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サバーイは「幸福」を意味するクメール語です

カンボジア

孤児院の夢教育
～子どもたちの夢を叶えるために～

一、「どうしても叶えたい」
　　夢を持つ
一、夢に日付けを入れる
一、勉強し、計画化する
一、カラーでイメージする
一、あきらめない
一、運を味方にする
一、夢を追うプロセスの中で、
　　成長する

一、夢を持ち、追い、叶える
一、ありがとうを集める仕事を
　　持つ
一、健康に過ごす
一、人格を磨く
一、良き生活習慣をつける
一、家族・友人と良き
　　人間関係を作る
一、学力をつける
一、お金に困らない

1 朝五時に起きる
2 笑顔で元気よく挨拶する
3 正しい言葉遣いをする
4 身だしなみを整える
5 毎食後歯磨きをする
6 部屋の片づけをする
7 サンダルを並べる
8 ごみを拾う
9 毎日定められた時間以上
　勉強する
10 夢手帳でその日を振り返る

一、笑顔で元気よく挨拶せよ
一、約束を守れ　嘘をつくな
一、すべてに感謝せよ
一、自らの夢のために　
　　限界をこえた努力を継続せよ
一、損得ではなく　
　　善悪で判断せよ
一、他人の喜び悲しみを共有せよ
一、正しいと信じ決めたことは　
　　諦めず最後までやり遂げよ

夢７原則 子どもの幸せ８項目 10 の生活習慣 孤児院７つの約束
神様が応援してくれる生き方

今年3月より、「夢手帳」を活用し職員と子どもたちは夢を叶えていくた
めに、感謝をし、健康に過ごし、勉強し、良き生活習慣を身に着けようと
日々努力しています。
どうしても叶えたい夢を持ち、夢をカラーでイメージし、夢を叶えるた
めに神様が応援してくれる生き方をして運を味方にするのだと渡邉代
表理事は、最も大切なことを教えてくれています。「夢７原則」「子ども
の幸せ８項目」「10の生活習慣」「孤児院7つの約束」を掲げ、孤児院では
生活習慣チェックシートを用いて自己採点・職員の採点をもとに教育
をし、成長を見守っています。
子どもたちの夢を叶えるための応援をこれからもよろしくお願いいた
します。

「夢手帳」の表紙と１ページ目 「夢手帳」を活用する子どもたち

自己採点表



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）

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。

支援活動のご報告（指定寄附別）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
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孤児院運営支援
社会福祉省による監査
３年に１回の監査が実施されました。指摘項目としては、消火
器を設置すること、各部屋に表札が必要だということでした。
そして調理の際にゴザなどを敷くことを勧められました。指摘
箇所はいくつかありましたが、模範的な施設だと言って頂きま
した。ぜひ、他の施設の人たちにSAJ孤児院の見学をさせてほ
しいと社会福祉省の方がおっしゃってくださいました。（柚木）

お米支援＆ふれあいサポートプラン
コロナウイルスの影響でお米を配布が遅くなり 2020 年 6
月 25日にもう一度運びました。ソーシャルディスタンスを
確保するため、学校にお米を取りに来る生徒の人数を決め、
学校に来ない子どもたちには家まで運びました。各家にお米
を運ぶ際、先生にも手伝って頂きました。また学校が休校で
4月に配れなかった文房具も一緒に配りました。

学校運営支援【NDMSC】
バングラデシュでは7月21日時点で20万7千人がコロナ
ウイルスに感染し約2700人が亡くなっている状況です。
レッドゾーンに指定された地域のうち，感染拡大が深刻な地
域でのみロックダウンが実施され、ロックダウンが実施され
た地域では，保健サービス総局の許可と命令の下，自治体の
調整によって日用品等は確保ができるようになっています。
・学校の状況
休校解除の目途は立っておらず、卒業試験や大学入試なども
延期されています。自宅学習として、前回から継続し、ネット
環境が整っている生徒（JIDSとNDMSC有料生徒）とネット
環境がない貧しい生徒たちとのグループに分けて対応して
います。
また、現地教員たちもオンラインに慣れてきたこともあり、
ネット環境が整っている生徒達の保護者に対してはオンラ
イン保護者会や個別面談を実施し、保護者との交流も定期的
に実施しています。
（校長 古澤）

お客様来園
カンボジアの電気会社社長ロアッタナー様
が来園しました。子どもたちにお菓子や
ジュース、そしてぬいぐるみをプレゼント
してくださいました。小さい子から大きい
子まで大喜びで、さらに孤児院にソーラー
パネルをプレゼントしてくださると約束し
ていただきました。（柚木）



8月はカンボジアの雨季真っ只中で、毎日のように雨が
降っています。村の至る所で田植えも始まっています。
今回は、いつもSAJファームで頑張ってくれているスタッ
フを紹介したいと思います。先日、ティア君（21歳）に女の
子の赤ちゃんが生まれました！突然、出産日の3日ほど前
に、彼から「相談があるのですが、赤ちゃんが生まれるので
休みがほしいです。」と。寡黙で、口数も少なく真面目な彼
ですが、突然の朗報に私が「おめでとう！」と伝えたら、は
にかんで幸せそうな笑みを浮かべていました。彼は18歳
からSAJで働き始め、今年で4年目になります。数ヶ月で
転職してしまう文化のカンボジアで、長く働いてくれてい
ることに本当に感謝です。SAJファームで活動をしなが
ら、現地の方々の人生に少しでも関われることに幸せを感
じています。これからも彼らとカンボジアの農業の発展の
為、頑張っていきます。
（農場長 酒井）

第 207回理事評議委員会が 2020年 8月 31日に開催となりました。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。

[ 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
以上につき、青木業務執行理事より別紙資料に基づき説明がなされ、これを了承した。

