
                    子どもNGO「懐」 夢便／髙森プロフィール 

       

 

                 髙森 拓也（たかもり たくや） 
 
1960 年、兵庫県・浜坂町（現・新温泉町）生まれ。 

鳥取西高自主卒業後、上京。 理容師をしながら貯めたお金を元にアフリカ一人旅に。  

 

二十二歳で東京・西日暮里に最初の私塾「拓庵」を結ぶ。 三十歳で兵庫県・浜坂に帰郷し、私塾を

再開。三十五歳のとき、子ども達中心の NGO 団体＜子ども NGO「懐」＞を創設。日本の子ども達に“世界”

を意識させ、机上の知識にあぐらをかかず、体感することの重要さを伝える活動を行っている。 98年

から始めた、子どもをアジアに連れ出し命を学ばせる「夢便」はこれまで７便を実施。 

 

国際ボランティアを通して語る【命】をテーマとした講演では、イジメ・自殺問題にも経験を踏まえた

独自の見解で問いかけ答えていく姿が大きな反響を呼び、全国の子ども達や、保護者、教育関係者、さ

らに海外においても強い関心を受けている。特に東京都では、都内の小・中・高・大学のべ 40校で 80

回を超える講演・授業を受け持つ。東京杉並区においては、自らの行動をもって手本を示す「答えを持

つ大人」として、区内の子供たちの心の師となっている。 

  

東日本大震災では、一週間後には現地入って支援活動を行い、二か月後には青森県から東京都までの

太平洋岸全被災地を 50cc バイクで縦走視察。2011年の被災地入りは計 6回。2014 年 3月、東日本大震

災被災者支援活動により厚生労働大臣から感謝状を授与される。夢便は中学生用人権資料（兵庫県教育

委員会）にも掲載されている。 

 

 アジア、アフリカ、中東、北米、南米、東欧など、世界の紛争・貧困地帯を中心に、世界六大陸５１

カ国と一地域（南極）を歴訪。 
 
ミャンマーの伝統文化の普及に努めるミャンマー新政府ラウェイ連盟の日本代表でもある。 

 
 



   

        東京／天沼小学校                 東京／泉南中学校 

     
東京／國學院久我山高校 

          
兵庫県／小田高校 



 

      
                     京都／智積院 

● 「懐」設立の理由 

・「命のリアリティ」というものを感じ取れていないかに見える日本の子ども達に、自らの旅の経験を通して、

その尊さを伝えようと設立。 
・教室での「命」の伝達に限界を感じ、９８年より子ども達を直接アジアに連れ出しての“地球が教科書”の

「夢便」を実践。 
・国内においては、世界で活躍するアーチスト、文化人の協力を得て、それぞれの経験、実践を通して、子ど

も達に“命の伝授”をしてもらう。 
 

● 命とふれあう旅 「夢便」 の趣旨 

 大地に息づく人々の営みを鏡に、自らの存在意義を見いだしていくことを目的とし、異文化間で感じる相違

性とともに、その底流にある「同質」なるものをも自力で発見し、成長していくことを期待する。 
 

● 「夢便」 の内容 

 
＊ 夢第１便（ネパール）1998年3月 ＝ 難民キャンプの子ども達に日本で集めた文房具を直接届ける。精神

薄弱児養育施設の訪問やヒンズー教の葬送見学などをする。  
 
＊ 夢第２便（ミャンマー・ベトナム）1998年12月 ＝ ミャンマーで開かれた「ワクチン一斉投与デー」に

参加。自分達の募金で購入されたポリオワクチンをミャンマーの乳幼児達に直接投与する。  
 ベトナムでは、ツヅー病院を訪問し、ダイオキシン障害の死産した奇形胎児が保管されてある「標本室」を

見学。その後、ダイオキシン障害のある子ども達の病棟を訪れ交流する。  
 
 
＊ 夢第３便（モンゴル）2000年 ＝  モンゴルの雪害被災地に日本で集めた衣類や、チャリティーコンサート

での収益金で購入した米・小麦粉・茶葉を直接被災者に手渡す。ストリートチルドレン養育施設、少年院、孤

児院なども訪問。  
 
 



