
JSTは 遺跡周辺に暮らす村の人々と共に活動しています

はじまりは 1994 年。アンコール遺跡修復事業に派遣された日本人専門家と、作業現場で働くアンコールクラウ村作業員との、村ぐるみの交流がきっかけでした。
そして、2005 年にローカルNGOとして JST が誕生。カンボジアの歴史・風土に魅せられた 外国人訪問者を巻き込んで、遺跡と、遺跡で働く村人と、遺跡を訪れ
る外国人訪問者、すべての人々が集える “ 場 ” として、JST が存在できたらと思っています。 

外国人訪問者
×

遺跡を護る

子供を支える

地域を育てる

遺跡で働く村人が
　　安心して働ける
　　　　環境をつくる

子供たちの健康と学ぶ力を　　　
　　　　地域を育てる原動力へ

遺跡と文化を継承し
　　子供たちの未来へつなげる

・環境教育
・植林活動
　　　　etc...

・遺跡修復関連教育
・技能員への福利厚生
・人材育成　　　　　　
　　　　　　　etc...

・健康支援
・教育備品支援
　　　　　etc...

JST

～ JST の主な活動エリア～

日本国政府アンコール遺跡救済チーム (JASA)/

Cafe Moi Moi

アンコール・ワット

プノン・バケン

タ・プロム

シェムリアップ市街地
　　オールド・マーケットへ バイヨン・インフォメーション・センター

バイヨン・ハット

バイヨン寺院

アンコールクラウ村コミュニティセンター

アンコールクラウ村

バイヨン中学校

西バライ

東バライ

アンコール・トム

Moi Moi 農園

バイヨン寺院正面・東参道での修復工事が進んでいます

あなたのチカラをカンボジアの未来へ

JST NEWS !

　皆さまからの会員費・寄付金は、次のような形になって、カンボジアの子供た
ちに届いています！
　・農村部の子供たちの栄養補てん
　・学校教員への補助金（交通費支給）
　・生徒たちへの文房具支給
　・体育、美術、音楽の授業実現へ向けた活動
　・学校整備費、備品購入費
　・「子供たちのためのアンコール遺跡社会見学会」実施経費

JST への支援グループ（2014 年度）

アンコールやまなみファンド
（一財）国際開発センター（IDCJ）
NPOオアシス
幸田サーキット　YRP 桐山
名古屋環未来研究所
紀南ユネスコ協会

JST HP：http://www.jst-cambodia.net
　　   Email  ：info@jst-cambodia.net
住所：Mr. Chea Nol (097-6710 888), 
　　　c/o JASA/UNESCO Offi  ce, #056, Group6, Tropeang Ses,    
              Kokchork, Siem Reap, Cambodia.
担当： 小出　陽子            TEL:+855-97-8785 627  

特別協力：日本国政府アンコール遺跡救済チーム (JASA),日本ユネスコ協会連盟 , Café Moi Moi

■ JST 会員随時募集中です！
ご入会いただける方は、JST ホームページより申し込みフォームに
ご記入の上、EmailまたはFAXにて上記連絡先までお送りください。
　個人会員：US$50　又は　￥6000
　JST にご協力くださる団体・企業の方も大歓迎！

年会費、寄付金のお振込みは下記の口座をご利用ください。
　　　ゆうちょ銀行　名義；ジェイエスティー　
　　　普通預金　　口座；記号 10010　番号 97367631
　　　（他行より；　店番〇〇八　口座番号 9736763）

JST 連絡先

　「カンボジア人からカンボジア人への技術移転」を目
指すバイヨン寺院ナーガ、シンハ彫像修復プロジェク
トの修復工事も着々と進み、寺院の景観整備に大きな
成果を上げています。
　修復の様子は JST HP 内のブログでも更新されていま
すので、ぜひご覧下さい！
※当プロジェクトは JASA の技術指導のもと、日本ユネスコ協会連
盟との共同事業として進められています .

