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バングラデシュ NDMSC で

生徒が企画する
熱い体育祭開催！
！

NDMSC 体育祭

ノーベル平和賞を受賞されたムハマド・ユヌス博士からの要望
で、バングラデシュで「モデル校」となる学校を開校したのは、
2013 年 1 月。カンボジアでは、校舎建設の学校運営は現地の
村にお願いしていますが、バングラデシュでは、SAJ 自ら教員
を採用・雇用し、運営しています。
バングラデシュの学校運営は、日本の学校法人郁文館夢学園の
協力のもと、郁文館の『夢教育』システムをそのまま導入してい
ます。生徒が主体的に企画・運営する郁文館式『体育祭』も毎年、
開催されています。
開校以来初めて、渡邉代表理事が体育祭に参加しました。一生
懸命な子どもたちの姿に、渡邉代表理事も感動していました。

渡邉代表理事も綱引きで汗をかきました！

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。
会費
会員会費（年額）1 口 12,000 円
法人会費（年額）1 口 120,000 円

一般寄附

指定寄附

用途は指定しないで
金額も自由な寄附

（使い道を指定する寄附）

●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）
詳細は SAJ 事務局までお問い合わせください。

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！
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学校運営支援【NDMSC】
新学期と体育祭決起集会
バングラデシュは 1 月から新学期が始まります。
始業式を終えた後、毎年恒例の教科書配布を行いま
した。
バングラデシュでは新学期の 1 月に教科が届かない
学校も多く、こうして本校のように予定通り届くこ
とは子どもたちにとって大変有難いことです。生徒
たちはこれから勉強できる喜びを噛みしめながら教
科書を受け取っていました。
新学期、最初で最大のイベント
体育祭が近づき、決起集会を実
施しました。各団の応援団長が
全校生徒に紹介され一人ひと
り今年の意気込みを発表しま
した。
体育祭には渡邉代表理事も参
加されるので、生徒はいつも以
上に気合いが入っていました。

ターソウ小学校

配布された
教科書

（校長 古澤）

職員のための勉強会
日々の業務にあたっての心構えや自分自身のマネージメン
トなど、仕事の基本に関する勉強会を行いました。
日本で行われるビジネスセミナーと同じように、講師の方か
らお話ししていただきました。
また、子どもの指導やケアの方法など孤児院で必要な内容も
あり、常に質問が飛び交い、とても充実した勉強会になりま
（副園長 柚木）
した。

結婚式の様子

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
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孤児院運営支援

お米支援
2020 年 1 月 15 日 〜 17 日 ま で
コンポンチュナン州とポーサット
州の 8,747 人の子どもたちにお米
を配布しました。
新しくプノンペン事務所の仲間に
加わった孤児院の卒園生 2 名 (ヴィ
ラーとトゥオン ) も積極的に手
伝ってくれました！
【プノンペン事務所
孤児院の卒園生のご紹介】
ローン・ヴィラー
王法律経済大学の４年生、1 月 1 日か
らプノンペン事務所の仕事を週３回
手伝ってもらっています。
アン・トゥオン
中学校卒業後、プノンペン事務所の仕
事と石鹼製造の仕事を手伝っても
らっています。空き時間にパソコンと
日本語の勉強をしています。

会費・寄附金のお振込み
郵便局：00140-5-345903

三井住友銀行：蒲田支店（普）4353626 口座名：公益財団法人 School Aid Japan

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。

※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。

https://ssl.schoolaidjapan.or.jp/kifu/

※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。

ローン・ヴィラー
アン・トゥオン

これから一緒に頑張っていきましょう！

寄附金の優遇税制

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。

理事評議員会の
報告

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、高橋亮（新任）
■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（新任）、大城慶正、白柳直美
■監事 : 片山進平、小田剛志

SAJ Farm

第 20１回理事評議員会が 1 月 27 日に行われました。

[ 報告事項 ]

・SAJカンボジア教育支援ツアーの報告
・孤児院報告 近況報告・プノンペン事務所報告
・バングラデシュ報告・SAJ Farm・石鹸事業報告
・12月分会費寄附募金状況、12月予算実績
以上につき、青木業務執行理事より説明がなされこれが了承された。