＊ 夢第４便（韓国・中国・モンゴル）2002年  ＝ 孤児養護施設訪問。ウランバートル第一病院を訪問し、

乳児に日本から運んだ粉ミルクで作ったミルクを授乳。 
 
＊ 夢第５便（バングラデシュ）2003年 ＝ 硫酸犯罪で顔が焼けただれた少女達の施設での交流や、貧困児

童養育施設、レイプ少女自立支援ＮＧＯ、世界最大ＮＧＯ「ＢＲＡＣ」の教育活動、国際医療活動に取り組む

日本の「ＡＭＤＡ」などの実践行動を学習し、交流をする。 
 
＊ 夢第６便（ミャンマー）2004年 ＝  HIV感染者支援施設、ユニセフでのエイズに対する学習。 ミャンマ

ーの児童医療に尽力する日本人医師の病院を訪問。ミャンマー芸能界の協力を得て、HIVチャリティーコンサー

トをヤンゴンで開催。 
 
＊ 夢第７便（ミャンマー）2008年12月～2009年1月 ＝ サイクロン被災地への支援活動、HIV／AIDSチャリ

ティーバザー＆コンサート。 

＜夢便参加人数＞ 

夢１便（ネパール）1998年3月          子ども２９人  大人  ７人  ＝ ３６人 
夢２便（ミャンマー・ベトナム）1998年12月        子ども２３人  大人  ８人  ＝ ３１人 
夢３便（モンゴル）2000 年            子ども２９人  大人１０人  ＝ ３９人 
夢４便（韓国・中国・モンゴル）2002年         子ども１６人  大人  ６人  ＝ ２２人 
夢５便（バングラデシュ）2003年                          子ども ６人  大人  ８人  ＝ １４人 
夢６便（ミャンマー）2004年                子ども１７人  大人  ５人  ＝ ２２人 
夢７便（ミャンマー）2008年12月～2009年1月 子ども１１人  大人  ７人  ＝ １８人 
 
                   計   子ども １３１人  大人５０人 ＝１８１人 
 
 

＜東日本大震災 被災地支援活動＞ 

● 2011 年 ３月１９日～２１日 宮城県：多賀城市総合体育館避難所、東松島市野蒜中下地区避難所  

● 2011 年 ４月 ９日～１０日  宮城県：東松島市野蒜中下地区避難所、宮城県：女川町石浜地区 

● 2011 年 ５月１１日～１７日 青森県～東京都（東日本全被災地 髙森が視察） 

● 2011年 ７月２４日～２６日  宮城県：東松島市野蒜中下地区避難所、仙台市ニッペリア仮設住宅 

● 2011年 ９月１９日     福島県：緊急時避難準備区域（原発20km～30km） 髙森が視察 

● 2011 年１２月３０日～３１日  宮城県：東松島市響仮設住宅、東松島市矢本仮設住宅、 

               仙台市ニッペリア仮設住宅 

● 2012 年１２月３０日～３１日  宮城県：亘理町中央工業団地仮設住宅、仙台市ニッペリア仮設住宅 

東松島市響仮設住宅、東松島市矢本仮設住宅 

● 2013 年１２月３０日～３１日  宮城県：亘理町中央工業団地仮設住宅、東松島市響仮設住宅、東松島市矢

本仮設住宅、 

                

 
 
 
 
 
 



 

2010年 「神戸新聞」    

    



 

2011年 「神戸新聞」 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007年 ミャンマー紙 
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Japanese NGO teaching children life lessons 

Japanese teacher Takamori Takuya is worried about his country’s students, as well as about South Korean kids. 

“In the last seven years the suicide rate of children in Japan has been steadily increasing,” said Takamori, who 

founded Japanese children’s NGO Futokoro to help tackle the problem. 

“The reason the crime rate and suicide rate is so high is because these students don’t value the meaning of life.” 

 

 

Takamori Takuya gives a talk to Korea University 

students on his recent visit to Seoul. 

 

Student volunteers with Futokoro prepare crab soup to disaster victims in Japan’s 

tsunami-stricken Miyagi prefecture in December last year. (Futokoro) 

http://www.koreaherald.com/
http://www.koreaherald.com/


 

According to Japan’s National Police Agency, there were 30,651 deaths from suicide in the country in 2011. 

Among those taking their own lives, were hundreds of children under 19, and thousands of people under 29, 

Takamori said. 

“According to the news from Japanese TV and newspapers, I think it is not only a serious problem in Japan but 

also in Korea,” said Takamori. “I feel that the children don’t understand the importance of life.” 

For this reason, he founded Futokoro to help give kids in his country a different perspective on human values. 

