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（株）タイカ、（株）モンベル、（株）ピラミッドジャパンより賛同・支援をいただいています。
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抽選会景品募集
第９回アンコールカップは 12 月 7～10 日にカンボジアのシェムリアプ Angkor Climbing Wall にて、本年度も Cambodia
Climbing Federation 主催「カンボジア教育省公認の国内選手権大会のひとつ」として行なわれます。
閉会式後の抽選会には、例年皆さま方から T シャツ、スポーツウェア（熱帯ですから夏物希望ですが長袖でも防寒具
以外なら歓迎）、デイパックやお買い物袋等のバッグ類、文房具等を出していただき大好評です。提供してもよいとい
う品のある方は、このグローバルフェスタ会場に持ってきていただくか、事務局宛て 10 月 22 日までに到着するようお
送りください。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
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6 月 28・29 日ロータスカップに ACN から 19 選手が参加
CF

参加人数

今年も、雨季のコンペは、
プ ノ ン ペ ン の Phnom Climb
Community Gym で開催。初め
て男女 12 カテゴリー全てにエン
トリーがあり、ここに名前を載せ
た選手の皆が何らかの賞品をい
ただきました。算出された複合 1
位にも、スポンサーのタイカさん
から特別賞をいただきました。

まずチーフルートセッ
ターのマレーシア人
Safwan さんが英語で
ルール説明をし、
司会兼
Jury president のスム
ロンがクメール語でさ
らに説明。選手 126 名
中 18 名が外国人なので
必要な手順でした。

ジュニア(18,9 歳)の
女子は参加1 人だけ
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Lead と Bouldering のルートは、
Open と Junior が同じ、Youth A と
B が同じ,Youth C と D が同じです。
Speed は大人～Youth B が、国際規
格の20のホールドのうち12番目ま
でを使いました。
https://www.facebook.com/pnnsports/videos/399052397410276/?v=399
052397410276
カンボジアのテレビで大会が紹介されました

ユース A 女子も参加者が
少なく、リードが 2 人だけ
だったので、複合の計算も
2 人だけになりました。

6 つの年齢枠ごと
に、男女各 3 種目で
すから、1,2,3 位の賞
品がそれぞれ 36 個
ずつ必要でした。
タイカさんをはじめ
賞品ご提供の皆様、
どうもありがとうご
ざいました。

11 月に中国の
重慶で開かれ
るアジアユー
ス複合選手権
の代表にはこ
のユース B の
Yanfai
と
Sengly が選
ばれました。
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ユース C と D（13 歳以下）は昨年と
同様にリードではなくトップロープ
で競技しました。 複合のポイントの
計算方法は 14 歳以上と同じです。

ユース C と D のスピード競技は、正規のホールドの間に補助のホールドをつけて
行いました。A と B の選手に比べ、多くの子供たちがゴールにタッチできました。
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シェムリアップのアンコールウォールでは

Hotels. com というページの
10best things to do with kids の
１０のうち２番目に選ばれたためか、または急速に増加した三輪タクシーがグーグルマップ上の「Angkor climbing wall」をドライバー
のスマホに入力するだけで簡単にウォールに来られるようになったためか、外国人
旅行者の訪問や問い合わせが増えているようです。でも、在住者でなければ 2 度目
の訪問はないので、まだ「採算がとれる」ためには長い道のりがあります。

CF

カンボジアには、
正式なスピード
の壁はまだありません。このたびのロータスカップのために、プノンクライムが公式
ホールドを 1 セット、タイカさんが 1 セット購入してくださいました。今後は、ロータスカ
ップの時にはプノンペンに 2 セット、アンコールカップの時にはシェムリアプに 2 セット
取り付け、普段は 1 セットずつ使って練習をするということにしました。シェムリアプで
はご覧のように 20 個中の出だしの 8 個だけですが、先日はスタート直後のスリップも
ありましたから、これからしっかり練習して、アンコールカップにそなえましょう。

スピードのホールドがつきました

SEACF インストラクター講習会開催
6 月 13～16 日アンコールウォールを会場として、South East Asia Climbing Federation
（東南アジアクライミング連盟）の講習会が開かれました。3月に東京で開かれた IFSC(国際クライミング連盟)総会とその前日のACC
(Asian Continental Committee=アジア大陸協議会)の折に、ACC の Mamann 氏からお話しのあったものです。SEACF と ACC と IFSC
の関係はこのようになっています。ACC は、IFSC の大陸別会議のようなもので、IFSC に加盟すれば自動的にその分科会に所属す
るような形になりますが、SEACF は、その中のアセアン諸国の連盟だけが集まって作っている別の組織です。

IFSC

International Federation of Sport Climbing

国際クライミング連盟

ACC は、IFSC 加盟国のうちのアジア大陸協議会

アセアン 10 か国中 7 か国が SEACF に加盟

未加盟

未加盟

未加盟

日本、中国、韓国、
インド、イラン、キルギ
ス、ウズベキスタン、
Chinese Taipei,
Hong Kong China,
Macau China などが加盟
昨年の倉吉アジア選手
権、重慶のアジアユース
選手権などは、この範囲
の大会

