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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子どもたち

学校再開
新学期スタート！

子どもたちはコロナの影響でずっと園で過ごしていましたが、全員一学年上がり学校が再
開しました。試験もなく全員が進学したので不思議な気持ちもありますが、勉強をより一
層頑張ってほしいです。

～子どもたちの様子～
現在、通学路の国道5号線は拡幅工事中の砂利道になっています。けがをすると危険なの
で少し時間はかかりますが、国道5号線を通らずに裏道の赤土の農道を通るようにしまし
た。数日後、小学校高学年の子どもたちから学校の担任の先生方が教室を掃除しているの
に、自分達が遅れて行くのが嫌だから園の出発時間を15分早めてほしいと言ってきまし
た。そのような考えが出来るようになったことがうれしく思います。子どもたちが自分の
考えを持ち良き習慣を身につけ、成長する姿を見守っていきたいです。

  



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！Activity re
port

孤児院運営支援

学校運営支援【NDMSC】

クラコー郡の教職員（約 100 名）の方へ、SAJ の今までの取
り組みや、孤児院の運営の目的などを説明しました。生活が苦
しくて学校へ通うことが出来ない子どもや、DV被害にあっ
ている子どもが、みなさんの身近にいるようであれば情報を
SAJ に提供していただきたいと呼びかけました。カンボジア
には、子どもを売ってし
まうような悪質の孤児院
も多くあり、孤児院を減
らそうという政府の声も
あります。私たちは子ど
もたちのための地域に開
かれた孤児院を目指して
いきます。

クラコー郡教職員に向けた
孤児院情報提供の呼びかけ

大体の方がマスクを着用していますが、ダッカ市内は人が溢
れかえっています。市民はもうすでにコロナの状況を気にす
ることなく生活していて、コロナを脅威と感じるよりも楽観
的に考えている方が多いと感じます。

ダッカ市内の様子

クラコー郡の自治体から、クラコー市場の清掃ボランティア
があるので、孤児院からも参加をしてほしいとの要請を受け
ました。中学生と高校生の７名が地域のみなさんと一緒に清
掃をしました。悪臭と害虫がうごめく中で、7名は大人顔負
けの頑張りを見せてくれました。清掃終了後に、子どもたち
の足下にゴミが飛んできました。そのゴミをゴミ箱へ捨てる
姿を見て、こうした取り組みが子どもたちの意識を変えてく
れることに気付きました。今度は、もっと大勢で園の周辺を
一斉に清掃をしたいと思います。

クラコー市場 清掃ボランティア

生徒がいない校舎は寂しさを感じるほど暗いですが、教職員
は日々生徒へのサポートをしています。各自オンライン授業
や生徒宅訪問など、いつもと変わらない忙しいオフィスの状
況が続いていて大変活気に満ち溢れています。他校は休校で
あり、教員も仕事をしていない状況の中、先生たちの姿にバ
ングラデシュのモデル校としての教育への熱を感じること
ができました。現地監査という点では大きな問題なく、いつ
学校が再開しても良いように既に準備もできています。

本校の様子

清掃ボランティアに
参加した７名の中高生



3 月 22日…理事評議委員会　　4月 27日…理事評議委員会　　5月 31日…理事評議委員会今後の予定
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SAJ Farmは2010年9月にカンボジアの若者の就労支
援を目的として開設いたしました。この10年間、草一つ生
えていなかった約13haの荒地は、多くの挑戦を重ね、今
ではレモングラスが青々と茂り、生命力溢れる場所になっ
ています。これもひとえにSAJに関わる皆様方の温かいご
支援があったからこそです。カンボジアの農業発展のた
め、農業を志す若者に知識、技能を習得してもらうために
活動してまいりました。
しかし、2021年1月末日をもちまして、SAJ Farmを閉
鎖することにいたしました。
閉鎖理由は、⑴コロナウイルスの影響で観光客が99％減
少し、石鹸やレモングラスの売り先が無くなったこと。　
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【SAJ Farm閉鎖のご報告】 今までありがとうございました。

第 213 回理事評議委員会が 2021 年 2月 22日に開催となりました。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

[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：会計報告
以上につき、佐藤事務局長、青木業務執行理事より説明がなされこれを了承した。

[ 決議事項 ]
議案１：2020年度下期学校建設に関する検討と承認
議案２：2021年度の事業計画・予算に関する検討と承認
佐藤事務局長より説明がなされ、全員異議なく承認した。

