
NDMSC
5階増築完成

SAJがバングラデシュで運営する中
高一貫校ナラヤンクル・ドリーム・
モ デ ル・ス ク ー ル＆カ レ ッ ジ
（NDMSC）の5階増築が完成いたし
ました。2013年の開校からおよそ9
年たち、ようやく校舎の完成を迎え
ることになりました。先日の卒業生
の成績も非常によく、地域でも人気
校になっています。バングラデシュ
のモデル校となるべく、これからも
飛躍してまいります。

バングラデシュ
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孤児院事業

4 月 2日、孤児院にて初めてのOBOG会を開催いたしまし
た。すでに社会に出た 13名のOBOGが参加してくれて、孤
児院の子どもたちは「医者になるためにはどうすればいい
か」「社会に出て気を付けなければいけないこと」など積極的
に質問していました。子どもたちは頼れる先輩がいることを
再認識し、OBOGたちも孤児院でのつながりを改めて感じ
てくれているようでした。

孤児院OBOG会開催

学校運営（バングラデシュ）【NDMSC】

コロナ禍で開催できなかった体育祭を2
年ぶりに開催しました。感染対策のため、
競技数を各学年3競技までとし、2学年
ずつ計7回に分けて実施しました。気温
が上がっているため体育館にて実施しま
したが、大いに盛り上がり、大変有意義な
時間となりました。

NDMSC運動会

学校建設事業
SAJ では学校建設を 20年以上に渡
り進めております。コロナ禍により
進展に遅れが出ており、贈呈式も行
うことができていませんでしたが、
徐々に贈呈式も再開し始めました。
カンボジアにはまだ 5,000 校の校
舎が足りていないと言われていま
す。是非皆様からのご支援ご協力賜
りますようお願い申し上げます。

学校建設について、詳しいパンフレットもございます。 パンフレットを見るこちらをクリック

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

https://www.schoolaidjapan.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/school_build.pdf


技能実習生として日本に入国！！

第 226回理事評議員会が 2022年 4月 25日に開催されました。（一部オンラインにて）理事評議員会の報告
[報告事項 ]
報告１：伊藤の事務局長挨拶と佐藤の現地赴任の感想（現地からZOOM参加）
報告２：孤児院報告　近況報告
報告３：プノンペン事務所報告
報告４：バングラデシュ報告
報告５：カンボジア教育支援視察ツアーについて
報告６：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。

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、大学進学や就職など活躍の場
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。

プノンペン事務所より

スレイノーイ
プノンペン大学日本語学科卒業。
以前、孤児院（夢追う子どもたち
の家）にて勤務
年齢：30歳
現在やっていること：
日本の「ワタミ手づくり厨房」
東松山センターにて勤務
将来の夢：
「カンボジアと日本の
懸け橋になる」

伊藤 一隆事務局長

皆様、平素よりSAJの活動に温かいご支援をいただき、本当にありがとうございます。
この度、SAJ事務局長に就任いたしました伊藤一隆と申します。先月（４月）末まで、
カンボジアのSAJ孤児院（夢追う子どもたちの家）で、８０名の子どもたちに囲まれ、
日本人職員として約２年半、カンボジアで勤務をしておりました。在任中にはコロナ禍により学校
が何度も長期休校になったり、孤児院内でコロナの集団感染もあり、今までに経験のない厳しいこ
ともありました。しかし、そのような状況下でも、子どもたちの元気で明るい笑顔に何度も勇気づ
けられ、とても充実した２年半を送ることができました。園内では日本語の授業も始め、日本語能
力試験に合格する子どもも誕生しました。今後も日本語が話せる子どもたちをもっと増やしてい
きたいと思っております。しかし、カンボジア国内に目を落とすと、まだまだ、支援を必要としてい
る子どもたちが溢れている状況には変わりがありません。もっと、もっとSAJの活動を広めて、一
人でも多くのカンボジアの子どもたちが将来に夢や希望が持てる世界にしたいという気持ちが今
までよりも強く感じております。これからも変わらぬご支援をいただけますよう、頑張って参る所
存です。これからも、よろしくお願いいたします。

事務局長ご挨拶

カンボジアにある孤児院「夢追う子どもたちの家」の初の卒園生にし
て初の大学卒業生であるナウ・スレイノーイが、ARS（日本の技術を習
得したい人を日本に送り出す機関）を通し技能実習生として日本に入
国しました。これから日本のワタミの製造センターで働きます。孤児
院生を代表し、大学進学の道や SAJ の職員として働く道を切り開いた
スレイノーイですが、今回は日本で働く道を切り開きました。彼女の
背中を追って勉強し、日本を目指す子どもたちも多いです。孤児院生
のお手本であり続け、彼女が将来「日本とカンボジアの懸け橋になる」
という夢を叶えることができるよう、応援しています！

