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Boulder CompetitionBoulder CompetitionBoulder CompetitionBoulder Competition    
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http://www.angkorclimbers.net/ 

アウトドア総合ブランド（株）モンベル、アウトドアギヤ輸入販売（株）ロストアローより賛同・支援をいただいています。

The 4th Angkor CupThe 4th Angkor CupThe 4th Angkor CupThe 4th Angkor Cup    
    

    

AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRR            CCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSS            NNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT（（（（（（（（（（（（AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCNNNNNNNNNNNN））））））））））））            NNNNNNNNNNNNeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwsssssssssssslllllllllllleeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr

by Angkor Climbers net 

The 4th.Angkor Cup was held on December 14th 2014. Conducted by volunteers from Japan, the United States, and 

Laos, the event marked the finale of the Siem Reap Youth Climbing Festival. 
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 The 4The 4The 4The 4thththth Angkor Cup result Angkor Cup result Angkor Cup result Angkor Cup result（（（（Rope climbingRope climbingRope climbingRope climbing））））    

今回のアンコールカップも、リードクラス男子はセイハが総合優勝した。 女子は今年度卒業のテビィが返り咲いて総合優勝のカップを手にした。 

 

エントリエントリエントリエントリ

ークラスークラスークラスークラス    
性別性別性別性別    年齢年齢年齢年齢    クラスクラスクラスクラス    

クラス参加クラス参加クラス参加クラス参加

人数人数人数人数    
クラス別順位クラス別順位クラス別順位クラス別順位    入賞者氏名入賞者氏名入賞者氏名入賞者氏名    総合順位総合順位総合順位総合順位    

CCF M 10 -12 CCF - A1 - M 3 1 Hung Yanfai  

     2 Hung Yanfei  

     3 Seong Cholna  

CCF  15 CCF – A2 - M 4 1 Hung Barang  

     2 Hai Thy  

     3 Ouch Kunthea  

  18 - 22 CCF – A3 - M 5 1 Sor Seyha 1st 

     2 Cho Channy  

     3 Khem Mesa  

CCF F 17 - 19 CCF – B - F 3 1 In Theavy 1st 

     2 Gnoem Chenda  

     3 Morm Sreynich  

OPEN M 12 – 14 + 22 OP – A - M 16 1 Tar Barang 1st 

     2 Tuy Pannha  

     3 Som Sophal  

OPEN F 12 - 17 OP – A - F 7 1 Seong Chkan 1st 

     2 Seng Sreyden  

     3 Oudom Chakya  

        

TotalTotalTotalTotal                38383838       
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謝辞謝辞謝辞謝辞                ●シェムリアプ・ユース・クライミング・フェスティバル 2014 は、下記のみなさまから、格別のご協力をいただきました。 

         お礼申し上げます。（順不同）    

カンボジア・オリンピック委員会様、 シェムリアプ州教育青年スポーツ局様、 （株）モンベル様、 ロストアロー（株）様  クライミン

グジム・ビッグロック様、 佐久平ロッククライミングセンター様、 クライミングセンター・アートウォール様、 山と渓谷社様、 日本勤

労者山岳連盟様、 （公益社団法人）日本山岳協会様、 小さな美術スクール様、 モロッポーカフェ様、 FSUNツーリスト様、 クロマ

ーユーユー様、 ローユーユー様、 

 

●運営スタッフ及びボランティア●運営スタッフ及びボランティア●運営スタッフ及びボランティア●運営スタッフ及びボランティア    

ファシリテータ： 浅井和英（ACN 役員） 

通訳： ヒア（小さな美術スクール様） 

ルートセッター： 浅井和英（ACN 役員） 

審判長： スムロン   

審判：キムスロイ、 アダム（サントン・ニセルト（ラオス）） 

ビレイヤー： マリー（USA）と友人たち（USA、スペイン、その他） 

記録：テビィ   写真：濱口秀隆   受付：高木智子（ACN 役員） 

 

～～～～    ご協ご協ご協ご協力ありがとうございました。力ありがとうございました。力ありがとうございました。力ありがとうございました。～～～～    

 

 

ボルダリングカップの後、インストラクター候補の技術チェックをおこなった。 

 

 

 

 

We converted the ACN into a nonprofit organization according to the plans described in the last issue. As we received 

confirmation of this earlier than we had expected, the general meeting of 2014 planned for September 7th became the first 

general meeting of the new NPO. We would like you to take this opportunity to read the prospectus which was presented 

to the Tokyo Metropolitan office and think about further ways of cooperating on activities. 

