ウラジーミル君語学留学で 2 回目の来日
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Basic Principles of the Rehabilitation Support Committee to Moldavian Republic

モルドバ復興支援協会の理念

(1) Purpose
(1-1) We aim to conduct our rehabilitation activities in these areas, where the
government wants to do, but, actually, cannot do.
(1-2) We do not conduct our rehabilitation activities in these areas, where the
government is already doing.
(1-3) We do not conduct any rehabilitation activities, which the government does
not want us to do.
(1-4) It is not our purpose to conduct any anti-governmental activities or
criticize the politics.

（目的）

(2) Financial policy
(2-1) Our basic financial policy is “To minimize the domestic expenses and
maximize the support to Moldavian Republic”.
(2-2) We do not, in principle, make any budget for publicity or for report meetings.
(2-3) When somebody wants to visit Moldavian Republic, anybody is welcome,
regardless of age, sex or school career. They have to visit Moldavian Republic
at their own expense.

「国内経費は最低に、現地支援は最大に」を会計基準に

(3) Visual images
(3-1) We do not, in principle, publicly display any of the vivid images, taken
in local areas of Moldavian Republic.
(3-2) We do not retain these visual images, which are assumed to injure the hearts
of these people in Moldavian Republic, to whom we give our supports.

現地モルドバの生々しい画像は基本的に公開しない。支

政府がやりたいと思っていてもできない分野で活動す
ることを目的とする。政府がやっている分野はやらな
い。政府がやって欲しくないと思っていることもやらな
い。反政府活動とか政治批判は目的とならない。

（会計）

する。広報活動や報告会の予算は組まないことを基本と
する。現地訪問の希望は年齢、性別、学歴は問わずいつ
でも受けつけるが経費は自己負担とする。

（画像）

援している対象者の将来に心の傷となって残ると思わ
れる画像は残さない。

（報告）

(4) Reports
(4-1) We give as detailed reports as possible to those who financially supported
our activities.
(4-2) We explain to those who financially supported our activities, both with
visual images and documents, which kind of activities we conducted in local areas
of Moldavian Republic and how their financial donations were used.
(5) Prohibitions
(5-1) We do not care at all if anybody with special religious creed, political
ambitions or business spirit work with us in our volunteer activities.
(5-2) However, it is prohibited that they conduct any religious activities,
political activities or business activities by utilizing our volunteer activities
or our volunteer organization.

支援者にはできるだけ可能な限り詳細な報告をする。現
地モルドバでどのような活動をしていて、何に使われた
かを支援者にわかりやすいように画像とドキュメント
を使って報告する。

（禁止）
宗教的信条、政治的野心、ビジネス精神を持っている人
が一緒にボランティア活動することは全然問題とはな
らない。しかし、ボランティア活動や組織を利用して宗
教活動、政治活動、ビジネスをすることは禁止する。

