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１．実行委員長挨拶
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カンボジアフェスティバルは本年で第五回目を迎え、５月３日、４日と無事に開催が出来ま
した。開催規模は年々大きくなり、運営基盤も合わせて少しづつ強くなってきています。また
第三回目の開催から５月３日、４日の開催に固定し、それに合わせて多くの来場者の皆様、
特に在日カンボジアの方々が多く足を運んでくださる様子を見て、カンボジアフェスティバル
が定着したイベントして認知されてきたのだと実感しております。これも毎年度、多岐に渡る
協力や支援があったおかげと深く感謝しております。

一方で、私たちの国・カンボジアについて、アンコールワットは知っているけれど、それがど
この国にあるのかわからない人は珍しくありませんし、アンコールワット以外のカンボジアに
ついて見聞したことのある人もあまり多くありません。 カンボジアには、アンコールワット以外
にも素晴らしい芸術や文化、産物があり、美しい自然にも恵まれておりますが、過去の悲惨
な歴史に焦点を当てられることが多く、輝きを取り戻しつつあるこの国の多様な表情や、日本
で活動する在日カンボジア人の姿が伝えられる機会は、まだわずかしかありません。 これら
背景から、祖国カンボジアのことを、日本の皆様にもっと知っていただくことを主旨とし、「カン
ボジアフェスティバル」 を継続的に開催を続けております。本年も、日本人とカンボジア人が
力を合わせて組織するカンボジアフェスティバル実行委員会を主催とし、在日カンボジア王
国大使館、 NPO法人在日カンボジアコミュニティ、カンボジア留学生協会、有限会社B.M.Iの
共催のもとに開催いたしました。

このフェスティバルの開催目的は多岐にわたります。
⚫ カンボジアと日本をつなぐ、交流を促すこと
⚫ 多くの日本人にカンボジアの素晴らしい芸術や文化、産物を感じてほしいこと
⚫ 在日カンボジア人がカンボジア文化を、より誇りに持ち、日本で広く発信してほしいこと
⚫ カンボジアと日本の経済的交流をより活発化させること 等

本年はこの趣旨に賛同いただき、一般社団法人日本カンボジア協会の協力、カンボジア本
国より観光省、商業省の協力、そして多くのカンボジア芸能人の来日、また40を超えるブー
ス出店、15社の協賛企業と 1社の助成団体が参加してくださいました。二日間とも天気にも
恵まれ、大盛況であり、日本の皆さんもちろんですが、在日カンボジア人、日系企業の皆様、
外国籍の皆様など多くの方々に、このフェスティバルを通じて、カンボジアの歌、踊り、音楽、
食べ物、日常品、文化を知っていただき、体感していただくことができました。また日本の
様々なメディアだけでなく、カンボジアメディアでの報道も多数ありました。

日本とカンボジアの友好は、平和を保つことや、互いの経済発展、そして私たちの生活をよ
り良くすることにも繋がります。この機会に、カンボジアを身近に感じて、日本とカンボジアの
距離を縮めることができ、実行委員や出演者、関係者の願いが形になりました。ご協力いた
だいた皆様方に心より感謝し、今回のカンボジアフェスティバル2019が無事、大盛況で大成
功に終えられたことにつき、深く御礼を申し上げます。

実行委員長 伊佐リスレン
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開催日時 2019年5月3日（木）、4日（金）10：00～19：00 入場無料、雨天決行

会場 代々木公園イベント広場 （東京都渋谷区神南２－１）

主催 カンボジアフェスティバル2019実行委員会

共催

在日本カンボジア王国大使館
特定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ（ＣＣＪ）
在日カンボジア留学生協会
Ｂ.Ｍ.Ｉ Ｃｏ., Ｌｔｄ. 

協力 カンボジア王国観光省、商業省

協賛

【オフィシャルスポンサー】
特定非営利活動法人世界開発協力機構
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ
ブラッシュアップ・ジャパン株式会社

【ゴールドスポンサー】
株式会社カケハシスカイソリューションズ
キリンビバレッジ株式会社

【シルバースポンサー】
一般社団法人日本ASEAN産業経済交流協会
株式会社タイカ
株式会社マルハン
株式会社フォーバル
SBIレミット株式会社
イオンモール株式会社
株式会社ノジマ
有限会社三喜

【ブロンズスポンサー】
佐藤工業株式会社
KIZUNA HR-ASIA CO.,LTD

助成金 国際交流基金アジアセンター アジア・市民交流助成

後援 一般社団法人日本カンボジア協会、外務省
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２．開催概要
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３．開催までのスケジュール

2018年10月
カンボジアフェスティバル2019実行委員会発足
カンボジアフェスティバル2019実行委員会議（第１回）

2019年11月 カンボジアフェスティバル2019実行委員会議（第２回）

2019年 2月
カンボジアフェスティバル ご協賛企業 懇親会開催
カンボジアフェスティバル2019実行委員会議（第３回）
ご協賛企業 / ブース出展 募集開始

2019年 3月
カンボジアフェスティバル2019実行委員会議（第４回）
開催告知チラシ印刷
ステージ出演者 / 当日ボランティア募集開始

2019年 4月

国際交流基金アジアセンター 助成金採択
カンボジアフェスティバル2019実行委員会議（第５回）
ステージ出演者確定
ブース出店者確定
当日パンフレット、ポスター印刷

