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サバーイは「幸福」を意味するクメール語です

活動18年目！！
ご寄附は1円残らず現地に届けます
そして、現地の今をみなさまに届けます

SAJサバーイ通信創刊号発刊

公益財団法人 School Aid Japan（以下 SAJ）の新しい機関誌「SAJ サ
バーイ通信」は、SAJ が活動している現地の今をお伝えしていきます。
ひとつは、支援者様から頂いております寄附金が、どのように使われて
いるかを、より分かりやすく報告をさせていただきます。また、毎月の理
事会の内容、SAJ スタッフの紹介、支援者様からの声、新しい取り組み
の紹介などをさせていただき、皆様から愛される「サバーイ通信」になる
ようにして参りますので、今後ともよろしくお願い致します。

SAJ サバーイ通信創刊号発刊にあたり

2002年 トモケオ小学校贈呈式の様子

トモケオ小学校旧校舎

2002 年２月カンボジア・コ
ンポンチュナン州に SAJ 第 1
校目となる「トモケオ小学校」
が完成！
狭く、暗く、蒸し暑く、かつ危
険な校舎だった、トモケオ小
学校は、みなさまのご支援で
生まれ変わり SAJ の幕開けの
象徴となりました。

SAJ 建設校舎No.1ト
モケオ小学校

2002.Feb.
Kampong Chhnang



会費・寄附金のお振込み
　郵便局：00140-5-345903
三井住友銀行：蒲田支店（普）4353626   口座名：公益財団法人 School Aid Japan

※郵便局払込用紙をご希望の方はSAJ事務局までご連絡ください。
※領収書をお送りいたしますので、初めてお振込みされる際は送付先のご住所をEメールまたは電話にてご連絡ください。

インターネットでの寄附が、
便利になりました。

こちらから

SAJのホームページから寄附していただく
ことができます。寄附の種類も選べます。
https://ssl.schoolaidjapan.or.jp/kifu/

寄附金の優遇税制

皆様からの会費・寄附は「1円残らず現地に届ける」ことを基本方針として活動しています。

会員会費（年額）1口   12,000 円
法人会費（年額）1口 120,000 円

●学校建設寄附 (1) 一口寄附（一口 100,000 円）、(2) 一棟寄附　●ふれあいサポートプラン（一口 12,000 円から）　
●食の支援寄附（金額自由）　●孤児院運営寄附（12,000 円 / 月）（金額自由）　●孤児院里親会費（12,000 円 / 月）
●奨学金寄附（金額自由）　●学校運営寄附（バングラデシュ）（金額自由）

指定寄附一般寄附 （使い道を指定する寄附）

支援活動のご報告（指定寄附別）

ふれあいサポートプラン
ふれあいサポートプランは、SAJ が建設した学校において、
貧困のために文房具や制服を購入できなかったり、退学して
しまう子どもたちが就学できるように文房具と制服を支援し
ています。2018年度の支援校数と人数は、以下の通り

食の支援寄附
ふれあいサポートプラン対象の子どものうち、SAJ のお米支
援の基準を満たす特に貧しい家庭の子どもには、1 人あたり
お米 10kg を毎月支給しています。
2018年度の支援校数と人数は、以下の通り

孤児院運営寄附
7 月 2日より新しく孤児院の職員として働く
ことになりました大東真弓です。
「ワタミの宅食」の三重県松阪営業所で所長として５年間働い
ていました。入社式で SAJ の話を聞いていつか行きたいと
思っていた夢を叶えることが出来ました。慣れない環境でク
メール語も話せませんが子どもたちと一緒に成長して行きた
いと思っています。（本人談）

学校運営寄附
バングラデシュのナラヤンクルドリームモデルハイスクー
ル（NDMHS）では、毎年「夢教育」の一環として、夢を叶えた
著名人をお招きし生徒に夢を叶える秘訣や夢を叶えるまで
の道を講義して頂く「夢達人ライブ」を実施しています。今
回、夢達人ライブはサッカー・バングラデシュ代表アナムル・
ホック選手を招いてスピーチをして頂きました。彼が貧しい
幼少期の頃、時間を作っては誰よりも努力してきたことか
ら、生徒たちに日々の時間を大切使うことを伝えていまし
た。スピーチ後はグラウンドにて生徒たちとサッカーをする
時間を作って頂き、アナムル選手と一緒にサッカーをすると
ても貴重な経験をしました。（古澤校長談）

