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日本語授業を開始して、1年が経ちました。コロナの影響で12月の日本語検定5級を受け
ることはできませんでしたが、子どもたちの努力が7月の試験で実ることを願っていま
す。カンボジア日本人材開発センターの皆様（CJCC様）が2月7日・8日の二日間来園し、
日本語授業の進め方をアドバイスしていただきました。今はアプリ動画を使った日本語教
材が沢山あり、SAJが教材として使用している『みんなの日本語』もクメール語のアプリや
動画で単元ごとの勉強ができるそうです。文法や言葉の説明はアプリ・動画で行い、発音
や会話などを日本人と授業をしていく方がお互いに充実した授業になると教えていただ
きました。また、今後は日本語授業に関することで困ったことがあれば、いつでも協力をす
ると心強いお言葉もいただきました。CJCC様が監修されている教材『いろどり』もSAJ
孤児院にご提供をしていただけるとのお約束もいただきました。

CJCC様について詳しくは：

  

カンボジア孤児院の子どもたち

日本語授業×CJCC様
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サラバラット幼稚園

オン幼稚園

孤児院運営支援 食の支援

ポーサット州社会福祉局長から孤児院の推薦していただき、
知事の娘さんのお誕生日会を孤児院で行いました。
マオ・ターニン州知事より「しっかりと運営をされている孤児
院と聞いて訪問をしましたが想像以上にしっかりと運営さ
れ、とてもきれいで驚きました。わたしたちもサポートさせて
もらいます。これからも是非、
子どもたちのためによろしく
お願いいたします。日本のみな
さまに感謝します。」とお言葉
をいただき、ポーサット州知事
より毎月 1 トン（1000kg）の
お米の寄附をいただけるとの
お約束をしていただきました。

ポーサット州知事
（マオ・ターニン様ご家族）ご来園 コロナの影響はまだまだカンボジアでもありますが、毎月お

米を配布しています。

お米支援

学校建設支援

9校の学校を建設し、DVDスタジオを寄贈したことで2020
年度学校建設は10校とさせていただきます。新たに承認を
得た4校のうち1校プレイクルーン小学校は必要性が高い
ということから、2021年度建設予定の第一校目として確定

2020年度学校建設
させていただきました。DVDスタジオはコロナ禍でのオン
ライン授業が広がったことにより、現地で運営し活用できる
状態になったため、寄贈いたしました。今後もカンボジアの
発展に貢献できるような活動を行ってまいります。

no 学校名 州 建設請負業者 建設契約内容
309 プレイクネース中学校 プレイヴェン州 チワー 中学校３教室
310 プロッポスロルイ幼稚園 プレイヴェン州 チワー 幼稚園３教室+トイレ
311 クダンイアー幼稚園 バッタンバン州 ソヴァット 幼稚園３教室
312 ソー中学校 プレイヴェン州 ボリナ  中学校3教室
313 ワットカエウ幼稚園 バッタンバン州 ソヴァット 幼稚園３教室
314 オータコム①幼稚園 バッタンバン州 モクサイ 幼稚園2教室
315 オン幼稚園 バッタンバン州 モクサイ 幼稚園2教室
316 サラバラット幼稚園 バッタンバン州 モクサイ 幼稚園2教室
317 タプルッチ小学校 バッタンバン州 モクサイ 小学校２教室
318 DVDスタジオ（寄贈） プノンペン   
319 プレイクルーン小学校 バッタンバン州 ソヴァット 小学校３教室

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



4 月 27日…理事評議委員会　　5月 31日…理事評議委員　　6月 28日　SAJ 総会会今後の予定

杉の樹大学とは、「もっと広がる、もっと繋がる ～杉並ではじめる
「学び」の暮らし～」をコンセプトとした、60歳からの大学です。杉
並区高井戸市民センターへお邪魔し、講演をさせていただきまし
た。佐藤事務局長がSAJや開発途上国について話し、カンボジアの
ユット所長や孤児院の子どもたちとZOOMで繋ぎ、会話ができる
ような内容にしました。SAJ事務局としては初めての講演で不慣
れな点も多くありましたが、無事に終えることができました。今後
もこういった活動をしていけるよう努力していきます。

