
名称 対象事業
連合「愛のカンパ」 教育支援 
外務省NGO事業補助金 カレッジ 
花王ハートポケット倶楽部 教育支援 
日本国際協力財団 教育支援 
アーユスNGO評価支援 教育支援 

組織運営
財源確保（寄付金、助成金動向）
　今年度も各種非営利活動を実施するために、支援を呼び

かけたところ、寄付件数は1299件（前年度より10件増加）とな

り、中期目標の年1200件以上を達成することができました。これ

は、「学校建設300棟募金」「高田晴行スクール建設基金」

「20周年記念の集いのカンパ」など、多くの皆さまからご支援

をいただいたことが本年の実績に結びついたものと言えます。

 事務局では、新たな財源確保について検討を重ね、2011

年度よりホームページからの寄付や会費のクレジットカード決

裁を導入した結果、寄付件数の増加に繋がりました。

　また、BookSmile事業（古本等による寄付プログラム）は、開

始2年目は90件181,891円の寄付が集まり、財源確保の１つ

として定着が期待できる状況となりました。

　助成金申請業務は、採用5件（右表参照）、不採用7件、

結果待ち1件となり、次年度の教育支援事業への助成を中

心に実績を得ることができました。

 今後、主に海外の各種事業別の収支管理を徹底し、中期

的な視野で財源を確保していくことが課題として挙げられます。

ＪＨＰ・藤原紀香カンボジア子ども教育基金
　2004年秋、女優の藤原紀香さんはカンボジアを訪問し、決して豊かでは

ないけれど元気に輝く瞳をもったたくさんの子どもたちと触れ合う機会があり

ました。「子どもたちの夢を実現するお手伝いが、何かできないだろうか。」と

いう思いから、JHPに賛同くださり、2006年5月に教育基金がスタート。2013

年度は150,248円の寄付金が集まりました。

 これまで、同基金により校舎2棟が完成し、贈呈式にも参加いただきまし

た。また、毎年「カンボジア絵画展」の開催費、「藤原紀香賞」の選定に

協力いただいています。（同基金HP：http://www.norika-cambodia.com/）
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運営体制

各種募集による財源確保

　

各種会議の報告

　

◎助成金採用実績

◎会員数推移

寄付総額 寄付件数

20周年事業の取り組み

300棟記念校舎の贈呈式に出席した参加者

◎東京事務所

企画 内容・実績

学校建設
300棟

記念募金

2013年度内の募金件数106
件、募金額2,524,453円。
2013年9月25日にスワイトム中
学校（1棟5教室）を贈呈。

300棟
記念ツアー

上記学校の贈呈式出席を目
的としたツアーを2013年9月
下旬に実施。

20周年
記念イベント

2014年1月11日（土）に、都内
会場で実施。

会議内容 2013年度の主な内容・実績
2013年5月25日（土）開催。出席者345名
（委任状含む）。2012年度事業報告と決
算報告、2013年度計画と予算、改選後
の役員を報告した。終了後に「会員の集
い」を開催。

理事会
年5回実施。プノンペン事務所から直接
理事会へ提案、報告が行えるように、ス
カイプを有効活用した。

運営協議会
理事と事務局の情報共有、理事会審議
事項の協議・検討の場として年13回実
施。（前年より4回減少）

教務会議
国際ボランティア・カレッジの運営協議の
場として年6回実施。（前年より2回減少）

定例ミーティング
東京事務所（月1～2回）、プノンペン事務
所（週・月1回）実施した。

寄付総額（収入） 支援額（支出） 繰越額（今後の支援活動費）

16,467,711 円 13,825,774 円 2,641,937 円

JHP20周年記念の集いを開催

　2014年1月11日（土）、東京都立産業貿易センター浜

松町館にて、「JHP設立20周年記念の集い」を開催しまし

た。当日は、来場者、出演者、ボランティアスタッフを合

わせて約350名が参加。3年B組元生徒や関係者も多数

駆けつけました。参加型として掲げたソーラン節（写真）、

卒業生トークショー、BookSmile、懇親会、池上彰さん特別

講義、カンパ、メッセージなどを含めて、総参加者数は延

べ710名となりました。

　ご来場の皆さまには「内容が充実していて楽しかった」と

感想をいただくなど、20周年を迎えたことを象徴する会を

手作りで大盛況に開催することができました。

「洋服屋さん」
スワイリエン州

Bavet小学校6年
Yi Sopanha/男子11歳

「パソコンの授業」
カンポット州

小学校教員養成学校2年
Toch Voleak/女性23歳

＜教員養成学校部門＞

第12回カンボジア絵画展　藤原紀香賞
＜小学校部門＞

代表理事 笹平（小山内）美江子

副代表理事 今川純子

理事

佐伯蘭子、 山岡修一、
佐谷隆一、 松本伸夫、
脇田知子、 吉岡健治、
今川幸雄、 青野達司、
青木一能

岩本宗孝青木一能、

中本順夫、

監事 中本順夫、 

2013年度 2014年 2014年
在籍数 3月末 4月～

日本人 4名 3名 4名
ローカル 8名 8名 8名

ローカル

ローカル

2名 1名 1名

1名 0名 0名ボランティア（※）

区分

職
員

専門家（ローカル）

◎プノンペン事務所

※ボランティアは、JICA派遣の青年海外協力隊員。

◎JHP組織図（2013年度末）

◎役員（2013年度末）

◎「JHP・藤原紀香カンボジア子ども教育基金」収支報告（2006年度～現在）

2013年度 2014年 2014年
在籍数 3月末 4月～

常勤役員 3名 3名 3名
職員 6名 5名 3名

職員（契約） 1名 1名 1名
1名 1名 1名

区分

◎寄付総額と寄付件数の推移

総会 代表
理事会 副代表 名誉顧問

庶務

プロジェクト
運営
協議会

教務
会議

他団体連携

プノンペン
事務所

建設支援 教育支援
ボランティア
派遣

総務 広報 事業 物資・販売 カレッジ

監事

ボランティア

募集内容 2013年度の主な内容・実績

Book Smile
（古本等による
寄付ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

90件181,891円(ブックオフグループに
よる10%上乗せ寄付を含む)

書き損じハガキ
寄付数4,489枚、今年度399,095円分の
通信費に充当。（累計2,587,217円）

未使用切手 64,813円分（累計502,540円）

デルタ航空マイル
獲得マイル数：約368万マイル、利用数
308万ﾏｲﾙ、年度末残数：約550万マイル

募金箱シール運動
配布42枚、回収箱数12件、募金額
39,335円

寄付サイトによる募金 5つの寄付サイトより約17万円を受けた。

5つの寄付サイトより約17万円を受けた。

クレジットカード決済 利用数111件（755,000円）

会員総会
ボランティア（常勤）

会員の状況

　今年度は、一度会費が途切れた旧会員を中心に入会依

頼を行いましたが、中期目標の「2014年度末の会員数1,100

人」に対して、今年度末は912名と昨年度を下回る結果となり

ました。会員制導入後の総入会者は3,900名を超えていること

から、未継続の方々への再入会依頼に力を入れ会員総数

を増加させていきます。
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寄付総額と寄付件数の推移

立石義明

募金型自販機 1台設置

会員種別 2013年3月末 2014年3月末 前年比
特別（継続） 13 14 +1
個人（継続） 854 811 -43
特別（新規） 1 2 +1
個人(新規） 99 85 -14
会員合計 967 912 -55

参加型の取り組み実績は延べ710名でした！


