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≪第 13 回総会報告≫  

 統一試験の成績、連続で上昇  

 

カンボジア教育支援基（KEAF-Japan）の 13

回総会は 10 月 23 日（日）、東京･広尾のＪＩＣ

Ａ地球ひろばで開き、１年間の活動を振り返り

ながら、新しい年度も同じ方向に沿ってさらに

発展させていくこと、そのための予算などを決

めました。   

その中からいくつかニュースを報告します。  

  

第一は全国統一高卒･大学入学資格試験の成

績です。昨年プロムルプロム高校の成績が急上

昇し、2008 年から続けてきた教科書支援の効果

が現れたと喜んだのですが、今年もこの上昇傾

向を保っていました。187 人（昨年は 154 人、

以下同じ）受験して 155 人（122）合格、合格

率 82.88（79.2）％で、プレイヴェン州 24 校中

９位でした。内訳はＣ4(9)、D52(43)、E99(69)。

昨年１だった B は 0、Ｃも半減しましたが、底

上げになって昨年よりは少し上がったといって

よさそうです。  

  

 支援校が 13 に 

支援学校が１つ増えて 13 校になりました。

隣接のスヴァイリエン州で唯一の支援校である

アンサー小学校の近くにチョーティアル中学が

開校しました。アンサー小学校の若い先生ガ働

きながら大学を出て同中学の校長に抜擢された

のですが、新設校なので教科書や教材、ノート

など文具類がそろわず、困っていると支援を求

めてきました。アンサー小学校の卒業生のほと

んどは同中学に進学するとのこと。同中学を加

えて支援学校は小学校 4、中学校 5、高校 4 の

合計 13 校になりました。  

   

心配－校舎が水浸しに 

 プレイヴェン州の道路整備が進み、訪問のた

びに 4ＷＤカーにのったままで行ける学校が増      

え、バイクか自転車でしかいけない学校はプレ

イトープ小、同中学の２校だけになりました支

援活動が随分と楽になります。といってもバラ

スを敷いてブルドーザをかけただけなので、

大雨が降ればまたもとの凸凹道に逆戻りする

のではないかと心配していたのですが・・・。

タイを襲っている大洪水がカンボジア南部に

も及んできて、支援学校の多くは水浸しにな

ってしまいました。道路はどうなったかな？ 

  

 寄宿舎の「人口」３倍増  

プロモルプロム高校に寄贈した寄宿舎を利用

する生徒は、６月訪問の時には５～６人しかい

ませんでした。村の青年が夜、お酒を飲んで押

しかけるトラブルがあったりして敬遠されてい

たのです。せっかく寄贈したのだから有効活用

してほしいと学校に苦言を呈したところ、校門

の近くに警察の派出所ができたので特別警備を

頼んでいる、電灯もつけたいなどと対策を講じ

ているとのことでした。10 月に「子どもの遊び

教室」で事務局の岡宮喜雄さんらが訪れたとこ

ろ、寄宿生は３倍増の 18 人になっていました。

電灯は予算がなくてまだだというので、その経

費＄100 を支援することにしました。  

 

 

≺総会トピックス≻ 

 カンボジアにも“なまはげ”  

総会特別企画として、日本で学生生活を送る

カンボジア人留学生、ナイ･ヤラン、レン・ヴデ

ィ、オム・オドムの３君の「声」を聞く会を開

きました。このなかでヤラン君はスライドを使

いながらカンボジアの「ティン・モン」の話し

をユーモラスに語ってくれました。  

ティン・モンというのは、地方ごとにいろい

ろあって、日本でいえば、山田の案山子、秋田

のなまはげ、村の鎮守様のお祭りの客寄せキャ

ラクター、といったところでしょうか。日本と

似ていますね。  
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プカーイが瞬くカンボジア 

    小幡 真希 

ボランティア支援員 

心理療法士 

 

