わりには、10万4千ドルを現地に送金
する予定で、2022年の約16,500人の子供たちに
対する支援に充てることになります。2022年に
は、通常の学校給食が再開し、学校で食事を調
理し、子供たちに対して朝食を調節提供できる
ようになる予定です。
来年に向けて、こうした希望が持てることは、
とても嬉しい限りです。皆さんのご支援を頂
き、誠にありがとうございます！

Krizevac Project

Mobell

オンライン留学コース

Warm Hearts Coffee Club

株式会社テーブルクロス

年の寄付

2021
寄付の内訳

$217,535
+

$50,898

年、NPO法人せいぼは21万7,461 ドルをマラウイの学校給食費として送金しました。2021年
は、家庭への訪問による経費の増加、支援学校の登録数の向上もあり、26万8433ドルを送金す
ることになりました。. 2022年の予測としては、登録している学校に通う子供たちは17,000人に
なるだろうと考えています。皆さんのおかげで、困難の中でも現地の活動は着実に進んでいま
す。これからも、どうぞよろしくお願いします！
2020

マラウイへの送金額の合計

$268,433

全額はせいぼマラウイに送られています。該当団体は、マラウイの南部ブランタイアにあり、
チロモニ地区に属しています。

Seibo Malawi
せいぼマラウイは、2015年以降、貧し
く栄養失調苦しんでいる子どもたちを
支援するために始まり、支援の行き届
きずらい山間部の家庭、学校を含めて
活動を展開しています。2016年以降、
マラウイの団体として正式に登録さ
れ、現地で活動をしています。日本の
NPO法人せいぼのパートナーとして、
運営されています。

「子供たちが空のカップを持っているのか、もしくはいっ
ぱいに満たされたものを持っているのかは、世界がどう変
わるかに関係しています。」
コロナウイリスの影響で、2020年以降
学校が閉鎖になり、せいぼマラウイの
スタッフは家庭に訪問して食事を配分
しました。そのことによって、職業を
失ってしまった家庭や、1日に1食しか
摂れない状態の家庭に対して、大きな
支援に繋がりました。
2020年～2021年は、特にせいぼマラ
ウイの活動は大きな力として、現地で
活躍することができました。日本を含
め、ご支援を頂ける人々のおかげで
す。

年の日本

2021

日本がどれだけマラウイのために大きな役割を果たすことができたかについて、
具体的な活動を通してお知らせをいたします。

1

日本のせいぼのサポーター

年において、私たちは約1千万の寄付を
頂きました。現地の給食分で、7万食分の
給食になります。現在、ウェブサイトでは
寄付を外貨でも受け付けられるようになっ
ています。実際に、2021年は海外の方から
の寄付もありました。
皆さんの温かいご支援を頂き、本当にあり
がとうございます。

2

高校でのイベント

www.seibojapan.or.jp

年 月、神奈川県の私立高校であるサ
レジオ学院様が、フェアトレードコーヒー
企画としてマラウイコーヒーの販売を実施
してくださいました。その後、2021年現在
は、宮崎、長野、静岡、東京にて、多くの
学校が事前学習も含め、コーヒーの販売に
よる支援活動に共感し、販売を頂いていま
す。こうした形で、高校生と繋がること
で、マラウイの声を届けられることに、と
ても感謝しています。

3

4

年、私たちは多くの企業様から、寄付
コーヒーのご利用を頂きました。IT企業で
ある東京都のBlue Yonder Japan様や、奈
良の運送会社である福住運輸倉庫株式会社s
様などにお世話になりました。また、全国
のカフェやショップの皆様にも、チャリテ
ィに共感頂いた上で、ご提携を頂きまし
た。
こうした活動を通じて、日本が社会貢献に
向けて大きく変わってきていることも実感
しています。

せいぼは、日本の学生たちとの繋がりも多
く持っています。支援企業の英国通信事業
者のMobellでは、社会的企業としてチャリ
ティ、ソーシャルビジネスを扱ったオンラ
インコースを実施しており、オンラインで
の学習が増えた中で、多くの学生、社会人
の方と出会い、一緒にソーシャルビジネス
のアイデアを出し合い、活動を広げてきま
した。以下からそのコースの情報も、見て
頂けます。

