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８月、セイハ、メサ
８月、セイハ、メサ、遂に日本のコンペに出場！！
、メサ、遂に日本のコンペに出場！！
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日本山岳協会からの支援活動として、８月１０日～１２日に富山県南砺市で開催されたクライミング競技会「
第１６回ＪＯＣジュニア・
オリンピック・
カップ大会」
に、ＡＣＮＹＯ

れている。

セイハとお母さん

ＵＴＨの高校生２名、セイハとメサが特別招待参加した。左記は、ＪＭＡ神﨑会長がそのプログラムの巻頭コメントで、カンボジアの高校生を招聘した深く暖かい背景が述べら

※本稿は、日本山岳協会の承認を得て、第 16 回 JOC ジュニア・オリンピック・カップ大会プログラムより転載させていただきました。

カンボジア・ユース・クライマーの招聘・研修プロジェクト完了のお礼
カンボジア・ユース・クライマーの招聘・研修プロジェクト完了のお礼
●下記の団体から、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）
・（株）モンベル様、・ロストアロー（株）様、・軽登山靴倶楽部様、・株式会社・大和様、・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、東京新聞（「岳人」編集部）及中日新聞様、山と渓谷社様、日本勤
労者山岳連盟様
●様々な個人の方々からもご協力いただきました。お礼申し上げます。
3 人のカンボジア人を快く受け入れていただいた、みなさま、さまざまな場面でご協力いただいたみなさま、資金集めのパーティ
やハイキングを企画された方々、参加していただいた方、また、3 人の移動や宿泊、食事に骨を折られたＡＣＮの仲間や友人たち、
みなさま、ありがとうございました。
3 人は、７／１４に先発で来日したセイハを皮切りに、８／８にはスムロン監督とともにメサも合流、コンペに出場後は、浅井和英さ
んの指導でアウトドア講習の指導者としての講習を受け、ＪＭＡ主催のお別れ会のあと、予定通り８／２０に無事母国カンボジア、シ
ェムリアプに到着しました。
前号の繰り返しになりますが、本プロジェクトは下記の経緯、主旨で実行されました。招聘までの事務処理、及びコンペ出場に際
して暖かいご指導をいただいた、日本山岳協会及びその関係者の方々に重ねてお礼申し上げます。
2013 年1 月に、ACN を通じて、カンボジア・クライミング連盟（CCF）より、日本山岳協会（JMA）へ、始まったばかりのカンボジアのクライミングを正
しく普及するための支援要請があった。そこで、8月10日～12日に富山県南砺市（なんとし）で開催される青少年を対象にしたクライミング競技会「第
１６回 JOC ジュニア・オリンピック・カップ大会」への参加をクライマックスとしたカンボジア人・ユースクライマーの研修計画を立案し、実施した
・目的
１．カンボジア・ユース・クライマー対象に、日本国内にて下記の研修を行う
① クライミング技術講習及びトレーニング
② 倫理、マナー講習
③ 国際レベルの競技会体験 「第１６回 JOC ジュニア・オリンピック・カップ大会」に特別参加
２．競技会参加、親睦会等、滞在中のイベントを通じて、日本とカンボジアの親善、交流に寄与する
・期間
2013/7/14 ～ 2013/8/20

「第１６回 JOC ジュニア・オリンピック・カップ大会」成績
ジュニア・オリンピック・カップ大会」成績
2 回戦行われた予選ラウンドで、1 日目に 17 位につけていたセイハは 2 日目を終えて合計予選２０位、メサは２３位、２人とも決勝には進めなかっ
た。しかし、カンボジアのクライミング環境や社会状況など、本人にはどうしようもない条件や、ほとんど実戦経験を持たない彼らとしては、決して悲
観すべき内容ではなかった。彼らのクライミングはスタートしたばかりだし、２０１３／８／１１のそのとき、彼らのクライミングはようやく世界へ向かっ
て開かれようとしたのだ。

第 16 回ジュニア・オリンピック・カップ大会・競技場全景
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予選 2 日目、メサの
メサのアテンプト

予選 2 日目、セイハ
セイハのアテンプト

大会の間
大会の間、彼らはキャンプ
彼らはキャンプ場
キャンプ場で過ごした

中日新聞
中日新聞の
新聞の取材を
取材を受けて、
受けて、JMA 神﨑会長と
神﨑会長と記念写真
会長と記念写真
派遣メンバー3
派遣メンバー3 名のプロフィール
ソー・セイハ（Sor
ソー・セイハ（Sor Seyha）
Seyha）

１０マカラ高校 グレード１１（高校 2 年相当）

競技出場（ジュニアクラス）

2011 年 1 月よりクライミングを始めた。同年 6 月のトレーニングコンペで 5.11b をオンサイトして優勝、翌 2012 年1 月の第１回アンコールカップで、5.11d の超決勝をオ
ンサイトして優勝、2012 年12月の第2回アンコールカップでも、5.12b の超決勝でただ一人最終ホールドにタッチ、フォールはしたが最高ポイントで優勝した。このときの
ルートセッターは信州佐久の浅井和英、それ以前は、アンコールクライマーネットの代表を務める伊藤忠男が担当した。本人は外岩でのクライミングを熱望しているが、
未成年でもあり、経験はまだ僅少である。学業成績が良く、低学年生への指導力も良好で、カンボジアのクライミング初世代のリーダーとして期待される。
キム・メサ（Khim
キム・メサ（Khim Mesa）
Mesa）