カンボジアの言葉（クメール語）で「星（star）」

は「プカーイ（pkay）」。10月中旬、KEAF-Japan支援

先学校の児童・生徒とともにプカーイについて語っ

てきました。私は「星のソムリエⓇ」（市民が市民と

星空や天文について語り合うことをつなぐ民間資格）

として、これまで幼稚園生からお年寄りまで多くの

方と一緒に星空を眺めてきました。最近は日本人宇

宙飛行士や

探査機「は

やぶさ」の

活躍で天文

への関心が

とても高ま

っている日

本国内。私

も学校で話したり、子供向けイベントに呼ばれたり

する機会が多くなりました。それならば、カンボジ

アの子どもたちとも、その魅力を語り合いたいと東

芝国際交流財団の助成事業に手を挙げたのです。 

実際に訪問してみると、長引く雨期でせっかくの

プカーイはすっかり雲にかくされていました。洪水

のために休校している学校もある状況。それでも、

日中に授業が行われている６校（中・高校）に訪問

して、生徒計 408人、教師７名とともに、星や天体

にについて語り合うことができました。電気のない

環境がほとんどのため、日本から用意してきたカラ

ー印刷の月や星の写真を配ったり、星座の絵を黒板

に描いたりと汗だくの１週間でした。主な星座の特

徴や形や、星々の色の違いを考えたりなど、今後も

生徒各自が夜空を楽しめるような工夫をしてきまし

た。また、高校生や教員には状況に応じて、日本の

天文学研究者が作成した天文シミュレーションソフ

ト「Mitaka」(国立天文台４次元宇宙プロジェクト提

供)を使用して、理解を深める内容にしました。 

 

カンボジアの一般授業では、これまで星や天文に

ついては詳しく扱わず、今年度の高 3教科書が改訂

されて載せられるようになったようでした。そのた

め、オリオン座やふたご座などを知っている生徒は

一人もおらず、月は太陽と同じように自ら光ってい

ると考えている生徒がほとんどでした。 

そのような中でも、カンボジア独自の星名「鶏と

ひよこ星」、「ワニ星」、「どろぼう星」などを聞くこ

とができ、宇宙飛行士になりたいと目を輝かせなが

ら語ってくれた高校生とも出会い、充実した活動を

行うことができました。 

実施した学校と参加生徒数はつぎの通りです。 

・プラティアート中学（1～3年生78人） 

・チョーティアル中学（3年生 72人） 

・タッコー高校（2年生 24人、教員 1名） 

・コンポントウラバイ高校（2～3年生108人、教

員 1名） 

・プロモルプロム高校（1・3年生126人、教員1

名） 

・プレアンドウン高校（教員 4名） 

次回は、実際に望遠鏡で観測しながら、一緒に考

え、語り合って天文とそして科学への関心を高めて

いきたいと思います。また、天文学の教育者や研究

者の協力も得ながら、継続的な活動を検討していま

す。 

現地学校の先生方には授業のアレンジなどとても

ご協力いただきました。加えて、本活動のコーディ

ネーターを担当くださった竹口素弘さんをはじめ、

関係者のみなさまからの多大なお力添えに感謝申し

上げます。 

 

