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2000年 1月 に本会 を創立 し、17目 を迎える。現地 の声 を聞きなが ら真摯 に活動
を進めてきたが、本年 も、カ ンボジアの農村 に暮 らすの人たちの民生支援、子 どもたち
の教育支援・ 生活支援 を中心 に、現地及 び 日本国内で幅広 く活 動 してい く。また、単な
る支援 にとどまることな く、地域住民や子 どもたちとの交流 を盛んに行 い、 日本 とカ ン
ボジアの親善交流 に貢献す る。
カ ンボジアは内戦が終結 して平和 にな り、観光や投資を目的 として外国か ら多 くの人
々がカ ンボジアを訪 れ るようになった。 日本 のODA支 援や NGO活 動 も盛んで 、都市
部 を中心 にイ ンフラ整備 が進 んでいるが、地方 には行き届 いていないのが現状である。
本会 は、主 として支援 が届 きにくい地方 の農村 を対象 に各 プ ロジェク トを実施 してお
り、本年 もその方針 に変 わ りな く、活 動 を継続する。
日本国内では、現地 の支援活動 を支えていくための資金調達及び広報活動 を努 めて実
施す る。わが国 自体 も大きな危機 に直面 してお り、活 動を支えて くれる会員を確保する
ことが年 々難 しくなっているが、会報やバ ンフレッ トを全国に配布するなどして理解 と
支援 を呼びかける。

現 地 で の 活 動 計 ￨‐ ￨】
【
現地カンボジアでの活動は、プノンペ ン市内にある本会の「カンボジア事務所」に
勤務するカンボジア人スタッフ (日 本語 の通訳スタッフ 2人 、運転手 1人 )を 中心 に
実施す る。併せて、カンボジアを隔月に訪問する根岸理事長が現地での活動を指導、
里子訪問などの活動を積極的 に実施する。
① 『タメール教育里親基金Jの 活動
両親 または片親 が死亡、両親がいても極貧家庭で暮 らす小・ 中 ◆高校生の教育資金
をサポ ー トする「クメール教育里親基金Jは 、サポ ー トを希望する子 どもたちが多 いこ
とか ら、本年 も継続 して一人でも多 くの子 どもたちを支援する ことができるよう、教
育里親会員の募集 に力を入れたい。
カンボジアは、高度成長 とともに外資などによる工場誘致が進み、人手不足を補填
するため農村 の若年層 も工員募集 の対象 になっていて、家計を助けるため小・ 中学校
を退学 してしまうケ ースが急増 している。
本会が支援する里子たちも同様で、中途で学校 をやめ縫製工場などに就職する子 ど
もたちが増えている。元 々、貧困な家庭 にある子 どもたちを支援する活動な ので、こ
うしたリスクは付き物ではあるが、各学校 の校長先生と連携 し、なるべ く卒業するま
で学業を継続するよう、促 していく。
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②児童養護施設 『夢ホ ームJの 運営
2009年 に開設 した児童養護施設 「夢ホーム」は開園 8年 目を迎えるが、本年 も
安定 した運営 を心がけたい。現在入園者は 8人 だが、当面 10人 定員とし、 「夢ホ ー
ム運営基金」で賄える範囲内での運営をめざす。スタッフ数も4人 か ら3人 に減 らす
など、よリー層経費の削減 をはかる。
③「カ ンポジアふれあいの旅Jお よび「ミニツア ーJの 実施
本会が主催す る 「カンボジアふれあいの旅」 は、本年 も年 3回 実施する。 (第 32
回=3月 、第 33回 =7月 、第 34回 =11月 )
現地での旅行手配 について、旅行参加者 の負担 を軽減す るため、今年から本会カン
ボジア事務所 のスタッフが担当して実施する。
現地購入 した学用品を訪問先の学校で配布 して勉強 に役立ててもらうことや、参加
者が子 どもたちと交流する ことで、カンボジアの現状 を理解 してもらいたい。
加えて、 1月 、 5月 、 9月 に Iミ ニツアー」を実施、多目的に活動を行 う。
④小学校 に 3教 室の校舎と トイ レを寄贈
日本の篤志家か らの資金協力により、本年はカンボジア国内の一つの小学校に、 3
教室 の校舎 と トイレを寄贈す る。 7月 に贈呈式 を行 う予定。
なお、 2015年 9月 に着工し、すで に完成 しているコンポンスプー県・ オラル郡
のソリヤ小学校 の校舎 (平 屋建て 3教 室)と トイ レの贈呈式 を3月 に行う予定。
⑤小学校や地域社会に丼戸を掘削
水道 のない農村では井戸は貴重な水資源。そ こで本会は日本 の篤志家 の協力を得て
井戸を掘削する事業 を実施 しているが、本年 も 18基 の井戸 を掘 り、小学校 に贈呈す
する予定である。
また、小学校 にとどまらず、必要あれば地域社会 にも井戸 を堀 り、贈呈する。
⑥学校や地域社会に共同 トイ レを建設
農村 の小学校や村 には トイレが少なく、不便な生活を強 い られている。そ こで、 日
本 の篤志家 に協力 を仰ぎ、学校や地域社会に共同 トイレを寄贈する予定。
①小学校に遊具セッ ト、サッカ ーゴールを寄贈
カンボジアでは、 日本 の小学校校庭 にある遊具類を持つて いる学校が少な く、国や
自治体 の予算 もなく設置が不可能な状況である。そ こで本会では、 日本 の篤志家 の協
力を得て、ブランコ・すべ り台のセ ッ トを希望する小学校に贈呈する予定。
また、サ ッカ ーゴールなどのスポ ーツ設備も要望が多いことから、寄贈 してくれる
