
カンボジア孤児院

目指せ！
1,000冊！

皆様のおかげで今回新たに小学生向けの本を200冊購入することが出来ました。
カンボジアの物語の本がたくさん増えて子どもたちは興味津々、大喜びです。
読書の時間になるといろんなところで、本に向き合う子どもたちの姿を見ることが
出来ます。高学年の子どもや職員が、低学年の子どもに読み聞かせたり、一つの本
を二人で仲良く見ていたり、ひとりで黙々と読んでいたりと、驚くほど静かな時間
が流れています。
孤児院では今後1000冊を目標にこれからも参考書や図鑑なども含め、定期的に増
やしていき、子どもたちがいろんな本に触れる機会を作っていきます。
将来的には地域の子どもたちにも開放して、本に親しんでもらい、地域との交流を
図るきっかけになっていけたらいいなと思っています。
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孤児院運営支援

日曜日の朝の 2時間、スポーツの先生が来てみんなに指導
してくれました。
孤児院の子どもたちは基本的にスポーツのルールを知りませ
ん。ですので、ルールを知り、よりスポーツを楽しんでもら
いたいと思っています。
先生の号令でびしっと整列して、しっかりとした指導の中で
運動をする姿は見ていて気持ちのいいものです。
今回はトライヤルという形でしたが、時間や内容など相談し
ながら今後もぜひ続けて来ていただきたいと思っています。

スポーツの先生による指導

食の支援

コロナの影響は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

学校運営支援【NDMSC】

ロックダウン継続
4月5日からバングラデシュ全土で開始されたロックダウン
は4度延長され、現時点では5月30日までロックダウンが
確定しています。また、原則外出禁止とされており、公共交通
機関は一切動いていない状況が続いています。

ラマダン休暇（断食休暇）4月14日～ 5月14日、イード休暇
（イスラム教祭典休暇）5月14日～ 23日と長期休暇があり
ましたが、コロナによる授業の遅れを鑑み、4月17日～ 5月
5日までオンライン講習（希望者のみ）を行い、5月24日には

学校再開が延期
当初、教育関係施設を5月23日まで休校するように発表が
ありましたが、現在は無期限での休校が発表されており、ま
だ先が見えない状況が続いています。
それに伴い、大学入試も延期継続となっています。

バングラデシュの新型コロナウイルス状況

Narayankul Dream Model School & College について

オンライン始業式を実施し、オンライン授業と電話でのサ
ポートを再開しました。保護者にも家庭学習の協力を仰ぐた
めに、オンライン保護者会も実施いたします。
※訪問サポートはロックダウン中で外出不可能なため自粛。

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



2021年4月27日OBOG会設立
の説明を行い、孤児院の卒業生が
３０名ほど参加しました。説明会
では設立目的や自己紹介、奨学金
の返済について話し、相談の場を
設けました。コロナの影響で様々な問題を抱えているOBOGが
多く、後日、個別相談をすることになりました。孤児院の子ども
たちの相談にのり、SAJの行事等の手伝いや進路相談等、協力し
たいとの意見もありました。

日本事務局からの報告

OBOG会説明
カンボジアで、これまでほとんどなかった新型コロナウイルス
の市中感染による陽性者が3月～ 4月で急増して初めての都市
封鎖（ロックダウン）がありました。そのため、2019年には約
661万人の外国人観光客がカンボジアを訪れましたが、現在は
その姿は見られません。特にシェムリアップ（観光地）では、ホテ
ルや観光客向けのレストランは休業となっています。
首都プノンペンも同様に「不要不急の外出は避けて、人の集まる
場所には行かない」という注意が行き届いており、外資系企業の
駐在員も帰国命令が出て、帰国した人も多い状況です。

カンボジアの新型コロナウイルス状況

2021年度　総会・定時評議員会理事評議員会の報告

[決議事項 ]
議案 1： 令和２年度 (2020 年度 ) 事業報告・収支決算報告の検討と承認
議案 2： 理事・評議員・監事の重任と新評議員の選出の検討と承認

[ 報告事項 ]
報告 1：令和 3年度 (2021 年度 ) 事業計画・収支予算の報告
報告 2：その他報告事項・支援のお願い

《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、鎌田厚司、矢野博丈、
              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。