授業の様子＠プラディアート中学校 

タッコー高校校長（前列中央）と筆者（校長右側） 



通信60号の続き

名前 性別  男

学年／クラス人数 成績 10年／45 3

兄弟姉妹 番目 ５人 ２番目

現住居　通学時間 距離 家 ３Km

 女 男

10年／45 2 10年／45 4

８人　兄は中学の教師 ５番目 ４人　上2人は高校まで ３番目

 家　　自転車 ４Km 家 ４Km

女  男

10年／45 4 10年／45 10

１２人　　　上は高校まで ９番目 ７人 ３番目

家 ４Km 家 ２Km

 女 男

10年／45 1 10年／45 3

６人　　うえ高校まで ５番目 ４人 ４番目

家　　自転車 ５Km 家 １Km

女  男

10年／45 5 10年／40 5

６人　兄は大卒会計士 ４番目 ２人 １番目

家 ３Km 家　　自転車 ４Km

物理

数学　物理　クメール語 物理

読書､ バレーボール　TVなし

大学進学希望

会計士 教師（物理）

 農家  農家

43 48

大学進学希望

数学　物理　クメール語

クメール語

数学　英語 行ってない

読書､数・英　昼夜2H勉強 バレーボールが好き　TVなし

大学進学希望　家族皆が応援

銀行員　　皆で応援してくれる 教師（数学）

農家　手伝い楽しみ Tv見ない  農家

42 47

リオブライ大学進学希望

数学　クメール語

数学

数学　英語 数学

読書　TV有ﾆｭｰｽ　ドラマ TVなし 成績上位目指す

大学進学希望

教師（数学） 会計の仕事（給料が良い）

 農家　　手伝う  農家　　手伝う

41 46

大学進学希望　　家族で応援

物理

数学　クメール語

 行ってない 数学､

TV有世界・経済ﾆｭｰｽ　音楽 読書ｸﾒｰﾙ､数学､歴史､地理

大学進学希望　家族皆が応援

 教師（クメール語） 弁護士　　悪人を判断できる

 農家 農家　手伝　Tv有ﾆｭｰｽ､ｽﾎﾟｰﾂ

40 45

大学進学希望

 数学　生物

塾での勉強科目 行ってない

勉強時間､趣味､特記 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙが好き　TV有よく見る

医師　　人を助けたい

家業､耕地面積､家族生活状況  農家

好きな科目 数学

2011年10月～2012年7月 プロモルプロム高校 奨学生(10年生)   5/6

No

写　真

44

高校卒業後の希望 大学進学希望

将来

3

個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示



Ｙ ｍ 男 ｍ 女

P１０年 2／50 B１０年 1／52

１１人  上1人が高校卒 6番目 ２人 １番目

学校近くに住む (50Km) 家　　自転車 ５Km

Ｔ 女 ａ 男

P１０年 9／50 B１０年 3／52

15人 皆から愛されてい
る

15番目  １人 １番目

姉の家（学校に近い） ５Km  プロムの近くの寺 １Km

Ｙ ｅｌ 男 Ｋ 男

P１０年 6／50 B１０年 1／52

３人 ３番目 ３人 １番目

タッコー高校の近く  家　　　自転車 ９Km

男 男

P１０年 1／51 B１０年 4／52

 ２人 １番目  ３人 １番目

 学校の近く､伯母の家 家 ９Km

男 ｇ 男

P１０年 3／51 B１０年 1／52

6人  上は中学まで 3番目 4人 上2人既婚 4番目

おばさんの家 家　　　自転車 13Km

 クメール語　数学　物理　化学

 英語　クメール語  行ってない（これから）

 インディカが好き  ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝに行ったことはない

大学進学希望　　母が勧める

会社員（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ技師）姉さんか
ら勧められている

マネージメント（経営者） 団体職
員 農家と店（小さい）  農家　　忙しい

50 55

 大学進学希望

 英語　クメール語

 数学　物理　化学  数学　物理　化学　英語

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙが好き 中学部活なし 家で1H勉強､勉強と仕事をしたい

医師

 農家　　　手伝う  農家　　　手伝う

 数学　物理　化学  クメール語　数学　物理　化学

2011年10月～2012年7月 プロモルプロム高校 奨学生(10年生)   6/6

49 54

 大学進学希望  大学進学希望

教師（数学）

51 56

 大学進学希望（クメール語）

 クメール語

クメール語

大学進学希望

教師（クメール語） 医師　（みんなを助けたい）

 農家　　休みの時は手伝う  農家　　水運びなど手伝う

 数学　生物

 数学

本を読んでいる

52 57

 大学進学希望　（物理）

 物理

大学進学希望

銀行員（好きだから） 国軍隊（国を守りたい）

 父ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝの労働者母はいない  農家　　手伝う

 数学　物理　歴史　地理　英語

 物理  数学

 サッカーが好き  TVのサッカー観戦が楽しい

 農家 母労働者　自分は農業

53 58

 大学進学希望

 クメール語　物理　化学

4

 クメール語　英語　数学

 行ってない  数学

 バレーボールが好き 父いない､兄は建設労働者

 大学進学希望

教師（クメール語） ①歌手　②NPO団体

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示



女 女

12年 11年

6人中３番目 5人､上２人高校まで 3番目

農家　ha

家から自転車で40分 10km 家　　自転車　40分 14Km

男 男

12年 1/38 11年 7/37

6人中6番目(上1人は高卒） 3人 1番目

農家2ha

自転車で40分 9km 家から 自転車 9km

男 女

12年 2/38 11年

5人中1番目 5人中 姉中学まで 2番目

農家 家で19:00～21:00勉強

家から自転車で50分 9km 家 自転車 9km

男 E 男

12年 5/37 11年 1/37

8人中8番目(1人は10年まで) 3人 1番目

家から自転車で50分 9km 家から自転車で1時間 10km

男 女

12年 11年

5人中5番目 5人､上3人は6年まで 4番目

家から自転車で40分 10km 家　自転車 7km

英語、生物

医師

生物

奨学金は塾、文具へ

大学進学希望

クメール語､生物

大学進学希望

クメール語の教師

10

大学進学希望？難しい

エンジニア

数学､化学､物理､英語

農園の手伝い､友人と勉強

数学､化学､物理､英語

農家

9

大学進学希望

建築士（国の発展のため）

数学､化学､物理､英語

数学､化学､物理､英語

趣味はサッカー

奨学金は文具、塾へ 子どもと遊ぶのが楽しい

7

大学進学希望･教師養成学校

建築設計士／教師

数学､化学､物理

数学､化学､物理

プノンペン大学進学希望

銀行員(給料が良いので)

