by Angkor Climbers 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。

月

、第 回アンコールカップを開催した。出場人数が初めて

人を超え、
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組む案がスタッフ間で熱っぽく話されている。

待望のボルダリングコンペをやってみた。感触はよく、来年からはもう少し本格的に取り

一昨年自力で製作したボルダー壁は、予算の都合でマットレスがなかったが、遂に購入、
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年

運営ボランティもラオス、アメリカ、スペインなど多彩なゲストが集結、シェムリアプユ

ースクライミングフェスティバルのクライマックスにふさわしいイベントとなった。。。。

セイハとお母さん

ボルダリングコンペの試み

２０１４／２／２８ 第 1４号
http://www.angkorclimbers.net/

第３回アンコール・カップ開催

桃花（ももか）
桃花（ももか）さん
（ももか）さん来訪
さん来訪
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花さんが原コーチと、参加した。スロベニアでのワールドカップの帰路に寄ってくれたの
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月のワークショップに山口県出身のワールドクラスの女子クライマー、小田桃

だ。彼女は一昨年日本人としては初めてとなるワールドカップの優勝者となった。

聖山クーレンでの２つの試み
★２０１３年１０月～２０１４年 1 月まで行ったシェムリアプ・ユース・クライミング・フェステイバルの最終イベントはクーレン山で行った

クーレン山の最高標高地点(487m)
クーレン山の最高標高地点(487m)を歩く
(487m)を歩くハイキング
を歩くハイキング

クーレン山北山麓のボルダーエリアにて、ローインパクト・ボルダリング・セッションを開催した

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 の開催には、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）
・（株）モンベル様、ロストアロー（株）様、アントレ・プリーズ様、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、（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、ピースインツアー様、ブルーミングツア
ー様、パウダーガイド社様、プロルン・クマエ様、ザ・シティゲストハウス様、ローユーユー様
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第３回アンコールカップ・リザルト
今回のアンコールカップも、リードクラス男子はセイハ（１７）が総合優勝した。ファイナルは完登できなかったが５．１２C のグレードである。2 位と
なったチェニイとは良いライバル関係だ。また、女子は、浅井コーチと日本から参加したうえだあかりさんだった。

ファイナルでセイハに迫ったチェニィ

ボランティで集まった運営スタッフの面々

リードクラス女子総合優勝のうえだあかりさん

●運営ボランティア
●運営ボランティア
進行指導ファシリテータ： 浅井和英（ACN
役員）
浅井和英
ルートセッター指導： 若江勇一（ACN
会員）
若江勇一
審判： アダムことサントン・ニセルト
サントン・ニセルト（ラオス）
サントン・ニセルト
ビレイヤー： マリー（USA）と友人たち（USA、スペイン、その他）
マリー
カメラクルー： 有泉重正（ACN
有泉重正
役員）
受付指導： 高木智子（ACN
役員）
高木智子
～ ご協力ありがとうございました。
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。～
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OPENOPEN-Class
Class: Male
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法人化準備
－ カンボジア国内でのステータス
アンコール・クライマーズ・ネットは政府直轄組織・カンボジア・オリンピック委員会傘下の全国連盟組織カンボジア・クライミング連
盟の配下となるシェムリアプ州代表の協会であり、任意のスポーツ振興団体である。 ただし、カンボジア政府が規定する「ＮＧＯ」と
しては未申請。資格が十分でないため。現時点では日本国内同様、カンボジア国内でも、任意団体として認識されている。

UIAA, IFSC,その他関連国際組織

カンボジア・オリンピック委員会

カンボジア・クライミング連盟

XXXXX 連盟
XXXXX 連盟
XXXXX 連盟

シェムリアプ州のクライミング団体
アンコール・クライマーズ・ネット
（ACN）

※現在は ACN が唯一のクラ
イミング振興団体

－ 日本国内でのステータス
クライミングウォールの老朽化に伴う再構築案を検討する過程で、広く国際的な寄付を訴えるため団体名の外貨口座（ＵＳ＄）を作
ろうとしたが、日本でもカンボジアでも法人、若しくはカンボジア公認ＮＧＯでなければできない。また、カンボジア国内の大手銀行に
ついても、日本で法人でない団体に関しては信用が得られず、不動産登記などにも支障がある。（個人名使用で対応）