OGOB会はWEB会議で行いました

【開催場所】　ワタミ株式会社　本社 8階　会議室ABC
【開催日時】　2021年 6月 28日 ( 月 )　午後 1時～午後 3時

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。

私は国立健医科大の５年生、チョム・サルーアンです。
現在カンボジアでもコロナウイルスが広がって、国民達の生
活も大変厳しくなっています。
学校も休校になってしまっているので、直接学校へ行かずに
家でオンライン学習しています。
コロナ前では友達と楽しく大学で勉強したり、病院で実習し
たり、患者さんの面倒を見た
りしていました。学校の時間
以外でもグループ学習してい
ました。夕方には友達と運動
したりしていました。
将来ステキなお医者さんにな
りたいです。患者さんと家族
の面倒を見てあげたいです。

私はテーン・ヴィチェットと
申します。これから学生生活
をお話したいと思います。
毎日朝起きて復習をしてか
ら大学に向かいます。学校は
午前中だけで、午後からは先
輩達と修理の手伝いをして
います。
バイトがない時、いつも学校
に行って先生か友達と電気
プロセスを試します。
もっと知りたいから先生に
聞いて友達と試していきた
いと思っています。

プノンペン事務所より

チョム・サルーアン
国立健康医科大（医者）５年生
年齢：25歳
現在やっていること：
国立健康医科大の５年生です。
将来の夢：
ステキなお医者さんに
なりたいです。

テーン・ヴィチェット
電気技術高等専門学校
（電気エンジニア）５年生（最終学年）
年齢：27歳
現在やっていること：
太陽光、水、電気、屋内ネットワークを
設置する。
将来の夢：
良い電気技師になりたいです。

7月 26日…理事評議委員会　　8月 31日…理事評議委員会　　9月 27日…理事評議委員会今後の予定



5月の寄附金合計 12,369,366 円

ご支援いただいた寄附
2021年

会員会費 1,531,700 円
一般寄附 705,372 円
指定寄附 10,132,294 円

（内訳）

代表理事

総会の様子

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

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。

去る6月28日にSAJの総会が開かれました。昨年までは、理事、
評議員、支部長だけの参加でしたが、今年度は新たな試みとして、
孤児院の里親様や、寄附をくださった方、会員の方など、なんらか
の形でSAJをご支援してくださっている全ての方にお声掛けし
ました。コロナ禍にも関わらず、感染防止対策を徹底した中で、50
名を超える方にご参加いただきました。改めて、SAJが多くの方々
のご支援で成り立っていると、強く感じた次第です。日頃のご支
援に心より感謝申し上げます。
総会では、2020年度の事業報告と決算についてご承認いただき、
2021年度の事業計画について報告させていただきました。
ZOOMを使っての孤児院とのライブコミュニケーションでは、
入園したばかりの子どもたちと新しく里親になっていただいた
方々とのサプライズ面談もありました。カンボジアではコロナ禍
で延べ１年以上、休校が続いており、孤児院の子どもたちは園内

から出られない生活を余儀なくされています。心配していた里親
様もいらっしゃったと思いますが、子どもたちの元気な姿を見
て、そして休校中に学んだ日本語で自己紹介する姿を見て、逆に
元気をもらったのではないでしょうか。
総会に参加してくださった支援者様より、寄附委員会設立のご提
案がありました。寄附をしてくださる支援者の方々にSAJはどう
向き合っていくべきか、考
えるきっかけを頂きまし
た。皆様の声を真摯に受け
止めながら、SAJの「存在 
対 効果」をより高めて参
ります。引き続きのご支援
をよろしくお願い申し上
げます。

               

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）
□本社　□「ミライザカ」大森店、長野善光寺口店、天満橋店、博多口駅前店、姫路店
□「三代目 鳥メロ」三ツ境南口店、奈良三条通店   □「からあげの天才」 三軒茶屋店

2021年5月募金箱回収

●SOMPOケア（株） 
□ラヴィーレ岸和田　□ハッピーデイズ岸和田　□ラヴィーレ横須賀


