
カンボジア孤児院

孤児４名が入園！！
孤児院で生活をしている子どもたちが入園予定の子ども合わせて77名にな
りました。80名の定員まであと少しとなりましたが、子どもたちの受け入れ
準備は整っております！

カーン・モイシエン （7歳 小学2年生）

エイン・カッカダー （7歳 未就学）

エイン・チャンレッケナー （7歳 未就学）

エイン・プロムオーン （4歳 未就学）

赤ちゃんの時に病院に捨てられていた彼
女を他人 のおばあさんが育ててきたそう
です。おばあさんが病気で入院してしま
い、引き取り手がいないと社会福祉局の方
からの依頼がありました。

父親のDVがひどく、近所の人
の通報で警察と社会福祉局が保
護し、緊急を要するためすぐに
迎えに行きました。母親もDV
を受けて顔がはれており、子ど
もたちは何日も体を洗っていな
い状態でした。顔には表情がな
く足にはタバコの火傷と思われ
る傷がいくつかあり、悲惨な生
活だったことが伺えます。
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サバーイは「幸福」を意味するクメール語です



孤児院運営支援

カンボジアは 4月が一番暑い季節
で、熱中症対策も必要となってきま
す。暑くなる前に子どもたちは散髪
をしました。男の子たちの髪も伸び
てきて暑苦しかったのが、全員すっ
きりしました。
大きい男の子たちは「かっこいい？」
と言わんばかりのカメラ目線です。

散髪　3月7日

毎月、月末に誕生日会を行っており、
孤児院の子どもたちをお祝いしま
す。新しい子どもたちにとっては初
めての誕生日会です。理事長先生の
メッセージを見る時も、中高生のお
兄さんお姉さんの膝の上で静かに見
ることが出来ました。中高生が新し
く入園した子どもたちのお父さんお
母さん代りになっている姿はとても
頼もしいです。
誕生日会の最後は恒例のダンスパー
ティーです。入ったばかりの子でも
音楽がなると踊りだします。職員も
いっしょになって楽しい時間を過ご
すことが出来ました。

誕生日会

学校運営支援【NDMSC】

〇学校再開日について
政府は２０２１年４月１日から学校再開することを発表しました。
ただ、全学年が登校をするのではなく、制限をかけ、5年生(小学校卒業学年)、8
年生（中学校卒業学年）、10年生(高校卒業学年)、12年生（カレッジ卒業学年）の
み優先的に登校させ、他学年は週に１回登校、１か月後に週２回登校と段階的登
校の指針を発表がありました。また、イード（断食）の時期は、例年、教育機関が約
1カ月の長期休暇に入っていましたが、今年のイード（4月14日～5月14日）は、
長期休暇をなくし、イードの最終日のみ休暇にすることの発表をしました。

〇大学入試の再開
国立大学の出願・入試期間が発表され、４月１日から出願開始いたします。６月
１９日から入試を開始する予定で、大学が動いています。昨年の夏から延期され
ていた大学入試がようやく動くということで、本校も出願に向けて生徒・保護
者に対して進路保護者会を実施いたします。

バングラデシュ校
（JIDSとNDMSC）に関して
学校は登校再開されておりませんが、教
職員は通常通り学校にて業務を実行して
います。
オンラインでの授業や電話での生徒サ
ポートは以前同様実施しており、各種
ミーティング含め、特にコロナ問題関係
なく進めることができています。
あとは学校登校再開時に円滑に開校し、
運用できるかが重要であるため何度もシ
ミュレーションを各担当部署で実施し、
既に準備万全の体制を整えています。

バングデシュの教育状況

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



5 月 31日…理事評議委員　　6月 28日…SAJ 総会　　7月 26日…理事評議委員会今後の予定

プノンペン事務所では、奨学生に学費や生活費を支払ったり、卒園生（OBOG会）
の管理をしています。孤児院を卒園した子どもたちが、大学卒業・就職など活躍の場
を広げています！！そこで、感謝を込めて皆様にご報告していきたいと思います。

彼はコロナの影響で仕事を失ってしまいましたが、子どもが好きなのでここの仕事をし
てみたかったと話しています。最初は人見知りが激しいところもありましたが、子どもた
ちとは園内授業の様子からも良い関係を築いているように思います。
子どもたちのために、これから職員みんなと力を合わせて頑張って欲しいです。

カンボジア孤児院 新職員紹介

ヴァン・ソーラーワット 36歳

第 215 回理事評議委員会が 
2021 年 4月 27日に開催されました。
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：日本事務局報告
報告５：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。

《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。

皆さんこんにちは。お元気ですか？日本のコロナウイルスは
どんな状況ですか？僕は元気です。カンボジアのコロナウイ
ルスは大変です。全国でロックダウンされて、みんなすごく
困っています。今年、大学卒業しました。現在、韓国の
KOSIGN社でモバイルアプリ開発者をしています。無事に就
職することができたのでとても嬉しいです。給料は少ないで
すが、自分の生活もでき、更に
家族を助けることもできたの
で本当に嬉しいです。
支援者の皆様、大学卒業までい
つも応援して頂き、暖かい心を
もらいました。本当に感謝して
います。これからも皆様お元気
にお過ごしください。