［決議事項］
第 1 号議案 奨学金貸与規定の変更に関する検討と報告
青木業務執行理事より奨学金貸与規定資料に基づき説明がなされる。
理事より、前回話し合いで出た基準を満たせなかった子供への支援について里親が個人的に
支援するでいいのかの質問に対して、個々にまかせSAJを介さない事で了承された。
全員異議なく、承認された。

SAJ ツアーで 13 名の支援者さまがご来場！
1 月 23 日に渡邉理事長の引率で 13 名の支援者様が
ご来場されました。何度も来てくださっている支援

た！スタッフはとても気に入っている様子で、毎
日のようにスタッフの誰かが着ています。

者様から「昔に比べて農場が綺麗になりましたね。」 2010 年から始まり、今年で SAJ ファームも 10
とありがたいお言葉をいただきました。日々、リー 年目を迎えます。今回のツアーでは、多くの支援

ダーのチャンダーや現地スタッフが頑張ってくれて
いるおかげです。
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。

ツアーでは、レモングラスや精油の蒸留状況と、今回

者様のおかげで活動を続けられると改めて感じ
（農場長 酒井）
ました。

初めて契約農家の村を見学していただきました。村
へは大型バスでは行けないので、荷車で 15 分の凸凹
道を走って現地を体感していただきました！
契約農家や、SAJ ファームのスタッフの自宅を見て、
まだまだ支援が必要である現状も説明させていただ

乾季に必須となる溜池

きました。改めて、支援者の皆様に就労支援の日頃の
取り組みをお伝えできてよかったと思います。
また、鹿児島県 白金酒造（株）代表取締役の川田様よ
り、スタッフ全員に T シャツがプレゼントされまし

SAJ 事務局からのおしらせ

荷車で契約農家の村まで移動！

SAJ事務局は新体制になりました

SAJ 事務局：日本

した。いつか「夢追う子どもたちの家」で子ども

青木：業務執行理事と事務局長を兼務させてい

たちと一緒に生活し美術と音楽を教え、芸術の

ただくことになりました。

豊かさを知ってもらいたいと思っています。

SAJ が培ってきた 20 年間の信用を守り、SAJ の

池澤：SAJ をご支援いただいております皆様とカ

存在対効果を一層高めるように努力してまいり
ます。支援者の皆様の変わらぬご支援をお願い
申し上げます。

ンボジアやバングラデシュの子どもたちをつなぐ日

年の１月から SAJ 事務局に異動してきました。

矢島：一人でも多くの人に SAJ の活動を知って

を広げていけるよう、１円も無駄にしない活動
四辻：子どもたちが新たな夢を持ち、
夢に向かっ

伊藤：子どもたちと共にカンボジアの将来の幸

「TGI フライデーズ」から異動して参りました。私
は中高で吹奏楽部を経験し大学で美術を学びま

四辻

伝いさせていただきます !
孤児院 : カンボジア

ワタミグループに入社し、今年 2 月に外食店舗

矢島

もらい賛同していただけるよう微力ながらお手

をしていきます。
て頑張る姿を応援したいと思い、2019 年 4 月に

青木

ります。現地から届く子どもたちの笑顔や感謝の声
を皆様へお届けできるように努力してまいります。

くの皆様に SAJ の活動を通じて共有し支援の輪

佐藤

本事務局の仕事を通していつも感動をいただいてお

佐藤：
「ワタミの宅食」で営業所長を 5 年勤め、今
現地の子どもたちの幸せのために、一人でも多

池澤

せを掴んでまいります。
柚木：ありがとうと笑顔があふれる園であり続け
るためのサポートを精一杯させていただきます。

柚木

伊藤

ドンノバット

代表理事メッセージ

22 月 7 日、バングラデシュのナラヤンク
ル・ドリーム・モデル・スクール＆カレッ
ジ（NDMSC）の体育祭に参加してきまし
た。私が理事長を務める郁文館夢学園の姉
妹校であり、体育祭も本校同様、赤・黄・緑・
青・黒・白のＴシャツを着た６チームに
わかれて点数を競い合います。開会式で
は、ベンガル語に翻訳された校歌「キミの
夢が叶いますように」が青空に高らかに響
き渡りました。一人ひとりの歌声は、本校
生徒よりも大きく感じます。
手 に 汗 握 る 熱 闘 の 末 に、優 勝 は 緑 の
Forest チームが勝ち取りました。団長は
優勝スピーチで感極まり、泣き崩れまし
た。フォレストチームのみんなも嬉し泣き

