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第24代始動！新運営挨拶

出張授業を実施しました！

NewWind

文房具を送付しました！



新代表挨拶
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特定非営利活動法人国際協力ＮＧＯ風の会
の皆さま初めまして。第24代代表を務めさせ
ていただきます、古賀大勢です。いやぁ、代
表の責任を背負ってみたわけですが、なかな
か大変そうです。しかも前任の林瑞月が強す
ぎて越えられるかどうか…
しかし、いいえ、越えるつもりです。我々の
代は最高に楽しい仲間が集っています。それ
も、「みんなちがって、みんないい」（by金
子みすゞ）が体現されているかのような、ダ
イバーシティが溢れています。
大学生になって、そして風の会に入会して、
常々考えるようになったことがあります。
「最も大切なのは仲間だ」ということです。
風の会のいいところは、（これはきっとどの
代もそうであったと思いますが、）いつも誰
か支えてくれる人がいるところ、そして、み
んな面白いくらいに違った人間で 魅力的であ
るところです。悩みを言えば、すぐに誰かが
駆け付けてくれます。表で活躍しているとこ
ろを見せないが、裏でとても頑張ってくれる
人もいます。それぞれ様々な志を持ちながら
も、この場所に集まり、国際協力とは何なの
か、学生の我々にできることとは何か、常に
議論がなされる場所であることはこの先も変
わりません。
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風の会は、この仲間たちと、そして今までの
先輩方によって成り立ち、受け継がれています。
私は何か大変革を起こそうなどとは考えており
ません。また、「越えるとか」どうとか言いま
したが、これだってみんな違っていいんだと
思っています。つまり、今までのどの代も素晴
らしいはずだし、24代も一同一生懸命精進して
いく所存であるということです。コロナだろう
がなんだろうが、できることが風の会にはあり
ます。いつでも希望を語れるチームを目指して
いきたいと思います。

先輩方皆さまにも、様々なところでお力添え
をいただくことがあるかと存じます。日頃より、
風の会の発展と繁栄に貢献いただけること、深
く感謝申し上げます。これからの風の会の事業
展開や、活動報告を引き続き ご確認いただけれ
ば幸いでございます。

さて、この代はどんな面白い代になるのか、
コロナと、仲間と、それから私。
ひたすら、直向きに、進み続けたいと思います。
これから１年間、どうぞ宜しくお願いいたしま
す。

早稲田大学国際教養学部２年
古賀大勢



新運営挨拶
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事業局長
この度第24代運営委員会事業局長に就任
いたしました、高堀香菜です。初めて当
会の活動見学に行った1年生の4月から早
1年7か月、次第に「事業局長」という立
場に憧れるようになりました。この1年
間におけるチームリーダーの存在は大変
重要なものであるがゆえに、時に歩みを
止めたくなる瞬間もあると思います。そ
んな時に、「大丈夫、一緒に歩んでいこ
う」とそっと背中を押すことができるよ
うな存在になれるように密なコミュニ
ケーションと細かな気づきを大切にして
いきます。

事務局長
この度第24代運営委員会事務局長に就
任いたしました、早稲田大学国際教養
学部2年の井上太壱です。風の会に入
会した約1年半前から今日の日まで、
自分の「やりたい」を実現できる、温
かくも情熱に溢れたこの場所に何度も
救われました。そんな風の会の原動力
は、様々な情熱と発想で子どもたちの
未来を創ろうと活動を続ける一人一人
の会員です。会員の身近に寄り添い、
誰一人取り残さない、信頼される事務
局長として、風の会を飛躍させます。
一年間、宜しくお願い致します。



広報部長
この度24代運営委員会広報部長に就任いた
しました、早稲田大学社会科学部一年の大
前友紀恵です。立候補時は、半年、しかも
オンラインでしか活動したことのない私に
この役職が務まるのか不安を抱えていまし
たが、同じ運営のメンバー、前広報部長、
会員の皆様に支えられ、今は広報部長とし
て過ごすこの一年に期待と喜びを感じてい
ます。初心を忘れず、他団体交流やSNS更
新、新歓など、会全体を巻き込んで風の会
を盛り上げていきたいと思います。宜しく
お願い致します。
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経理部長
この度第24代経理部長に就任いたしま
した、早稲田大学教育学部2年の佐久間
玲弥です。今年は未曾有の被害をもた
らした新型コロナウイルスの影響で、
オンラインでの活動、渡航の中止など、
様々な面で活動の制限を強いられてき
ました。しかし、このような苦しい状
況の時こそ私たちの真価が問われてい
ると思います。苦しい時こそ前を向き、
今できることに尽力し、会員一丸と
なって日々精進していきたいと思いま
す。何卒よろしくお願い致します。