2019年 5月 カンボジアフェスティバル2019 開催

2019年 6月 反省会実施

実行委員会 会議風景 ～毎回、熱い議論を積み重ねて、当日を迎えています～
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４．運営体制

カンボジアフェスティバルの開催にあたり、企画・事前準備の段階から多くの実行
委員がそれぞれの役割分担に応じて主体的に活動しました。また、フェスティバル
当日は、多くのボランティアスタッフによって支えられ開催することができました。

　主催：カンボジアフェスティバル2019 実行委員会

　共催：在日本カンボジア王国大使館    

          特定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ(CCJ)　

          在日カンボジア留学生協会 (CSAJ)    

          有限会社 B.M.I 

　各部担当者 ◎：チームリーダー　☆サブリーダー   

　・ステージ担当（◎黒田佳歩、☆上村未来、井伊千晶、松橋南里、

　　　　　　　　　    　ケマリンダディ、島村絵美）

　・ブース担当（◎阿部優子、☆藤山幸子、野条真衣、神下由子、杉山早紀）

　・会場設営・警備担当（斉藤博之：有限会社B.M.I）

　・スポンサー担当（中嶋章悟）

　・ボランティアスタッフ担当（◎杉山早紀、里吉謙一、寺嶋崇）

　・広報担当（◎宮川江里、キムシアン、寺嶋崇）

　・会計担当（中嶋章悟）

　　当日ボランティアスタッフ　（109名、2日間）

 実行委員会 総勢 36名

カンボジアフェスティバル2019 実行委員会

 実行委員長：伊佐リスレン

 実行副委員長：中嶋章悟
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３日（金）

10:00 - 11:00 開会式

11:10 - 11:20 入江姉妹による
楽器演奏と舞踊

11:20 - 11:50 文化省芸術高等学校による
伝統舞踊
ボッタカオパフォーマンス

11:55 - 12:35 Dark storm

バンド演奏

12:40 - 13:10 POPUP

ライブパフォーマンス

13:15 - 13:35 CCJ

Phnom Penhの歌

13:40 - 13:55 CCJの子供達による
伝統舞踊

14:05 - 14:35 丸山茂樹
歌と楽器演奏パフォーマンス

14:45 - 15:05 CCJ

Classical music

15:10 - 15:40 文化省芸術高等学校による
伝統舞踊
ボッタカオパフォーマンス

15:45 - 16:25 Dark storm

バンド演奏

16:30 - 17:00 在日カンボジア人留学生協会
によるパフォーマンス

17:00 - 17:50 カンボジア芸能人による
パフォーマンス

17:50 - 18:50 Klap Ya Handz による
パフォーマンス

５．ステージプログラム

４日（土）

10:00 - 10:30 Nazki

歌とダンスのパフォーマンス

10:35 - 11:05 みうらまいこ
弾き語りライブ

11:10 - 11:20 多文化まちづくり工房
カンボジアの伝統舞踊

11:20 - 11:50 文化省芸術高等学校による
伝統舞踊
ボッタカオパフォーマンス

11:55 - 12:35 Dark storm

バンド演奏

12:40 - 13:00 CCJ

Classical music

13:05 - 13:35 HACHIバンド
ライブパフォーマンス

13:40 - 14:05 SAKARAK

カンボジアの伝統舞踊

14:10 - 14:40 稚菜
引き語りライブ

14:45 - 15：15 木もれびズ
ライブパフォーマンス

15:20 - 15:50 文化省芸術高等学校による
伝統舞踊
ボッタカオパフォーマンス

15:55 - 16:35 Dark storm

バンド演奏

16:40 - 17:10 在日カンボジア人留学生協会
によるパフォーマンス

17:10 - 17:50 カンボジア芸能人による
パフォーマンス

17:50 - 18:50 Klap Ya Handzによる
パフォーマンス

■ステージスケジュール
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５．ステージプログラム

出演者 内容

ボッカタオ カンボジア伝統武術「ボッカタオ」のデモンストレーション

文化省芸術高等学校
カンボジア王立舞踊団の前身である文化芸術省芸術高等学校の学生
たちが来日、カンボジアの古典舞踊と民俗舞踊を披露

SAKARAK 日本人によるカンボジア舞踊グループ。古典舞踊と民俗舞踊を披露

CCJ子供たち 在日カンボジア人の子供たちによるカンボジアの伝統舞踊

CCJミュージック
在日カンボジア人による歌のステージカンボジアフェスティバルのテーマ
ソングも披露

稚菜 カンボジアで音楽活動をしている日本人による弾き語り

ＰＯPUPアイドル 東南アジアに日本のアイドル文化を広める活動をするアイドルグループ

カンボジア芸能人 カンボジアから歌手が来日、歌と踊りのパフォーマンス

ＨＡＣＨＩバンド キーボード、パーカッション、ウクレレボーカルの３人組によるバンド演奏

在日カンボジア人留学生協会 カンボジア在日留学生協会による歌と踊りのパフォーマンス

Dark storm (ダークストーム)
カンボジアの若い世代の支持を受けいま注目の人気バンドが来日し、
楽曲を披露

KlapYaHandz

(クラップヤハンズ)

