公益財団法人 School Aid Japan コミュニケーション誌
サバーイは「幸福」を意味するクメール語です

Vol.38
2021.10 月号

日本事務局よりご報告

ホームページを
リニューアル！！

最新の情報を、わかりやすく発信します！

SAJ サイトのリニューアル！！

この度、かねてより準備をすすめていましたホームページが 10 月から全面リニューアル
しました。今回のリニューアルでは、スマートフォンやタブレットからも快適にご利用で
きるようになっています。
今後も引き続き、支援者の皆様に活動の様子やカンボジア、バングラデシュの支援活動の
様子など、最新情報を届けてまいります！

10 月

公開！
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支援活動のご報告 （指定寄附別）

A

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！

孤児院事業

小学 1、2、3 年生ビデオ学習

夕食にスペシャルメニュー！

コロナで学校に通えず、園内で勉強をしています。８月から
変則ではありますが、小学 1、2、3 年生に対してのビデオ学
習が始まりました。
週に 1 回程度ですが、先生から送られてくるビデオの授業
に、みんな大きな声で答えながら授業を受けています。

長いコロナ生活の中、少しでも元気になれるように夕食のス
ペシャルメニューとして、ピザと最近クラコーに出来たフラ
イドチキンのお店のチキンにしました。
食欲旺盛な子どもはチキンをおかずにご飯をたくさん食べ
ました。普段食べることが出来ない念願のピザとフライドチ
キンに大喜びで、皆で楽しく頂く事ができました。

学校運営（バングラデシュ）【NDMSC】

近況報告 〈ロックダウン中の学校運営について〉
●学校運営会議
「毎週月曜日には管理職会議」
、
「毎週水曜日には全教職員会
議」、
「毎週日曜日に各学年・教科会議」を実施し、オンライン
であっても滞りなく業務進捗の確認を実施。
●授業
オンライン授業・訪問サポートを継続して実施。
●学校行事
夢達人ライブ：8/13 にオンラインにて夢達人ライブを実施
ゲスト：モハメド・ジャヒルル・イスラム氏（カナダ在住）
プロフィール：ブリティッシュコロンビア大学准教授：
音声学・調音音声学・実験音声学専攻

☆様々な困難が今までありましたが、諦めなければ必ず自分
の夢は叶うと自らの経験を生徒達に話していただきました。

●学校広報について
ロックダウン中で、外での営業広報活動が難しいため、現在
はメディア掲載に注力しています。教育オンラインメディア
の「BIGGAN MEDIA」にて本校のオンライン授業や夢達人
ライブなどのイベントを取り上げて頂き、教員だけではな
く、生徒も出演し、本校のアピールをおこないました。

「夢追う子どもたちの家」
の生活
今回は孤児院の高校２年生を紹介します。
高校２年生は男の子１名（タン・ヴィセット）女の子２名
（プット・ソッリンダーとスン・ティダー）の計３名です。
ヴィセットは子どものリーダーとなったことで、責任感が
芽生え、そして今グループのリーダーとしても小さい子ど
もたちの面倒をよくみてくれています。将来は建設エンジ
ニアになりたいという夢をずっと変わらず持っています。
日本語の勉強も好きで、12 月に実施予定の日本語検定試
験に向け一生懸命勉強しています。
ティダーは、真面目でとても努力家で、農作業が好きな女
の子です。時々体調を崩すことがあるので少し心配してい
ます。将来はお医者さんになりたいという夢を持ち、その
実現のために、毎日夜遅くまで事務所で勉強を頑張ってい

ヴィセット

ます。

ソッリンダー

ソッリンダーは、身長が高くスタイルがいいこともあって、
以前は、モデルやスチュワーデスに憧れていましたが、家
族や姉の影響で、卒業したら兵士になる試験を受けたいと
言ってきました。性格は明るく穏やかですが、周りに流さ

ティダー

れやすいところがあるので、もっとしっかり自分の考えを
持って主張できるようになって欲しいと思っています。
この個性的な３人がこれからは最高学年となって孤児院の
子どもたちを引っ張っていきます。

日本事務局からの報告

学校建設調査
以前より進めていた調査
のうち下記 5 校が承認さ
れ、2021 年度学校建設の
5 社による入札を行いま
した。
入札の最安値で建設を
行っていただきます。

No

学校名

建設請負者

州

金額

契約内容

320

オータコム①小学校

ソヴァット

バッタンバン州

$42,656.50

小学校 3 教室

321

プレイクネース中学校

モクサイ

プレイヴェン州

$28,902.96

中学校 2 教室

322

ソー小・中学校

チワー

プレイヴェン州

$52,992.79

中学校 4 教室

323

サラバラット小学校

ソヴァット

バッタンバン州

$42,655.50

小学校 3 教室

324

タプルッチ小学校

ソピアップ

バッタンバン州

$44,089.70

小学校 3 教室

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
■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

