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2020年度総会

SAJ発足20周年！
カンボジア・バングラデシュからもお祝いメッセージ！

6月30日に2020年度総会・定時評議委員会を開催しました。
理事、評議員のほかに里親様や石鹸事業でお世話になっている
リンクライン様など沢山の方々にご参加頂きました。カンボジ
ア王国からはソーケン副首相、教育大臣、農村開発大臣から感
謝状が届きました。また、孤児院、SAJ Farm、バングラデシュ、
孤児院の卒園生などからのお祝いメッセージもあったりと華
やかな会合となりました。
20 年間を振り返るビデオを視聴し、各事業の発展の様子や孤
児院の幼かった子どもたちが卒園し、大学へ行き、就職をして
働いているという成長過程を振り返る事ができ、SAJ の活動の
素晴らしさを感じることができました。
ひとえにたくさんの方々からのご支援ご協力の賜物でカンボ
ジアの教育活動において成果をあげることができました。これ
からもカンボジア・バングラデシュなど開発途上国の子どもた

ちが夢を持ち、夢を追いかけ、夢を叶えられるよう、1 円も無駄に
することなく精一杯活動していきます。どうぞよろしくお願いい
たします。

仙台支部長 鎌田厚司様仙台支部長 鎌田厚司様 理事 武長彩子様理事 武長彩子様

カンボジアの教育大臣からの祝辞

カンボジアの農村開発大臣からの祝辞

カンボジアソーケン副首相からの祝辞



1

会費・寄附金のお振込み

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（金額自由）　●孤児院運営会費（12,000 円 / 月） 
●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）

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！

　郵便局：00140-5-345903

孤児院運営支援
洗い場屋根完成
今まで直射日光の照りつける中で、皿洗いをしていました。雨
と日差しを凌ぐ屋根が欲しいと相談したところ、職員ピーロン
とヴィセット（高 1）チャントゥリア ( 小 5）が立派な屋根を
作ってくれました。屋根のおかげで大きな影ができ、風も通る
ので、涼しい場所での作業ができるようになりました。（柚木）

散髪
コロナの影響で散髪もしばらく来てもらえなかったため、子ど
もたちの髪の毛はとても伸びてしまいました。来てもらえない
間伸びてしまった子の髪を切っていましたが、やはりプロは違
います。みんなすっきりして気持ちよさそうです。女の子は髪が
長いことが美しいとされているため、切ることはあまりしませ
ん。子どもたちの衛生面を考え、やはり2ヶ月に1回の散髪はこ
れからも依頼していきます。（柚木）

現状報告（5月20日現在）
大きな怪我や病気もなく子どもたちは元気に過ごしています。
子どもたちの学校再開の日程について政府から発表があり、カ
ンボジアの新学期である11月に合わせるとの事です。しかし
中学校・高校の卒業がどうなるのか、卒業試験を行うかなど情
報はまだありません。カンボジアは新たな感染者がいないとの
ことで、コロナに対する意識は弱まってきているように感じま
す。買い出しに行っている市場では暑さのせいもあり、マスク
を着けている人はほとんどいません。（柚木）

手洗いの習慣化
今まで何度指導してもやらなかった手洗いが、今回コロナの影
響で習慣となりました。子どもたちが自ら進んで石鹼を使用し
よく手を洗うので、食事の前には手洗い場が賑やかになります。
コロナが無くなってもこのまま習慣として続けて行けるよう指
導していきます。（柚木）



現在、透明石鹸の原料を日本から仕入れる
ことができない状況のため、カンボジアで
すべて原料が調達できるコールドプロセ
ス商品の再開発を行いました。以前よりノ
ウハウ、知識、技術も上がっているため、均
一な品質のものを製造できるようになり
ました。
オイルの配合レシピに関しては以前まと
めたデータを参考に原価、品質両面を比べ
様々な石鹸を作っていきます。
カンボジアにある原料のみでデザイン性
の高い石鹸を追求して開発しています。現
在、ダイソー様で手に入るもので型を作

第205回理事評議委員会が 6月 9日に緊急事態宣言下により書面での開催となりました。理事評議員会の
報告

SAJ Farm 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。

[ 議案 ]
議案１：平成 31年度（2019年度）事業報告書、決算書（財務諸表）、監査報告書の検討と承認
2020年 6月 9日、代表理事　渡邉美樹が理事及び幹事の全員に対して 2020年度理事会の決議の目的である事項に
ついて提案書を発し、当該案件につき 2020年 6月 15日までに理事全員から書面又は電磁的方法により同意する旨
の意思表示を、また監事から書面により異議がない旨の意思表示を得たので本理事会は定款第３１条の規定に基づき、
当該提案を承認可決する旨の 2020年度理事会の決議があったものとみなされた。
[ 報告事項 ]
報告１：孤児院報告 近況報告
報告２：プノンペン事務所報告
報告３：バングラデシュ報告
報告４：SAJ Farm 及び石鹸事業報告及びおしぼり報告
報告５：会計報告

石鹸づくり

り、以前より製造しやすくしました。色付
けは本来、天然顔料（鉱物由来）などを用い
るのが一般的ですが、今回は市場に売って
いる食紅で代用しています。
（農場長 酒井）