・法人化のための体制
前々年度（2011 年 7 月～2012 年 6 月）まで、カンボジアの体制と日本側の体制を同一組織として運営してきたが、会計上の不都合
が顕著（カンボジア側の会計担当がまだ育っていない点や、カンボジア外貨とＵＳ＄と日本円が混在）であり、前年度より、カンボジ
ア側と日本側を別体制とした。
－ アンコール・クライマーズ・ネット・カンボジア（任意団体）ＡＣＮ－ＣＡ
カンボジア人スタッフで運営
現状： 非営利
将来： 非営利部門と営利部門を持つ見込み
運営ベース：ＡＣＮ－ＪＰからの、非営利部門への資金投入（寄付）、人工壁の利用者が支払う利用料
（寄付金扱い）
※クライミング用人工壁は、将来カンボジア・クライミング連盟に寄贈される前提
※人工壁は借地にあり、土地賃借代は、日本側から直接支払っている
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－ アンコール・クライマーズ・ネット・日本（
アンコール・クライマーズ・ネット・日本（非政府、
非政府、非営利、
非政府、非営利、ＮＰＯ法人化検討中）ＡＣＮ－ＪＰ
非営利、ＮＰＯ法人化検討中）ＡＣＮ－ＪＰ
日本人スタッフで運営
主たる活動：ＡＣＮ－ＣＡ非営利部門への運営指導、技術指導、資金投入（寄付）
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

カンボジア・オリンピック委員会

カンボジア・クライミング連盟

アンコール・クライマーズ・ネット
日本

（非営利）
・運営資金支援
・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）
・クライマー奨学金支援
・現地借地代支援
・運営監査（派遣）

アンコール・クライマーズ・ネット
カンボジア

非営利部門
・普及のためのイベント実施
Workshop、競技会、その他
・インストラクター育成
・施設の保守管理
・連盟代行及び州代表の業務
・資源管理（人材、備品）
支援

営利部門
・外国人対応のスクーリング
・人工壁運営管理
・ガイド育成
・ガイド業務実施
・スタッフ管理
財務会計管理

●次年度（2014
●次年度（2014/7/1
2014/7/1～
/7/1～2015/6/30
2015/6/30）事業計画
/6/30）事業計画
１．第４回アンコールカップ開催計画
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 2015 を開催する。期間は 10 月～翌
年 2014 年 1 月まで。フェスティバルのクライマックスとして、コンペ、第 4 回アンコールカップを開催する。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の支援金が見込む。
２．NPO 法人化案について
ＡＣＮ日本は、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、変更がある。
・定款、及び設立主旨書： 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。
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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。
■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
※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
tel.& fax +81-(0)42-498-2488

・寄付・寄贈について
2014
2014/1/31 現在までの、寄付金累積総額は、\5,905,073 + US$13,660 となりました。また、里親基金累計総額は、
\2,130,000 +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 11 月～2014
月～2014 年 1 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
門多真理子様、太田広和様、門多治様、栗原孝様、高橋千鶴子様、浅田信一郎様、虎本節子様（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。
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、軽登山靴倶楽部様(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、本郷絵里子様、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 ☆☆☆
今回も優勝したセイハ１７才

女子総合優勝のうえだ・あかり ちゃん 13 才

※第 3 世代 Angkor Cup、設計・製作はバッコンにある Lo-yuyu（ローユーユー）
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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)92-336-924, +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 Angkor Climbing Wall
Krus village, Svidoncom commune
Siem Reap, Siem Reap, Cambodia
■ email info@angkorclimbers.net

オリジナル・マクロ・ホールド

いよいよ、ボルダリング開始
←
キムスロイの新作マクロホール
ド、チェンダが空白部におしゃ
れなイラストを描いた。この壁
は、コンペのファイナルまでマ
スクされた。

→
110°下部もボルダーリング・
コンペ用にルートが設定され
た。子供たちは待ちきれず、取
りついている。
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第 3 回アンコールカップ開催
小田桃花さん来訪
リザルト
法人化準備
ｆrom ACN’s Desk 事務局から
NPO 法人化に向けて
会員制の整備と強化
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

editor’
editor ’s note
やっと14号の発行に漕ぎ着けました。時間が空くとお伝えすべきニュースが
たまってしまうので、ボリュームのあるニューズレターになってしまいます。
今回は、思い切って文章を割愛、写真と写真説明を中心にまとめました。くだ
んのNPO法人化の申請を目前にして、準備に追われています。また、恒例雨
季のコンペも 6 月に予定通り実施します。アンコールカップとは違った方法を
考えています。せっかく、ボルダー壁が使えるようになったのでボルダリン
グ・コンペにするのもいいかもしれません。(Chu)
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