人を探 していく。
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③ 2つ の職業調練プロジェク トを推進
夢ホ ームや近所 の子 どもたちを対象 に、愛知県在住 の鈴木千雄 さんが板金加工技術
の修得を目的とした職業訓練活動 を、夢ホ ーム内の「職業訓練棟」で随時実施す る。
また、横浜市在住 の榎戸徹彦理事が、夢ホ ームや近所の子 どもたちを対象 に、夢ホ
ーム内の「夢工房」で 「鋳造 によるアクセサ リー作 り技術講習会」を年 5回 開催する。
(第 25回 =2月 、第 26回 =4月 、第 27回 =7月 、第 28回 =9月 、第 29回 =

11月 )
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③鍵盤ハーモニカによる音楽指導と遊戯指導
奈良県在住 の上 山陽子監事が隔月に小学校と幼稚園を訪間、夢ホ ームの子 どもたち
が通う「タメイ小学校」で、小学生を対象に鍵盤ハ ーモニカによる音楽指導を行 う。
また、併設す る 「タメイ幼稚園」では、園児を対象 に遊戯指導を行 う。
宮城県在住 の宮川公子 さんが年 3回 の予定で小学校を訪間、夢ホ ームの子 どもたち
が通う「タメイ小学校」 と近隣 の「ローロッ小学校」で鍵盤ハ ーモニカによる音楽指
̀
導 と合唱指導を行 う。
⑩ コンポンスプー県小学校対抗サッカ ー大会の開催
カンボジアの子 どもたちを元気づ けようと、昨年 に続 き、小学校対抗サ ッカ ー大会
を行 う。 (第 9回 大会 =11月 に開催)
「カンボジアの子 ども達 に夢 と希望を贈 る市民の会」 (日 立市)と の共催で開催す
る。
①「 トロバン トム石川小学校教育基金Jの 運営
石川桂副理事長が校舎と図書館を寄贈 した 「 トロバ ン トム石川小学校」 の教育支援
策 として、石川副理事長 の資金提供により基金を創設、昨年か ら支援を開始 した。
支援 の対象 は、「 トロバ ン トム石川小学校」で学ぶ子 どもたち、及びその周辺で暮
らす住民に限定。
⑫ポランティアグル ープ「ともしびJか らの寄贈品配布
同会 を通 じて、社会福祉法人 「日本盲人福祉委員会」から寄贈 された盲人用ソロバ
ン、盲人用サ ッカ ーボ ール、鍵盤ハ ーモニカを現地に運搬、視覚障害児の学校、夢 ―
ム、村 の小学校などに寄贈す る。
⑬そ の 他
これ らの活動 の他 に、必要 に応 じ随時実施する。 ,
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【国 内 で の 活 動 計 画 】
日本国内で の活動は、東京都練馬区内にある本会の事務局
に実施す る。
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①定期総会を開催
第 14回 目となる定期総会を 2月 27日 、東京都練馬区内の「練馬文化センタ ー・
会議室」 にて開催 し、昨年度 の事業報告・ 決算報告、本年度 の事業計画・収支予算な
ど重要案件 を審議す る。
また、今年 4月 から2018年 3月 までの役員 (理 事・ 監事)選 任 も行う。
②理事会を開催
本会の重要な案件を審議するため、理事会を年 3回 開催す る。 (第 1回 、 2回 =2
月、第 3回 =12月 )
③会報 『アンコールワッ トJを 隔月発行
本会 の活動状況はすべて隔月に発行す る会報 「アンコールワット」 に凝縮されてい
る。本年 も広報活動重視 の方向性 を堅持 し、会報 「アンコールワット」の内容充実 に
心がける。 (86号 =1月 1日 発行、 87号 =3月 1日 発行、 88号 =5月 1日 発行
89号 =7月 1日 発行、 90号 =9月 1日 発行、 91号 =11月 1日 発行)
なお広報 の一環で、全国の国際協力機関、ボランテ ィアセンター、図書館、地元練
馬区内の公民館、カ ンボジア大使館などのロビーに会報 を置 いてもらう。
④写真展 『カンポジアの こどもたちJを 開催
国際協力を目的とす る 4団 体 の共催 によ り、写真展 「アジアのこどもたち」 を6月
13日 〜 15日 の3日 間、 「かながわ県民センター・展示場」で開催する。
このほか、清瀬市、東村山市、調布市、 HCA地 球ひろば (新 宿区市谷)な ど、都内
各所で無人の写真展 を開催する。
⑤ 『グローバルフェスタ・ 2016Jに 出展
毎年 10月 第 1土 曜 日と第 1日 曜 日に開催す る同イベ ン トに、本年 も出展する予定。
年 々国際協力への関心が高まっている中、同イベ ン トの出展は大きな意義がある。
今年 は 10月 1日 〜 2日 、 「お台場プロムナ ー ド」で開催 の予定。
⑥第 39回 『練馬まつ り」に出展
地元練馬区最大のイベ ント、 「練馬 まつ り」 に昨年 に続 き出展する。
練馬区内の多 くの民間団体が参加す る大きなイベ ン トで、宣伝効果が期待 される。
今年は 10月 16日 、 「としまえん」で開催 の予定。
①認定 NPO法 人格取得の申請書類提出
すでに実施が決定 しているが、時期早 々 との理由で延期されてきた認定NPO法 人
の取得 のため、 4月 頃 を目標 に書類を東京都庁へ提出する。書類作成については、外
部 にそ の一部 を依託す る。
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