カンボジアのミュージックシーンを牽引する音楽レーベルKlapYaHandsか
ら人気の歌手とラッパーが来日。日本人アーティストYoung-Gとコラボレー

ションしたパフォーマンスも披露

丸山茂樹
様々な楽器と声で、日本各地、世界各地へ旅をし音楽活動をしている。
オリジナル楽曲を披露

みうらまいこ 歌でカンボジアとつながるシンガーソングライター。弾き語り演奏を披露

木もれびズ カンボジアでの音楽活動を立ち上げ、幅広いジャンルの楽曲を披露

Nazki 愛に溢れたピュアな歌と力強いダンスパフォーマンスライブ

多文化まちづくり工房
横浜市と大和市にまたがるイチョウ団地に住む子供達を中心とし活動。
カンボジアの伝統舞踊の披露

■出演者・演目一覧
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５．ステージプログラム

■開会式（5月3日）

■ボッカタオのデモンストレーション
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５．ステージプログラム

■文化省芸術高等学校

■SAKARAK
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５．ステージプログラム

■CCJ子供たち

■CCJミュージック

■稚菜（わかな）
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５．ステージプログラム

■カンボジア芸能人

■POPUP

■HACHIバンド
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５．ステージプログラム

■Dark storm (ダークストーム)

■在日カンボジア留学生協会
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５．ステージプログラム

■丸山茂樹

■KlapYaHandz (クラップヤハンズ)
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５．ステージプログラム

■みうらまいこ

■木もれびズ

■Nazki
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５．ステージプログラム

■多文化まちづくり工房

■ステージ周辺の様子
来日したカンボジアアーティストでの演目では、在日カンボジア人や日本人がともに踊り、歓喜し、
とても楽しまれていました。天気に恵まれＧＷの気持ち良い気候の中、開催できました。
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６．ブース＜出店者一覧＞

2019年度のブース出店は、合計50ブースの出店（その他を含む）となり、昨年度の44
ブースを上回る形となりました（表1）。そのうち新規団体は、カンボジア本国からの出店
企業2団体を含む、計14団体に出店いただきました（出店団体詳細は表2を参照のこと）。

15
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出店分類 団体数
(参考 2018年度

実績)

飲食(キッチンカー含む) 8 9

スポンサー 4 2

企業 8.5 10

NGO等 23.5 19

その他 6 4

合計 50 44

表1. 出店内容内訳

※その他内容 （本部、小規模販売、Klapyahandz特設ブース、
在日カンボジア王国大使館、カンボジア観光省、カンボジア商業省）

当日の会場図



６．ブース＜出店者一覧＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee

ＮＯ. 団体名 店舗名 内容

R 1 KJP株式会社
アンコールビール&カン
ボジアコーヒー（KJP㈱）

カンボジア産「アンコールビール」とカンボジア
コーヒーの販売

R 2 （在）セレイ ソリヤ セレイ ソリヤ

チャークルン（牛肉とインゲンの香味炒め）、バ
ンチャエウ（カンボジア風お好み焼き）、 クイ
ティオ（カンボジアヌードル）、ローチャー（焼き
そば）

R 3 LIMINA Co.,Ltd. LIMINA

バンチャエウ（カンボジア風お好み焼き）、イカ
と青胡椒炒め、ローチャー（焼きそば）、 ノンバ
ンチョック（カンボジア風ソーメン）、カンボジア
プリン、 バナナプリン、かぼちゃプリン

R 4
アンコールワット・ジャ
パン株式会社

アンコールワット
チキンココナッツカレー、さつま揚げ＆イカ
ボール、アモックとジャスミンライス、 かぼちゃ
プリン、牛肉サテー、マンゴージュース他

R 5 （在）サロム カンボジアのママ
クイティオ、ノンバンチョック（カンボジア風ソー
メン）、 ボボー（カンボジア風おかゆ）、豚ちま
き

R 6
在日カンボジア留学
生協会

在日カンボジア留学生
協会（CSAJ)