 

特定非営利活動法人アンコール・クライマーズ・ネット設立趣旨書特定非営利活動法人アンコール・クライマーズ・ネット設立趣旨書特定非営利活動法人アンコール・クライマーズ・ネット設立趣旨書特定非営利活動法人アンコール・クライマーズ・ネット設立趣旨書    

●設立主旨●設立主旨●設立主旨●設立主旨    

・カンボジアの現状と背景・カンボジアの現状と背景・カンボジアの現状と背景・カンボジアの現状と背景    

カンボジアは、1970年前後より四半世紀に及ぶ内戦と、クメール・ルージュによる虐殺で大勢の国民を失った。この歴史と、

内戦中の軍や政府に蔓延した汚職などの腐敗構造の影響が、今もなおカンボジア社会の健全な発展を妨げている。一方、2003

年からの 10年間で世界遺産アンコールワットが呼び込んだ外国人観光客は 5倍以上に増え、劇的な好景気を生み出した。こ

の数年、カンボジアでは地価が高騰し、建設ラッシュが起きている。経済の発展に伴い、都市住民の所得は増加し、ことに土

地の転売に関わることの出来る富裕層は短期に蓄財し、先進国水準の消費生活が可能になってきた。その陰で、主要産業を担

う農村では医療保険制度等は未整備であり、家族の重篤な病気や洪水や不作による借金返済不能等の理由で農地を失う人々も 

ボランティで集まった運営ボランティで集まった運営ボランティで集まった運営ボランティで集まった運営スタッフの面々スタッフの面々スタッフの面々スタッフの面々    

The ACN got certified as a NPO by the Tokyo Metropolitan The ACN got certified as a NPO by the Tokyo Metropolitan The ACN got certified as a NPO by the Tokyo Metropolitan The ACN got certified as a NPO by the Tokyo Metropolitan 
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増えている。    
このような顕著に不均衡な状況から、ズルく立ち回ることが良いと考えるひとが増え、他人を騙してでも金を儲けようとしたり、

低賃金で真面目に働くものや弱者を軽視したりする傾向が目立つ。若者たちも一つの職場に定着しない。もっと楽で儲かる、うま

い話があるのではないかと考える。学校の授業でも、体育や音楽などのひとを豊かに育む分野が軽視される傾向にある。これらは

すぐには金儲けに繋がらないからだ。子供たちは心にゆとりをなくし、豊かで文化的な暮らしから遠ざけられつつある。人々の中

に、拝金主義や、フェアでない生き方が忍び寄って来ている。 

・なぜクライミングか・なぜクライミングか・なぜクライミングか・なぜクライミングか    ―私たちの目指すもの――私たちの目指すもの――私たちの目指すもの――私たちの目指すもの―    

