
支援活動レポート 
－東日本大震災－ 

 

団体/グループ名 オマーン国 

参加者 オマーン「世界青年の船」事後活動組織（SWYAA オマーン）、 青年スポーツ省 

活動期間 2011 年 4 月 24 日 活動場所 マスカット アルクルム自然公園 

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） 

オマーン「世界青年の船」事後活動組織（SWYAA オマーン）が、青年スポーツ省に対

して、大震災被災者の救済基金の調達のための「ソリダリティー・ウォーク」を日本人と一

緒に行う企画を提案しました。青年スポーツ省はこの企画を歓迎し、事後活動組織に対

し全面的な支援をご提供くださり、日本と関係のある法人、個人と連絡を取り始めて下さ

いました。私たちは手紙を出し、この大イベントへの寄附金提供者や協賛者を探しまし

た。多くの方や企業からイベント出席への積極的な回答をいただきました。また、オマー

ンの日本人コミュニティーの皆さんをイベントに招待し、日本国大使館の方々を主賓に

お招きしました。オリジナル T シャツを作製し、参加者に販売するとともに、物品をたくさ

ん集めて小さなバザーを開催し、その収益金を震災被災者へ送る予定です。 
 
私たちのスローガンは「Solidarity Together（共に団結しよう）」です。さらに、「世界青

年の船」事業の広報活動も行い、T シャツに日本語で名前を書き入れることを、オマー

ン在住の日本既参加青年が行いました。 
 

 
 

 



 

 
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 
 

参加者は 500 人以上にのぼり、イベントにはマスコミも駆けつけ、オマーンの著名人や

スポーツ選手にも参加いただきました。日本国大使や、オマーン外務省の事務次官、ス

ポーツ省の事務次官にも参加いただきました。そして新旧交えた「世界青年の船」既参

加青年のほとんどがこのイベントに参加しました。およそ 15,000 米ドルを物品販売や寄

附により集め、成功を収めました。この寄付金は、オマーンにある日本国大使館を通じ

て日本に届けられます。 

その他 
（参加者の感想/ 
今後の改善点/ 

被災者の声・状況） 

日本が一刻も早く復興し、以前の姿を取り戻し、さらに良くなることをお祈りします。 
 
敬具 
オマーン「世界青年の船」事後活動組織 

 



Relief Activity Report Initiated by Ex-PYs 
－Great East Japan Earthquake－ 

Country Sultanate Of Oman 

Organizer(s) of 
the Event 

SWYAA Oman and the Ministry of Sports Affairs 
 

Date 24/4/2011 Place AlQurum Natural Park -Muscat 

Activity Report 
(Content, number 
and nature of the 
participants, size of 
the event, etc.) 

SWYAA Oman proposed for the Ministry of Sports Affairs of its intention to do a 
Solidarity Walk with the Japanese people for raising relief funds for the victims of 
Japanese Tsunami. The Ministry welcomed the idea and gave its full support with the 
Alumni and started to make contacts with the companies and people who share anything 
with Japan. We sent letters and look for donators and search for sponsors for this big 
event. A lot of people and companies respond positively for attending the event and we 
invited the Japanese community in Oman to attend the event and the Japanese Embassy 
to participate with us as guest of honors. We made design of T- shirts and sold them for 
the participants and we get a lot of stuff for sell and we do a small cheap Bazaar for 
people to buy and money will be sent for the victims. Our slogan was “Solidarity 
Together.” In addition, we made advertisement for SWY program and write the name in 
the shirts by Japanese letter from some Japanese ex-PYs living in Oman.  

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

More than 500 participants attended the event and it was covered by mass media and a lot 
of Omani celebrity and famous sports men and women attended the event. The 
Ambassador of Japan and the Under Secretary of Ministry of Foreign Affairs and Under 
Secretary of Ministry of Sports Affairs also attend and most of the previous and new 
ex-PYs attend the event. We managed to collect approximately 15,000 US Dollars from 
selling and donations: it was successful. The donation will go to Japan through the 
Japanese Embassy to Oman. 

  

 



 

 

Others 
(Comments, 
messages, etc.) 

We hope that Japan recover as soon as possible and come back the same as before and 
better. 
 
Regards, 
SWYAA Oman 

  
 
 