[ 決議事項 ]
議案１：孤児院現地職員のシフト勤務制移行に関する検討と承認
佐藤事務局長より孤児院現地職員のシフト勤務制移行関する説明がされた。全員異議なく承認した。

SAJ ファームの仲間

《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、清野貴彦

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。

ス タ ッ フ 紹 介

コロナ禍におきまして世の中は劇的に
変化しています。そんな中でも夢や希望
を持ち幸せになるという事は変わりま
せん。SAJの活動において、発展途上国
の子どもたちのための教育支援を継続
し続ける事が大切なことだと感じてい
ます。
渡邉代表理事が言われている『教育こ
そ、人間性を高めるために人が為す最も
重要な事業である』との言葉に共感し
SAJの事務局長の任を受け、3点を決意
しました。①20年という素晴らしい歴
史を受け継ぎ次の20年への出発点と捉
え開拓者の心で道なき道を向上心で新
たなる未来への安心できる基盤を新た

新事務局長就任　佐藤 徳子

今まで、出稼ぎで家から離れていたた
め、孤児院の職員になり週に１度、家に
帰り6歳の娘に会えることが嬉しいと
のことです。子どもと一緒に食後の片付
けや掃除をする姿、子どもたちと楽しく
接している姿はほのぼのとします。これ
から頑張ってくれることを期待します。

カン・チャンサー（29歳）

新職員就任

に構築していきます。②常に明るく元気
で楽しく笑顔で感謝できる人間に成長
します。③「人格を育む教育」を常に意識
を持ち地域市民であり、国民であり、世
界市民であることを自覚し智慧を磨き
勇気を出し、苦しむ人に同苦できる人間
性をもつ人材に成長します。皆様からの
温かいご支援を無駄
にせず、職務に全うす
る覚悟です。引き続き
変わらぬご理解とご
支援を心より宜しく
お願い申し上げます。
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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
SAJの孤児院には、子どもたちが守るべき『７つの約束』があり
ます。
一、笑顔で元気よく挨拶せよ
一、約束を守れ　嘘をつくな
一、すべてに感謝せよ
一、自らの夢のために　限界をこえた努力を継続せよ
一、損得ではなく　善悪で判断せよ
一、他人の喜び悲しみを共有せよ
一、正しいと信じ決めたことは　諦めず最後までやり遂げよ
これは、今から33年前、私が妻の妊娠を知ってから長男が生
まれるまでの約８か月をかけて、考えに考え抜いて決めた『父
と子の約束５ヶ条』がもとになっています。「幸せになって欲し
い」という願いを込めて、幸せになるための原則をまとめまし
た。運を呼び寄せる生き方、神様が応援したくなる生き方だと
私は思っています。
「幸せになって欲しい」という思いは、長男や次男はもちろんの

支援者様メッセージ
10年ほど前から毎年1月に渡邉美樹代表理事の
ご講演を拝聴している中でこの活動を知りまし
た。楽しそうに活動内容を話されている姿を拝
見し、いつか自分も参加できたらと思っており
ました。思い切って相談したところ、昨年より
チョム・ヴィアスナー君、チエン君、サイハー君
の3兄弟の里親にならせて頂きました。喜びと
共に責任を感じております。

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

株式会社　エイム　代表取締役  小山　孝 様

初めて総会に参加させていただき、事業内容を知
ることができました。やはり思っていた以上にご
苦労があることも知りました。関係者の皆様に心
より敬意を表します。
3人の息子に逢える日を楽しみにしています。そ
して、大人になって日本に働きに来るかも知れな
い日を想像しながら、自分自身頑張ろうと気持ち
を新たにしております。

こと、ワタミの従業員、郁文館の生徒たち、そして孤児院の子ども
たちも同じです。孤児院では毎朝の国旗掲揚時にこの『７つの約
束』を唱和しています。
最近、ZOOMを使って孤児院の子どもたちとお話しいただける里
親様や支援者様が増えてきました。その際には、『７つの約束』を
守っているか、是非とも聞いてみてください。

編集後記 孤児院の子ども達が夢手帳を用いて夢に向かって努力し成長している姿を感じることができ、とてもうれし
く思います。日本本部も新たな事務局長と共に歩んでいきます。今後ともよろしくお願いいたします。

7月の寄附金合計     3,912,885 円 

募金箱回収ありがとうございました
※法人名、団体名は 2020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 1,819,217 円
一般寄附 526,280 円
指定寄附 1,567,388 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。

9 月 28日
理事評議委員会
10月 27日
理事評議委員会
11月 24日
理事評議委員会

●鶏笑 神戸甲南店 ●ワタミ（株）
●SFPホールディングス（株）
鳥良商店 新宿東南口店
鳥良 秋葉原店
松戸いち五郎
五の五 八王子店

               

□「にくスタ」 トピレック南砂　□「坐・和民」 五反田西口店、新宿大ガード店、
上野駅前通り店 、新宿西口店、吉祥寺北口パレスビル　□「ミライザカ」金沢
片町店、古川橋北口店、浜松鍛冶町店、手稲駅南口店、高知追手筋店、静岡青葉
通り店、鷺沼店、 上板橋北口駅前店、近鉄四日市駅前店、札幌駅西口JR55ビル
店、浦和西口店、王寺南口駅前、池袋西武口　□「白くまストア」 十三店、本町
店　□「鳥メロ」 函館五稜郭店、鴻池新田店、三鷹駅前店、札幌駅西口JR55ビ
ル、上大岡店、西小山駅前、渋谷道玄坂店、広尾店　□「和民」 中延駅前店、船橋
南口店  □「GOHAN」秋葉原駅前店、池袋サンシャイン通り店　□上海ワタミ