化学、生物、英語 クメール語

朝１H、夜１Hの自学 英語　数学　続けたい

農家0.5ha 家で2時間勉強

大学進学希望

医者（老人や村人を助ける）

大学進学希望

クメール語の教師

　　2012年度奨学生　　　　　　　　コンポントゥラバイ高校  12-11年生

2011年10月～2012年7月　　　　　　　　　　　　　プラティアート中学校推薦

6

大学進学希望

農家 1ha

クメール語

1

医師(高収入､田舎には少ない)

4

5

8

クメール語

サッカーが好き

英語､数学､物理

趣味は音楽鑑賞､読書(教科書)

5

数学

サッカーが好き､絵･読書

農家2ha 進学に理解

数学 家で19:00～20:30勉強

数学　物理

大学進学希望

奨学金は教科書、文具に

2

3

農家

農家

英語､数学､物理

農家0.5ha 手伝い､勉強2h

バドミントンが好き

政府の職員

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示



(円） (円）
科目 予算 決算 科目 予算 決算

I. 一般支援活動 I. 一般支援活動
1.会費・寄付合計 1,550,000 1,433,291 1.カンボジア教育支援 455,000 266,011
年会費 450,000 307,000 教材・教科書 250,000 210,817
寄付カンパ 750,000 1,062,478 補助教材・運動用品 100,000 48,171
寄付ｶﾝﾊﾟ（782＄） 60,011 ﾌﾟﾛﾓﾙﾌﾟﾛﾑ修学旅行 75,000 0

寄宿舎支援 0
助成金 350,000 0 支援予備費（ﾊﾟｿｺﾝ支援） 30,000 7,023

日本語ｸﾗｽ教材・資料費 0

預金利息 177 2.ボランティア教師支援 350,000 0
雑収入 3,625 渡航･保険･滞在費等 350,000 0

3.支援・調査費 500,000 339,227
現地活動費 350,000 224,922
渡航費補助 150,000 114,305

4.事務局運営費・諸経費 536,200 422,696
事務所費 1,200 1,200
総会・理事会 40,000 29,905
カンボジア通信 330,000 335,607
講演会・学習会 30,000 1,933
郵送費・事務費 50,000 38,980
交通費・旅費（国内） 30,000 1,780
広報・活動費 25,000 4,100
予備費・雑費 30,000 2,257
為替損 0 6,934
　一般支援活動支出合計 1,841,200 1,027,934

II. KEAF奨学金 350,000 319,000 II. KEAF奨学金 565,000 572,744
奨学金 350,000 319,000 奨学金面接渡航費 200,000 205,922

奨学金・高校生 330,000 357,940
奨学金経費（資料作成） 35,000 8,882

小計 1,900,000 1,752,291 小計 2,406,200 1,600,678
III. 楓大学奨学資金 III. 楓大学奨学資金拠出 100,000 91,328
楓大学奨学金 0 0 楓大学奨学金 90,000 91,328

楓奨学金経費 10,000 0

　収入合計 1,900,000 1,752,291 　支出合計 2,506,200 1,692,006

科　　　　目 予　　算 前年度予算 予　　算 前年度予算
I.　一般支援活動
１.会費及び寄付等 1,270,000 1,550,000 455,000 455,000
　年会費 450,000 450,000 250,000 250,000
　寄付(カンパ) 820,000 750,000 100,000 100,000

75,000 75,000
　助成金 350,000 30,000 30,000

220,000 350,000
220,000 350,000

500,000 500,000
350,000 350,000
150,000 150,000

521,200 536,200
1,200 1,200

40,000 40,000
330,000 330,000
30,000 30,000
45,000 50,000
20,000 30,000
25,000 25,000
30,000 30,000

1,696,200 1,841,200

II.KEAF奨学金 450,000 350,000 650,000 565,000
　奨学金寄付 450,000 350,000 220,000 200,000