《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。

⑵Farmの土地が痩せているため、レモングラスと米以外
の作物が育たないこと。　⑶現地スタッフの育成が困難で
日本人スタッフが疲弊してしまったことなどが挙げられ
ます。
働いていた、現地スタッフ11名は、退職後、無事に近隣の
工場、精米所などに転職していただくことができました。
栽培中のレモングラスは、孤児院の農園に苗を運び、小さ
な面積ではありますが継続してまいります。
SAJの就労支援としてのSAJ Farmは一度活動を終えま
すが、カンボジアの子どもたちの幸せの為に、他の支援活
動は精力的に行ってまいります。引き続き、皆様のご支援
よろしくお願い申し上げます。

SAJ Farmスタッフ SAJ ツアー 孤児院苗植えの様子

以前、SAJ孤児院で勤務をしていましたが、
復職することになりました。園長や子ども
たちからの信頼が厚い礼儀正しい好青年で
す。ヴァンさんには2児の子どもがいます。
子どもたちには学校へ行ってほしいという
想いがあり、得意の料理を活かした仕事が
できる孤児院へ来ました。本人も文字を読
めるようになりたいと、孤児院にある本を
読み勉強している姿も印象的です。

孤児院から新職員紹介！

ブーン・ヴァン（27歳）

王立プノンペン大学日本学科の３年
生です。２０１６年から２０１７年
の間、日本でアルバイトをした経験
もあります。日本語レベルはN5です
が、今後SAJの通訳としてユットさ
んとソンポアさんをサポートできる
ように成長していってほしいと願っ
ています。

プノンペン事務所から新職員紹介！

ソクン・ラッチャナー（26歳）
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1月の寄附金合計   11,576,957 円 

募金箱回収ありがとうございましたご支援いただいた寄附
2021年

会員会費 1,840,200 円
一般寄附 338,152 円
指定寄附 9,398,605 円

（内訳）

※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）
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。

●（株）リヴァイブ
●SFPホールディングス　□「磯丸水産」 武蔵小杉南口店、横浜鶴屋町店、千日前店　□「鳥良商店」 東大和店、田無店
●ワタミ（株）　□「ミライザカ」青物横丁店、西条店、清水西口駅前店　□「鳥メロ」 上大岡店　□「和民」成田店　
□「坐・和民」 奈良三条通り店

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

2020年12月募金箱回収

SAJ Farm DVD事業

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
2021年2月の理事会・評議員会で、2021
年度の事業計画と予算が承認されました
ので、その骨子について報告します。
コロナは、SAJの活動にも大きな影響を及
ぼしました。就労支援事業であるSAJ
ファームでは、蒸留したレモングラスオイ
ルを使った石鹸を開発し、シェムリアップ
などの観光地でお土産店やホテルで販売
する計画でした。しかし、シェムリアップ
では観光客が90%以上減少し、ホテルやお
土産店の倒産が相次ぎ、石鹸販売の目途が
たたない状況となりました。
一方で、プラスの側面もありました。DVD
事業として教育省内に設置したスタジオ
施設は、オンライン授業のニーズの高まり
により、教育省で自主的に積極的に活用さ

れるようになりました。スタジオで作成さ
れたコンテンツはTV番組で流されるなど、
学校に通えない子どもたちの学力向上に寄
与することができました。
日本においては、コロナ禍で一時的に寄附
金の減少が見込まれます。そのため2021
年度は「選択と集中」の年とし、SAJファー
ムは事業を停止し、DVD事業はスタジオも
含めて教育省に譲渡することとしました。
また、学校建設数は例年比で5校減らして
15校を目標としました。
しかし、ピンチはチャンスです。お米支援と
ふれあいサポートを強化し、前年比で支援
対象を80%拡大し、コロナ禍で失業した世
帯をサポートします。また、本部や各事業の
効率化を推進し、コロナが収束した時に、再

び活動を大きく拡大できるよう準備をし
て参ります。昨年度よりスタートさせた孤
児院での日本語教育をさらに充実させ、
2021年度は日本語検定合格者を複数名、
輩出することができそうです。コロナ禍が
落ち着けば、カンボジアへの教育支援ツ
アーを再開させたいと思っております。皆
様が孤児院を訪れ、元気な子どもたちと日
本語で会話できる日を楽しみにしていて
ください。

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。

　郵便局：00140-5-345903

【孤児院】
小さい子どもたちの服が
不足しています！

   110 ～130センチの子ども服
半袖、長袖、ズボン、パーカーなどの羽織

＊使っていた服、必要なくなった服など何でも構いません。
＊大変お手数ですが、直接孤児院へ届けるため洗濯された洋服を
　お送りいただきますようお願い申し上げます。
＊ご不明点等ございましたらSAJ本部へお問い合わせください。

募集    日本語や英語の本
孤児院:目指せクラコー郡１の図書館！！

目標1,000冊（現在250冊）
＊日本語や英語の絵本、小説、童話、図鑑、参考書、偉人伝、歴史など
　【対象：幼稚園生から高校3年生】

募集

新たに
寄附募集します

               