私の学校生活は毎朝、早起きをして復習をしてから始まりま
す。その後、学校へ行き午前中は座学、午後は病院での実習授
業を受けました。授業中は、先生の説明を良く聞き、分からな
いところがあったら、友人や先生に相談していました。時間が
あるときは、自分の知識を高める為に、図書館へ行きました。
実習の時はいつも先生のやり方をよく見て学びました。
私は大学を卒業し現在、看護
師としてジャパンハート病
院に就職しています。
良い看護師を目指して努力
し、後輩たちに自分の経験を
伝えていけるようになりた
いと思っています。

プノンペン事務所より

家族：妻30歳　縫製工場勤務     子ども10歳男の子、4歳女の子
最終学歴：高校3年（卒業試験は不合格）
前職：シェムリアップでホテルの警備、プノンペンで携帯電話会社の警備

十数名募集里親様募集
現在、孤児院「夢追う子どもたちの家」では定員人数80名
に向けて調査を進めています。
コロナウイルスの影響で失業者も増えたことから、学校
に通えない、食事・生活がまともにできない子どもたち
が増えています。里親になって“子どもたちを応援した
い”“子どもたちの夢の伴走者になりたい”と思われる方
は、SAJ事務局までご連絡ください。
＊「夢追う子どもたちの家」は、子どもたちの夢を育み、健全な成長を促進するととも
に、将来、自身に備わった素晴らしい能力に気づき、それを伸ばし社会に貢献できる子
どもたちを育成することを目標としています。
＊里親の皆様から頂いた支援金は、子どもたちの食費・生活費等、使わせて頂きます。

ルン・シム
王立プノンペン大学：卒業
年齢：25歳
現在やっていること：
韓国の KOSIGN会社でソフト
ウェアエンジニア
将来の夢：
モバイルアプリ開発者

スローン・ヴォッティ
王立健康医科大看護学部：卒業
年齢：25歳
現在やっていること：
ジャパンハート医療団体で看護師
将来の夢：
いい看護師さんになること



3月の寄附金合計   26,857,044 円 

ご支援いただいた寄附
2021年

会員会費 1,616,300 円
一般寄附 1,294,396 円
指定寄附 23,946,348 円

（内訳）

【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

渡邉代表理事、夢手帳を手に

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
カンボジアでは4月14日からクメール正
月でした。子どもたちは毎年恒例の帰省を
楽しみにしていましたが、コロナの爆発的
な感染拡大で首都プノンペンはロックダ
ウンとなり、州をまたいだ移動も禁止とな
りました。クメール正月明けもカンボジア
全土の学校が休校となり、孤児院の子ども
たちは帰省もできず、登校もできない生活
を余儀なくされています。そのため孤児院
では、園長、職員、子どもが一丸となって知
恵を絞り、ポーサット州の厳しい行動制限
に抵触しないイベントをたくさん開催し
ました。近場のお寺へのサイクリング、池
での水遊び、グループ対抗料理コンテス
ト、カラオケコンテストなどです。コロナ
禍に負けず、皆で楽しい時間をつくろうと

する姿には、一つの大きな家族の連帯を感
じました。
私からは、学校に行けないこの機会に、子ど
もたちには自分自身と向き合い、自分の将
来について考えて欲しいとの思いから、ビ
デオメッセージを送りました。
「人間は、“意志”“遺伝”“環境”“偶然”の産物
と言われています。みんながこの園に入れ
たのは“偶然”。そして、この園には衣食住の
すべてが満たされ、兄弟や保母や里親がい
て、日本語や伝統芸能まで学べる“環境”が
ある。だから、君たちはとても恵まれている
のだよ。残る“意志”とは好きなことであり、
“遺伝”とは得意なことです。自分が好きで
得意なことは何か、自分が追いかける“夢”
は何か、その夢を叶えるために何をしなけ

ればならないのか、休校中のこの機会にそ
れをよく考えなさい」
起きることはすべて良いことです。コロナ
で休校になったからこそ、子どもたちには
自分自身と向き合うチャンスを有効に生
かしてほしいと思います。

               

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～ 2020年度）

建設した学校の合計
（2001年度～ 2020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
(2021 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～ 2020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～ 2020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～ 2020年度）

32 億
448万 1,028 円

318校

100,943 人 12,312 人

125,879 人16,346 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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募金箱回収ありがとうございました

※法人名、団体名は2021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。

●ワタミ（株）□「ミライザカ」高尾南口店（元和民）、栄錦通り店、静岡駅前南口店、大分赤レンガ通り店、三木志染店、西荻窪駅前店、藤枝北口店、柏西口
駅前店、岡山本町店、東松山店、和光南口店、京急久里浜駅前店　□「三代目 鳥メロ」ＪＲ川崎東口店、京橋駅前店、大塚駅前店、藤沢南口店、本厚木店、
西宮北口店、守谷駅前店   □「二代目 にぼ助」　□「旬八」黄金町駅前店　□「和民」市川北口店店　□ワタミ手づくり厨房 日高センター □「ワタミの
宅食」熊本西営業所

2021年3月募金箱回収

●SFPホールディングス　□SFPエリア（5）　□おもてなしとりよし（2）　□きづなすし(3)　□とろたく(1)　□ビストロISOMARU(1)　□磯丸水
産(78)　□玉丁本店(1)　□五の五(3)　□大衆酒場 ホームベース(2)　□鳥平ちゃん(1)　□鳥良商店(34)　□鉄板二百℃(2)　□餃子製造販売店
(4) □餃子販売所(1)　※（　）は募金箱回収を行った店舗数