カンボジア風カレー（パン付き）、レモンティー

R 7 （在）今あさみ Asia Food Store

肉のせご飯、カンボジア風サンドイッチ、肉魚
団子串揚げ、カンボジア風牛と 豚ソーセージ
串焼き、串焼きスパイス肉、豚肉/鴨肉汁麺、

生ビール

R 8 こーさんのうち こーさんのうち

カンボジアカレー、コー・サイッチュルー（豚の
角煮）、スガオナムガウ （ライム風味の鶏肉
スープ）、カンボジアコーヒー、レモングラスジ
ンジャーティー

S 1
株式会社カケハシス
カイソリューションズ

株式会社カケハシスカイ
ソリューションズ

運営サイト「HATARACOO」の紹介。訪日中

の学生のサポート

S 2
ブラッシュアップ・
ジャパン株式会社

Kumae&ブラッシュアッ
プ・ジャパン

活動やビジョン、「ひとづくり」「ものづくり」事業
等の紹介

S 3
キリンビバレッジ
株式会社

キリンビバレッジ株式会
社 、 公 益 財 団 法 人
CIESF(シーセフ）

カンボジアの歴史や教育の現状の紹介。キリ
ン製品飲料の販売

S 4
公益財団法人
イオンワンパーセント
クラブ

イオンワンパーセント
クラブ

アジアでの国際交流、人材育成、地域社会
貢献の実績紹介

表２ 出店団体内容詳細
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６．ブース＜出店者一覧＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee

C 1 UNIDOS CO LTD. KYODAI REMITTANCE 海外送金サービス案内と申込受付

C 2
特定非営利活動法人
ジャパンハート

特 定 非 営 利 活 動 法 人
ジ ャ パ ン ハ ー ト /CJAI

TRAVEL

医療プロジェクトとスタディツアーの紹介。募金
箱の設置

C 3 Pay it Forward Pay it Forward
民芸品、フェアトレード商品、その他孤児院で作
られた商品の販売

C 4
Utamaro Enterprises

Co.,Ltd.
Utamaro Pepper カンボジア産オーガニック胡椒の販売

C 5 Kanilen Kanilen Shop
スカーフ、ポーチ、財布など手織りのシルク製品
の販売

C 6 タプローム TA PROHM SILK
フェアトレードのシルク製品、アクセサリー、雑貨
の販売

C 7 SBIレミット株式会社 SBIレミット株式会社
海外送金サービスの案内、送金カードの即時発
行。抽選会

C 8 Happy Soap Project
ハッピーソーププロジェク
ト

理科実験のワークショップ、ハーブ製品とグッズ
の販売

C 9
カンボジア日本人材開
発センター（CJCC）

カンボジア日本経営者
同友会（CJBI）

カンボジア進出セミナー、コンサルティング、
事例紹介

C 10
NPO法人はちどりプロ
ジェクト

NPO 法 人 は ち ど り プ ロ
ジェクト

カンボジアの綿と、井戸水で漉いた紙を使って
製作したグッズの販売

C 11
特定非営利活動法人
国際協力NGO 風の会

特定非営利活動法人国
際協力NGO 風の会

ストールなどカンボジア製品の販売

C 12
上智大学 アジア人材
養成研究センター

上智大学 アジア人材養
成研究センター

アンコールワット修復事業と農村で子どもたちに
行う支援活動の紹介

C 13
立教大学観光学部
(舛谷研究室)

立教大学観光学部
(舛谷研究室)

シェムリアップで行う海外社会連携の紹介。関連
物産の提供と販売。 地元のカンボジアサッカー
チーム・ソルティーロ・アンコールFCコーナーも
併設

C 14 徳島県 徳島県
カンボジアと共同開発した商品の販売、徳島観
光体験（阿波踊りの着付け、 観光スポットVR）、
記念缶バッジの作成と販売

C 15 Plov Cambodia プラウカンボジア
カンボジアの手作り製品（雑貨、衣類、ブレス
レット等）の展示販売

C 16

IMCCD国際地雷処理
地域復興支援の会＆
Gaia-Breath

IMCCD国際地雷処理地
域復興支援の会＆ガイア
ブレス

地雷処理の活動紹介。銃弾を加工して製作した
ネックレスの販売
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６．ブース＜出店者一覧＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee

C 17

ユニセフ・マンスリーサ
ポート・プログラムキャ
ンペーン事務局

（公財）日本ユニセフ協会
世界150以上の国と地域で実施する活動の紹介。
「ユニセフ・マンスリー サポート・プログラム」の
参加者募集

C 18

公益財団法人プラン・
インターナショナル ・
ジャパン

国際 NGO プラン・イン
ターナショナル

子どもの権利を守る活動の展示、支援活動の紹
介

C 19 NyoNyum Shop NyoNyum Shop
食品（ドライマンゴー、ハーブティードリップコー
ヒー等）、Tシャツ、バッグ、 カンボジア情報誌
「ニョニュム」の販売