Together To the Future (TTF)
関西学院大学、高校
聖心女子学院高等部
愛知県立一宮商業高校
田辺工業高校、神島高校
城南学園　福徳学院高等学校

Silpakorn 芸術大学（タイ）
コーリンズ・山根　せんせい基金
リサイクルの会
明星大学  BUKAS
富山セントラルライオンズクラブ
東京新橋ロータリークラブ

二戸ロータリークラブ
蒲郡ロータリークラブ
はじめ塾
（株）パナソニック
（株）KDDI
（株）三田商会

東京レインボーロータリークラブ
ホノルルロータリークラブ
台北ロータリークラブ
京都ロータリークラブ
一宮中央ロータリークラブ
塩釜ロータリークラブ

2015 年度活動のご案内

アンコール人材養成支援機構

動のご案内

養成支援機構
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皆で力を合わせて　 野菜栽培＆魚の養殖プロジェクトの開始！
JST では日本の支援グループと連携して活動助成金を申請・受諾し、バイヨン中学校で野菜栽培
と魚の養殖プロジェクトを始めました。
野菜栽培は地域の農業NGOから効果的な野菜栽培指導を受け、なす、きゅうり、かぼちゃ、空芯菜、
香草類などを栽培しています。魚の養殖は、20m x 25mの養殖池を掘り、現在、約 4000 匹のナ
マズの稚魚を育てています。
毎日の野菜の水やりや、魚の餌やり等の世話は、生徒が当番制で行うなど、教師と生徒が一丸と
なってプロジェクトを進めています。また、収穫した野菜や魚は、市内のレストランや市場に販
売し、その収益金を翌年のプロジェクト運営費に充てるとともに、将来的には学校運営費を少し
でも賄えるようにすることが目標です。現在、安価で栄養価の高い肥料や餌の開発を校長自らが
研究するなど、栽培・飼育の過程が生徒たちにとって生きた教育の場ともなっています。

ブログと Facebook にて、JST の活動とカンボジアの今を発信中！
★ JST  HP ⇒ http://www.jst-cambodia.net
★ JST Facebook ⇒ https://www.facebook.com/NGO.JST
★バイヨン中学校 Facebook⇒ https://www.facebook.com/bayon.secondaryschool   

運動会開催を目指して！
 現在のカンボジアでは、体育・美術・音楽の授業が
ない学校がほとんどです。そのような中、日本の教師
経験者のご支援のもと、バイヨン中学校では、年に数
回、体育の授業を実施しています。昨年秋には、バイ
ヨン中学校校長が日本へ招聘され、日本の運動会を視
察しました。また、日本の支援団体からは、沢山の生
徒用体操着や運動シューズが届くなど、2016 年の運
動会開催を目指して、着々と準備を進めているところ
です。

ハワイのホノルルから Aloha ! 　
　 校舎建設ボランティアと
           子供たちの交流が実現！
バイヨン中学校は創立 2 年目で 10 教
室が完成し、現在、さらに 6教室を建設
中です。この 6 教室の建設費をご支援
くださったハワイと京都の方々約 60 名
が、2015 年 3 月、1 週間の建設ボラン
ティアに訪れました。基礎の穴堀り、煉
瓦積み、コンクリート打設などの建設を
行う傍ら、バイヨン中学校の生徒へアメ
リカやハワイについてのレクチュアーを
してくださいました。また、子供たち同
士、カンボジアの正月遊びやフラダンス、
サッカーなどで盛り上がり、たくさんの
貴重な思い出が生まれました。
創立 3 年目となる 2015 年 10 月には、
新校舎も完成し、当初の目標である全
16 教室が整うとともに、生徒も 3学年
揃うことになります。

村の子供たちの絵画展、8月に開催！
JST は、カンボジアと世界を繋ぐお手伝いをしています。
2014年度は、シェムリアップ州教育省役人、教員養成校体育教師、バイヨン中学校校長らによる、
日本の教育現場の視察が実現しました。
日本からの学生スタディツアーも多数来訪し、遺跡修復の現場体験や、農村部の子供たちとの
交流を行いました。
また、アンコールクラウ村の子供たちの絵画展が渋谷のギャラリーで開催され、多くの方に村
の子供たちの成長ぶりをご覧いただくことができました。この絵画展は今年も開催されます。村
の子供たちのさらなる可能性に、ぜひ応援ください！
開催期間：2015 年 8月 8日（土）～ 12 日（水）、11 時（土日は 13 時）～ 18 時まで
場所：NANZUKA （東京都渋谷区渋谷 2-17-3、渋谷アイリスビル B1F、Tel:03-3400-0075）

地域が繋がるカンボジア、日本、アメリカ・・・、
　　　　　　　　　　　　　　　海を越えて支援と交流の輪が広がっています！ 地域が繋がる

地域と歩む 創立2年目を迎えたバイヨン中学校生徒数は 2学年 281 人。
　　　　　　　　　　学校の持続的運営と自立を目指して、新たな試みが始まりました！地域と歩む