《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、高橋亮
■業務執行理事 : 青木茂雄
■評議員 : 大江光正、清水邦晃、佐藤誠、
              戸澤昌夫、大城慶正、白柳直美
■監事 : 片山進平、小田剛志

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。

たくさんのご支援ありがとうございます！！
「ワタミの宅食」様からDVDプレーヤー 7
台、支援者様からパソコン5台、洋服3箱分
いただきました。DVDやパソコンが使える
環境が増えると子どもたちの勉強効率もあ
がり、幅広い学びに繋がります。子どもたち
は新しいものが大好きなので大切に使わせ
ていただきます。また、洋服はTシャツや
パーカーをいただきました。カンボジアも
季節により、15度から40度ほど気温の差
があるのでパーカーはとてもありがたいで
す。子どもたちが喜んでいる姿が目に浮か
びます。本当にありがとうございました。
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代表理事メッセージ ドンノバット

代表理事メッセージ オークンチュラーン
6月30日に総会が開催され、多くの理事、
評議員、里親様、支援者様にご参加いただ
きました。SAJ創立20周年となる記念の
総会です。
この20年間を振り返ると、あらためて
様々な活動をさせて頂いたと感じます。
「砂漠に水を撒くのでもいいじゃないか。
一瞬でも砂が潤えばそれでいいじゃない
か」そんな気持ちで続けてきましたが、小
さな積み重ねがいつのまにか、20年間で
学校建設数は308校となり、事業の範囲
はどんどん広がりました。
しかし、大切なのは過去の振り返りでは
なく、これからの未来です。2020年度の
重点テーマは次の３点です。

支援者様メッセージ
私初めて参加させていただきました。プ
ノンペン空港に降り立つと、熱気と心の
こもった歓待を受けました。今回のツ
アーで特に印象に残ったのは孤児院で
の子供たちです。文字通り親が居ない、
あるいは親に見放された子供たちは一
様に明るく、まん丸な目で何かを語って
いました。居室の壁には子供たちが書い
た夢が張り出されていました。学校の先
生とか警察官が人気の職業でした。

これまでの実績
いただいた寄附金の累計額
（2001年度～ 2019年度）

建設した学校の合計
（2001年度～ 2019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
(2020 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～ 2019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～ 2019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～ 2019年度）

30 億
8,223万 5,392 円

308校

96,705 人 10,527 人

117,132 人14,494 人

岩手酸素株式会社　代表取締役  堀内 健一 様

今回のツアーでの食事は、期待を越えて
なかなかの美味しいものでしたが、個人
的には孤児院で普段子供たちが口にして
いる食事を子供たちと一緒に食べてみた
かったです。
親なくも懸命に生きる子供たち
まばゆく光る張り出された夢
スタッフの皆さん、大変お世話になりま
した。

孤児院で日本語教育を充実させ、卒園時
に日本語検定のN5と取得させます。卒園
後に大学進学ではなく、日本で働きなが
ら学ぶ道筋をつけ、子どもたち一人ひと
りの夢の実現を支援します。
コロナ渦でSAJがDVD事業として設置
したスタジオが大活躍しています。オン
ライン教育がカンボジアでも加速するよ
う、SAJとしても教育省を支援します。
カンボジアで雇用を拡大するとともに、
SAJ自ら活動資金を生み出していかなけ
ればなりません。SAJファームで生産した
レモングラスオイルを使った石鹸やおし
ぼりを国内外で販売していきます。
もちろん、カンボジアでの学校建設やふ

れあいサポート支援、お米支援、朝給食支
援、バングラデシュでの学校運営もこれ
まで以上にしっかり進めて参ります。引
き続き、皆様からのご支援をよろしくお
願い申し上げます。

編集後記 SAJ が 20 年目を迎えました。コロナウイルスの影響で孤児院やファームといった様々な場所で影響が出て
います。20 年目はどのような活動ができるのか、、、今できることをプラスに考え行動し、新たな SAJ を築い
ていきたいと思います。

5月の寄附金合計     9,252,222 円 

募金箱回収ありがとうございました
※法人名、団体名は 2019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）

今後の予定ご支援いただいた寄附
2020年

会員会費 1,711,817 円
一般寄附 6,872,561 円
指定寄附 667,844 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事務局へのご持参にて承ります。

7 月 27日
理事評議委員会
8月 31日
理事評議委員会
9月 28日
理事評議委員会

●富士葬祭(沖縄支部)
●SFPホールディングス(株)
「きづなすし」 西新宿店
「鳥良商店」 原宿店　
「磯丸水産」 赤坂見附店
「鳥良商店」 立川2号店
「鳥良商店」 船橋店

●ワタミ(株)タクショク事業部
●ワタミ(株)外食事業部
「ミライザカ」 竹ノ塚東口駅前店
「ミライザカ」 宇都宮東口店
「ミライザカ」 京橋OBPツイン21-1F店
「ミライザカ」 十条北口店
「ミライザカ」 京橋OBP

「坐・和民」 水道橋西通り店
「坐・和民」 八重洲一丁目店
「和民」 水道橋西口通店
「わたみん家」 鴨川北口駅前店
「わたみん家」 国立南口店
「鳥メロ」 国立南口店
その他「和民」店舗