C 20
国際機関 日本アセア
ンセンター

国際機関 日本アセアン
センター

アセアン観光情報の資料配布。アセアンのイラ
ストのスタンプを使った工作体験

C 21 TASラボ TASラボ
衣類、雑貨、食料品等の販売。カンボジアで流
行している音楽、アイドル、 スポーツなどの情報
提供

C 22

株式会社ピース・イン・
ツアー /日本カトリック
信徒宣教者会（NGO）

㈱ ピ ー ス ・ イ ン ・ ツア ー
/JLMM

カンボジアのツアー紹介。旅の相談窓口の設置

C 23 NPO法人 HERO NPO法人 HERO
カンボジアのお土産品販売。子どもたちの写真
展示

C 24
国 際 協 力 NGO

Tanemaki Project

国 際 協 力 NGO

Tanemaki Project
教育支援活動の紹介。オリジナルチャリティー
Tシャツの販売

C 25
CCJ在日カンボジア
コミュニティ

CCJ（在日カンボジア
コミュニティ） /コーン・ク
メール

CCJ/団体紹介とメンバー募集等。コーン・クメー
ル/コットン100%を使用した カンボジアの伝統布
クロマーの販売

C 26 CCJ（善波寺）
カンボジアのお寺
（善波寺）

カンボジアの仏教紹介。お経やお供えの体験

C 27
株 式 会 社 ク ラ タ ペ ッ
パー

クラタペッパー
カンボジア産「黒胡椒」、一房で数粒しか採れな
い「完熟胡椒」、砂糖ヤシの木 をくりぬいた胡椒
用のすり鉢・すりこ木の販売

C 28 NPO法人 織の海道 クメールシルクセレクト
書籍「アジアへ、カンボジア」、クメールシルク、
砂岩の石像の販売。教育支援 をする「カンボジ
アセレクト宝石の笑顔」の商品販売

C 29
サ ン タ ピ ア ッ プ
×HariHara

サンタピアップ×HariHara
就学支援を行う「サンタピアップ」で製作するアク
セサリーの販売。 カンボジアの土から作る
「HariHara」のセラミック製アクセサリーの販売

C 30
NPO 法 人 GLOBE

JUNGLE

NPO 法 人 GLOBE

JUNGLE
水草を使ったフェアトレード商品、カンボジアの
サルエルパンツ、 アクセサリー、雑貨等の販売

C 31 NPOカムカムクメール NPOカムカムクメール
体験「クメール語で名前を書こう」。歯ブラシ・フロ
ス、歯ブラシセットケース、 ハンカチーフの販売

C 32
NPO法人 21世紀のカ
ンボジアを支援する会

NPO法人 21世紀のカン
ボジアを支援する会

カンボジア製品（スカーフ、Tシャツ等）の販売。
カンボジアの写真展示と資料の配布
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６．ブース＜出店者一覧＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee

A 1 本部ブース 本部ブース パンフレット配布、会場案内配布

A 2 小規模ブース
実 行 委 員 会 特 別 販 売
ブース

・セカンドハンド/コインケース、ポーチ、ストラップ
などハンドメイド雑貨の販売
・プノンペンドリームファクトリー/ソルト&ペッパー
クッキー、生胡椒の漬物などの販売
・カンボジアシルクmaki×mak（i マキマキ）/シル
ク製バッグ、ポーチ、ハーブティなどの販売
・Sunflower/活動内容紹介の展示

A 3
KlapYaHandz 特 設
ブース

KlapYaHandz （ ク ラ ッ プ
ヤハンズ）特設ブース

カンボジアのミュージックシーンを牽引する音楽
レーベル「KlapYaHandz クラップヤハンズ」の特
設ブース。ステージに上る前のアーティストたち
と 写真撮影などの交流や音楽CDやTシャツな
ど日本ではここでしか手に入らないグッズの販
売

A 4
在日カンボジア王国
大使館

在日カンボジア王国大使
館

カンボジアの文化、観光案内。カンボジア製品の
販売。カンボジアの伝統楽器で あるロニアット・
アエック（木琴）、コーン・トム（環状ゴング）等の
体験 来場記念スタンプコーナー

A 5 カンボジア観光省 カンボジア観光省 カンボジア観光案内、情報提供

A 6 カンボジア商業省 カンボジア商業省
カンボジア製品（シルク製品、バーム油、燕の
巣）等の販売

<会場の様子>
■会場全体
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６．ブース＜会場の様子＞

■飲食エリア周辺
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６．ブース＜会場の様子＞

■カンボジア料理、アンコールビール

■会場風景
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６．ブース＜会場の様子＞

■物販・サービス・活動紹介ブース

■スポンサーブース
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６．ブース＜会場の様子＞

■物販・サービス・活動紹介ブース

23
©カンボジアフェスティバル2019



６．ブース＜会場の様子＞

■カンボジア雑貨などなど
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６．ブース＜会場の様子＞

■その他、ブースの様子

―在日カンボジア王国大使館ブースでの記念スタンプ＆伝統楽器体験
両日共、お子様連れのご家族で大いに賑わいました。

―徳島県様ブース
来年2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、徳島県がカンボジアの

ホストタウンとして登録されており、近年急成長を遂げている水泳代表チーム
の事前キャンプ等をサポートしており、今回、「ホストタウンの取り組みが、
フェスティバルを盛り上げる一助になれば」と出店のご協力を頂きました。