先進国は、衣食住や医療など直接生存に関わるものを中心に開発途上国の援助を進めている。しかし、それだけでひとが生きて

いける訳ではない。成熟した社会は遊びや楽しみが、ひとを豊かに育むことを様々な経験から学んでいる。一方でカンボジアのよ

うな開発途上国の子供は早く大人になる。ならざるを得ない。家計を支えるために１０歳で働く子もいるのが現実である。彼らは

大人になっても続けられる楽しみや、自分で考え、自分で問題を解決することの大切さを知る前に大人になってしまう。 

 アンコール・クライマーズ・ネット（以下、ＡＣＮと称す）はスポーツ・クライミング（以下、単にクライミングと称す）を通

じて、カンボジア青少年の豊かな成長を願う。 

 競争ではなく調和を。自分で考えること。他人に勝つ優越感より、自分の限界を超えてゆく楽しさを、クライミングを通して体

験して欲しい。私たちはこれまでの経験からクライミングが、フェアで機知に富み、広い視野を持った思いやり深い人材を育てる

ことを知っている。クライマーは自然やそこに住む人々との調和を常に感じ、考えて行動する。クライミングは好ましいライフス

タイル（生き方）の一つであり、それを知り、学び、身に付けることが、やがて彼らの真に生きる力になると確信している。 

●設立申請までの経過●設立申請までの経過●設立申請までの経過●設立申請までの経過    

 私たちは2010年2月、カンボジア、シェムリアプ市内に、クライミング用人工壁を建設し、それを拠点にシェムリアプ州内の中

高校生を対象にしたクライミング・ワークショップを開催してきた。そこで育てた生徒をはじめ、海外からの参加者も含めたクラ

イミング競技会を毎年開催し、近隣国（ラオス、シンガポール）への連携の働きかけを行った。さらに2013年、日本のスポーツク

ライミングの統括機関である日本山岳協会に働きかけ、同協会が主催する競技会にカンボジア人高校生2名の招待参加を果たした。

これらの活動により徐々にではあるが、私たちの活動がカンボジア社会に認知されつつある。 

・今後の取り組み・今後の取り組み・今後の取り組み・今後の取り組み    

    これまでは施設の準備に力を注いできたが、今後はきめ細かい活動に目を向けたい。たとえば、クライミングの安全技術に関す

る指導員や人工壁の運営についての指導員を定期的に現地へ派遣し、カンボジア人のクライミングインストラクター育成のための

研修、運営技術指導を、時間を掛けて行いたい。    

    また、カンボジア人がスポーツクライミングの国際組織に加入することを助けて、アジアや世界で同様のスポーツを楽しむ人々

の仲間入りをし、広く様々な人々からの指導と理解、支援を求めたい。 

 このようなスポーツクライミングの普及、発展を支援することで、過酷な歴史体験を背負ったカンボジアの子供たちの健全な育

成を図り、それが、カンボジアの平和、アジアの平和を作る基礎となり、ひいては日本の平和、世界の平和とつながることを展望

する。 

 また、ＡＣＮはその設立理念について、広く一般市民の理解を得るため、情報を公開し、一般市民が自由に参加できる正しい行

動を行う団体として永続的に活動を続け、公正な規範に則りフェアに活動するため、法人格を取得してこれを実現したく、ここに

特定非営利活動法人としての申請をさせていただく次第である。 

 

2014年3月1日   設立代表者 東京都調布市多摩川5丁目3番地1 ネオコーポ調布506  氏名 伊藤 忠男           

 
    

（特定非営利活動法人）アンコールクライマーズネットの役員構成（特定非営利活動法人）アンコールクライマーズネットの役員構成（特定非営利活動法人）アンコールクライマーズネットの役員構成（特定非営利活動法人）アンコールクライマーズネットの役員構成    

●●●●理事及び監事理事及び監事理事及び監事理事及び監事    

    調布市文化会館たづくりにて NPO としての第1 回総会 

 

NO.NO.NO.NO.    氏名氏名氏名氏名    役役役役    職職職職    在在在在 

1 伊藤忠男 代表理事  東京 

2 安田至宏 副代表理事 事務局長 甲府 

3 伊藤明子 副代表理事 総務 東京 

4 堀田圭子 理事 会計 東京 

5 髙木智子 理事 総務 カンボジア 

6 有泉重正 理事 総務 東京 

7 楜澤健治 理事  横浜 

8 才原明男 理事  埼玉 

9 浅井和英 理事  長野 

10 鴨志田智也 監事  東京 

11 吉冨明 監事  東京 
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●●●●相談役・顧問・専門家ボランティア相談役・顧問・専門家ボランティア相談役・顧問・専門家ボランティア相談役・顧問・専門家ボランティア                ※定款※定款※定款※定款    第第第第 55555555条条条条    

氏名氏名氏名氏名    役役役役    在在在在    備考（専門等）備考（専門等）備考（専門等）備考（専門等）    

神﨑忠男 相談役 東京  

今田明子 相談役 東京  

榎田猛彦 相談役 東京  

松本清嗣 顧問（運営） カンボジア  

森山議雄 顧問（技能） 長野  

矢野光之 顧問（技術） 埼玉  

山本芳樹 顧問（技術） 東京 建築構造 

大岩明子 顧問（登攀） 川崎  

モーガン三恵子 専門家ボランティア カンボジア 通訳、翻訳 

Geraldine Lim(MS) 専門家ボランティア ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 公式文書の英文校正、シンガポールＮＧＯ役員 

福神和子 専門家ボランティア 東京 翻訳 

本郷絵里子 専門家ボランティア 東京 翻訳 

伊藤洋美 専門家ボランティア ボツワナ 広報 

若江勇一 専門家ボランティア 愛媛 人工壁整備指導、競技ルートセット 

塚内尚子 専門家ボランティア 東京 通訳、翻訳 

Mary Luthy(MS) 専門家ボランティア カンボジア プノンペン在アメリカ人、登攀技術指導 

多川 敦 専門家ボランティア 長野 登攀技術指導、人工壁整備指導 

Sangthong Nieselt (MR) 専門家ボランティア ラオス 登攀技術指導、登攀ガイドスクール主宰（バンビエン） 

 

 

 

 

ACN’s position in Cambodia 

Angkor Climbers Net is a branch of the Cambodia Climbing Federation which belongs to the National Olympic 

Committee of Cambodia, controlled directly by the government and a private organization promoting the development 

of sports. Since it does not meet the Cambodian Government requirements for NGO status, ACN is recognized as a 

voluntary organization in Cambodia at present. 

