
2021年度
SAJ通常総会開催！

たくさんの支援者様にお越しいただきました！
6月28日にSAJ通常総会を開催しました。
今回は、役員の方たちの他にも里親様や会員の方々にもご参加
いただきました。
例年にはなかった試みとして、カンボジアの孤児院とリアルタ
イムにつながり、子どもたちと里親様とのコミュニケーション
の時間や、卒園生との対話もあり、賑やかな会合になりました。

SAJの軌跡や2020年度の報告をうけ、たくさんの方からのご支
援ご協力によって成り立っているということが改めて実感するこ
とが出来ました。
これからもカンボジア・バングラデシュなど開発途上国の子ども
たちが夢を持ち、夢を追いかけ、夢を叶えられるよう、1 円も無駄
にすることなく精一杯活動していきます。どうぞよろしくお願い
いたします。
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夢手帳を生徒たちに渡しました

孤児院運営支援

総会用の動画を撮影するために、子どもたちは朝から準備を
しました。果物や飲み物をお供えして線香をたき、手を合わ
せ、それから準備に取り掛かります。カンボジア人にとって
伝統舞踊というものが神聖なものだということを改めて感じ
ました。綺麗に化粧して衣装に身を包んだ子どもたちは緊張
感と暑さの中踊ってくれました。

伝統舞踊撮影
孤児院の施設老朽化が進み、施設修繕を計画的に行っていま
す。今回は、駐輪場の足場、農場の柵、園内の壊れたサッシ、
漏電する洗濯機、子ども棟水浴び用のシャワーの修繕を行い
ました。皆様のご支援のおかげで行う事ができました！！
これからも子どもたちの生活習慣の向上のために修繕箇所を
把握し、計画的に進めていきます

施設修繕

学校運営支援【NDMSC】

2021年度は、「子どもたちの幸せバングラデシュNo.1」「SDGs教育バングラデシュNo.1」この二つを目指していきます。
また、教育カリキュラムの更なるブラッシュアップ、現地教員への教育等を通じて、生徒の学力・人間力・グローバル力の向上
を図るものとし、キャリア教育システム（夢教育システム）を他校に水平展開していくための準備期間とします。

2021年度目標～バングラデシュ校～

１：常態アンケート　誇りを持つ95％以上、
                              夢原則理解度90％以上、
　　　　　　　　　　夢手帳活用100％　
２：常態アンケート　国内外の諸問題に関心を持つ80％以上、
　　　　　　　　　　SDGsを意識する80％以上　
３：年間欠席日数　　クラス平均3日以下
４：常態アンケート　7つの約束を意識する80％以上
５：常態アンケート　夢や目標を持っている95％以上
６：常態アンケート　いじめ関係　該当者なし
７：常態アンケート　手帳使用し、スケジュール管理と日々の振り返り実施人数85%

【子どもたちの幸せバングラデシュNo.1】
SDGs項目全て：
　SDGs17目標全生徒暗記100％
SDGs項目3,6,7,14,15：
　各所清掃点検合格率90％、ゴミの分別の徹底95％、
　移動教室の机の整理整頓・消灯90％
SDGs項目2,3,5,6,12,16,17：
　給食満足度90％、体育祭満足度95％、
   文化祭満足度90％
　郁文館との国際交流満足度90％

【SDGs教育バングラデシュNo.1】

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



日本事務局からの報告

たくさんのご支援ありがとうございます！！

第 217回理事評議委員会が 2021 年 7月 26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
[決議事項 ]
議案 1： 2021 年度上期学校建設に関する検討と承認
議案 2： 寄附委員の設立について

[ 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         

《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。

現在、孤児院では本やお洋服などを募集しています。コロナウイルスの影響により、カンボジアへの輸送方法が船便のみになって
いるため到着までに２、３ヶ月かかりますが、必ずお届けします。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。

たくさんの物品寄附をいただきま
した！

ありがとうございます！子どもた
ちは大喜びです！

卒業試験の日程 (12 月 6日～ ) が決まりました。コロナの影響で未だに学校も再開されず、日々、オンラインでの授業をしておりま
す。子どもたちの学習をより補うために、7月からは数学、物理、化学の先生をそれぞれ招いて、園内での授業も開始いたしました。
卒業試験まで残り 4カ月。子どもたちのエンジンにも拍車が掛かり、空いた時間があれば、事務所に来てパソコンを使って勉強をし
たり、寝静まった部屋で夜遅くまで参考書を開いて勉強をしたりしています。それぞれ、夢と現実の狭間で悩み、気持ちが揺れてし
まうこともありますが、まずは、4ヶ月後の卒業試験に皆が揃って合格することに向かって進んでおります！この高校 3年生の 7
名全員がここを出て、自分の足でしっかりと歩き、自分の人生を切り開いていけるように、今は一生懸命に勉強をがんばって、悔い
のない高校最後の年を過ごしてほしいと願っております。

「夢追う子どもたちの家」の生活

高校３年生
勉強の様子

高校3年生は、勉強に励んでいます   （男の子1人、女の子6人の合計7名）

8 月 31日…理事評議委員会　　9月 27日…理事評議委員会　　10月 26日…理事評議委員会今後の予定



6月の寄附金合計 12,665,027 円

ご支援いただいた寄附
2021年

会員会費 2,149,500 円
一般寄附 151,007 円
指定寄附 10,364,520 円

（内訳）

代表理事

現在(2021年8月)の孤児院の図書館の様子

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。

カンボジアやバングラデシュの子どもたちには、無我夢中にたく
さんの本を読みなさいと伝えています。本は、時間や空間を超え
て様々な人々と出会うことができる素敵な力を持っています。本
は、たくさんの知識を与えてくれます。他人が体験したことも、本
を読むことで疑似体験できます。本を読むことで、他人の人生を
経験することもできるのです。
福沢諭吉は『学問のすゝめ』で「天は人の上に人を造らず、人の下
に人を造らず」と言いました。確かに人間は平等です。しかし、現
実の世界では、上と下ができます。夢を実現できる人とできない
人。やりがいのある仕事に就ける人と就けない人。他人からたく
さんの「ありがとう」をもらえる人と、もらえない人。その差はど
こから来るかというと、“学んだ量の差”です。
子どもたちにたくさん本を読んでもらうために、カンボジアの孤
児院に本格的な図書館を作ることとしました。現在、書籍の選定

中です。クメール語の小説、歴史書、偉人の伝記などはもちろんの
こと、孤児院の子どもたちは日本語を学んでいますので、写真や
図が豊富な日本の図鑑なども揃えます。また、素晴らしい映画や
世界の文化を観て学べるDVDも揃えます。子どもたちには、書籍
やDVDで学びながら「どうしても叶えたい夢」を見つけ、その夢
を叶えるために一生懸命勉強してほしいと思います。
これらの書籍やDVD購入のためのご寄附をくださいました支援
者の皆様には、心より御礼申し上
げます。もっともっと、たくさん
の本を揃えたいと思っておりま
す。本の現物寄附も受け付けてお
ります。素晴らしい図書館ができ
ますよう、皆様のご支援をよろし
くお願い申し上げます。

募金箱を
設置していただいてる施設

には、SAJの支援内容の報告ポ
スターを掲示していただき、SAJの
活動をより多くの方へ知ってもら
うきっかけとしています。

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）
□長崎センター（デリカフーズ長崎）　
□「わたみん家」 JR両国駅前店   
□「和民」国分寺北口駅前店

2021年6月募金箱回収