当日は、徳島県庁様によるホストタウン事業の紹介、阿波踊りの着付け体験
やVRによる徳島県観光体験、徳島商業高校様とカンボジア・日本友好学園
によって共同開発されたお菓子やシルクなどのお土産品の販売等を展開
されました。
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７．特別企画-1
カンボジアフェスティバル2019 フォトコンテスト
－ＳＮＳ投稿キャンペーン－

■概要
「私の好きなカンボジア文化」をテーマに日本在住のカンボジアまたは日本国籍を
有する方を対象にしたフォトコンテストを行った。
景品は特賞(1名様)に賞金5万円、入賞(5名様)に実行委員会厳選カンボジアグッズ、
抽選(20名様)に本フェスティバル当日に使えるミールクーポン1000円分とした。
応募は、1名につき3枚の作品を応募可能とし、応募条件としてカンボジアフェスティ
バル公式SNS (Facebook or Instagram)をフォローの上、応募専用アドレスへメール
にて約1ヶ月間応募を受付けた。
集まった作品に関して、カンボジアフェスティバル公式FacebookおよびInstagramに
掲載し、本フェスティバルの宣伝・広報として活用した。
またフェスティバル当日には、ご来場の皆様に写真を通してカンボジアの魅力を感
じていただく機会を提供することを試みて、本部ブースにて受賞作品の展示を行っ
た。

■応募概要

■応募期間
2019年3月28日～
4月26日 20:00まで

■応募数について
応募者総数 87名
応募総数 251作品
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７．特別企画-1
カンボジアフェスティバル2019 フォトコンテスト
－ＳＮＳ投稿キャンペーン－

■入賞作品紹介

－特賞 1名

Ｔ 様
コメント :西バライで撮影した
写真です。カンボジアの子供
たちは笑顔が素敵で、どこに
行ってもフレンドリーな印象で
した。

－入賞 ５名

１ Ｓ様 ２ Ｔ様

家族の待つ家への幸せな帰り道
コメント：
写真はヤシジュース持つお兄さん

バンブー・ブリッジ
コメント：編み込まれた竹の橋の感触に、
カンボジアの古の知恵を感じました。
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７．特別企画-1
カンボジアフェスティバル2019 フォトコンテスト
－ＳＮＳ投稿キャンペーン－

３ ペンネーム カンボジア大好き様 ４ ＣｅｅＫ様

５ Ｃ 様

コメント：
まりのように弾むココロとカラダ

コメント：昨年入籍をし、カンボジアでセルフで
撮影したウェディングフォトです。
ウェディングドレスを着て写真を撮るなら歴史的

文化や建物が今尚多くの観光客から愛されている
カンボジアが良いと思い撮影をしました。
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７．特別企画-1
カンボジアフェスティバル2019 フォトコンテスト
－ＳＮＳ投稿キャンペーン－

■当日の写真展示 (本部ブースにて)

■審査について

4月28日 実行委員会会議において、

参加者全員にて厳正なる審査を行った。

（数回に渡る投票を行うことで、入賞作品を

決定した）

■ＳＮＳのフォロワー増加について

Facebook：「いいね」5,480（昨年比36.7％増） （2019年5月15日現在）

Instagram：「フォロー」154 （2019年5月15日現在）

フォトコンテスト実施の効果もあり、フォロワー数の大幅増加が見られた。
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７．特別企画-2
KlapYaHandz 招致プロジェクト

■企画経緯・概要
カンボジアの音楽レーベルKlapYaHandz（クラップヤハンズ、以下「KYH」）の招致、カンボジアフェスティ
バル2019への出演を実現させるため、『国際交流基金アジアセンター アジア・市民交流助成」』への申
請を行った。 事業立案にあたり、事業主体者はカンボジアフェスティバル2019実行委員会とし、音楽活
動における交流をはかることを目的に日本側カウンターパートに、音楽グループstillichimiyaに所属する
Young-G様と映画監督である富田克也様からの協力を得て、2018年12月助成事業に応募した。2019年
4月 採択結果報告を受け、本企画を開始した。

■採択事業内容
・事業名称：『手を叩け、手をつなげ。過去と現在、日本とカンボジアを結ぶヒップホップ with 

カンボジアフェスティバル』
・採択額：1,287,800円 (移動費、宿泊費、会場費のみ支出可能)
・主な事業内容： KlapYaHandz創設者および所属若手シンガー、ヒップホップアーティストを日本に招き、

カンボジアフェスティバル2019に出演し、日本のアーティストと共同で演奏する。1) KYH、2) 日本側の
アーティスト、3) カンボジアフェスティバルのコラボレーション。特設ブースでの異文化交流。

アジア・市民交流助成に関して：https://grant-fellowship-db.jfac.jp/ja/people-to-people/
（採択率 31.0%,  2019年度 第1回募集）

