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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。
より
http://www.angkorclimbers.net/
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10 月第922日・10
日 今年のグローバルフェスタは オンラインで
2014 年から 2019 年まで毎年皆さんにはミニクライミングを楽しんでいただいていましたが、今年の ACN はオンライン参加です。事前の申
し込み等は不要で、グローバルフェスタのウェブサイト https://gfjapan2021.jp/ から、まずこのような画面を探してください。
ACN はこちらです.
今年は参加者と接触できない
決まりですので、
ミニクライミ
ングはありません。
オンライン
参加です。
有楽町会場には出て
いませんので、ご注意くださ
い。名称は、特定非営利活動法
人をつけると長すぎるため、
「アンコールクライマーズネ
ット」だけになっています。
「オンラインで楽しむ！」のところ、例年通り ACN は「平和・人権を守る」エリアです。下のロゴを探してください。

今まで ACN のウェブサイトでは公開していなかったアンコールカップや、
2018 年中国重慶でのアジアユース選手権、同年に鳥取県倉吉市で行なわれた
アジア選手権出場等の試合の動画を公開していますので、どうぞご覧ください。
ほかに、どんな団体が参加しているかは、
「参加団体一覧」のところに出ています。
お台場でいつもご近所さんだった団体の名前もあります。
「出展団体一覧」の横の「チラシ」を出してみてください。
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チラシの裏です.
このように、時間の決
まっているイベントも
ありますが、
「アンコールクライマ
ーズネット」はオンラ
インブース参加ですの
で、土曜、日曜どの時
間帯でもご覧いただけ
ます
今週末 10 月 9 日
10 月 10 日は、ぜひ
グローバルフェスタに
おいでください

NPO 法人アンコール・クライマーズ・ネット総会開催
CF の１加盟団体

今年も、花火・バーベキュー無しの総会になってしまいましたが、8 月 14 日豪雨であちこちの通行止めもあった中、出席予定の会
員は何とか会場の山梨県北杜市大泉「野草茶のかりん」にたどりつきました。下のような、ACN が NPO 法人となってから７期目の事
業報告、今年度の事業計画、を決定、また、今後シェムリアプのクライミングウォールをどうやっていくかについて話し合いました。
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10 月 24 日午後 真如苑助成多摩イベント第一弾 「カンボジア料理を作って食べる会」
調布市文化会館「たづくり」の調理室と談話室（テーブルの上に透明パーテーションが設置されています。）の13時～21時の予約は取れてい
ます。下の写真は、2015 年に「キムスロイ流パパイヤサラダ」と「とうがんスープ」を 20 人で作った時のものですが、今年は予約時にはまだそれぞ
れの部屋の定員は半分の 10 人とのことでした。コロナ緊急事態宣言解除に伴い、もともとの定員 20 人まで増やせるかどうかは、まだ決まっていな
いのだそうです。午後の部と夜の部に分ければ計 20 人が調理実習することはできるかもしれませんが、それもわかりません。したがって献立もま
だ決まっていません。決まり次第お知らせいたします。これもしばらくお待ちください。

ACN インストラクターキムスロイのパパイヤサラダ

冬瓜スープ

第２弾イベントをお願いし
ている調布市内のドッグウッドク
ライミングジムに、9 月 19 日愛媛
から若江さん親子（子は父が
2015 アンコールカップルートセッ
ト中に誕生した）が遠征！
カンボジアのウォールで練習が
再開したら、連絡しましょうと約
束しました。

From ACN’s Desk：事務局から
k

・ＮＰＯ法人としての会員は現在 52 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 2021/8/14 までの、寄付金累積総額は、\ 10,917,970+ US$14,167
となりました。 また、里親基金累計総額は、\5,530,000 +US$1,250 です。大変ありがとうございました。
2021 年４月～2021 年 8 月 14 日までに、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、
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。
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－寄付
－寄贈

浅田信一郎様、伊藤富子様、高橋千鶴子様、福神和子様、吉冨明様、堀田圭子様
※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。
髙木智子様、堀田圭子様、野草茶のかりん様、Lisa Twaronite 様、福神和子様、伊藤洋美様、このほか、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はその都度記録していませんが、この期間にも事務局にご連絡いた
だき、お買い上げくださった方がおいでになります。
－里親
堀田圭子様、才原明男様
（順不同）

★★★ 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

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/

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

・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

フェイスブックのメッセンジャーが現在故障中です。email か、お電話でご連絡ください。

頑張るぞうさん など、あります

Editor’s note

お台場でのグローバルフェスタでは、多くの皆さんに、T シャツ、クロマー、頑張る
ぞうさんなどを通じてご寄付をいただいていたのですが、昨年は中止、今年はオンラ
インというわけで、事務局に眠っているものがあります。
T シャツは 2014 紺 2015 緑 2016 赤 2017 青 2018 オレンジ 2019 白
それぞれ少しずつ、サイズもまちまちです。そして、緑といっても濃いのあり薄いの
ありだったり、2019 年の S は 2016 年の M より大きいといったようなこともありま
す。ご希望がありましたら事務局までご連絡ください。これから、イベントの時など
に持っていきたいと思います。遠方のかたには郵送します。
2020 年の赤、はじめてクメール語で大会名を入れることができたのですが、
仕入れにいくことができていませんので、
、
、残っているかな、
、
、
、
（Chimi）
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