ヨーロッパ、南北ア
メリカ、アフリカ、
オセアニアの国々
と地域
今年８月に八王子
で行なわれた世界
選手権は、このレベ
ルの大会。

2020 東京オリンピックの次の 2024 パリオリンピックでも、クライミングは競技種目になりました。
アジアレベルでも、昨年のインドネシアでのアジア大会に続き、次の 2022 年中国杭州でもクライミングが競技種目になりました。
しかし、アセアンの大会 SEA games では、2019 年今年のフィリピン大会でも、まだ種目に入っていないのが残念です。
この講習のような、地道な活動の積み上げ、また、インドネシアやタイの選手の世界レベルでの活躍に、期待したいですね。
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この講習の 8 名の参加費用(１人 300$) のうち、2 名分をタイカさんが、2 名分を SEACF が出してくださり、プノンクライムと ACN ジャ
パンで各 1 人分を出し、残りを参加者が出しました。証状を持っていない 2 人は昨年インドネシアで同じものを得ているからです。

NPO 法人アンコール・クライマーズ・ネット総会
CF

８月 24 日（土）2014 年に NPO 法人になってから 6 回目、会場を涼しい甲斐大泉に移して
から 5 回目の通常総会を開きました。理事会より提出の平成 30 年度の事業報告書、活動
計算書、令和元年度の事業計画書等について審議し承認されました。その後これらの書
類はそれぞれ東京都と調布市に提出しました。昨年度審議承認された定款 8 章公告の方
法の変更により、これらの書類のうちの「平成 30 年度貸借対照表」については、近日中に
ウェブサイト
http://www.angkorclimbers.net/acn.html
のほうに掲載予定ですので、詳しくはどうぞそちらをご覧ください。
今年は子供たちの参加も多く、総会後のバーベキュー、花火を楽しみ、そして事前に「宿
泊される方はシーツ又は寝袋持参で」とお知らせしたのはおおげさではなくて、酷暑の都
会を離れ翌朝は寒いくらいでした。

From ACN’s Desk：事務局から
・ＮＰＯ法人としての会員は現在 53 名、会員として継続的な支援をお願いします
■特定非営利活動法人アンコール・クライマーズ・ネット（日本事務局）
ＡＣＮへ入会をご希望の方は、随時下記宛て、郵送、電話、メール、のいずれかでお知らせください。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。

〒182-0025 東京都調布市多摩川 5-3-1-506

tel. 042-498-2488

Email: info@angkorclimbers.net

・寄付・寄贈 2008 年にＮＧＯとしてスタートしてから 2019/8/31 現在までの、寄付金累積総額は、\10,237,665+ US$14,167
となりました。 また、里親基金累計総額は、\4,700,000 +US$1,250 です。大変ありがとうございました。
2019 年 4 月～8 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、このお知らせは、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、Krama Yu Yu 様、伊藤文博様、澤田千津子様、有泉重正様、栗原孝様、森妙子様、
高橋千鶴子様、吉冨明様、榎田猛彦様、竹内厚子様、堀田圭子様
－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)タイカ様、日本山岳クライミング協会様、Phnom Climb Community Gym様、野草茶のかりん様、クライミングスタジオBrave の皆様、
WEST 新潟店・三条店様、杉田教夫様、富田晶子様、清水智子様、アナコットカンボジア様、伊藤直美様、門多真理子様、清水不二様、
Lisa Twaronite 様、福神和子様、伊藤洋美様、門多のぞみ様、T シャツ、クロマー、頑張るゾウさん、などを通じてご協力いただい

た方々のお名前や、松山でクライミング用品を寄贈してくださった方がたのお名前はその都度記録していませんが、この期間
だけで、そのほか 20 人以上の方々から、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。
－里親
堀田圭子様、才原明男様
（順不同）
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★★★ 寄付及び会費専用口座 ★★★
■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

☆☆☆ 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）

■三菱 UFJ 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

■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)12-793 221

〒182-0025 東京都調布市多摩川 5-3-1-506
tel. 042-498-2488

Ｗｅｂサイトでもご確認いただけます。
http://www.angkorclimbers.net/

☆ アンコールクライマーズネット連絡先 ☆
■ Facebook
https://www.facebook.com/angkorclimbersnet/

グローバルフェスタ

・人工壁所在地 （この宛名に上記電話番号 092-336924 併記で
局留になります。電話番号の記入がないと届きません。郵便
物の宅配は、ありません）
Angkor Climbing Wall (グーグルマップ上の名称です。3 輪タク
シー PasApp 等はこの名前でウォールに案内してくれます。)
Krous village, Svay Dangkum commune、Siem Reap city,
Siem Reap province, Cambodia
■ email info@angkorclimbers.net

Editor’s note

いつもこのニューーズレターで「頑張るぞうさんな
どを通じてご協力いただいている、
、
」と言っている
のは、総会とグローバルフェスタで T シャツ、クロ
マーなどと一緒に販売している、カンボジアのお母
さんたちが作っているゾウのマスコットのことです。
シェムリアプのウォールに毎週日曜日に登りに来て
いる子供たちのうち、6 人ほどが、この縫製指導の
職業訓練施設併設の宿舎から通っています。今年も
過去アンコールカップ T シャツ等とともに ACN ブースにて販売します。売上金は、皆様からご寄贈いただいている抽選会品
をカンボジアへ送る船便送料にあてさせて
いただきます。ACN のグローバルフェス
タへの参加は、表紙にも書きましたように
今年で６回目になるのですが、そのうち２
回は、
台風で２日目が中止になっています。
もともと風の強いお台場です。今年は台風
が来ませんように！でも、もしまたしても
微妙な天候でしたら、どうぞ主催者側情報
http://www.gfjapan2019.jp/
をご覧のうえ、会場にお越しください。
(Chimi)
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