
▪財務上の重要事項
村でつくった石けんをプレゼントする50万円の支援を募らせて頂き、石けんプロジェ
クトに取り組むことができました。プレイキション村でつくったお米を精米した際に
出た米ぬかを油にするための機械の購入、従業員の石けん研修費などに使わせて頂き
ました。

はちどりプロジェクトの新たな事業として、環境保全事業に取り組みました。
2019 年 4 月に建設した石けん工房にて環境に配慮した石けんづくりをスタート。

▪業務上の重要事項
中学校を卒業したティオという 17歳の女の子を雇用しました。
はちどり工房では、はじめて義務教育を 9年間受けた従業員です。彼女にパソコンや
スマホの使った、google ドキュメントやスプレッドシートの使い方を指導。そのお
かげで勤務表の入力、商品の保管や管理をクラウドに保存できるようになりました。
村の自立に向けて、一歩一歩着実に進んでいることを実感することができました。 ▲工房で働くティオ
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はちどりプロジェクト
地球にも、人にも優しい石けんプロジェクトがスタート。

はちどり村民・会員の皆様へ



▪国際協力の啓蒙活動
都内のイベントに初出展。

５月カンボジアフェス＠代々木公園

９月グローバルフェスタ＠お台場　

10月知利別川環境学習フェスタ＠北海道室蘭市に出展

▪就労支援事業
６～ 7名の村の村人を雇用し、カンボジアの綿と井戸水で

漉いた紙（オークンコー）や石けんを製作。

昨年は、紙をカレンダーとして 200部製作、販売させ
て頂きました。

▪教育支援事業
2012 年に建設したはちどり小学校では、2019年 8月に 4回目の卒業式を開催。

卒業生は隣の村の中学校まで自転車で通い誰一人落第することなく、進級しています。

また 3年間、あしながおじさんを募集させて頂き卒業生に自転車を支援していましたが、4回目の卒業式には支援し

ないことを決めました。村の中での中学校通学が当たり前になりつつあること、親に中学校進学のための自転車購入

を事前に伝えることに取り組みました。どうしても買ってもらえない場合は、相談してほしいとお願いしたところ、

全員が自転車を親に購入してもらい中学校進学が実現。村の人たちが学校に通う大切さを知り、教育にお金を使って

くれるようになりました。

小学校卒業生 2016年 13名、2017年 17名 、

2018 年 13名、2019年 10名、そして 2019年 8月には、

2016年の小学校卒業生 13名全員が中学校を卒業。

義務教育をきちんと９年間受けた生徒が、村にたくさん誕生し

たという、このうえなく嬉しい出来事でした。

そのうち 12名が、バイクで 25分の町にある高校に進学して

います。

2017年トマイ村に建設した小学校は、１年生と 2年生のみの

分校で、合計約 40名の生徒が通っています。

令和元年度の事業報告

▲ボランティアスタッフとカンボジアフェスにて

▲はちどりスクール卒業生

▲工房のスタッフ達



　はじめまして。東京在住の小山と申します。 私は神奈川事務所にて事務のボランティアスタッフ、昨年は代々木公

園でのカンボジアフェスティバルやお台場でのグローバルフェスタでのブース販売のお手伝いをさせて頂きました。 

今回は、カンボジア現地での活動や寄付、グッズ購入などの様々な支援がある中、関東でのボランティア活動につい

てご紹介させて頂きます。 

私が担当している事務作業は、はちどりプロジェクトの活動の中でも軸となる重要な作業だと思っています。大切な

皆様からお預かりしたお金の動きや、支援して下さった内容を記録に残すこと、全ての仕事に責任を持って取り組ん

でいます。また、皆様の支援金がどのように活かされているのかをきちんと報告し、今後も信頼して支援して頂けた

らと思っています。

昨年のフェスでの出展では、私たちの活動内容を認知して

もらえるよう、また工房で働くスタッフの給料を確保でき

るように積極的に物品販売を行いました。しかしながら、

今年の出展は新型コロナウイルスの対応としてイベント開

催が中止や延期となっており、非常に難しいのが現状です。

この問題に向き合いながら、今後より多角的に取り組んで

いければと思います。

私はまだ、活動に取り組む中で知らないことも多いですが、

試行錯誤しながら向き合い続けている恵さんをこれからも

サポートしていきたいと思っています。それは、ご支援下さる皆様も同じような気持ちだと思います。

私たちが活動できているのは皆様のご支援・ご協力があるからです。こうした皆様のご厚意に応えたいという思いか

ら、厳しい現実にぶつかっても活動することができています。改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございます。