財務部長
この度24代財務部長に就任いたしまし
た、早稲田大学創造理工学部1年の三
浦紘花です。風の会に入ってからの半
年間、個性豊かで才能あふれる先輩同
輩から、多くの刺激を受けました。楽
しくて真剣で温かいこの場所で、自分
も殻を破って新しいことに挑戦したい
と思っています。新型コロナウイルス
の影響で例年通りの財務活動はできな
くても、前向きに、逆境を逆手に取っ
た新しい財務活動をしていきたいと思
います。宜しくお願い致します。



10月活動報告

総合教育事業部

-マネジメントチーム-

異文化交流事業部
◎藤井優衣・〇金岡百合子・荒木優那

山代雄太郎・内田大誠・大野夏実・大前友紀恵

◎高堀香菜・〇藤井優奈・黒住朋夏
加藤美香・稲垣萌梨

◎古賀大勢・〇井上太壱・バンヴィルジェイ
ムズ和・佐久間玲弥・市岡大輝・堀米力
暉・三浦紘花・桂美優・奥村祐海

総合教育事業部

-ハード面チーム-

6

・文房具と上履きの発送
・引継ぎ資料作成
・来季の方向性について議論

10月はロムチェック小学校とコットム
小学校に文房具と上履きを発送しまし
た！一か月ほどで子どもたちのもとへ
届く予定となっています。 11月から始
まった新チームでは、本格的にドロッ
プアウト(中退)の問題に取り組んでいき
ます。コロナ禍により現地に渡航して
子供達の顔を見ることができない状況
が続いていますが、新たな支援の形を
模索し、学校が抱える設備・インフラ
面の課題に取り組んでいきます！

・食育セミナー
広告資料完成（ポスター、フォーム）
風会HP掲載
セミナー当日に向けての資料作成

・引継ぎ資料作成

10月は主に開催予定だった食育セミナーの
準備をしました。内容のブラッシュアップ、
綿密な打ち合わせ…素晴らしい仕上がりで
す！ より充実させ、たくさんの高校生に
参加してもらいたいという想いで、12月に
延期しました。鋭意制作中です。 また11

月より代が替わり、新チームがスタートし
ました。マネチは3名、少数精鋭で活動ス
タートです。まだまだ先が見えない状態で
すが、出来ることに目を向けて、前向きに
事業を展開してゆきたいです。そしてぜひ、
秋新歓で新たな出会いがあることを祈って
います！

・東京都立芦花高等学校への
出張授業

・夢が世界を変えていく：
横浜隼人高校に動画協力依頼

・文通P：PCH２へのアポ取り準備
・動画P：出張授業先へ動画紹介

10月の活動では出張授業の準備を中心的に
行いました。生徒人数が280人という風の
会史上最大規模な出張授業となりましたが、
大成功に終えることができました！また、
異文化に新しく新メンバーが加わってくれ
ました。出張授業、夢が世界を変えていく、
動画、文通Pとプロジェクトが多岐に渡る
異文化ですが、これからどのように発展し
ていくかが楽しみです。