日本事務局からの報告

1月26日　杉の樹大学講演会

第 213回理事評議委員会が 2021 年 3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：OBOG会発足規約（案）について
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。

SAJ ファームから孤児院に受け継いだレモングラスは、1
月の苗の植え付けから 2カ月が経ちました。毎日、欠かさ
ず水まきをしているので順調に育ってきています。今後
は、周りの土を耕し、空気を混ぜ入れ、更に生育を促してい
きます。同じくファームから譲っていただいた石鹸製造の
道具や材料を使って、現在子どもたちは石鹸の製造⇒乾燥
⇒カット ( 仕上げ ) までをこなし、出来あがった石鹸を自
分たちで使っています。これからも、色んなアレンジを加
えて楽しみながら石鹸製造をしていきます。最後にファー
ムのビニールハウスを解体して運び込んだスチールは、孤
児院の図書室の本棚へと生まれ変わっています。今後もそ
のスチールは孤児院のいろいろなところに活用していき
たいと思っています。

レモングラス石鹸作成中

石鹸乾燥中

ビニールハウス解体 スチール運び込み 本棚作成中

石鹸乾燥中 本棚完成！

「夢追う子どもたちの家」の生活



2月の寄附金合計   5,798,543 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 1,603,700 円
一般寄附 629,867 円
指定寄附 3,564,976 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）郷家
●SFPホールディングス　□「鳥良商店」新橋店、大宮店　□「磯丸水産」 上野駅前通り店、松戸西口駅前店
●ワタミ（株）　□「ミライザカ」吉祥寺南口店、徳島両国橋店、上尾ﾓﾝｼｪﾘｰ店、松江北口駅前店、新宿西口店、宇部新川
店、市川店　□「鳥メロ」 御茶ノ水駅前店、豊田北口駅前店、 東部宇都宮駅前店　□「坐・和民」 ﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ和歌山店　
□「にくスタ」羽田大鳥居店、上尾店　□「ニッポンまぐろ漁業団」 浜松町店　□ワタミ手づくり厨房 丹波センター

2020年12月募金箱回収

【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

代表理事

寄附でいただいたマスク

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
サバーイ通信（2021年1月号）で「孤児院
では洋服、本、マスクが足りません」とお伝
えしたところ、ある支援者の方がそれを
SNSで拡散していただきました。その結
果、その方のご友人のさらにそのご友人か
ら「自分の子どもが着ていた洋服でよけれ
ばお送りします」というご連絡をいただき
ました。別のご友人からは「政府から支給
されたマスクは使っていないのでお送り
します」とご連絡いただきました。
別の支援者の方は、お付き合いのある経営
者にSAJの活動をご紹介いただき、その経
営者はすぐに孤児院の子どもの里親に
なっていただきました。そして、その経営
者の方も別の方をご紹介いただき、新たに
孤児院に入園した三人の兄妹の里親を

やっていただくことになりました。
SAJの活動を知ったある方は、「我が家はコ
ロナの影響が大きくないので、政府からの
コロナ給付金10万円を寄付しますので、カ
ンボジアの食糧支援に使ってください」と
ご寄附くださいました。
支援者の皆様が新たな支援者をご紹介いた
だき、お陰様でSAJを支援してくださる
方々の輪は確実に広がっております。代表
理事として心から感謝申し上げます。
現在、SAJではホームページを全面的に見
直しております。スマートフォン対応とし、
動画や写真を豊富に掲載して、最新情報を
毎月更新いたします。完成しましたら、皆様
にご案内させていただきますので、「SAJは
いただいたご寄附は一円残らず現地に届け

る」というお言葉を添えて、どうかご友人
や知人への共有をお願い申し上げます。
一人でも多くの支援者の皆様とご一緒に、
カンボジアやバングラデシュの現実を一
歩ずつ確実に、良い方向へ変えていきたい
と思っております。

               

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

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

公益財団法人 School Aid Japan　
本部 〒144-0043  東京都大田区羽田1-1-3　　TEL：03-5737-2773　　FAX：03-5737-2793 　Eメール：sajinfo@schoolaidjapan.or.jp   http://www.schoolaidjapan.or.jp　
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