用途は指定しないで
金額も自由な寄附

SAJは内閣総理大臣の認定を受けた公
益財団法人です。そのため、会費や寄
附金は、税制上の優遇処置を受けるこ
とができます。詳しくはお問い合わせ
ください。

会費

詳細はSAJ事務局までお問い合わせください。

支援者様から頂いた寄附が、どのような活動に繋がっているのかご紹介いたします！

支援者様には
子どもたちからの
写真と手紙を年 2回
お届けしています。

1 2

3 4

コンポンチュナン州　　14校　421人
ポーサット州　　　　　14校　657人

コンポンチュナン州　　14校　366人
ポーサット州　　　　　14校　587人

【NDMHSで夢達人ライブ】

アナムル・ホック選手
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SAJ は、すべての理事で構成され
業務に関する決定を行う理事会
と最高議決機関である評議員会
が毎月開催されています。
《構成メンバー》
■代表理事
　渡邉美樹
■理事
　鳥井親一、清水和雄、武長彩子、
　磯野健雄
■業務執行理事
　青木茂雄
■評議員
　大江光正、清水邦晃、佐藤誠、
　高橋亮、大城慶正、白柳直美
■監事
　片山進平、小田剛志

議案 1．孤児院Wi-Fi 修理に関して
孤児院の Wi-Fi が故障しており、通常業務や
里親様との Skype に支障をきたしていたが、
修理に関して承認され、通常業務等スムーズ
に行われるようになります。

議案 2．孤児院の新しい孤児の入園について
新しい入園孤児
チョム・スレイチュー
（13才女子）

「この子は、両親から
暴力を振るわれ、そ
れを見かねた地区の
担当者が保護してい

レモングラス作付開始
6 月のレモングラスの定植を開始しました。今年は 4 枚の畑合計 1.4ha の畑に定植
します。レモングラスの苗は畑に生えているレモングラスの株から作ります。鍬でレ
モングラスの株を根っこから引き抜き、たくさんの株がついている根を作業場に持
ち帰り、株ごとに手で分けます。1つの株からは、30～ 40株の苗を取ることができ
ます。1haの畑にはおよそ 75,000 株の苗が必要になるため、今年は 105,000 株の
苗を作る必要があります。新しい契約生産者の苗も作る必要があるため、6月いっぱ
いレモングラスを畑から引き抜き苗を作る作業が続きます。

第184回 SAJ 理事評議員会が、2018年 7月 30日行われました。議案は下記の通りです

ました。その地区からの依頼で入園すること
になりました。学校には通っていなかったた
め、孤児院でしっかりと勉強させて、年齢を
考え小学 3 年生からスタートできるようにと
考えています。強くたくましく育ってほしい
と願っています。」（孤児院副園長談）

議案 3．孤児院の子どもの短期日本見学について
この度、里親様から孤児院の子どもを日本に
連れてきたいという要望があり、今後同様の
要望があり得るためルール化させて頂きたく
理事・評議員の皆様で検討して頂きました。
今後は、今回承認されたルールを満たす場合
に限り、来日を許可するものとします。

SAJ Farm
6 月の
ファーム

SAJ ファームは、孤児院の子どもや、
将来的には農業を志すカンボジアの
若者に技術を習得させるための実習
場（農場）として、2010年にスター
トさせた就労支援事業です。

新事業
New 
business

カンボジアでは、高校卒業時に高校卒業試験が実施されます。
高校卒業試験は、毎年 8 月に高校 3 年が受験します。合格できないと高校卒業の資格が得られません。
また、合格者は成績に応じて、Aから Eの 5段階（ランク）に振り分けられます。Aランク合格者は大都
市（プノンペンなど）に集中している現状があり、SAJ 孤児院の子どもたちは、どんなに勉強熱心でも
A・Bランクは取れません。（孤児院は、ポーサット州という地方にあり、都市からは車で４時間離れてい
ます）カンボジアでは、都市と地方の格差が問題になっており、それは教育格差にも繋がっています。
SAJ は、そんな教育格差を解消するために、カンボジアの教育省の協力を得て、都市の優秀な教員の授業
をDVDに録画し、SAJ 孤児院や地方の学校へ配布する事業を開始しました。DVDは、1本あたり約 50
分、1年間で3教科（数学Ⅰ・Ⅱ、英語）2学年（高2・高3）、186本制作します。配布先は、孤児院のあるポー
サット州 15校とコンポート州 2校からスタートさせ、今後 5年間で、全教科・3学年分のDVD（約
1,200 本）を制作する予定です。

DVDを活用した教育支援事業

理
事
評
議
員
会
の
報
告 写真上

★レモングラスの収穫（この姿を目指します！）

教育格差を
解消したい

！

レモングラス作付開始
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「鳥メロ」今治ドンドビ店
ワタミ（株）