“The education of the children should not be only for going to a better university and for getting a better job, the 

education must connect to get a better life, for the better society and for saving someone, for giving happiness to 

someone,” he said. 

“I think that perhaps it is same in Korea, which is still remaining an education-conscious society and only strives 

to acquire precious knowledge.” 

He was prompted to start taking Japanese students on trips to experience less developed countries after hearing 

about one particularly shocking child suicide case in his country. 

“Twelve years ago, a 12-year-old female Japanese student committed suicide, and this news wasn’t a shock in 

society,” he said. “She left a short note. In it there wasn’t anything concerning who she was bullied by. It said: 

‘Sorry for being so ugly. It would have been great if I wasn’t born.’” 

And he said this sense of “Kimoi” ― which roughly translates as “to feel bad about oneself” ― is a growing 

trend among students there. 

“Although there are no physical conflicts in Japan, there are still words and practices that can amount to physical 

casualties in Japan,” he said. 

“In Japan, going to a decent school and getting a decent job is the most important thing. But rather than focusing 

only on study and academic activities they should also focus on teaching people to value and respect others. 

“As a teacher, I also want to applaud my students’ academic activities but I also want to teach the importance 

of human life to the students around the world. And that is why I have gone on these journeys.” 

Middle school students on one trip to Vietnam were moved to tears by the sight of deformed babies preserved in 

glass jars, the victims of exposure to dioxins after the Vietnam War. 

Other children visiting a Mongolian orphanage saw the process of preparing a lamb from slaughter to plate. And 

another trip to a Bangladeshi home for women horrifically scarred from acid attacks was screened on Japanese 

TV. 

“I started this work because for the last 10 years the child crime rate has been increasing,” he said.  

“The crime and suicide rate in Japan is steadily increasing and this is a big problem. As a solution to this problem 

we have taken some Japanese students around Asia to teach them the true value of life,” he said. 

While these trips were made about a decade ago, Takamori is still carrying out his life-changing work. Most 

recently, he took Japanese middle school students to help with recovery efforts following the earthquake and 

tsunami in their country. 

And last week, Takamori visited Korea to give talks to Korean school kids and students at Korea University ― 

showing them footage of his trips. 

Takamori who hails from the town of Shinonsen-cho, some 600 kilometers from Tokyo, is now organizing a 

concert to be held in Myanmar toward the end of this year. The show will feature Japanese and local acts to raise 

money to provide medical care for people living with HIV/AIDS there. 

 

By Kirsty Taylor (kirstyt@heraldcorp.com)    2012 年 韓国英字紙  『KOREA  HERALD』 2012 年 
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2013年 「読売新聞」 

 



2011年 「大阪日日新聞」＆「日本海新聞」 

 



 

＜髙森拓也 歴訪国（入国回数）＞  ２０１６年 １月時点 

 
●アメリカ（ＮＹ４回、ＬＡ２回） 
●ミクロネシア共和国（ヤップ島・ポナペ島）（２回） 
●マーシャル共和国（マジュロ島） 
・ハワイ 
・グアム 
●メキシコ 
●キューバ 
●ジャマイカ 
●チリ（２回） 
●アルゼンチン（２回） 
（★） 南極 
●ペルー（２回） 
●ボリビア 
●モンゴル（１０回） 
●中国（２回） 
●韓国（５回） 
●北朝鮮 
●ラオス 
●ベトナム（３回） 
●カンボジア 
●ネパール 
●タイ（３回） 
●ミャンマー（３１回） 
●香港（当時・英国領） 
●台湾 
●シンガポール（２回） 
●マレーシア（２回） 
●フィリピン 
●インドネシア 
●ブルネイ 
●インド 
●バングラデシュ（４回） 
●パキスタン 
●トルコ 
●イラン 
●アフガニスタン 
●ケニア（３回） 
●タンザニア（２回） 
●ブルンジ 
●ザイール（２回） 
●ルワンダ 



●ウガンダ 
●アラブ首長国連邦 
●エジプト 
●ロシア 
●レバノン 
●シリア 
●イスラエル 
●オーストリア（２回） 
●スロベニア 
●マケドニア（２回） 
●ユーゴスラビア（コソボ） 
●クロアチア（２回） 
●ボスニア・ヘルツェゴビナ（２回） 
 
 

                                     歴訪国＝５１ヶ国と一地域（南極） 
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