１０マカラ高校 グレード１２（高校３年相当）

競技出場（ジュニアクラス）

セイハ同様、2011 年 1 月よりクライミングを始めた。同年 6 月のトレーニングコンペで２位、翌 2012 年 1 月の第１回アンコールカップで、5.11d の超決勝でセイハに敗
れ、２位、2012 年 12 月の第 2 回アンコールカップでは、5.12b の超決勝で 4 位。すでに ACN のインストラクターも勤める。人工壁よりも、外岩でのセンスが際立ち、また
初心者への講習も丁寧で、その分野での適性を窺がわせる。4 歳で父親と死別。家業の農業ではすでに一家の大黒柱である。
セム・サローン（Soem
セム・サローン（Soem Saran）
Saran）

プレエンコサ中学校教諭

監督

ACN のカンボジア・リーダー、カンボジア・クライミング連盟・事務局
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交流イベント
カンボジア人 3 名の日本滞在中、下記の日程で親善・交流イベントが実施され、今回の招聘プロジェクト及びカンボジアのクライミ
ング普及事業への支援・寄付をお願いしました。ご協力、ありがとうございました。
日程
イベント
開催場所
佐久平ロッククライミングセンター
7/20（土）
夕食会
7/21（日）
蓼科山モイモイハイキング
7/27（土）
夕食会
東京四谷Ｆプラザ
7/28（日）
入笠山モイモイハイキング
8/3（土）
夕食会、学習会（なぜカンボジアでクライミング？） 東京調布
8/4（日）
高尾山モイモイハイキング
カンボジア／日本、少年少女クライミング交歓会
小川山
8/17（土）
夕食会
甲斐大泉ラッセル邸
8/18（日）
お別れ会（夕食）
東京四谷鮨乃家

入笠山で大先輩たちから
大先輩たちから山の
たちから山の同定
山の同定を
同定を教わるセイハ
教わるセイハ

甲斐大泉の
甲斐大泉の山荘で
山荘で行われた夕食会
行われた夕食会

入笠山の湿原を
湿原を歩く

蓼科山
蓼科山、山頂にて
山頂にて

高尾山
高尾山のセイハ
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高尾山
高尾山、山頂

入笠山、山頂で
山頂で、JMA 神﨑会長
神﨑会長と
会長と、軽登山靴倶楽部
軽登山靴倶楽部の
倶楽部の方々に囲まれた
方々に囲まれたセイハ
囲まれたセイハ

コンペの
コンペの 2 週間前、
週間前、浅井コーチ
浅井コーチと
コーチと会場となる
会場となるウォール
となるウォールを
ウォールをトライしに
トライしに行った
しに行ったセイハ
行ったセイハ
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第 4 期（2012
年度）決算報告
～2013/6/30）
）
期（
年度）決算報告（
決算報告（2012/7/1～
2012 年度の決算を報告します。
★損益計算書
損益計算書 (2012 年 7 月 1 日～2013
日～2013 年 6 月 30 日)

★貸借対照表
貸借対照表 （2013 年 6 月 30 日）
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●次年度（2013/7/1
●次年度（2013/7/1～
2013/7/1～29014/6/30）事業計画
29014/6/30）事業計画
１．第 3 回アンコールカップ開催計画
昨年同様、ＡＣＮカンボジアは、ＡＣＮ日本の全面支援の上、シェムリアプ・ユース・クライミング・フェスティバル 2013
を開催する。期間は 10/20～翌年 2014 年 1 月 19 日まで。フェスティバルのクライマックスとして、コンペ、第 3 回アンコ
ールカップが開催される。これらのイベントに、日本からのボランティア指導員派遣諸経費を除いて、＄２０００の支援金
が見込まれている。
２．NPO 法人化案について
ＡＣＮ日本側は、2014 年の 7 月 1 日を目途に NPO 法人化する方向である。NPO 化に際して下記の業務追加、変更が見込ま
れている。
・定款： 現行を修正
・会計処理
・会員管理業務
・議事録管理業務
・共通資料の一元管理化（サーバー格納）
３．人工壁再構築作業部会について
シェムリアプ州国立競技場の敷地内、または同体育館内に完全移転するプランＡと、現状と同一敷地内に増設し、増設分の
完成後、旧来部分を大規模補修する、プランＢを模索。当該年度は、その選択と設計、及び施工の可能性調査までとし、諸費
用に￥２００、０００を見込んでいる
※年度ごとの決算資料、業務体制、次年度事業計画、及び、設立資料（定款、設立趣旨書）などは、下記、AＣN の Web サイトから
ご覧になれます。 www.angkorclimbers.net [About] [more info] を参照ください。