410,000 330,000
20,000 35,000

2,346,200 2,406,200

180,000 100,000
170,000 90,000
10,000 10,000

Ⅳ.助成金 980,000 0 980,000 0
　東芝国際交流財団 980,000 0 230,000

250,000
250,000
250,000

収  入  計 2,700,000 1,900,000 3,506,200 2,506,200

前年度繰越 3,626,464 3,877,469 2,820,264 3,271,269
　一般繰越金 1,231,150 1,137,083 804,950 845,883
　奨学金繰越金 486,642 740,386 286,642 525,386
　楓拠出金 1,908,672 2,000,000 1,728,672 1,900,000
　東芝助成金 0 0 0

合　　計 6,326,464 5,777,469 6,326,464 5,777,469

6

2011年9月1日～2012年8月31日

収　　　　入　（円） 支　　　　出　　　(円)

カンボジア教育支援基金
２０１１年度　（2010/9/1～2011/８/31）収支決算報告書

収　　　　　　　入 支　　　　　　　出

カンボジア教育支援基金
2012年度  予算案



 7 

  古代カンボジアの中心地 

     プレイヴェン地方の昔と今 

 

 KEAF が子供たちを支援しているプレ

イヴェン州は、今はカンボジアの中でも貧

しい地方とされているが、かつてはカンボ

ジアの中心地だった。カンボジア南部から

ベトナム南部につながるメコンデルタ地帯

は、有史以前から水利・灌漑施設を持つ稲

作文明が存在したといわれ、１ー２世紀に

扶南と呼ばれるクメール人の最初の王国が

成立した。その中心は現在のカンボジア・

プレイヴェン州あたりとされている。 

クメール人は周辺のモンゴロイド（中国）

系とは違って、マラヨ・ポリネシア語系の

太平洋民族と、インド北東部からビルマに

かけて分布するモン・クメール語系先住民

族との混血とされる。文明（文化）もイン

ド文明の系列に属して、先住民族のアニミ

ズムとヒンズー、仏教のミックス。国王は

バラモンの占いや魔術を使って支配し、５∼

６世紀には慨施設が張り巡らされて稲作の

二期作も行われていた。 

 KEAF が訪れるプレアスダイ地方の人

たちはかつて歴史をリードした民族の直接

の子孫なのかどうかは知らない。歴史とは

不思議なものだ。2,000 年もの昔に水利・

灌漑施設を持っていたのに、今ではこの地

域は雨期に雨が降り過ぎても、足りなくて

もコメの不作で苦しむ。自然農業の域をあ

まり出ていないようにみえる。 

 ポル・ポトは都市住民を全部農村に追い

たて水利・灌漑工事に狩り出した。掘立小

屋のような強制収容所に押し込められ、碌

な食べ物も与えられず、慣れない過酷な労

働。都市の生活に慣れきった人たちが生き

延びるのは容易ではなかった。だが、ポル・

ポト政権が水をコントーロールし、農業立

国をめざしたこと自体は正しかったと思う。

やり方がひどすぎた。カンボジアを旅行す

ると、ところどころで小さな池を目にする。ポ

ル・ポト時代の強制労働が残した灌漑用のため

池が未完成のまま放置されたものだ。 

  

 