これからも引き続きのご支援をどうぞよろしくお願い致します。

ボランティアスタッフの紹介 - 小山あきこさん

今年は、残念ながら出展予定だったイベントがすべて中止となりました。

4月の東京で開催予定だったアースデーの出展に合わせるため

早々とつくった来年のはちどりカレンダー。

ホームページにて販売中！

ご注文お待ちしております。

「はちどりプロジェクト」で検索

もしくは、右側のQRコードより検索してください。

よろしくお願いいたします。

はちどりプロジェクトからのお願い



令和 2年度にカンボジアで計画していた活動をすべて来年度、つまり令和３年 4月から始めることにしました。財政

面でも厳しいことが予想されるので、2018年 10月からはちどり社員としてお給料を頂き勤めてきました宮手恵が社

員を辞め、以前のように仕事をしながらボランティアとして活動することに。（年に 1、2回発送させて頂いていた「は

ちどり通信」を廃止し、年次報告書のみの発送となります）

令和３年度からは、カンボジアでの環境教育に力を入れつつ、石けんのカンボジア国内での販売に力を入れていきます。

これまでのように日本人スタッフが販売をおこなうのではなく、シェムリアップ在住のカンボジア人を雇用し営業や販

売をおこなう。いずれは村の人の中でシェムリアップで働きたい人を雇用し自分たちの村でつくった商品を自分たちで

販売できるようにしたいと思います。

そして、村が自立し、はちどりプロジェクトが必要となくなるよう・・・（寂しいですが）、頑張ってまいりたいと思い

ます。そのためには、皆様のご支援、応援が不可欠です。

これからも、支え、応援して頂けたら嬉しいです。

NPO法人はちどりプロジェクト  理事長　宮手　恵

2020年 6月

はちどりプロジェクトでは、下記SNSで情報を発信しています。

▪Facebook : @hachidori.project

▪Twitter : @hachidori_pj

▪Instagram : @hachidori.pj

これからのはちどりプロジェクトの活動



令和元年度　財務会計報告

1. 活動計算書　（単位：円）
科目 金額 

経常

収益 

受取会費(正会員受取会費) 

賛助会員費 
39,000 

613,000 

受取寄附金 3,046,088 

受取助成金等 0 

事業収益 1,723,067 

その他収益 7,187 

経常収益計 5,428,342 

経常

費用 

事業費 3,364,037 
管理費 1,680,494 

経常費用計 5,044,531 

当期経常増減額 383,811 
経営

外収

益 

固定資産売却益 0 

経常外収益計 0 

経営

外費

用 

過年度損益修正損 0 
経常外費用計 0 

税引前当期正味財産増減額 383,811 

法人税、住民税及び事業税 94500 

当期正味財産増減額 289,311 

前期繰越正味財産額 1,002,623 

次期繰越正味財産額 1,291,934 

2,114,894 

3,373,258 
2,796,598 

6,539,314 

4,945,645 
5,428,342 

1,279,636 

2,362,708 
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活動計算書、貸借対照表などの詳細は、下記に記載のホームページでご覧頂けます。

2. 貸借対照表   （単位：円）

▪ゆうちょ銀行
口座名：特定非営利活動法人
はちどりプロジェクト
ﾄｸﾋ）ﾊﾁﾄﾞﾘﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
[ 店名 ] 九〇八　（読み）キュウゼロハチ　
[店番 ]９０８　[ 貯金種目 ] 普通貯金　
[口座番号 ]1041936

　

ご支援のお申込み・お問合わせは、はちどりプロジェクト事務所までよろしくお願い致します。

ご支援金振込口座

▪ジャパンネット銀行
口座名：特定非営利活動法人
はちどりプロジェクト
ﾄｸﾋ）ﾊﾁﾄﾞﾘﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
[ 支店名 ] ビジネス営業部
[店番号 ]005 [ 預金種目 ] 普通貯金
[ 口座番号 ]2458241

神奈川事務所　〒227-0063 神奈川県横浜市青葉区が丘 32 -1-B207
北海道事務所　〒051-0035 北海道室蘭市中島町 4丁目 17-33
電話 ：080-3262-0750
HP：https://www.hachidori-pj.com/

NPO法人はちどりプロジェクト

   

資

産

の

部 

１．流動資産  

負

債

部 

１．流動負債  

 現金預金 119,889  前受金 10,738 

 貯蔵品 63,954   預り金 2,050 

 売掛金 13,077 役員借入金 600,000 

 商品 54,984 流動負債合計 612,788 

 製品 171,864 前期繰越正味財産 1,002,623 

 原材料 17,014 当期正味財産増減額 289,311 

流動資産合計 440,782 正味財産合計 1,291,934 

２．固定資産  負債及び正味財産合計 1,904,722 

 有形固定資産 1,463,940   
  建物仮勘定 0  

固定資産合計 1,463,940 

資産合計 1,904,722 

 


