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サバーイは「幸福」を意味するクメール語です

2003年より開始した就学支援事業【ふれあいサポートプラン】
は「教育機会の向上（維持・継続）」を目指し、制服や文房具が貧
しくて買えない子どもたちを対象に行う学用品支援制度です。
主にカンボジア・コンポンチュナン州、ポーサット州のSAJの
支援によって建設をした小学校に通う児童への支援を行って
います。プノンペン事務所の職員がモニタリングを行い1件1
件子どもたちの家を検証してから開始をしています。
年に2回ふれあいサポートプランの支援者さまへ、支援を受け
た児童から、感謝の手紙と写真をお送りしております。
これからも、皆さまの温かいご支援をお待ちしております。

累計 13,427人
（2018年 12月現在）

ふれあいサポートプランで支援を受けた児童

[ふれあいサポート支援のリストアップ基準]
①村の平均的な世帯収入よりもかなり収入が少ないこと
②保護者が失業・病気・怪我・障害・字が読めない・高齢・ひとり親等、
誰もが納得できる要因により、十分な収入が得られないこと
③支援を受けなければ、子どもが学校に通うために必要な制服・文房
具など買い与えることができないと想定されること
④自動車・バイク・TV・冷蔵庫・スマートフォンなど、高価な乗り
物や電化製品を多くは所有していないこと（浪費していないこと）
⑤支援を受ける代わりに、子どもを学校に毎日通わせることに保護者
が約束できること（学校のある時間に働かせないこと）
⑥その子が支援を受けることに、村の誰もが納得できること（不公平
感をもたないこと）

日本の
パパ、ママ
ありがとう！

日本からの
お手紙が
嬉しいです！

子どもからの手紙原文

ご支援者さまへ送る手紙（クメール語を日本語に翻訳しておくります）



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）

支援活動のご報告（指定寄附別）

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

孤児院里親支援
デザインコンテスト結果
先月お伝えした【ドリーム・ガールズ・デザイン・
コンテスト】にて3名が受賞しました。
「私は絵が上手じゃないから」と参加をためらう子もいました
が、挑戦すれば素敵な経験ができることを、身を持って感じら
れたのではないかと思います。コンテストの開催は今回が最
後となるため、子どもたちから主催者様へ感謝の思いを手紙
にして届けました。（副園長 平江）

学校運営支援【NDMSC】
2019体育祭
今年も学校の一大イベント「体育祭」が開催されました。
事前に各団体ごとに分かれ、優勝目指して毎日放課後に練習
を積み重ねてきました。本番では競技に出る生徒だけでな
く、応援する側も含めた全員が真剣です。僅差ではありまし
たが今年のチャンピオンは「フォレスト団」でした。
勝って涙する生徒、負けて涙する生徒、真剣だったからこそ
出る多くの涙が素晴らしい体育祭を物語っています。
（校長　古澤）
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アン・サオリー (高 3）、
ホー・ソプウン（中 1）、
プーン・ピー（高 1）

コンテストの様子

学校建設寄附
幼稚園の贈呈式
3月14日、リヴァイヴグループ様のご支援によって建設され
たプレイクプコアム幼稚園の贈呈式が、カンボジアコンポン
チュナン州にて行われました。
もともと幼稚園の校舎は無く国から幼稚園の建設・児童の募
集を指導され、内務省サンロイ長官からの依頼があり3教室
が新設されました。隣接する小学校の児童たちも集まり、盛大
に贈呈式が行われました。2018年度は幼稚園を9校新設し
ています。
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No281 プレイクプコアム幼稚園　子どもたちと一緒に

リヴァイヴグループの
皆さまと

（中央）株式会社リヴァイヴ
 代表取締役会長

鎌田厚司様

No281 プレイクプコアム幼稚園

フォレスト団代表者へ優勝トロフィー

楽しく、真剣に競技中！



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。
《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、
　磯野健雄
■業務執行理事
　青木茂雄
■評議員
　大江光正、清水邦晃、佐藤誠、
　高橋亮、大城慶正、白柳直美
■監事
　片山進平、小田剛志

3月26日に、郁文館夢学園のグローバル学科
の生徒の皆さま24名がSAJファームに来場
されました。
農場スタッフとそれぞれ自己紹介をした後
は、圃場を見て回り実際にレモングラスの収
穫も体験。そしてレモングラスの精油を製造
する一連の流れも見ていただきました。
農場の説明も生徒の皆様は真剣な顔で聞い
てくれ、質問も多くいただきました。農場ス
タッフとも年齢がさほど変わらない、日本の
学生のこの姿勢に、農場スタッフも良い刺激
を受けたようです。
これから、郁文館夢学園の生徒の皆様が世界
でご活躍されることを農場一同心より期待
しています！（農場長 酒井）

第 192回理事評議員会が 2019年 3月 25日に行われました。議案は下記の通りです。

理
事
評
議
員
会
の
報
告

SAJ Farm
3月の
ファーム

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。

レモングラス収穫体験

レモングラスの乾燥ハウス

議案 1：2019年上期カンボジア建設校の検討と承認
建設校の調査報告が、資料に基づいて説明され、カンボジアで8校舎（6学校）を
建設することに承認をいただきました。
議案２：孤児院での日本語教育体制に関する検討と承認
孤児院の子どもおよび職員に対して日本語を教育する体制とカリキュラムについて説明がされ、
承認をいただきました。
議案 3：奨学金貸与規定に関する検討と承認
奨学金の貸与額、貸与基準および返済額等について、かねてより奨学金寄附者より疑念があった
ため、奨学金貸与規定として整理し説明がされ承認をいただきました。
なお、対象者の生活状況をしっかりヒアリングし、生活に問題が生じていないかどうかを確認
するとともに、生活費の金額に過不足がないかどうかについても確認することとしました。
議案 4：2019年度事業計画と予算に関する検討と承認
2019年度事業計画と収支予算書について、資金調達および設備投資の見込みの説明がされ
承認をいただきました。