■事業の目的
・ヒップホップという音楽を通した、アーティスト同士の異文化交流。
・カンボジアの昔の曲をサンプリングとして使った楽曲を広めることにより、在カンボジア、在日カンボジ

ア人の自国への興味と誇りの復活を狙う。現代を知ることで歴史を知る。
・同時に日本人へ、カンボジアという国の芸能、過去と現在、またアジア音楽の素晴らしさを伝える。
・文化の担い手となるカンボジア人アーティストの人材育成。またそれを通して日本側のアーティストも

新たな感性を学ぶ。
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７．特別企画-2
KlapYaHandz 招致プロジェクト

■KlapYaHandz とは

カンボジアで初めてのヒップホップ音楽レーベル。素晴らしい音楽や芸術に出会った
とき、人々は自然と手を叩く。ポルポト支配やその後の共産主義時代のように強制
されてではなく。手を叩け、という意のClap your handsを捩った社名に込めたのは、
そんな、内から沸き起こる感動を引き出したいという思いから。
カンボジアの60年代最盛期の音楽をベースに現代ヒップホップを融合させた彼らの

音楽は、カンボジアの「いま」を牽引している。

■来日者
11名（うち、助成金での招致8名＋KYH自費での参加3名）
Executive Producer: Visal Sok
Singer and Rapper: Sreyleak, Vuthea, Vitou, Reezy, Yut
Producer: DJ Chee, DJ Kenny Chase
General Manager: Taingvitou Mut
Media: Steven Gargardennec（撮影）, Malyneth Nin

特設ブースにて
ＣＤやＴシャツ等

の販売を実施

さらに特設ブースでは、アーティストの交流（写
真撮影やサイン会等）と小規模のライブパフォー
マンスを実施。
観衆も共に手を叩き、まさに皆がフェスティバル
に参加してカンボジアの歌を楽しみ味わった。
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７．特別企画-2
KlapYaHandz 招致プロジェクト

■ステージパフォーマンス

■日本人アーティスト参加者
演奏、歌： おみゆきCHANNEL
Young-G、BIG BEN （共にstillichimiya）、カワ
動画撮影：富田克也映画監督

Young-G、富田克也両氏は本企画の協力者
でもある。ありがとうございました。
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７．特別企画-2
KlapYaHandz 招致プロジェクト

■本企画に関する広報実績

・ラジオ番組出演

TBSラジオ「アフター６ジャンクション」（5月2日）

https://www.tbsradio.jp/a6j/

・Webニュース

CAMBODGE MAG（カンボジア）
https://cambodgemag.com/2019/04/musique-klapyahandz-representera-

le-hip-hop-cambodgien-a-tokyo.html?fbclid=IwAR2c6QTSpTDy9AybT2N8

KeP3bJ-2dSRfSVEIVW1GeINM8VtCjyQijNQIRGY

・映画館

アップリンク渋谷にてKlapYaHandz創設者

Sok Visal監督作品上映とトークショー（5月4日）

・制作物

KlapYaHandz 来日告知用（ＬＩＶＥ告知含めた）

ポスター（A2） 30部

・PR協力（チラシ配布・設置、ポスター掲示）

- カンボジア料理店 アンコールワット（代々木）

- カンボジア料理店 バイヨン（神楽坂）

- 独立行政法人 日本学生支援機構 東京日本語教育

センター

- ディスクユニオン新宿ラテン・ブラジル館 ワールド館

- 渋谷 エル・スール・レコーズ

- 渋谷 GLOCAL RECORDS

- 新宿 Cafe&Bar BE-WAVE

- 映画館 アップリンク渋谷

ラジオ出演時の様子

告知ポスター
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７．特別企画-2
KlapYaHandz 招致プロジェクト

■KlapYaHandz よりフィードバック

KlapYaHandz代表 Visalより：

今回の来日はすべての面において素晴らしかったが、最も印象深く思い出に残った
ことは日本の地元の人々とのふれあいだという。「日本の文化、人、慣習、それから
自然も、アーティストとしての感性を刺激された。もっといい音楽を作りたいと思った。
フェスティバルではこんなにもたくさんの、自分たちの音楽や文化に興味を持ってく
れる人たちの前で演奏できて、最高だった。

General Manager Vitouより：

アーティストの彼らは、今回の旅で変わった。最初は、東京なんて大きな発展した都
市に来れて、単純に楽しんでいたけれど、数日たって中から変わってきた。本当に
何かを感じて、ここにいること、体験できていることを実感して、それに対する感謝も
驚きも本当の意味での素晴らしさも理解し出してきた。そこからは本当に変わった。
とにかく、この若い彼らが、今回体験できたことは、もう今後の音楽活動に、今後の
人生に、大きく影響する、すでにしている。それを体験させてくれたことに、本当に本
当に感謝する。これを実現させてくれて、本当にどうもありがとう。フェスティバルに
も感謝する。彼らもすごく感謝している。
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８．広報実績＜取材・掲載一覧＞

