
 1 

爆弾爆弾爆弾爆弾ではなくではなくではなくではなく学校学校学校学校をををを、、、、地雷地雷地雷地雷ではなくではなくではなくではなく教科書教科書教科書教科書をををを！！！！    

DEFCDEFCDEFCDEFC ニュースニュースニュースニュース    

第1５号 
2011 ７月１０日 
DEFC 事務局 
npo_defc@yahoo.co.jp    

 
 

僻 村 へ の 簡  水 道 
東京の支援者による資 提供で、建設が勺んでいる
水道工事の動画写真が、フォンサリの 村から きま

した。村内と小学校へ配水するものです。水道敷設工事
の は村人が う 、村人たちが喜んで工事をやっ
ています。写真は、共同水場作りの様子です。 

   

 
通 常 総 会 

郵送による全会員参加方式に変え、実施しました。会
員５０名、回答３４名、賛成３４、反対０で議案は承認
されました。 
 
＜国内活動＞ ・広報活動、絵本の会、「DEFC ニュー
ス」発 、展示・ 会、など
（http://npo-defc.cocolog-nifty.com/） 
 
＜ラオス活動＞  
・タンミサイ地域図書館  子どもたちが自由に来て、
あそびや勉強できる場所、日本や外国の訪問者や支援者
が子供たちと遊べるところ、DEFC 活動の拠点です。開
館は土曜日と日曜日、子どもたちはおもちゃ遊び、絵本 
 

 
読み、パソコンゲーム、少し勉強をしています。算数、
数学、英語の「 試し試験」を時々やっています。 
 

    

写真写真写真写真    図書館、おかあさんの絵本読み聞かせ図書館、おかあさんの絵本読み聞かせ図書館、おかあさんの絵本読み聞かせ図書館、おかあさんの絵本読み聞かせ    

 
 
・図書館学習  田舎の中学校生徒に、短期間ですが
勉強の務会を提供する活動です。 ２月に、最
地フォンサリから8 名の生徒と付添い教員３名をタン
ミサイ図書館に招き、10 日間の合宿、数学、英語、パ
ソコンの学習を提供しました。 
 

生徒たちはま めに勉強しましたが、学 に大きく
差がありました。パソコンは直ぐに使えるようになり
ました。 
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・「クラスター爆弾 お絵描きコンテスト」 
ラオスは世界で最もたくさんクラスター爆弾が残っ

ているところです。 数 人が爆発事故に遭い、怪
我をし、 を としています。子どもの が半数以
上です。 
 

被害を減らしたいと願い、危険について子供たちへ
教えるために授業にあわせて「お絵描コンテスト」を
やっています。シェンクアン県の小学生１万人に、紙、
消しゴムつきエンピツ、クレヨンを提供し、優秀作品
を表彰します。作品は日本国内でも紹介しています。 

「森や野原にはいろんな爆弾があるのだよ、草刈りす
るときに鎌の刃が土に当らないように気をつけましょ
う」、 い小さいのはクラスター爆弾。子どもたちは実
物を たことはなく、教科書でこういう をしたものとし
て教えられます。 

    

トンカム君（センウドム小学校２年生）トンカム君（センウドム小学校２年生）トンカム君（センウドム小学校２年生）トンカム君（センウドム小学校２年生） 

 

 
・学 校 建 設 支 援 

ラオスの教育は学校、教科書、教員、すべての面で
です。村の小学校校舎は草屋根、竹壁、土間床が

まだまだまだフツーなのです。こういう村へ、コンク
リート床の校舎を作る支援をしています。資 提供者
を得て、DEFC は現地との ちをします。村人は建
築工事を い、提供者の資 はセメントなど建築資材
購入と現地担当者の交通費や旅費に使います。DEFC
は手数 に 当するものは けていません。 
 

は提供者が多く、ルワンパバン県の国道沿い
７つの村へ校舎と生徒 を作りました。ワンヒーン
村：学生団体「SIVIO」、ポンサワーン村及びポンサ
ワン村：川内ライオンズクラブ、ホワイホック村：個
人、ホエイカン村：学生団体「CHISE」と「夢追人」、
ラーコック村：「 ・拊松会」、パク ー中等学校生
徒 ：個人、です。    