それぞれ自己紹介中

日本の高校生来場

カンボジアで2018年１月からスタート
した新事業「DVD 事業」。
目的は、カンボジアの都市部と地方の
教育格差の解消です。
首都プノンペンの優秀な教師の授業を
スタジオで録画し、DVD にして地方の
高校に配布します。
5年間で高校の全教科の授業（DVD
1,200 本分）を録画して地方の学校
へ配布します。

高校3年生【国語】　
全40本撮影終了。
20本編集終了・20本編集中。
8本が教育委員会の審査を通過。

高校3年生【数学】
全88本中、60本撮影終了。20本が編集終了。
8本が教育委員会の審査を通過。

DVD事業報告
進捗状況

★5月までに全本数で教育委員会の審査を通過させる
　ことが目標です。

★編集が終了している高校3年生の国語・数学の各20本はハードディスクでデータを入手し、DVD
にダビングして孤児院にDVDプレーヤーと共に渡す予定です。
★ポーサット州の高校15校（ハンチュンナロン教育大臣の指定校）に対して
DVDプレーヤー10台、プロジェクター・スクリーン・スピーカー3セット・DVD3セットを配布す
るために手続きを開始します。
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4 月の寄附金合計 38,513,233 円 

募金箱回収ありがとうございました
※法人名、団体名は 2018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）

代表理事メッセージ オークンチュラーン
3月の理事会／評議員会にて、2019年度
のSAJの事業計画と予算が承認され、内閣
府に提出いたしましたので、そのポイント
をご説明します。
学校建設事業では、2001年の設立以来、
2018年度までの18年間で合計288校の
学校を建設しました。2019年度はカンボ
ジアで20校を建設する計画であり、つい
に300校の大台を超えます。カンボジアも
含め、世界の開発途上国ではまだまだ教室
が足りません。1,000校建設を目標に頑
張ってまいります。
就学支援事業として、プノンペンのカリス
マ教師の授業をスタジオで録画し、その動
画をDVDで地方の高校に配布するプロ

支援者様メッセージ
昨年９月久しぶりに「夢追う子どもたちの
家」を訪問させていただき、里子である
ソッキアや孤児院の皆さんにお会いする
ことができました。
皆さんの笑顔や応対は相変わらずで、穏や
かな癒しの時間を過ごさせていただきま
した。ソッキアに会えてとても嬉しかっ
た。手紙では何度もやり取りをしていたも
のの、近況や将来のことを直接話すことが
でき、有意義な時間を過ごせたと思ってい
ます。顔をくっつけながらお話をするのは
大切ですね。

今後の予定ご支援いただいた寄附
2019年 4月度

これまでの実績
いただいた寄附金の累計額
（2001年度～ 2017年度）

建設した学校の合計
（2001年度～ 2017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
(2018 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～ 2017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～ 2017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～ 2017年度）

26億
8,827万 8,305 円

268校

90,140 人
8,556 人

99,296 人11,479 人

渡辺 照夫 様

●「ミライザカ」東松山店店

ワタミ（株）

●「和民」千葉都賀店 ●「わたみん家」錦糸町南口店

●「坐・和民」JR宇都宮駅西口店、 呉中通り店、 水道橋中通り
　大井町東口店、 店池袋サンシャイン通り店

会員会費 1,837,500 円 
一般寄附 979,087 円 
指定寄附合計 35,696,646 円 

（内訳）

ソッキアはあと一年弱で高校を卒業する
ので、次の人生設計を立てなければならな
い時期をもうすぐ迎えます。ソッキアの表
情は常に笑顔でいっぱいでしたが、その奥
にはきっとその後の生活力を含めてかな
り不安に満ちているのだろうなあと。具体
的な話はできなかったもどかしさは残り
ましたけれど、微力だけれどいつでもパパ
がついているよと伝えたつもりです。今後
ソッキアの希望を尊重し、ソッキアが少し
でも幸せになるように支援していこうと
思っています。

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。

5 月 20日　
理事評議員会

ジェクトが２期目に入ります。2018年度
は高校三年生の国語と数学で128本の
DVDを録画しました。2019年度は物理・
化学・生物・歴史・地理など、他の教科に
広げていきます。今夏には、録画した動画
がカンボジア教育省のホームページや
FACEBOOKにもアップされる予定です。
カンボジア全土の高校生の学力向上に寄
与する事業であり、今後も録画・配信する
教科や学年を広げていきます。
就労支援事業ではレモングラスを栽培し、
蒸留して精油にして販売していますが、契
約農家を増やして雇用を拡大するために
は販路を拡大しなければなりません。その
ため、レモングラス精油を使った石鹸等の

商品開発に着手します。
孤児院事業、食糧支援事業、学校運営事業
も含め、2019年度もカンボジアとバング
ラデシュにて積極的に活動してまいりま
す。引き続き皆様のご支援をよろしくお願
い申し上げます。

編集後記 看護師国家試験合格と、助産師国家試験合格の朗報が届きました。高校卒業後に孤児院「夢追う子ども
たち」を巣立ち、3年間の大学課程を修了しました。夢を叶え第一歩を進みだした彼女たちを見て、後
輩たちが頑張ってくれることを期待したいと思います。

2012年来園時の
渡辺さまとソッキア

2018年来園時の
渡辺さまとソッキア

調査中の
オーマ中学校（上）と
コマロオティン
プレイ小学校（下）

●ワタミ本社　5階おあしす