    

Angkor Climbers Net Japan (Nongovernment, nonprofit organization) 

 

  ACN-JP is operated by Japanese staff and its main purpose is to take on training of management and technique, and 

support ACN-CA with funds. ACN-JP supports the operating expenses of events which meet the purpose of ACN-JP. 

  ACN-JP 法人の目的に適うイベント等に限って運営費用を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＣＮＡＣＮＡＣＮＡＣＮ Japan and  Japan and  Japan and  Japan and ＡＣＮＡＣＮＡＣＮＡＣＮ Cambodia Cambodia Cambodia Cambodia    

Cambodia Climbing Federation 

 

ACN-CA    ACN-JP    

National Olympic Committee of Cambodia 

（非営利）（非営利）（非営利）（非営利）    

・運営指導（指導員派遣、駐在）運営指導（指導員派遣、駐在）運営指導（指導員派遣、駐在）運営指導（指導員派遣、駐在） 

  組織運営 

  イベント運営   人工壁運用管理 

  施設管理     クラブ管理 

・技術指導（指導員派遣、駐在）・技術指導（指導員派遣、駐在）・技術指導（指導員派遣、駐在）・技術指導（指導員派遣、駐在）    

  インストラクター育成指導 

・助成金・助成金・助成金・助成金    

・クライマー奨学金支援 

・現地借地代支援  ・運営資金支援 

・運営監査（派遣）・運営監査（派遣）・運営監査（派遣）・運営監査（派遣）    

非営利部門非営利部門非営利部門非営利部門                                                                                    営利部門営利部門営利部門営利部門    

・普及のためのイベント実施         ・外国人対応のスクーリング 

 Workshop、競技会、その他         ・人工壁運営管理 

・インストラクター育成             ・ガイド育成 

・施設の保守管理                ・スタッフ管理 

・連盟代行及び州代表の業務 

・資源管理（人材、備品）            財務会計管理財務会計管理財務会計管理財務会計管理    

 

支援支援支援支援    
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ACN participated in the “Human Rights and Peace Zone" in the Global Festa 2014 and operated a free climbing wall 

experience, using a scaled-down version of the Angkor Climbing Wall in Siem Reap, which was lent free of charge 

thanks to Pyramid Japan Co. Ltd. 

   Over two days, 61 adults and 40 children enjoyed the experience of the climbing wall. Unfortunately, a typhoon 

interrupted the event on the second day and the wall was removed in the rain. As we took part in the event, we were 

glad to see that there are so many international NGOs and NPOs, and 

so many people who are interested in these activities. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

23 Nov. 23 Nov. 23 Nov. 23 Nov. ２３日２３日２３日２３日    山岳平和祭山岳平和祭山岳平和祭山岳平和祭    

    アジア山岳連盟創立アジア山岳連盟創立アジア山岳連盟創立アジア山岳連盟創立    

    20202020 周年記念フォーラム周年記念フォーラム周年記念フォーラム周年記念フォーラム    

２４日２４日２４日２４日    宮島ハイ宮島ハイ宮島ハイ宮島ハイ    

 

 Mr. Ung Sireidy, Chairperson of Cambodia Climbing Federation, and Mr, 
Hemtong, Vice Chairperson, were invited to the “Hiroshima Mountaineering 

Peace Festival”, the 20th anniversary of the UAAA, with an introduction from the Japan Mountaineering Association. 

They attended the general meeting of the JAAA as observers. 

ACN arranged their visas, air tickets, etc. Although the history of climbing in Cambodia is short and both of them have 

no climbing experience, they became friendly with participants from other countries and exchanged information. 

On the right: UAAA general meeting site, from the left,  Mr. Sireidy (Chairperson of CCF), Tadao Ito (Chairperson of 

ACN), Mr. Hemtong(Vice Chairperson of CCF)  

 

An obituary notice 

 Regrettably, Mr. Hemtong passed away from an illness.  We offer deepest condolences. 

