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DEFC 会報告 
2010 事業報告 
＜国内活動＞ 
・「絵本をラオ語に」絵本の会  で入 できるお し絵本「 ロン」を、ラオスからの 学生に翻訳
してもらい、翻訳文を絵本に貼り付け、ラオスの図書館や支援学校へ配布しています。 の会員が勢
宰、ほぼ毎月１回、土曜日または日曜日の午後2-4 時、 、秋毎会館（DEFC が事務所としているところ）
で い、 自由参加、参加者は会ごとに数名から20 名、ラオスやDEFC に興味がある人たちがきてくれ
ています（ブログ（http://npo-defc.cocolog-nifty.com/）。 
このほか 
・「学用品、文房具、衣服」や「手つくりノート」の寄贈と郵送依頼、寄贈品への受け取り礼状おくり 
・「DEFC ニュース」発 と会員や支援者、寄贈品 者へ送付 
・そのた、活動発表会や依頼講演など 
 
＜ラオス活動＞  
・タンミサイ地域図書館  ラオスの エンチャンの 外（ドントーク国 大学の く）にあり、地
域の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、およびDEFC の活動拠点です。開館は土曜日と日曜日、子どもたちは三々五々やってきて、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。 の に みながら学校や大学へ通ってい
る学生たち（チュワ）は熱心に勉強し本も借りていきます。図書館教室として、算数、数学、英語の「
し （日本の教科書のレ ル）」を２ からやっています。参加する生徒や学生が次第に増えています。 
 

下左写真、おかあさんの絵本読み聞かせ、写真下右 図書館学習の参加者たち、いずれもタンミサイ図書館2011 年２月、写

真は全て沢田撮影 

  

 
・奨学図書館学習  人材育成を目的として、支援学校の中学生を選び、図書館で短期間の勉強の機会を提
供する奨学活動です。 として の２月に、最遠隔地フォンサリから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。生徒たちはまじめに勉強しま
したが、学 と レ ル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。費用は約
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30 万円でした。 
 

・「 勫 勘 支援 絵 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。40 の トナム勛拫で とされた爆弾です。いまでも、毎 数百人以上が爆発
事故にあい怪我をし、 を としています。子どもの はこの 数以上です。元気盛りの子どもたちの遊
び場が、生死にかかわる危険なところであることは、つらく悲しいことです。私たちDEFC は、子どもたち
の被害を少しでも減らしたいと願い、勘発弾の危険について子供たちへ教える啓発教育支援として、「お絵描
コンテスト」を、状 が最も な ンクアン県ではじめ、 で第４回目です。県内で30 の小学校（生
徒数約１万人）を選び、１名あたりA4 紙３枚と消しゴムつきエンピツ１本、生徒５名当りエンピツ削り１
つと12 色クレヨン１箱を提供します。授業に合わせて絵を描かせ、生徒を表彰します。優秀作品はスキャ
ナーで取り み、国内でも しています。 10 は支援品の購入先を変えたことと 動用 提供を
なくしたことで大幅に安くしました。 
 
写真下左 トンカム君 センウドム小学校２年生、「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」、大きいのは 250 キロ以上の爆弾、中くらいのは迫撃砲弾、黄色い小さいのはクラスター爆

弾、子どもたちは実物を見たことはなく、教科書でこういう形をしたものとして教えられます。 

写真下右 川内ライオンズクラブの建設支援調印式 2010 年９月。 

 

  

 
・学校建設支援  ラオスの教育は学校、教科書、教員、すべての で です。村の小学校校舎も 、

、土間 です。こういうところへ、コンクリート の校舎を作る支援をしています。資 提供者を て、
現地との ちをします。建築 は村人が 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
の交通費や旅費のみに使います。DEFC は 数 に 当するものは受けません。 は提供者が多く、７
つの村で校舎と生徒 を作りました。実施の 上、ルワンパバン県の国 いに集中しました。場所と資

