
2017年度活動報告書 



第22次カンボジアスタディーツアー 

在カンボジア日本国大使館に堀之内秀久 大使を訪ねました。 

「三井物産株式会社」プノン
ペン事務所の菊池潤一所長に
お話しを伺いました。 

PRCにて地雷被害者の現状をヒ
アリング 

CMACバッタンバン支部を訪問 Little Angelにて 
影絵作成を体験 

訪問場所 
プノンペンタワー、トゥールスレーン収容所、日本大使館、
三井物産、CSHD地雷原、CMACバッタンバン支部、PRC、
支援先の学校3校、 
プノン山、Little Angel、ベンメリア、地雷博物館、一之
瀬泰三の墓、アンコールワット遺跡群 



地雷原での教育支援 

・CMCコーントライ夢中学校 
  （2008年落成/協力：佐世保青年会議所） 

・CMCトゥールポンローみおつくし中学校 
（210年落成/協力：大阪西ワイズメンズクラブ 株式会社データマックス） 

・CMCボップイ三好小学校（2017年落成/協力：三好不動産） 

卒業証書授与 アンコールワットに 
修学旅行 

歯磨き指導 新校舎での授業 

卒業証書授与 卒業式にて 

 卒業生に対し佐世保JCのOBの方々
から、アンコールワット卒業式ツ
アーを開催していただきました。 
 みんなで行く初めての旅行は大変
盛り上がり、バスの中でも大はしゃ
ぎでした。 
 セルフィーばかりかと思えば、
しっかりノートをとっている子もい
ました。 
 この経験がただ楽しいだけの旅行
にはならないと信じています。 

 11月4日の落成式以降、授業が

新校舎で開始しました。最初はみ
んな、緊張した表情で授業を受け
ています。 
 歯磨き指導も行われ、歯がいか
に身体への健康を助けているかを
少しでも理解してくれたと信じて
います。 

 10月30日に卒業式が行われ、35
名が出席いたしました。 
 児玉直代表取締役社長の名代と
して道山憲一氏が挨拶を行い、そ
の後に一人ひとりに卒業証書と記
念品および金一封が手渡された。 
 みんな、卒業式に相応しい身だ
しなみで礼儀正しく、とても感動
的でした。 



ラジオ放送「ボイスオブハート」 
 地雷被害者の心のケアをめざし、2005年にスタートさせたラジオ番組「ボイス・オブ・
ハート」。2017年度は、12月24日～2018年2月25日まで計10回放送しました。昨年度のリ
スナーの被害者から出演依頼もあり、充実した番組制作に取り組む事が出来ました。 
そして、新たにコンポンチュナン州においても放送を開始したため、新しいリスナーが増えた
事を実感しました。 

2017年度のポスター 

      ボップイ小学校のソナー先生 
10年前と比べて村がよくなったことを実感してい
るそうです。通学時、生徒が事故にあわないか心
配していたが、現在は大分よくなったとのことで
す。 

ラジオスポンサー 
 

 ・個別指導塾スタンダード 
 ・新日本製薬 
 ・ニッポンインシュア株式会社 
 ・善隣教 
 ・株式会社電子商事 
 ・トクスイコーポレーション 
 ・株式会社三好不動産 
 ・CMCオフィス株式会社 
 ・カンプサン株式会社 

    地雷被害者Sovannさん 
周辺の被害者の方々を集め、出演依頼
をいただきました。 



福岡教育大学インターン 
期間：8月22日～9月2日 14名参加 

1日目   ナイトマーケット散策 
2日目   だるま孤児院ボランティア 
3日目   だるま孤児院ボランティア 
4日目   だるま孤児院ボランティア 
5日目   移動 
6日目   OFF 
7日目   地雷被害者インタビュー 
8日目   現地人学生とディスカッション 
9日目   ボップイ小学校 
10日目   OFF 
１１日目   移動（シェムリアップへ） 
１２日目   アンコールワット見学 

 
 

現地インターン参加者 

小学校での交流 地雷被害者インタビュー 現地人学生とディスカッション 

 昨年度のインターンは急きょ決まったこと
もあり、参加学生はスケジュールを一生懸命
にこなしていた印象がありました。 
 今年度は事前に開催が決まっていたことも
あり、積極的に日本文化や教育に関して自発
的にプレゼンしていました。 
 そして、小学校での交流や現地学生との交
流では事前にゲームなどを用意してインター
ン生主導でプログラムを進めていました。 
 スケジュールが1日増えたことで、調整が
とても大変でしたがやりがいのあるインター
ンとなりました。そして、インターン生が帰
国後に新たな国へ挑戦しに行くなど報告して
いただけたました。 
 カンボジアで学んだことを次へ生かそうと
していただけてうれしく思います。 

 

日本文化のプレゼン 



CMCボップイ三好小学校建設 

 老朽化していたボップイ村の小学校でしたが、今年度より新校舎ができました。
工事期間は４月１日から９月３１日まででした。校舎の老朽化が原因で雨や風の
強い日には授業できませんでした。建設後はうれしいことに、授業がまともに行
われるだけでなく、村の集会にも積極的に使われるようになりました。村として
の一体感が出てきたことも新校舎のおかげです。 

 2017年11月3日、落成式が行わ
れました。大谷理事長をはじめ、
三好不動産、ニッポンインシュア
株式会社など資金面で協力された
皆様が参加されました。 
 印象的だったのは、学校の中を
ご覧になった際、「予想以上に良
い出来」とおっしゃっていただけ
ました。 
 工事がうまくいくか、校舎に納
得していただけるか不安でしたが、
とてもうれしかったです。 
 三好修代表取締役社長より、新
校舎での子供たちの教育が継続さ
れ、立派な人材に育ってほしい旨
の期待も述べられました。 

