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1週間のワ■タショップと授業の準備。
sro Pornthipで す:

時間割

月曜日 (算数、図画、英語)

(書き方、詩、英語)

(算数、歌、図画)

(書き方、体育、自由時間)

(音楽 /ダンス、復習t‐ 読書)金曜日

2022年度の授業の準備
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Kids&Smile 2020年度決算報告
2020年 10月 1日 ～ 2021年 9月 30日

寄付金収入 ¥68,344,049 賛助会員他 寄付金

販売収入 ¥1,221,000 卓上カレンダー販売

¥69,565,049

アフリカ ¥34フ Q21,807 聖マリア修道女会 アフリカ管区

カンボジア ¥7,011,807 カンボジア シェムリアップ教会
寄
付
金

寄付金 計 ¥41,633,614

通信費 ¥415,743

事務用消耗品費 ¥12,886

支払手数料 ¥248,960

支払報酬料 ¥220,000

印刷費 ¥149,661

雑費 ¥10,000

法人・事業税等 ¥272,947

原価償却 ¥8,040

運
営
活
動
費

運営活動費 計 ¥1,338,237

¥42,971,851

3

:飩鰤鰤揚蛛
‡||1餃■■ ||1凩|1腱 |||1驚

‐
1は|1黎||1鶉晰||1鰤1鰤||1量

‐
12021年 |1111月 1261日 tlllllやたklllT6al水上村にて:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1久しぶり,こ手とこたち,ま集ましましたがtl人薮は凛られ全真
集ま|る ことがき書まをん:   |||||  |||||||||||||||||

|||こ|の少女の名はラタナ 9歳です        || |||||||||||||||||||||||||||||||||  ||

1弟■人tllllllll妹 ||||||(|11111歳半)■人がいます:彼女の父親は農場で働いていますよ|||||いつもは母親
||か豪曇全般と字|ともたちあ世話|をしそしヽますがt商親が外由しでしヽる蒔はtllllこあ|す ||1歳

||の うタチが第や妹め世話をしています:|またtl交親が留1寺で苺親が病1気にならた時t

l彼女は弟や妹の食事を作|り |ltllllllll妹 の身体を洗うたりもしました:||ラタナは教会ではtl本

|を元の場所に戻した,tllllllllll祭壇の用具の片付けなど神父様の手伝いも積極的に行なつて

||||||います|ま ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||■ ‐‐||||||||||||||||||||||||||||||



炉⑮膨玲 凩魃屏%哄飩祓緻

〓
〓
〓
■

4



炉⑮絨蜻 吻絣ゴ≪量頷祓囃

5

一方、紛争に

る子ども

はヾ、

い、カ

ども

辞華彗 |

■■■■暮轟■■■|

襲撃された病院
火されたそう

による地元住民への銃撃、

ョン ドの病院で最近起

Lキ ブ州のキョンド (Kyond6)
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■ ウクライナヘの緊急支援
重ζ世鑢:こなってこ瘍よりななり■ヾ鑢こ薇と|よ慧版鶴筈赦彗んでゃ亀Φ尤1蝙 供た融:|。

「

文機してしヽ釉鶏ンボジア、

選ンピ翼主共穐涸、饉チモー為等でに豊:轟炒蕃をこと、今趨きて緻薇ことで、しヽりも菫っ先:と被書覆受|するの|よ、

轟彗う予もた●や贄 1生た●です◎

参参予イナ輻』
1参掏綺ヾ 穐轟郎早く捩なす繹より新●楊輪、鍮扮碧イナ文鑽種{詈 うこと鐘しました◎JR3《灘灘‡t

h当、Ne饂岬]蜆 イ皿バス■%震撃―マス 》≧緻彦鐵晰 鵞鰺鸞秒ヾ鱚ります。霧●吻躊年|こ Γ」♭べ総長燿ヾ倉域立し、

暑や後、国は総争鳥ヾ饉こった鑢憑豫ヽ眩臨鶉凩晨瘍世絣壁畿 |ザでります◎今圃靱織攀:こ慇いて儀、す|ぎやく活動覆

鑢膊、扮サライナに兆、療―鬱ンド、∫ヽンダ |ジ ー でに蛉震時世騒徹鶉浚白しています。こり 暮貪了社通じて支援す

はこと:こ 繰亀けまなた◎
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2022年度版カレンダーは今回も完売いたしました。ご購入くださいました皆さまへ、心よりお礼申し上げます。

おかげさまで、昨年を上回るご注文、ご寄付、そしてカンガス神父さまへのメッセージ、スタッフヘの労りのこ

とば等を皆さまからいただき、多くのお気持ちを受け取りました。皆さま、ご協力本当にありがとうございました。

※今年も同様に企画販売を予定しております。楽しみにお待ちください。

近日中に Kids&Sm‖ eからのニュースを配信する準備をしています。ご希望される方は下記

ア ドレスにメールをご送信 ください。なお、メール本文にはお名前 (ふ りがな )を ご記入 し

送信をお願いいたします。   list― meibo@kids―a r.Jp

私たちの団体の活動は、皆さまからの会費およびご寄

付によって運営されています。私たちの団体の目的に

賛同じ一緒にアフリカ・カンボジアの未来を築いてい

く賛助会員を募集 しています。

会費

その他、随時のご寄付については、何時でもお幾らで

も感謝のうちにお受けいたしております。

支援してくださる全ての方に、年 2回発行の会報誌お

よび Newsletter(不定期)などをお送りいたします。

Srni:e

2,000円
10,000円

賛助会員  1回
団体会員  1回

ご寄付の方法

【郵便振込の場合】

郵便振替口座 00110-1-265940
加入者名 :Kids&Smile

【銀行振込の場合】

三井住友銀行麹町支店

普通預金口座 店番号 218 口座番号 9415509

2022年 3月 編集・発行 Kids&Smile

〒テ〒105“ 0003
東京都港区西新橋2丁 目18-2 新橋 NKKビル7階

丁EL.03=4405-4067

Webサ イ ト WWWEkidS~and~Sm‖ e● Orijp/

E二 ma‖ :info@kids― and… smile.or.jp
法人設立年月日 2018年 10月 12日 轟