2021

企業によるコーヒー寄付
2021

2020 12

日本の学生たちとの繋がり

www.mobell.com/course

Charity Coffee
寄付のモデル

100%

マラウイは、「アフリカの温かい心」(Warm
Hearts of Africa)として知らせています。現
地ではスペシャリティコーヒーが収穫されて
おり、私たちはマラウイコーヒーを学校給食
に繋げています。
私たちは、現地のフェアトレード認証を受け
た、無農薬栽培のコーヒーを通して、マラウ
イの子供たちの給食支援に繋げることを目的
にして、活動しています。

年の活動

2021

年は、約20万食分に当たる寄付を、コー
ヒーの販売を通して頂きました。
2021

www.charity-coffee.jp

さらに12万食分の寄付が、オフラインのイベ
ントやコーヒーの直販売、代理販売経由で頂
いており、合計で328,000食の寄付となって
います。
私たちは、コーヒーを通じて現地の農園のフ
ェアトレードコーヒーの推進、そして学校給
食支援への還元を進めています。以下のウェ
ブサイトから、ご注文が可能です。
charity-coffee.jp

支援企業のMobellが、運営の資金を賄
っており、そのことによって売り上げ
による寄付は全てマラウイに送ること
ができています。

日本における支援企業

アタカ通商は、東京に本社を置く通商会社
です。
ライブコーヒーは、焙煎において協力を頂
いている東京の会社です。

クリスマスキャンペーン

年 月、山形県の雪室に貯蔵し、
アルデヒド酸などの雑味が取れた状態
の爽やかなコーヒーの取り扱いを開始
しました。マラウイの豆が山形県で貯
蔵され、東京で焙煎された上で、マラ
ウイの寄付に繋がるというユニークな
商品を取り扱っています。
こうした取り組みで、今後も日本で活
動を続けていきます。
2021 11

Charity
Coffee
コーヒーの寄付者：絵本カフェ

絵本カフェは、沖縄にあるカフェで、親御さんが子
供を連れてきて、カフェ内にある寄付で提供された
本を読み、食べ物を中心とした様々な分野について
読書ができる場所です。
カフェのオーナーのお母さんと9歳の女の子は、コー
ヒーを通じた社会貢献に関心を示して下さり、マラ
ウイコーヒーを定期購買して下さっています。
www.ehoncafe-en.com

Mobell

オンラインコース

は、マラウイで職業訓練センターを通して、若い人々に仕事を与え、事業を展開しています。それと同時
に、子供たちに対して食事の提供、保育園の運営などを実施し、マラウイの未来を創るために活動をしていま
す。Mobellは、同時に高校生、大学生などを中心に、独自のチャリティの側面を利用し、オンラインコースを提
供しています。参加者は、英語で話す機会を英国スタッフ、ポーランドなどスタッフとだけではなく、マラウイ
のスタッフとも持つことができます。マラウイのスタッフは現地のIT ＆ Leadership学校のJohn Paul Ⅱからの
派遣になっています。コースの費用が、全額現地の雇用や学校給食に繋がるコースです。
Mobell

www.mobell.com/course

コース講師: Eunice Kumwenda
は、St. John Paul II Leadership & IT
で働いています。彼女は、オンライ
ンでコースのレッスンを担当しており、リ
ーダーシップや社会課題などについても扱
っています。以下のQRコードから、実際の
彼女の動画を見て頂けます！
Eunice
Institute

大学生の参加者

チャリティの運営の背景に、多くの働きが
隠されていることに、とても驚きました。
また、このコースで様々な国籍の方にお会
いでき、どのようにそうした人々と協働す
ていけばいいかについても、考えることが
できました。ソーシャルビジネスについて
の概念だけではなく、具体的で実践的なス
キルも身に着けることができ、今後の生活
で活用ができそうです。コースで得た経験
を、他の人にも伝えていきたいです。"
"