    Global Festa Japan 2014 at Hibiya ParkGlobal Festa Japan 2014 at Hibiya ParkGlobal Festa Japan 2014 at Hibiya ParkGlobal Festa Japan 2014 at Hibiya Park    on the 4on the 4on the 4on the 4thththth 5 5 5 5thththth Oct. Oct. Oct. Oct. 

UAAA  (Union of Asian Alpine Association)UAAA  (Union of Asian Alpine Association)UAAA  (Union of Asian Alpine Association)UAAA  (Union of Asian Alpine Association) in Hiroshima in Hiroshima in Hiroshima in Hiroshima    
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Starting Starting Starting Starting the “Project of training Cambodian youth climbers”the “Project of training Cambodian youth climbers”the “Project of training Cambodian youth climbers”the “Project of training Cambodian youth climbers”    

   In 2013, we invited two Cambodian high school students and a coach to Japan in order to participate in Japanese 

climbing competition. This year, we are planning again to train young climbers as well as a technical expert to repair 

climbing walls. We asked for a grant for this project from Shinnyoen and we received assistance of ¥ 300,000. We are 

now looking for candidates. 

     

Following our establishment as an NPO, we have started a new member system.Following our establishment as an NPO, we have started a new member system.Following our establishment as an NPO, we have started a new member system.Following our establishment as an NPO, we have started a new member system.    

  If you want to join ACN, please contact us. We will send you an application form, guidelines and some other documents 

in accordance with the type of request. 

  Annual membership fee is ¥ 5,000 (general member)  

Please make payment in accordance with our business year, July 1.- June 30. 

  Your support will surely help to promote healthy growth of Cambodian youth. 

 

■Angkor Climbers Net Japan 

C/o Tadao ITO 

5-3-1-506 Tamagawa Chofu-shi Tokyo 182-0025 JAPAN 

tel.& fax  +81-(0)42-498-2488  Email: info@angkorclimbers.net    

 

右図のようなパンフレット（A３を八つ折り）と、2008 年からのあゆみをまとめたパンフレット（A３を二

つ折り）ができています。クライミングジムやお店などに置いてくださる場合や友人等にご紹介くださ

る場合には、郵送しますので、必要部数を事務局宛てご連絡ください。 

 

Maintenance of the climbing wall structureMaintenance of the climbing wall structureMaintenance of the climbing wall structureMaintenance of the climbing wall structure    

 

   Having checked the wall structure, we found six corroded holes at the welded 

part and repaired them in November 2014. 

    

Donated funds and presents (excluding donations to the 4th Angkor Cup) 

   The sum total comes to ¥ 6,923,273 ＋US $ 13,660. 

   The total funds for foster parents’ system comes to ¥ 2,620,000 + US $ 1,250. 

   We greatly appreciate the support of our 76 donors, 34 people who contributed climbing gear, and 4 foster parents. 

 

When we held the 4th Angkor Cup, the following businesses and associations contributed donations, goods, and climbing 

gear. We would like to give special thanks to them. 

 

    日本日本日本日本    

・（株）モンベル様、 ・（株）ロストアロー様、 ・日本勤労者山岳連盟様、 ・軽登山靴クラブ様、 ・クライミングジム・ビッグロック様、 ・

佐久平ロッククライミングセンター様、 ・ＨＡＴ－Ｊ（日本ヒマラヤンアドベンチャートラスト）様、 ・ＮＨＫ文化センター町田登山教室様 

    カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア    

       ・ＦＳＵＮツーリスト様、・小さな美術スクール様、・モロッポーカフェ様 ・クロマーユーユー様、・ローユーユー様    

 

2014201420142014 年年年年8888 月～月～月～月～2015201520152015 年年年年3333 月月月月までに、ご寄付、ご寄贈、里親出資いただいた方は下記の通りです。なお本お知らせは、email版ニューズレターと連携

して対応する期間に寄付された方のお名前だけを本誌にて、順次お知らせしています。 

－寄付－寄付－寄付－寄付            太田広和様、米倉優介様、榎田猛彦様、鴨志田智也様、浅田信一郎様、（有）アートモリ様、日本勤労者山岳連盟様、    

堀田文雄様、林武子様、清水不二様、軽登山靴クラブ様、貞兼綾子様、マリー様（順不同） 

 