支援者様メッセージ

代表理事

していました。仲間とともに一生懸命頑張
り、勝利を勝ち取り、泣き崩れる。日本人と
何一つ変わりません。
バングラデシュ人はすぐに嘘をつく、働か
ない、ごみを道に捨てる・・・。様々な声を
聞きますが、人としての本質は何一つ変わ
りません。足りないのは、学力とともに人
間力を高め、生活習慣を確立する教育シス
テムです。
NDMSC の 生 徒 数 は 現 在 1,050 人。あ と
数年で 1,600 人の定員に達します。教職
員との懇親会で伝えました。
「バングラデ
シュのモデルとなり、多くの教育関係者が
視察に訪れ、バングラデシュの教育システ
ムを一変させるようなモデル校を一緒に

関西大学教授 白石真澄

里子のテッドが無事、高校卒業試験に合格
し、プノンペンで彼のお姉さんと生活をし
ています。テッドには双子の兄であるタイ
がいますが、タイの里親、合田さんとご一
緒し半年ぶりに彼らに会いに行きました。
これまでワタミ関係者の方々にお世話に
なった感謝をこめてイオンモールの「和
民」で食事をし、ケーキでお祝いをしまし
た。彼らが孤児院に来たときは 7 歳でし
たがすでに 17 歳、進路を決める段階に
なった事はとても感慨深いです。テッドと
タイには困難の中でも諦めることなく、

ご支援いただいた寄附

作っていこう！」
力強くうなづいてくれた教職員達の目も、
生徒たちと同じくらい、輝いていました。

様

自分の進むべき道をじっくりと見つけて
ほしいです。
翌日、孤児院を訪問し、新しい里子のサイ
ハーと、妹のサイハーンと昼食を食べて話
をしてきました。二人とも可愛く、素直に
成長していてまぶしかったです。孤児院に
小さな子が増えたとのことで、今回、私の
ご近所にお声をかけたところ、洋服や通学
かばん、日本語 DVD などたくさんの支援
を頂戴しました。ご近所応援団、有難いこ
とです。またみんなに会いに行きますね。

白石様 新しい里子のサイハーと、妹のサイハーンと

募金箱回収ありがとうございました

2020 年

募金箱回収してくださった方（順不同、敬称略） ※法人名、団体名は 2019 年 4 月現在のものです。

2 月の寄附金合計 5,203,411 円
（内訳） 会員会費

1,858,417 円

一般寄附

585,110 円

指定寄附

2,759,884 円

●SFP ホールディングス株式会社

3 月 23 日

理事評議員会

●ワタミ株式会社

「鳥良」大森店

今後の予定

「ミライザカ」心斎橋駅前店、

「鳥良商店」千葉中央公園前店

梅田茶屋町店、門前仲町店

「磯丸水産」新橋鳥森通り店、西新宿店、松原団地店

「和民」浜松有楽街店

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。

これまでの実績
いただいた寄附金の累計額
（2001 年度〜 2018 年度）

28 億

9,196 万 2,003 円
建設した学校の合計
（2001 年度〜 2018 年度）

編 集後記
発行

288 校

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〜 2018 年度）

93,226 人

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〜 2018 年度）

13,427 人

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〜 2018 年度）

大感動のバングラデシュ体育祭。日本の文化である運動会を国が違えど真剣勝負に皆涙を流しました。
バングラデシュには清掃活動から体育祭と日本の教育を取り入れていますが、改めて教育の大切さを実感し
ました。SAJ 事務局が新体制になりました。全員一丸となり全力で頑張りますので宜しくお願い致します。
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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
(2019 年 3 月現在 )

編集

公益財団法人 School Aid Japan

デザイン ワタミ株式会社

制作部

9,515 人

108,385 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