 プレアスダイ地方の住民はほとんどが農民で、

コメつくりで生計を立てている。耕作面積は１

ヘクタールかせいぜい２ヘクタール。年間の手

取り収入は200ドル程度だそうだ。村人たちの

中で、カンボジア民族が誇るアンコール遺跡を

見たことのある人はゼロに近い。 

 カンボジアは 30 有余年に及ぶ内戦が終わっ

てまだ 15 年ほどしかたっていない。この５，

６年、経済成長率は２ケタといわれ、首都プノ

ンペンを訪れるたびに街が明るくなり、車の数

が増え、それも高級車が目立ち、高層ビルも建

ち始めた。スーパーマーケットも珍しくなくな

った。だが貧富格差の広がり方もひどい。 

 私たちが行くプレアスダイの田舎はもちろん

「繁栄」から取り残されているが、それでも「貨

幣経済」が大分浸透してきた。自転車がバイク

に代わり、道端にビン詰めのガソリンを売る屋

台も現れた。学校の先生たちも大体は携帯電話

を持っている。年間の手取りが200ドルという

世界で、どうやってバイクを買い、携帯電話を

持つ人が出てくるのか、不思議だ。 

 現金収入を得るために、父ちゃんは農閑期に

プノンペンに出稼ぎに行く。わずかな労賃を稼

いで、お土産にAIDSをもらって帰ってくる。

娘は中学を出るとプノンペンの縫製工場に働き

に行く。社宅に入って月給は 40－50 ドル。食

費をとられて、家に 10－20 ドル仕送りして、

ちょっと小遣いが残る。奨学金を出していた女

生徒が学校をやめて工場に行ったという話はよ

くある。 

 結婚してやめたというのも時々ある。結婚は

まだ、家と家の間で決められ、労働力や持参金

の値段によって縁組が決まる。若い女性は「商

品」だ。しかし、そういう時代も終わりに向か

っているようだ。奨学生を決める面接で接する

女子生徒はみんな溌剌、目が輝いていて、成績

も概して男子生徒より上だ。学校の先生も奨学

生を選ぶ（KEAFに対して推薦する）にあたっ

て男女に差をつけているようには思えない。大

学生の奨学生は４人になったが、男女同数の２

人ずつだ。この村はどこへゆくのだろう。 
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[支援品ご協力有難うございます] 

ノートパソコン： 様（三重）。10月訪問

時、プレイヴェン州のタッコ―高校に寄贈しまし

た。 

 

ＰＣと教科書を受け取る校長（左）、副校長（真ん中）、 

若手の先生（右）。 

ボールペン・メモ帳など文房具：佐島敬清様（東京） 

 

[ お知らせ ］ 

 来年１月下旬「カンボジア・ベトナム KEAFシニ

アツアー」を募集しています。11月 25日にひとま

ず締め切りましたが、参加者が少なく、催行でき

るかどうかが危ぶまれる状況です。もうしばらく

募集を続行しますが、旅行社とも相談して実行か

中止かを近く決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｛事務局便り ] 

事務局の若手で常連メンバーだった岡本俊樹さ

んが９月からサラリーマンになって足が遠のいた

のに続いて、理事兼事務局長として実務万端を取

り仕切っていた竹口素弘さんが 11 月に KEAF 活

動から身を引くことになりました。竹口さんは

KEAF のほかにも幅広くボランティア活動に携わ

ってこられ、これからはそちらの方に勢力をそそ

ぎたいとのことです。長いことありがとうござい

ました。 

 

☎ボランティア募集：そんな事情で事務局は“少

数精鋭”に陥っています。ＫEAF 活動は東芝国際

交流財団の助成を受けて、カンボジアの子どもた

ちの支援活動の場をスポーツ・文化にも広げよう

としているところです。 

会員や支援者の皆さん、KEAF 活動に加わって

くださる方を募っています。よろしくお願いしま

す。 

 

 [ ボランティアのお願い ] 

 活動のお手伝いの出来る方はご連絡ください。 

☆ カンボジア通信の発送作業。印刷、封入､差込、 

シ－ル貼り、封緘など、850通ほど発送します。 

（3､6､9､12月の第一日曜日予定） 

  info@keaf-japan.com   事務局  

（神奈川）・ 輝（東京）・ 雄（東京 助（京都）・ （東京）・

（東京）・ （東京）・ （千葉）・ （東京）・ 郎（東京）・

（兵庫）・ （東京）・ （千葉）・ （大阪）・ （東京）・ （東

京）・ 子（東京）・ 子（神奈川）・ （東京）・ （東京

（長野）・ （岐阜）・ 文（熊本）・ 彦（東京）・ （神奈川）・ （東

京）・ 路（東京）・ （東京）・ （東京）・ （奈良）・ （東京）・

（東京）・ （千葉）・ （東京）・ （東京）・ （東京）・

（神奈川）・ （東京）・ （東京）・ （東京）・ （東京）・

（千葉）・ （東京）・ （兵庫）・ （神奈川）・ （東京）・

（長野）・ り（東京）・ （神奈川）・ （千葉）・ （千葉）・

（神奈川）・ （大阪）・ （神奈川）・ （神奈川）・ （東京）・

（東京）・ （鹿児島）・ （東京）・ （東京）・ （神奈川） 

ありがとうございました（2011年9月1日～2011年11月30日） 

年会費､寄付金､奨学金をお振込頂きました方々に心からお礼申し上げます。（敬称略させていただきます） 
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