－寄贈寄贈寄贈寄贈    ※寄贈及び奉仕活動をもってご支援いただいた方も含みます。 

北山真様、有泉重正様、平川真司様、伊藤洋美様、安田至宏様、鴨志田智也様、今田明子様、廣田博様、 

辻美津代様、宮崎宜子様、青佐恭子様、池田博子様、才原明男様、楜澤健治様、(順不同) 

 

－里親－里親－里親－里親            堀田圭子様、才原明男様、楜澤健治様、清水不二様（順不同）    

From From From From ACN’ACN’ACN’ACN’s Desks Desks Desks Desk：事務局から：事務局から：事務局から：事務局から    
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アンコールクライマーズネットニューズレター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

←The nesting habitats for 

some species of birds which 

appear in the dry season 

starting from February is a 

Cambodian treasure in 

addition to Angkor Wat. 

 

    
 いつもですが、今回はさらに前号から長いブランクです。記事が多くで煩雑

ですが、なるべく写真を多用してイベントをレポートしました。僕の体調はそ

う悪くありません。気を使ってお手伝いいただいた役員やボランティアの方々

にお礼申し上げます。また、お見舞いに来ていただいた方々にもお礼申し上げ

ます。それにしても残念なのは、２００９年にスムロンと二人でＣＣＦの立ち

上げを手伝っていただくようにお願いしたオリンピック委員会事務局ヘント

ン氏が急逝されたことです。ヘントン氏との出会いがなければ僕らの活動がど

うなったか、いまでは想像もできません。合掌 (Chu) 

2015年3月号 NO.16 2015年3月31日発行 

非売品 

©禁無断転載 

発行人  伊藤忠男 

編集人  伊藤忠男 

発行   アンコールクライマーズネット（Angkor Climbers Net） 

〒182-0025 東京都調布市多摩川5-3-1-506 

tel 042-498-2488 fax 042-498-2488 

www.angkorclimbers.net 

    

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    アンコールクライマーズネット連絡先アンコールクライマーズネット連絡先アンコールクライマーズネット連絡先アンコールクライマーズネット連絡先    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

■アンコールクライマーズネット（日本） 

伊藤忠男気付 

〒182-0025東京都調布市多摩川5-3-1-506 

tel.& fax  +81-(0)42-498-2488 

■アンコールクライマーズネット（カンボジア） 

Angkor Climbers Net（ACN） 

tel. +855-(0)92-336-924, +855-(0)12-1759970 

・郵便住所・郵便住所・郵便住所・郵便住所    

POBOX 93044, Siem Reap, Siem Reap, Cambodia 

・所在地・所在地・所在地・所在地 

c/o Angkor Climbing Wall 

Krus village, Svidoncom commune 

Siem Reap, Siem Reap, Cambodia 

■■■■    email  info@angkorclimbers.net 

 

カンボジアの宝、トンレサップ湖の野鳥カンボジアの宝、トンレサップ湖の野鳥カンボジアの宝、トンレサップ湖の野鳥カンボジアの宝、トンレサップ湖の野鳥    

editoreditoreditoreditor’’’’s notes notes notes note contentscontentscontentscontents 
０１ 第５回アンコールカップ開催 

０４ 法人化報告 

０６ その他のイベント 

０７ ｆrom ACN’s Desk 事務局から 

      構造体整備 

      ＡＣＮの会員制度 

寄付・寄贈について 

 

※写真、地図、イラストはすべて ACN 

オリジナルコンテンツです 

 

★★★★★★★★★★★★    寄付寄付寄付寄付及び会費専及び会費専及び会費専及び会費専用口座用口座用口座用口座    ★★★★★★★★★★★★ 

■ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行 

記号       10010 

番号       75286831 

口座名  アンコールクライマーズネット 

 

■三菱東京■三菱東京■三菱東京■三菱東京UFJUFJUFJUFJ銀行銀行銀行銀行    

支店名：調布支店 

預金種目：普通預金 口座番号：0081781 

口座名：アンコールクライマーズネット 

 

Ｗｅｂサイトでもご確認いただけます。 

http://www.angkorclimbers.net/acn_donation.html 

これがアンコールカップこれがアンコールカップこれがアンコールカップこれがアンコールカップ    

This is “Angkor Cup” 

designed and made every 

year by LO-YUYU, Khmer 

Ceramics Production. The 

man holding the cup is my 

friend, Adam, from Vang 

Vieng in Laos. → 