提供者は以下のとおりです。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：
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「泉・拊 会」、パク ー中等学校生徒 ：個人、です。学生団体の提供資 つくりはさまざまです。 “100
円 ”と って、７万人以上の 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
もありました。たいへんな活動でしたが “やってしまいました”。 
 

  

写真上左 “100 円募金”の協力者の手書き名簿（1 部）、新校舎の壁に飾りました。写真上右 譲渡式の学生たち、大喜びに

はしゃぐこどもたち。 

 
・継続支援  支援者の多くは、校舎などを提供した村や学校を訪問し、継続的な支援を望んでいます。
DEFC は継続支援のお いをしています。訪問のための日 つくりや現地や担当機 との 、訪問
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ので、その分準備がたいへんですが、
拊さと内容が豊富なことで、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。 
 

   
 

写真上左から右へ 「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、「学生国際協力団体 SIVIO」 ルアン

パバンコン村小学校読書と朗読教室、K 夫妻 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」 

 
 
決  算 
DEFC の活動資 はすべて寄付 です。お の れを明 にし、「私の寄付、提供したお はどのように使わ
れた？」の質問にいつでも答えられるように、会計原簿に詳細に記録をしています。一方、活動の場所はラ
オスですので、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）
と多種にわたります。 算も め、会計 （お の れ）がとても になり、分かりにくくなり
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ます。原簿記録を、 一時期日本会計とラオス会計と分 していたのですが、会計間の記 れなどの間
違いが起こりやすくなることがわかったので、再び統合しました。決算書はこの原簿を元に作成しています。
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。 は為替変動が、大きく1 ドルが115 円から
82 円まで変わり、円が強くなった分、ラオスでの活動を 実させることが出来ました。 のおしなべた

、および はじめの は決算表の として設定しました。なお、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。 
 

DEFC 2010 支決算 （外貨円換算、1$：88\、1\：93Kip）  
費  目 収  入 支  出 内 容 説 明 

繰越し 3,221,771  会計から 
一般寄付 147,720  者や会員からの費目指定なしの寄付  
会  費 399,225  正会員\6,000、賛助会員\10,000、学生

会員\3,000 
学校建設 9,820,000   
継続支援 900,000   

子  515   
替え 回収 1,173,233   

収入合計 15,662,464   
国内活動  426,288 印刷用紙、インキ、事務所賃貸、「絵本の会」

翻訳 、事務、担当者交通費など 
郵送輸送  20,610 会誌、受け取り礼状、 会通 などの郵 、

小荷物輸送、 
ラオス活動  127,855 指定項目以外のラオスでの活動、交通費 
図書館  1,072,288 通常経費として１か月230＄、図書や教

材、備品、内装費、 
勘発弾  158,018 残 クラスター爆弾啓発教育お絵描きコン

テスト実施、クレヨン、紙、鉛筆 
学校建設  10,427,260 校舎や生徒 建設支援 
継続支援  1,030,658  
奨学   288,058  
支出合計  13,551,035  
10 拢収支合

計と残額 
15,662,464 13,551,035 2,111,429 

11 への繰越 2,028,478  1$：82\、1\：93Kip 
為替損益   82,951 

 
 
役  員  2010 4 月1 日 から 2012 3 月31 日まで 報酬なし 

役  名 氏  名 

  事 一  慎也 
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  事 川島 拖一 

  事 沢田 誠二 

  事 沢田 さやか 

  事 野本 直記 

  事 波多野 博子 

  事 藤沢 康裕 

  事 桐原 栄美子 

監  事 吉田 いつ子 

監  事 居森 大司 

 
 
2011 事業計画  の活動の継続をします。 
・「絵本をラオ語に」絵本の会 
・「DEFC ュース」発  
・タンミサイ地域図書館 奨学図書館学習 
・「第４回残 勘発弾啓発教育支援お絵描きコンテスト」 
・学校等建設支援 
・継続支援 
 
2011 算 学校建設を き 実 の 算 