落成式にて 

 新校舎になり、雨や風の強い日でも授
業を行えるようになりました。学習意欲
も向上し生徒の出席率はほぼ100％にな
りました。 
 それだけではなく、生徒が教室に入る
際は靴を脱いだり、授業前には掃除をす
る、ごみ箱を設置してごみを外に捨てな
いなど意識改革が起こりました。 
 日本では当たり前のことですが、この
村にとってはとても素晴らしい進歩です。 
他には、この村で集会が多く行われるよ
うになりました。学校という集まる場所
ができたため、人々が集うようになりま
した。 
 こういったつながりが農業でも活かせ
ると、村の発展に寄与すると考えられま

す。 バッタンバン州副知事より感謝状の贈呈 



建設風景 

旧校舎解体 

煉瓦をセメントで覆う 

柱の強化 基盤強化 

煉瓦で外壁を建てる 屋根の土台完成 

内装と黒板 外壁塗装完成 瓦屋根完成 

机といすの設置 作業風景、内装 作業風景、セメントで覆う 



養豚プロジェクト 
2017年5月～ 

 「世界の人々のためのJICA基金活用事業」で「カンボジアにおける稲作に向かない貧困地
域での畜産業による収入獲得を目指すためのスキルアップ推進事業」が行われました。 
対象となったボップイ村は、これまで幾度となく干ばつや洪水被害に見舞われており、主要
産業である米の収穫高が上がらなかった。CMCとしても様々な事業を行ってきたが依然とし
て厳しい状況は続いています。 

村全体でのミーティング 

講師によるプレゼンテーション 

  活動の目標 
①貧しい村人たちにとってサス
ティナブルな収入獲得手段となる
こと 
②貧しい村人たちが協力し合いな
がら村全体が少しでも豊かになっ
ていくこと 
③当団体が実施するほかの支援活
動（学校建設や貯水タンク設置
等）と結びつきながら、受益者
（ボップイ村の人々）のQOL向上
につながること 

  感想 
 ミーティングを行うことで、村全
体に一体感が出てきたように感じた。
もともと個々が各々生活していた村
であったが、団結しているように感
じる。村長からも「絶対に成功させ、
村全体で豊かになりたい」と並々な
らぬ意欲を感じることができた。講
習には、多くの村人が参加したこと
からも、大変意義のあるものであっ
た。 
 今年度の目標としては、講習を受
けて豚や牛の購入を行うベースのラ
インができた。来年度以降は、しっ
かり村が牛や豚を管理させ、プロ
ジェクトを拡大させる責任がある。 







講演活動、国際理解授業 

2017年度 講演一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     

世界にも目を向ける地球人としての視点を 

 CMCでは小学校から大学、行政・諸団体等

へ、平和・人権・国際協力などに関する講演や
授業の講師派遣も行っています。日本では
ニュースにならない地雷被害の現状や、地雷模
型を使った説明を取り入れた授業を展開します。 
 実際に現地で活動している国際NGOだから
こそ、現地の状況や本当に必要な支援とは何か
を伝えることができます。 
 また、日本各地にボランティアで関わってい
るCMCメンバーがおりますので、全国各地で講
演を行っています。 

 
4月24日 福岡市立西新小学校       
6月14日 福岡市立和白丘中学校 
6月15日 福岡市立住吉中学校 
6月16日 九州国際大学 
6月18日 JICA九州 
6月19日 福岡市立横手中学校 
6月23日 新宮町立新宮東小学校 
7月14日 飯塚市立二瀬中学校 
8月  2日 能古島青少年育成協会 
8月31日 福岡市立香椎第一中学校 
9月20日 大連大学 

10月10日 粕屋町立粕屋西小学校 
10月21日 ニッポンインシュア株式会社 
11月21日 福岡中経協 
  1月19日 福岡教育大学 
  2月16日 飯塚市立庄内中学校 

福岡市立西新小学校にて講演 

福岡市立和白丘中学校にて講演 福岡市立住吉中学校にて講演 JICA九州にて講演 

新宮町立新宮東小学校にて講演 中国・大連大学にて講演 飯塚市立庄内中学校にて講演 



イベント 

10月1日 第1回ＣＭＣチャリティソフトボール 

【イベント一覧】 
5月14日 
 「マルシェinももち文化センター」 
5月22日 
 「唐津チャリティフェスティバル」 
10月1日 
 「ハートフルフェスタ福岡2017」 
10月1日 
 「第1回ＣＭＣチャリティソフトボール」 
10月25日 
 「春日いきいきフェスタ2017」 

【チャリティー野球】 
福岡ソフトバンクホークスマーケティング
（株）のご協力の下、チケット1枚に付き、
500円がCMCへの寄付になるチャリティ試
合を実施。 
 
 
 
 
 

第1回CMCチャリティソフトボール大会は6チーム70名の参加で行われ、
大盛況のうちに終えました！参加された皆様、支えてくださった皆様、
誠にありがとうございました  

【マルシェinももち文化センター】 
イベント「マルシェ」にCMCカンボジア地
雷撤去キャンペーンとして出展しました。
CMCグッズ販売やプルタブゲームなどを通
してCMCの活動をアピールしました。 
 
 
 
 
 

【ハートフルフェスタ福岡2017】 
チャリティソフトと同日開催でしたが、
ひまわり会の皆さんの協力のもとブース
運営を行う事ができました。ご協力有難
う御座いました。 
 
 
 
 
 












