
支援活動レポート 
－東日本大震災－ 

 

団体/グループ名 
コスタリカ 「世界青年の船」事後活動組織 / コスタリカ 文化・青年省 / 
ＮＧＯ 

参加者 コスタリカ 「世界青年の船」事後活動組織（SWYAA） メンバー 

活動期間 2011 年 3 月 20 日 活動場所 コスタリカ国民文化センター 

活動内容 
（活動・作業内容/ 
連携団体・自治体/
支援対象属性など） 

コスタリカ SWYAA はコスタリカの国民文化センターで 3 月 20 日に行われた

「Arigato Day – Ticos for Japan（アリガトウ・デー：コスタリカ人は日本のために）」

に参加しました。 
 
このイベントが、企画からわずか 3 日間で開催に至り、そこに 1 万人以上の人が日本

の支援のために集まったことは、大きな意味があります。 
 
日本と関係のある様々なＮＧＯが、2011 年 3 月 11 日の地震と津波の被害を受けた日

本と日本の人々に対する思いと団結を表明するためそこに集まりました。一日中コン

サートが開かれる中、食べ物の販売、折り紙、日本のお土産の販売などが行なわれま

した。 
政府の要職についている既参加青年がこのイベントの開催に尽力してくれました。 
 
様々な年次の SWYAA のメンバーが、ボランティアとして、ブースで様々な活動を行

ない、日本のための募金を集めました。 
 
私達が当日行った活動は以下のようなものです。 
 
・来場者に有料で浴衣を着せて写真撮影。後でその写真をメールで送付。 
・チョコレートでコーティングしたフルーツスティックを販売。 
・パイナップルジュースを販売。 
・メンバーが持ち寄ったお土産を販売。もともと私達のブースの飾りつけとして持ち

寄った品々だが、購入したいという人がいたため、それらを販売し、収益を寄付。 
・カードを使った占いを有料で実施。（カードの内容は前向きなメッセージのみ） 
 

支援物資/支援金 
（物品名/数/金額） 
 
※チャリティイベ

ント の場合、募金

総額/募金人数など 

最終的に私達ＳＷＹＡＡは 2 千ドルを集めました。決して大金ではありませんが、私

達はそれを誇りに、そしてとても嬉しく思っています。それが、困難な状況を乗り越

えようとしている親愛なる日本と友人達への思いを表現する私達なりの方法だから

です。 
イベントは７時間行われ、イベント全体では 10 万ドルが集まりました。 
 



その他 
（参加者の感想/ 
今後の改善点/ 

被災者の声・状況） 

 
「Arigato Day – Ticos for Japan（アリガトウ・デー：コスタリカ人は日本のために）」

 

 
活動内容と当日参加した全てのＮＧＯが明記されたポスター 
 



 

 
イベントに携わった既参加青年たち、そしてイベント時に作ったグッズ 

 
イベントに参加した人々 



 
SWYAA の活動で集めたお金の小切手コピー 

  
イベントの来場者が書いた日本へのメッセージ 
 
このイベントは短期間で準備されたものでしたが、１万人以上の人が訪れて、大成功

を収めました。この大変な困難の中、自分たちも結束して日本を支援しようとイベン

トにやって来た人々の姿は、感動的でした。 
この報告書の写真は、当日の様子です。 
私達は日本を愛し、日本の人々や友人たちのことを思っています。 
 

 



Relief Activity Report Initiated by Ex-PYs 

 －Great East Japan Earthquake－  

Country COSTA RICA 

Organizer(s) 
of the Event MINISTRY OF CULTURE AND YOUTH AND NGO´S   

Date 
SUNDAY 20TH, MARCH 
2011 

Place 
NATIONAL CULTURE 
CENTRE OF COSTA RICA  

 

The SWY Costarican Alumni Association participated in the Arigato 
Day:  Ticos for Japan, which was held on March 20th in the 
National Culture Centre of Costa Rica (CENAC).   
 
It´s very important to mention that this event was organized in only 
3 days and more than 10.000 people were there to help our beloved 
Japan.   
 
Different NGO´s who have had contact with Japan were there to 
express their gratitude and solidarity towards Japan and it´s people 
after the earthquake and tsunami that happened on March 11th, 
2011.  People sold food, did origami figures, there were concerts the 
entire day, sold japanese souvenirs, etc. 
 
Some of our EXPY’s who have nowadays high positions in the 
Government helped us organized this event.   
 
Members of our Alumni Association from different batches offered 
themselves as volunteers in our stand to do diverse things and raise 
money for Japan.   
 
Some of the activities we carried out that day were the following: 
  
- Taking pictures of people wearing yukatas and charged money for 
that.  We sent the taken photos to the people later by email. 
  
- We sold food as well.  We prepared delicious fruit chocolate 
covered sticks and sold them. 
  
- We also sold pineapple juice. 
  
- Many of us brought some of their souvenirs and sold them.  At the 
beginning the idea was to decorate our stand with them but as soon 
as people started asking us for their prices, we decided to sell them 
and donate that money afterwards. 
  
- Even reading cards and tell people their “future” was another 
activity our SWYAA carried out in order to raise money.  Cards had 
positive messages, so nothing to worry about. = ) 
 



Outcome 
In case of fund 
raising or 
charity event, 
total amount 
of donation 
raised and the 
recipient of the 
donation 

At the end of the activity our SWYAA raised $2000 and we were so 
proud and happy about it, since although is a very small amount of 
money, it was our way to express Japan our gratitude and solidarity 
in these hard times our beloved Japan and friends are going through 
nowadays... 
 
The entire event raised $100.000 in 7 hours that lasted. 

Photographs 
and 
Explanations 
of the 
Photographs 

 
ARIGATO DAY:  TICOS (Costarican people) FOR JAPAN. 
 

 
Poster advertising the activity and all the NGO´s that participated in 
that day. 
 



 

 
EXPY¨s volunteers which helped that day and some of the activities 
we made. 
 

 
Photos of the crowd who attended that day. 



 
Pictures of copies of the checks from the money our SWYAA raised in 
that activity. 

  
Messages for Japan that people who came that day wrote. 

Others 
(Comments, 
messages, 
etc.) 

Although the short period of time in which this activity was 
organized, it was a complete success since more than 10.000 people 
came that day! 
It was very nice, impressive and touching to see all the people who 
came that day to help Japan and to show their solidarity in these 
hard moments. 
Let´s hope the attached pictures in this report can show and reflect 
what that day was like.  We all showed we love Japan and it´s 
people and friends are in our hearts. 

 