今後の予定

10 月 26 日…理事評議委員会

第 219 回理事評議委員会が 2021 年 9 月 27 日に開催されました。
緊急事態宣言下により、オンラインでの開催となりました。

[ 決議事項 ]
議案１：孤児院プロパンガス設置について検討と承認
議案２：お米・ふれあいサポート支援について検討と承認
議案３：2021 年度建設校 15 校中 5 校の検討と承認
[ 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

11 月 29 日…理事評議委員会

12 月 27 日…理事評議委員会

生活習慣
孤児院では生活習慣の取り組みとして、
3 つのチェックポイントを守り、
清潔な孤児院を目指して行きます！
≪チェックポイント≫
①朝礼時の服装チェック⇒汚れた服装を
着用していないかを確認
②食堂前のサンダルチェック⇒きれいに
並べられているか、置忘れのサンダルが
ないか
③朝礼と夕礼時
の足下チェック
⇒裸足で参列し
ていないか、裸
足であれば取
りに帰させる

代表理事メッセージ

オークンチュラーン

SAJ の新しいホームページが完成し、公開しました。一人でも多く
の方に SAJ の活動を知っていただきたいとの思いから、スマート
フォンやタブレット端末でも見やすい構成になっております。私の
メッセージ動画も３本アップしています。
１本目は、
「SAJ を設立したきっかけ」についてです。SAJ を設立す
る前に、私はある NGO に寄附していましたが、その寄附の全額が
現地には届かず、少なくない金額が日本の本部経費に消えてしまっ
ていることを知りました。それであれば「１円残らず全額現地に届
く NGO を自ら起ち上げよう」と思ったのが、SAJ を設立したきっ
かけです。
２本目は「開発途上国の教育支援をしよう」と思ったきっかけにつ
いてです。今から２１年前、カンボジアで目にした授業風景は今で
も鮮明にまぶたに焼き付いてます。生徒が勉強できる喜びから前の
めりになり、机が傾いてガタン、ガタンと音を立てていました。そん
な授業風景を日本で見たことがありません。熱心なこの子たちのた
めにより良い教育環境を提供したいと決意しました。
３本目は、私たち SAJ の「支援のスタンス」についてです。カンボジ

里親様募集！！

＊「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。

ご支援いただいた寄附

代表理事

アで朝給食を視察していると、ある女の子が給食をほとんど残して
います。ほかの子たちも、少しずつ残しています。給食の時間が終
わったとき、その女の子は給食をビニール袋に入れ、ほかの子たち
も残していた分をそのビニール袋に入れました。女の子は、ビニー
ル袋を持って一目散に帰っていきました。聞けば、自宅には幼い妹
や弟がお腹を空かして待っているとのことでした。その女の子はも
ちろん、他の子どもたちも偉いです。自分だってお腹を空かしてい
るのに、他人に分け与えているのです。
「ものは奪い合えば足りず、
分け合えば足りる。」
「幸せは、自分以外の人と心を重ねることで大
きくなる。」彼女たちから学んだことです。SAJ の活動は、
「支援をし
てあげている」のではなく「学ばせていただく場」なのです。
是非、お知り合いの方に SAJ
の新しいホームページを紹
介してください。一人でも多
くの方に仲間になっていた
だき、幸せの輪を一緒に広げ
ていきたいと思います。
代表理事からのメッセージ動画

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。

募金箱回収ありがとうございました

2021 年

2021 年 8 月募金箱回収

□呑み処左藤板橋邸

8 月の寄附金合計 46,623,251 円
（内訳） 会員会費

1,491,900 円

一般寄附

40,346,818 円

指定寄附

4,784,533 円

●ワタミ（株） □本社 5 階募金箱

□「ミライザカ」心斎橋駅前店、京橋 OBP ツイン 21-1F 店

□「三代目 鳥メロ」上野駅前店 □「坐・和民」上野浅草口店

募金箱回収してくださった方（順不同、敬称略）

□「わたみん家」上野浅草口店

※法人名、団体名は2021年4月現在のものです。

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。

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）

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 )

32 億

448 万 1,028 円
建設した学校の合計
（2001 年度〜 2020 年度）

318 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〜 2020 年度）

100,943 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〜 2020 年度）

12,312 人

16,346 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〜 2020 年度）

125,879 人

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
用途は指定しないで
金額も自由な寄附

指定寄附

（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。

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

寄附金の優遇税制

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://www.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。

発行

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

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。

Eメール：sajinfo@schoolaidjapan.or.jp https://www.schoolaidjapan.or.jp/
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