10月活動報告

ファンドレイジング事業部

・Pandoコンテスト参加
決勝戦に進出し、風の会のビジョン
を伝えるプレゼンを披露しました

・JUNKOさんとのイベント
お互いに協力し合う関係を築くため
の第一歩となる交流ができました

・会内イベント
23代最後のオンライン活動で事業部
対抗ゲーム大会を行いました！

◎加来日向・〇初鹿未空・安喜史
巖本憲熙・黒田真帆・山内優杜
小池春都

ラオス事業部 ◎安田藍・〇田嶋勇気・田村咲
太田みのり・國木康洋・小宮山理奈

全体ワーク 事業部対抗ゲーム大会！

第23代での最後のオンライン活動にて会内イベントを実
施しました！カタカナ禁止の伝言ゲームや絵当てゲーム
といったオンラインを活かしたゲームで大いに盛り上が
りました！事業部ごとのチームワークを活かし、楽しい
時間を過ごすことができました！
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10月は三年生と活動できる最後の月だった
ので、引継ぎや代表決めなどがメインでし
た。秋本さんの講義はこれからの支援のた
めにとても参考になるものでした！それに
加え、10月はPCM研修を受けました！着々
と力をつけていると思います！ラオスでの
学校建設に向けて、クラウドファンディン
グや企業提携なども着実に進めていきたい
です！

10月は早稲田祭への出展の準備、pando

ビジョナリーコンテストへの参加、会内
イベントの実施、他団体との交流などを
行いました。コンテストでは本戦に出場
を果たしたものの、惜しくも入賞とはな
りませんでした。来年はぜひ入賞できる
ように頑張ります！来月から代が替わり
ますが、新たなファンドレイジング事業
部を創っていきます！

・引継ぎ資料作成
・在日ラオス交流企画
・ワールドサポートプロジェクト
秋本さんによる講義

・NGOクワトロ伴さんとの
ミーティング

・PCM研修



10月の活動ピックアップ
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出張授業
10月23日と30日の2週にわたって、東京都立芦
花高等学校の一年生を対象に出張授業を行いま
した。新型コロナウイルスの影響でzoomでの
開催となり、初めての試みでしたが無事に終え
ることができました。生徒さんには貧困につい
てという大きなテーマで調べ学習を行ってもら
いました。日本の貧困や世界の貧困、カンボジ
アの教育の現状など、いくつかのテーマの中か
ら班ごとにテーマを絞り調べて発表してもらう
という内容です。私たちも知らなかったような
内容を自発的に調べて発表してくれる班もあり、
とても有意義な発表会となりました。また、事
後アンケートではカンボジアや貧困について多
角的に捉えてもらえていることが分かり、大変
嬉しく思いました。

文房具送付
昨年、練馬区にあります光和小学校か
ら数多くの文房具をご提供いただきま
した。この度それらの文房具を無事カ
ンボジアの小中学校へ向けて発送いた
しましたことをご報告させていただき
ます。ご協力いただいた光和小学校の
皆様、誠にありがとうございました。
風の会は今後もカンボジアの小中学校
の子どもたちへ文房具支援を引き続き
行なっていきますので、ご理解とご協
力よろしくお願い致します。
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10月の
掲示板

支援募金のお知らせ

絶賛秋新歓中！

今回、10月にカンボジアで発生した大雨及び
大洪水を受けて当会は現地の支援先及びカン
ボジア教育省に緊急支援募金を行うことにな
り、当会の現役会員や当会のOBOGの皆様方
から資金を集め、約20万円程度（2000ドル）
を送金しました。カンボジア全土でインフラ
面において被害は大きく、当会の緊急募金送
金先の施設、学校においても道路や校舎、校
庭も例外ではありませんでした。そのため緊
急募金はそれらの修復費や復旧の為の備品に
あてられました。文面上で大変恐縮ですが、
この場をお借りして、今緊急支援募金に募金
してくださいました当会のOBOG皆様方に心
よりお礼申し上げます。誠にありがとうござ
いました。

秋新歓開催決定！ もはや冬？ですが、12月に
オンライン秋新歓を行うことになりました！
春新歓ではオンラインで行ったのにも関わら
ず、15名が入会し、現在も各事業で活躍して
います。 新歓を行う側の立場になると、「新
入生が入会を決心して、それぞれの事業部で
頑張っている所をみると嬉しくなる」という
前広報部長の気持ちが痛いほど分かります。
（まだ新たな入会者はいないので単なる想像
です。でも想像だけでも舞い上がってしまい
ます。） 風の会の、個々が持つ「情熱」•国際
協力に対する「熱い思い」•人の「あたたか
さ」•時に真剣に、時に楽しく活動する会員そ
れぞれの「魅力」を多くの人に伝えていけた
らと思います！