私たちのスタッフ

Staff Focus: Talitha Nyenyezi

さんは、せいぼマラウイのディレクター
です。彼女は2016年にせいぼにボランティアと
して入った後、2017年に正式に社員となりまし
た。2020年以降のコロナの影響で、通常の業務
に加え、既に抱えている15,000人以上の子供た
ちの家庭訪問やデータの収集などの支援があり、
とても忙しい日々を送っています。彼女は、せい
ぼになくてはならない存在です。
Talitha

Team Focus: Seibo Malawi

左から順にHerbert Khonje, Mwai Lemani,
Tapiwa Mwafulirwa, Priscilla Nkhoma
Nhlane 、そしてTalithaさんがいます。そ
れ以外に、学校には100人以上のボランテ
ィアスタッフがいます。彼らは薪を拾った
り、調理を手伝ったりなどの仕事を担当し
てくれています。私たちは普段、彼らの仕
事を見ることはできませんが、彼らの存在
によって、現地の給食支援は実施されてい
ます。

せいぼマラウイのスタッフからの日本へのメッセージ

皆さんの支援によって、現地の子供たちの栄養状態、教育体制が整っています。そのことによって、マラ
ウイ全体の将来を支えることにもなります。皆さんが支援して下さっている学校給食は、大きな力を持っ
ているのです。これからも、どうぞよろしくお願いします！

Talitha's 2021
年～2021年において、通常のせいぼ
の業務の困難に加え、物価の向上により、
ガソリン代、食事代を始め、多くの経済的
な課題がありました。Talithaさんにインタ
ビューをし、現在において現地で特に大き
な困難はどんなことなのかについて、お話
をもらうことができました。
課題について
2020

今年の注目点

家庭への持ち帰り型給食提供
輸送コストはかかってしまいますが、学校が閉
まっている最中でも、家庭に食事を届けること
による給食提供が続けられたことは、とても良
い点であったと考えられます。通常の15,000人
の子供たちに対する学校給食提供に加え、北部
ではムジン場地区病院に対する食事の配分、
Malawi Redcrossへの提供、さらには北部の保育
園であるKurya Ndiko Ukuにも食事が提供できま
マラウイの経済
した。
コロナの中で最も困難を抱えたのは、山間部
の貧しい家族で、家賃など全てが値上がりし Makaowa保育園
てしまい、通常の生活ができない状態が続き Kajawo村のMakapwa保育園は、建設中ではあり
ました。都市部に住んでいる家庭も、住まい ますが、2022年に向けてよいスタートを切って
を追われてしまい、山間部に引っ越してしま います。共同体全体で協力し合い、山間部で孤
っています。多くの家庭が仕事を失ってお
立した状態であっても、徐々に復興が進んでい
り、その結果小さな現金収入になる仕事を求 ます。
めていて、わずかな収入で家賃などの支払い
をしています。
保育士のトレーニング
せいぼのパートナーとなっているCBCCは、6月
Seibo Kidsプログラム
より運営を開始し始めましたが、保育士が十分
多くの家庭が、せいぼの奨学金制度である
なモチベーションがありませんでした。しか
Seibo Kids制度に申し込んでおり、選出された
し、せいぼの協力でインセンティブを与えなが
家庭の子供は、幼稚園を卒園するまでは、食 ら、保育士としての養成を受け、少しずつ士気
事を摂ることができます。しかし、そんな家 を取り戻しています。
庭も、その後の小学校に経済的な理由で行か
せられるかが心配となっています。
Our Jobs
もちろん、全てのマラウイの人々が、現在安全
提携先の保育園
に暮らしているわけではありません。しかし、
山間部の保育園には、保護者が費用を払えず せいぼの活動によって、できるだけ多くの人々
通えなくなってしまい、さらにその職員も給 に食事を分配することができたのは、皆さんの
力がもらえず、働く意欲が減ってしまい、辞 おかげです。この場で感謝を述べることができ
めてしまっています。こうした中では、特に ればと思います。
山間部において、5歳未満の子供たちが通うこ 本当にありがとうございます！
とができる保育園が私営のものしかなく、他
には受け入れができていないこと状態になっ
ています。
つまり、多くの子供たちが保育園に行けてい
ないのです。

私たちのスタッフ

Staff Focus:

山田 真人

山田真人は、東京を拠点に活動しているNPO法人
せいぼの理事長で、支援企業のMobalの社員で
す。彼の一日を取材したYoutubeのビデオは多く
視聴されています。普段、Mobalのシムカード、
WiFiなどの販売を実施し、せいぼの活動費を稼ぐ
仕事をしたり、チャリティ型のコーヒーの販売を
促進しています。個人の利用者以外に、コーヒー
の主な販売パートナーは、日本全国の高校となっ
ていて、学生との繋がりを構築し、日本にチャリ
ティを広めることも、彼の仕事です。
現在は、Mobellのオンライン留学コースも担当
していて、今後マラウイ、英国のスタッフととも
に、コースを通じてチャリティを広め、一人でも
多くのマラウイ、そして世界中の子供たちが給食
が食べられるようにしていくことが、彼のビジョ
ンです。

Makoto's 2021
2021

年の大きなチャレンジは？

チャリティ型コーヒーの売り上げは、おかげ
さまで大きく伸びました。しかし、今後は
NPO法人せいぼの活動に純粋にご賛同を頂
き、マラウイを応援していくことも、視野に
入れていく必要があります。その目に見える
姿が、認定NPOとなることで、そのために
は、年間3,000円以上の寄付をしてくださる方
が、100人以上必要です。

年での注目の出来事は？
大きな成功とも呼べるのは、チャリテ
ィ型コーヒー販売サイトの運営です。
(www.charity-coffee.jp) コーヒーの定
期購買者との関係、そして特に私立学
校との繋がりによる販売が、とても大
きな影響力がありました。 また、高校
との繋がりも、とても有意義でした。
学校で国際理解の授業の一環としてマ
ラウイのことを取り上げて頂き、その
後実践的な探求学習として、寄付型の
コーヒーの販売を実施してくださいま
した。今後も一緒に活動していける学
校が増えればと思います。さらに
Mobellのオンライン留学コースは、高
校生、大学生と一緒に学習をする場に
なったと思います。SeiboもMobell
も、彼らに国際課題やソーシャルビジ
ネスについてお伝えする一方で、一緒
にプロジェクトを考え、実行すること
も行いました。Mobellコース、コーヒ
ー販売、Seiboの学校給食の姿が繋が
り、良い相乗効果があった年だと思い
ます。

2021

と働いてみたい若い方に対して、メッ
セージはありますか?
Seibo

皆さんには是非、チャリティなどを通して、社
会の役に立ちたいという気持ちを素直に育てて
ほしいと思います。Mobellのオンラインコース
では、それをさらに促進することができるプロ
グラムがあります。また、ソーシャルビジネス
というビジネスを通して、社会の役に立つ方法
があることも忘れないで欲しいです。
2022

年に向けての目標は？

年は、コロナウイルスの影響が減り、多く
の人々が日本に来られるようになることを望ん
でいます。そのことで、Seiboの支援企業である
Mobellの通信事業の収益は安定してくると思い
ます。また、来年はマラウイでも学校給食が復
帰する予定です。2021年で学校や、コーヒー販
売によるネットワークで、多くの人々にチャリ
ティに関わって下さいました。この繋がりをさ
らに生かして、2022年はマラウイのコロナ後の
復興のサポートができればと思います。そし
て、この場を借りて、チャリティを学習するだ
けではなく、実行に移して下さった学校の皆
様、そして寄付者の皆様に感謝を申し上げたい
と思います。私たちは、Mobellオンラインコー
スでチャリティを教えさせて頂き、コーヒー販
売、通信事業で実際の活動を実施しています。
私たちが先に進んでいけるのは、サポートして
下さっている方のおかげです。これからも、ど
うぞよろしくお願いします！
2022

Supporter Focus: Take a Bow!

ご支援を頂いている方のおかげで、NPO法人せいぼ
は、2021年で5周年を迎えました。2022年は6年目に
入ります。マラウイとの繋がりもさらに強め、困難が
ある中でも臨機応変に対応し、一人でも多くの子供た
ち、家族を救っていけるように、学校給食を通して活
動をしていきます。
改めて、この場で感謝を申し上げます。本当にありが
とうございます。そして、これからもどうぞよろしく
お願いします！
www.seibojapan.or.jp

