
Ms. Tomoko Okawara 
International Youth Exchange Organization (IYEO) 
President 
 
Dear Ms. Okawara, 
 
The Ecuadorian Alumni Association for the Ship for the World Youth expresses its deepest 
sympathy for the natural disasters occurred last March 11 in Northeast region of Japan. 
 
As a first action to join efforts to help in the recovery of Japan, we sent a condolence letter to 
Ambassador Osamu Imai at the Embassy of Japan in Quito. His Excellency Imai sent us a 
quick note of appreciation for the solidarity of SWYAA Ecuador. 
 
A logo design followed and we started a campaign to "Help Restore Japan", please see logo 
above included. 
As a result of the campaign, the Consulate General of Japan in Guayaquil and the SWYAA 
Ecuador joined efforts to collect donations among our members that were matched by the 
Consulate. 
 
Yesterday, an amount of $1050, 00 USD was delivered to the Embassy of Japan in Quito on 
behalf of the SWYAA Ecuador. The Ecuadorian ex-PYs sent their contributions from USA, 
Europe, Chile and from inside Ecuador. I need to note that family and friends joined these 
efforts. We are a small country but we have a great appreciation for our sister nation of 
Japan. 
 
The Ambassador himself received the donation and expressed his gratitude to the SWYAA 
Ecuador. 
 
I want to take the opportunity to thank the Japanese People for allowing us to visit and 
experience your culture through the SWY Program. We will always be grateful. 
 
Our best wishes for prompt recovery. Our efforts will continue. Please do not hesitate to 
contact us if our assistance is needed. 
 
Ganbare Nippon! 
 
Blanca Rosa Kacouris DDS., PhD 
SWY AA Ecuador 
President 



 
IYEO 会長 
大河原友子様 
 
 
 
エクアドル「世界青年の船」事後活動組織（SWYAA エクアドル）より、3 月 11 日の東日本大震

災の犠牲に対し、心よりお悔やみ申し上げます。 
 
日本の復興支援の第一歩として、私たちはキトにある日本国大使館の今井治大使宛にお悔やみ状

を送りました。今井大使はすぐに、SWYAA エクアドルの団結に感謝するという旨のお返事をく

ださいました。 
 
私たちはロゴを作成し、「Help Restore Japan（日本の復興を支援しよう）」というキャンペーン

を始めましたので、ロゴをご覧下さい。 
キャンペーンの結果、グアヤキルの日本総領事館と SWYAA エクアドルが共同で、メンバーから

の義援金を集めることができました。 
 
昨日、SWYAA エクアドルからの義援金 1,050 米ドルをキトの日本国大使館に届けました。エク

アドル国内にいる既参加青年だけでなく、米国、ヨーロッパ、チリなどの国外にいる既参加青年

からも義援金が集まりました。また、家族や友人たちも協力してくれました。エクアドルは小さ

な国ですが、姉妹国である日本を想う気持ちは大きいのです。 
 
義援金は今井大使自らがお受け取りになり、SWYAA エクアドルに感謝の意を表されました。 
 
私たちが「世界青年の船」事業を通じて日本を訪れ日本文化を体験できたのは、日本の皆様のお

かげです。この場をお借りして御礼申し上げます。また、これからも感謝の気持ちを忘れません。 
 
1 日も早い復興をお祈りします。私たちの取り組みも続きますので、支援が必要な場合は、どう

か遠慮なくお知らせください。 
 
ガンバレ、ニッポン！ 
 
エクアドル「世界青年の船」事後活動組織 
会長 
ブランカ・ローサ・カコーリス（Blanca Rosa Kacouris） 