SAJ
通常総会
のご案内

日時：6月 27日（月）13：00～ 場所：ワタミ本社 8階

6月 27日（月）13：00～、ワタミ本社 8階にて SAJ 通常総会を開催いたします。
総会では、2021 年度の活動実績、ならびに 2022 年度の事業計画のご報告に加
え、現地の子どもたちとのオンライン交流や現地の様子がわかる動画の上映など、
皆様にお楽しみいただきながら、SAJ の活動をよりご理解頂ける内容を予定して
おります。お忙しいとは存じますが、是非ともご家族やお知り合いの方をお誘いあ
わせの上、ご参加賜りますようお願い申し上げます。

昨年の様子

 5 月 24日…理事評議員会、　6月 27日 13:00～15:00…総会、　7月 25日…理事評議員会  
　　

　　
　　

今後の予定



□ワタミ（株）「和民」小手指北口店、下関炭旬、 
「三代目鳥メロ」三軒茶屋駅前店、武蔵境店、香里園店、垂水北口店、関内北口店
「ミライザカ」中山南口店、松本駅前店、日暮里駅前店、高崎西口店、長野善光寺店、
谷町4丁目店、延岡中央通り店、大橋店、山形駅前大通り店、新宿御苑前店、

代表理事

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

文房具や制服がないため学校に通えない子どもたちが増えています。
ふれあいサポーターになって“子どもたちの学習の機会を守っていきたい”と
思われる方は、SAJ事務局までご連絡ください。

SAJ がバングラデシュで運営する中高一貫校「ナラヤンクル・ド
リーム・モデル・スクール＆カレッジ（NDMSC）」の校舎の５階増
築工事が完了しました。
NDMSCが開校したのは2013年 1月。2012年 2月にプロジェ
クトがスタートしたものの、土地所有者だと偽る人に騙されそう
になったり、マフィアに工事を妨害されたりと、学校建設地は二
転三転し、ようやくナラヤンクル村に建設が決まったのはその年
の秋でした。もはや、1月の開校に新校舎建設は間に合いません。
そこで、たった３教室のプレハブの仮校舎をつくって開校式を迎
えました。モダンな鉄筋コンクリート造２階建ての新校舎が竣工
したのは 2014 年の夏。それから３階、４階と増築を繰り返し、今
回の５階の増築によって、校舎がついに完成しました。開校から
校舎が完成するまで、9年を要したことになります。
NDMSCは、郁文館夢学園の全面的な協力を得て、郁文館の『夢教
育システム』を導入しています。『夢教育システム』は、「生徒が夢
を持ち、夢を追いかけ、夢をかなえる」ために、人間力・学力・グ
ローバル力を高めることを目的にしており、規則正しい生活やご
みを拾うといった生活習慣の確立をとても大切にしています。し
かし、バングラデシュにおいて学校は「学力を身につける場所」で

しかなく、開校当初は「余計なことを教えるな」と保護者からク
レームをもらうこともありました。しかし、保護者会を定期的に
開催し、学校の運営方針を保護者に繰り返し説明することで、理
解を促してきました。結果的に、生活習慣の確立や人間力の向上
は学力向上にも結び付き、いまでは地域で有数の進学校・人気校
となっています。
この９年の間に、「日本と同じ運動会を開催したい」「雨の日でも
全校集会やイベントを開催したい」といった教員の熱意に応える
かたちで校庭を拡張し、体育館も建設しました。５階建てのモダ
ンな校舎、体育館、広い校庭というハード面と、『夢教育システ
ム』を理解・実践できる志の
高い教員というソフト面の
両面が充実し、“バングラデ
シュのモデル校になる”と
いうビジョンを実現するた
めの環境が完全に整いまし
た。これからを楽しみにし
ていてください。

ふれあい
サポーター
募集 ※ふれあいサポートに関しましては、会員に加入が必要となります。あらかじめご了承ください。

※ご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にSAJ事務局にご連絡ください。

貧
し
い

子
ど
も
た
ち
は

ま
だ
ま
だ

大
勢
い
ま
す
！

NDMSC増築後の教室

物品寄附
現在、孤児院ではノートパソコンおよびス
マートフォンが不足しております。
リモートによる授業やzoomによるコミュ
ニケーションが増えたからです。
昔使用していたも
のや、買い替えで
不要になる方がい
らっしゃいました
らよろしくお願い
します！

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://www.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   https://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2022年1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。

2022年3月募金箱回収

3月の寄附金合計     5,562,879 円

ご支援いただいた寄附
2022年

会員会費 2,577,760 円
一般寄附 349,530 円
指定寄附 2,635,589 円

（内訳）