    

川内ライオンズクラブの建設支援調印式川内ライオンズクラブの建設支援調印式川内ライオンズクラブの建設支援調印式川内ライオンズクラブの建設支援調印式    2010201020102010 年９月年９月年９月年９月 

  

““““100100100100 円募金”の協力者の手書き名簿（円募金”の協力者の手書き名簿（円募金”の協力者の手書き名簿（円募金”の協力者の手書き名簿（1111 部）、新校舎の壁に飾りま部）、新校舎の壁に飾りま部）、新校舎の壁に飾りま部）、新校舎の壁に飾りま

した。した。した。した。    

    

学生団体の提供資 つくりはさまざまで “100 円
”と って、７ 人以上の 者から 100 円

を提供してもらう活動を全国的に展開したグループも
あります。 
 

 

譲渡式の学生たち、大喜びにはしゃぐこどもたち。譲渡式の学生たち、大喜びにはしゃぐこどもたち。譲渡式の学生たち、大喜びにはしゃぐこどもたち。譲渡式の学生たち、大喜びにはしゃぐこどもたち。 
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・継続支援 

支援者は、提供した学校や村を訪問し継続的な支援を
望みます。DEFC はこのお手伝い、日程つくりや現地担
当務 との 、同 などです。学生たちのスタデーツ
アーは参加者数が多く村に宿泊します、その分準備がた
いへんですが、拊さと内容が なことで、訪問先の子
供たちにはとても嬉しいものです。給食、算数などの勉
強、お絵かき、折り紙やゲーム、サッカーや縄跳び遊び
などさまざまです。 
 

    

「学生国際協力団体「学生国際協力団体「学生国際協力団体「学生国際協力団体 SIVIOSIVIOSIVIOSIVIO」」」」    コン村小学校読書教室コン村小学校読書教室コン村小学校読書教室コン村小学校読書教室    

    

          

「つぼみ会」「つぼみ会」「つぼみ会」「つぼみ会」    シェンクアンの残留クラスター爆弾処理隊激励訪問シェンクアンの残留クラスター爆弾処理隊激励訪問シェンクアンの残留クラスター爆弾処理隊激励訪問シェンクアンの残留クラスター爆弾処理隊激励訪問     

     

KKKK 夫妻夫妻夫妻夫妻    ウドムサイドンムアン村小学校、ウドムサイドンムアン村小学校、ウドムサイドンムアン村小学校、ウドムサイドンムアン村小学校、    

紙芝居「ばいきんバイバイ」紙芝居「ばいきんバイバイ」紙芝居「ばいきんバイバイ」紙芝居「ばいきんバイバイ」    

 
・決  算 

DEFC の活動はすべて寄付 です。「私の提供したお
はどのように使われた 」の拾問に、いつでも答えら

れるように、詳細に記録をしています。学校建設など大
きい経費については個別に会計明細を作成し支援者へ
報告しています。 
 

一方、使用通貨は日本円（￥）、アメリカドル（＄）、
ラオスキップ（Kip）、時にタイのバーツ（B）と多種で
す。お の れがとても で、分かりにくくなります。
会計原簿を、一つにして間違いが起らないようにし、会
員や支援者にはいつでも開示できるようにしています。 
 

は、1 ドルが115 円から82 円まで大きく変わ
り、円が強くなった分、ラオスでの活動を充実させるこ
とが出来ました。 
 

 
DEFC 2010 収支決算 円単位 

費  目 収  入 支  出 
繰越し 3,221,771  

一般寄付 147,720  
会  費 399,225  
学校建設 9,820,000  
継続支援 900,000  

子  515  
え 回収 1,173,233  

収入合計 15,662,464  
国内活動  426,288 
郵送輸送  20,610 

ラオス活動  127,855 
図書館  1,072,288 

勘発弾お絵かきコン  158,018 
学校建設  10,427,260 
継続支援  1,030,658 

学   288,058 
支出合計  13,551,035 

11 への  2,028,478   
 
・役員と事務局 新しく２名を加え、
以下の会員が担当します。 期は２
間、無報酬です。仕事は計画作成、実
施、会計、広報、事務などです。 

一 様、川島拖一様、沢田さやか様、野本直記様、波多野博子様、
藤沢康裕様、桐原栄美子様、吉田いつ子様、居森大詞様、 
こうた様（ 事務局）、服部恒明様（ラオス事務局）、 
Ms. Saysamone Khamsoukthavong（ラオス事務局）、沢田誠二（代表） 
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み な さ ま へ お 願 い 