From ACN’s
ACN’s Desk：事務局から
Desk：事務局から
・ＮＰＯ法人化へ向けて会員制の整備を開始しています
ＮＰＯ法人化へ向けて会員制の整備を開始しています
ＡＣＮへ入会をご希望の方は、随時下記宛て、お知らせください。入会要項、必要資料等、ご希望の方法で送りします。一般
個人会員の年会費は￥５，０００です。事業年度（7/1～翌年 6/30 まで）に対応して納入をお願いしています。みなさまの支え
がカンボジアの青少年の、健全な成長を継続する確実な助けになります。今年度は 10/31 現在まで 25 名の方が新たに入会
を希望されています。
■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

Email: info@angkorclimbers.net
tel.& fax +81-(0)42-498-2488
※団体会員（法人、任意団体）の入会要綱については現在検討中です

・寄付・寄贈について
2013
2013/10/31
10/31 現在までの、寄付金累積総額は、\5,794,073 + US$13,660 となりました。また、里親基金累計総額は、
\1,970,000 +US$1,250 です。ご寄付をいただいた方 73 名様、クライミング装備その他をご寄贈いただいた方 33 名様（一部記録もれ
の可能性あり）、及び里親となっていただいた方は４名様となっています。大変ありがとうございました。
2013 年 6 月～10
月～10 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
浅田信一郎様、林武子様、鴨志田智也様、太田広和様、榎田猛彦様、沢田千津子様、大岩明子様、澁谷 和嘉子様、福神和子様、才
原明男様、小八重桂子様、虎本節子様、株式会社・大和様、楜沢節子様、小林光子様、中江恵美子様、楜沢健治様、神﨑忠男様、吉
冨明様、阿部千依様、安田至宏様、野草茶のかりん、軽登山靴倶楽部様、高橋千鶴子様（順不同）
－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。
（株）モンベル様、ロストアロー（株）様、有泉重正様、有泉綾之様、阿部千依様、才原明男様、栗原俊雄様、楜沢健治様、伊藤洋美様、
今田明子様、北山真様、澤田祥男様、澤田千津子様、神﨑忠男様、若江勇一様、まるこ＆たぬ様、鴨志田智也様、高木智子様、田崎
奈緒美様、塚内尚子様、平川真司様、福永未帆様、船山ご家族様、森下健七郎様、安田至宏ご家族様、船山ご家族様、軽登山靴倶
楽部様、清水不二様、堀田圭子様、浅井和英さんのお弟子さんのご家族様、他に記録漏れしたまった男性一名、女性一名(軽登山靴
倶楽部の方でしょうか、すみません）(順不同)
－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）
☆☆☆ また、公式資料類の英文化、英文校正は、Ms.ジェラルディン、モーガン三恵子様、福神和子様にボランティアでやっていた
だきました。 ここに記して感謝いたします ☆☆☆
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★★★ 寄付及び会費専
寄付及び会費専用口座
及び会費専用口座 ★★★
■ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

☆☆☆ 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）

記号

10010

伊藤忠男気付

75286831

〒182-0025 東京都調布市多摩川 5-3-1-506

番号
口座名

アンコールクライマーズネット

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

■三菱東京 UFJ 銀行

■アンコールクライマーズネット（カンボジア）

支店名：調布支店

Angkor Climbers Net（ACN）

預金種目：普通預金 口座番号：0081781

tel. +855-(0)77-508653, +855-(0)12-1759970

口座名：アンコールクライマーズネット

・郵便住所
POBOX 93044, Siem Reap, Siem Reap, Cambodia

Ｗｅｂサイトでもご確認いただけます。

・所在地

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

c/o Moloppor Café
Wat Bou village, Salakomrauk commune
Siem Reap, Siem Reap, Cambodia
■ email info@angkorclimbers.net

留守を守るＹＯＵＴＨメンバー

←
セイハとメサの不在を守るチェニ

カンボジア・
カンボジア・クライミング連盟・
クライミング連盟・理事長

イ 16 歳（左から 2 番目）と、ＡＣＮ
女子の 3 人、左からモム、チェン
ダ、シナット。
→
カンボジア・クライミング界、及び
シェムリアプ州教育機関の指導
者でもある、Mr.ウン・シレイディ
氏。部下の送別会にて、レストラ
ンで、きさくでユーモアのあふれ
る挨拶をする
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鮮度が落ちましたが、本号にて、やっとメサ、セイハの日本でのコンペ出場の
成績をお知らせできました。 体を壊したこと、さらに ACN の決算も重なり、仕
事がみるみる遅れました。今号は例年なら 8 月末に発行するものでしたが、
ぼちぼち 11 月の声も。 お詫びします。アンコールカップは例年通り 12 月に
開催します。浅井和英君が僕に代わって現場でファシリテータを担います。ラ
オスや、シンガポールの友人たち、カンボジアに住む友人、そしてスムロン、
キムスロイや日本のＡＣＮの仲間がみんなで助け合ってコンペを開催しま
す。みなさんも、よかったら是非応援してください(Chu)
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