「鳥メロ」徳山店
ワタミ（株）

今月の寄附金合計 20,213,613 円 

募金箱回収ありがとうございました
※法人名、団体名は 2018年 4月現在のものです。募金箱回収してくださった方（順不同、敬称略）

募金箱の新規設置や交換、
SAJ の活動に関するご意見、
ご質問はお気軽に SAJ 事務局
までお問い合わせ下さい。

代表理事メッセージ オークンチャラーン
公益財団法人 School Aid Japan（以下 SAJ）は、「一人でも多くの子どもたちに人間性
向上のための教育機会と教育環境を提供する」ことを目的として 2001 年に活動を開
始し、今年で 18年目を迎えております。学校建設からスタートさせた支援活動は、貧し
くて学校に通えない子どもに対する文房具・制服・お米の配給、孤児院「夢追う子ども
たちの家」の運営、カンボジアの就労支援としての SAJFarmの運営、バングラデシュで
の学校運営等、今では 7支援事業にまで拡大しております。
皆様からの温かいご支援により、たくさんの現実が変わっております。心より感謝申し
あげます。
そして、この度 SAJ の活動報告として機関誌 SAJ「サバーイ通信」を発行させて頂くこ
とになりました。従来 SAJ 機関誌として「スマイル通信」「Dream通信」「SAJFarm通
信」「バングラデシュ通信」の 4誌がありましたが、この 4誌を 1誌にまとめてより分か
りやすくお伝えできるようにしました。ご支援して頂いている皆様に、感謝とともにお
届けいたします。
これからも SAJ は開発途上国の子どもたちの為に活動を続けて参ります。
今後ともご支援のほどよろしくお願い申しあげます。

支援者様メッセージ
アジア南方方面に赴任した父の戦争体験を耳にし、いつかインドネシア半島で教育関係のお手伝
いがしたい。住田前事務局長との出会いがきっかけで、SAJ カンボジア教育支援活動に参加し、長
年の想いの扉を開くことができました。学校建設・里親・大学生の奨学金支援とお手伝いを続け、
カンボジアへの訪問は 2010年から 14回を重ねています。
最初の里子サルーアンは現在医学部の２年生です。最初に出会ったときに将来は医者になりたい
と言っていました。「両親を幼い頃に亡くし、世の中の人に役に立つ仕事がしたい」彼の夢が実現で
きるよう、父親としての役割を果たしていきます。
また、私の通訳をしてくれたニヤさんのご主人はエンジニアとして当社で働いています。将来は彼
にカンボジア事業を展開させ、カンボジアの若者に就業の場を提供したいと考えています。
私に人生の新たな夢を与えてくれた SAJ との出会いに感謝し、恩返しの活動を続けてまいります。

今後の予定
8月27日
第 185回理事評議員会
8月 28日～ 8月 31日
カンボジア教育支援視察ツアー
9月 25日～ 27日
バングラデシュ教育支援視察ツアー（予定）
9月 28日
第 186回理事評議員会

ご支援いただいた寄附
2018年７月度

これまでの実績
いただいた寄附金の累計額
（2001年度～ 2017年度）

建設した学校の合計
（2001年度～ 2017年度）

現在、SAJ の建設した
学校で授業を
受けている児童・生徒の人数
(2018年 3月現在 )

ふれあいサポートプランで
文房具や制服を受け取った
児童数の累計
（2003年度～ 2017年度）

SAJ の建設した学校で
お米を受け取った
児童数の累計
（2006年度～ 2017年度）

SAJ の建設した学校で
朝給食を支給された
児童数の累計
（2006年度～ 2017年度）

26 億
8,827万 8,305 円 268 校 90,140 人 11,479 人 8,556 人 99,296 人

編 集後記
この度、SAJ の新しい機関誌「サバーイ通信」を発行いたしまし
た。これまでも SAJ の機関誌はありましたが、支援者の皆様に
活動報告が十分にお伝えできていないのではないかという懸念
がありました。そこで、支援者の皆様へより分かりやすく、そし
て活動をご理解いただき継続的にご支援をして頂きたいという
思いで、大胆に紙面を一新し発行させていただくことになりま
した。今後の「サバーイ通信」にご期待ください。

大江電機株式会社　代表取締役社長大江 光正様
おおえ 　　　みつまさ

「坐・和民」肥後橋店
ワタミ（株）

「坐・和民」錦糸町南口駅前店
ワタミ（株）

「ミライザカ」長崎駅前店
ワタミ（株）

「GOHAN」みなとみらい店
ワタミ（株）

SOMPOケアラヴィーレ中央林間
SOMPOケア（株）

「坐・和民」高崎西口駅前店
ワタミ（株）

「和民」東岡崎駅前通り店
ワタミ（株）

「和民」西新宿プラザ通り店
ワタミ（株）

機関誌統合に寄せて

会員会費 1,862,917 円 
一般寄附 391,179 円 
指定寄附合計 17,959,517 円 

（内訳）

募金箱の回収は、郵便局や銀行での振込みまたは、
SAJ事務局への持参にて承ります。（ ）