 
私たちNPO 法人DEFC は「爆弾ではなく学校を、地

ではなく教科書を 」を標語として、ラオスの教育
向上に取り組んでいます。ラオスの教育はとても遅れ
ており貧困の再生につながっているからです。図書館
を拠点とする子どもたちの居場所・学習の場作り、残

クラスター爆弾の被害を減らすための“お絵かきコ
ンテスト”、学校校舎などの建設支援を っています。
http://npo-defc.cocolog-nifty.com/blog/ 
http://npodefc.web.fc2.com/ 

資 は会員の会費および支援者からの寄付 、支出
は実費のみで活動しています。会計は、どなたにも説
明できるように詳細に記録しています。  

私たちDEFC の活動を していただき、 して
くださいませんか、 
・会員になってくださいませんか、 
・寄付や資 、物品の提供をお願いします、  
・「絵本の会」へ来てください、  
 

支援や を下さる 様へは、お （ 収 ）の絵
書（ラオスの活動の様子写真）と会誌をお送りします。 
 
お問い合わせ先 
・DEFC 事務局 npo_defc@yahoo.co.jp  
・DEFC 代表 沢田誠二 0774-63-2060 

seiji.sawada@kzc.biglobe.ne.jp 
610-0353 京田辺市松井が丘１－２３－４  

 
「物品提供の皆様」 2011 5 月末まで TAKAKI
様、勽村様、 っと っと様、 井様、吉 様、東様  
ご ありがとうございます。ラオスの田舎の子ども
たちへ直接に配ります。 
 
 
「物品の提供」について 
・ラオスまでの輸送費ご負担でお願いします。頂いた
物品は、地方の学校へ配っています。 
 
・寄贈をお願いしたい物品は、以下の通りです。 
まだ使える子供用衣服、文房具、学用品、絵の多い絵
本、 ブラシ、レゴや イ ブ ック、 み木、パソ
コンなど 

取り 、 収をか たお 状と「DEFC ニュース」
を差し上げます。荷物の中に手紙や寄贈者の住所・名前
メール、電話番号等を書いたメモを入れてください。 

 
郵 先 C/O DEFC, Lao Rural Development 

Central  P.O.Box 1004、 
Vientiane Capital、Lao PDR 
 

送り状（英文）の「内容品の詳細な記載」欄へは、 
「USED PROPATY （使用済み品）、NO VALUE (商
品価値なし）」と、ご記入ください。 
 

詳細については、担当までお問い合わせください。 
・DEFC 事務局 npo_defc@yahoo.co.jp  
  

会計報告（収入の部）ご ありがとうございます。 
・2010 第 勡 総額（円換算）1,270,344
円、 内訳 一般寄付：176,957 円 大野様、中島
様、辻様、加茂様、沢田様、 会費：16.000 円 森
元様、久保木様、 え 回収：1,077,315 円 桑
原・タイ学生スタツア、大隅様、東京の学生、夢追人
スタツア、CHISE スタツア、 拤様、 様、つぼ
み会スタツア、川島様、加茂様、SIVIO スタツア、テ
アリ様、SIVIO 様、その （ ）72 円 

・2011 第１ 勡 総額（円換算）2,441,262
円、 内訳 前 繰越し2,028,478 円、一般寄付：
小勽様 5,000 円、水道敷設：200,000 円メデイサイ
エンスフ、森様、会費：194,000 円 大前様、久保木
様、藤原様、川島様、川島様、 内様、波多野様、勽島
様、松本様、野本様、辻様、辻様、 村様、一 様、拵
伯様、木下様、草野様、月田様、小島様、木原様、桐原
様、草野様、勾 様、 様、N様、こうた様、 
え 回収：13,7405 円 やましろ同人様、牧かの様、
その （ ）44 円 
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