■Web情報サイト

- 代々木公園イベント＆フェス情報 https://www.yoyogikoen.info/

- 東京メトロ沿線だより https://www.tokyometro.jp/enjoy/freepaper/ensen_dayori/

- レッツエンジョイ東京 https://www.enjoytokyo.jp/

- ABCマートメディアコマース「DOOR」 https://door.abc-mart.net/

- Yahoo！ライフマガジン http://lifemagazine.yahoo.co.jp/

- Yahoo！ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190501-00002321-jalan-life

- Time out 東京 https://www.timeout.jp

- じゃらんニュース http://www.jalan.net/news/

- 公益財団法人埼玉県国際交流協会 http://sia1.jp/

- NyoNyum http://nyonyum.net/

■Webニュース
- CPC news（カンボジア）
- fresh news asia（カンボジア）
- APSARA CENTRAL（カンボジア）

- CAMBODGE MAG（カンボジア）

■雑誌
- じゃらん（5月号）

- 国際人流（4月号）

- クロワッサン（4月号）

■フリーペーパー
- 東京メトロ沿線だより（5月号）

- NyoNyum（2-3月号、4-5月号）

- NyoNyum Khmer（3-4月号）

■テレビ番組

- テレビ東京 TXNニュース（5月3日） https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/txn/news_txn/post_176566/

■ラジオ番組

- TBSラジオ「アフター６ジャンクション」（5月2日）

■出店者・ボランティアに対する取材など

- 徳島県

- JLMM

- 東洋大学

テレビ東京 TXNニュース配信記事
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８．広報実績＜発信＞

■公式Webサイト

カンボジアフェスティバル2019

http://www.cambodiafestival.com

■Facebook

https://www.facebook.com/cambodiafestival

・「いいね」5,480（昨年比36.7％増） 「フォロー」5,548（昨年比37.6%増）
（2019年5月15日現在）

■Twitter

https://twitter.com/cambodia_fes

・「いいね」617（昨年比37.1％増） 「フォロー」331
（2019年5月15日現在）

■Instagram
https://www.instagram.com/cambodiafes/

・「フォロー」154

（2019年5月15日現在）
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９．イベント制作物

■制作物

告知フライヤー 4,000部 （A5） 告知用ポスター 20部 （A2）

当日案内用パンフレット 4,000部 (A4、6ページ)
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１０．ＰＲ協力（チラシ設置、ポスター掲示）

■PR協力（チラシ配布・設置、ポスター掲示）

- 在日カンボジア大使館

- 在日カンボジア人協会 CCJ

- 在日カンボジア留学生協会

- 上智大学

- 桜美林大学

- カンボジア料理店 アンコールワット（代々木）

- カンボジア料理店 バイヨン（神楽坂）

- カンボジア料理店 アンコールトム（町田）

- 内山書店（神保町）

- 日本アセアンセンター

- 東京都観光情報センター（都内3カ所）

- 独立行政法人 日本学生支援機構 東京日本語教育センター

- ディスクユニオン新宿ラテン・ブラジル館 ワールド館

- 渋谷 エル・スール・レコーズ

- 渋谷 GLOCAL RECORDS

- 新宿 Cafe&Bar BE-WAVE

- 映画館 アップリンク渋谷

- 中野区掲示板
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１１．スポンサー＜交流会＞

■交流会実施
日時：2019年2月8日 14:00-17:00

会場：在日本カンボジア大使館

ご招待企業：2018,2017年のスポンサー企業様、およびカンボジア関連企業様

参加数：19社 32名

交流会では、ご協賛企業様へフェスティバル開催の御礼をお伝えするとともに、
企業様間の交流を楽しんでいただきました。
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１１．スポンサー＜当日＞

ご協賛企業一覧はP2を参照

■当日内容

－ステージサイドにて、企業ロゴの掲載

－スポンサーバナーを作成（本部横に設置）

ご来場者様に記念撮影スポットとして利用していただけました。
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１１．スポンサー＜当日＞

－パンフレットに企業ロゴおよび広告の掲載 （同様にＨＰでもロゴ掲載）

－開会式へのご招待

開会のテープカットおよび記念撮影にご参加いただきました。
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１１．スポンサー＜当日＞

－開会式後の交流会

カンボジアからの来賓（各省庁関係者等）や企業様間の交流を

楽しんでいただきました
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１２．当日ボランティア

■参加者数

1日目のみ 2日目のみ 両日 総数

53名 28名 28名 109名

■参加者内約

・総じて学生の参加者が増加。

（東洋大学から18名、

東海大学から15名の参加など）

・留学生が10連休による

一時帰国等のため、例年より減少。

・今回初めての参加者がほとんどで、

リピーター参加がわずか（9名）。

次回以降、今回参加者にも多く関わって

いただけるようフォローしていくことが課題。

社会人
40%

学生（日

本人・中

国人）
52%

学生（カン

ボジア人）
8%

■活動内容
・エコステーションでのゴミ分別管理・会場内清掃
・駐車場管理・出店者車搬出入と出演者車誘導
・本部ブース受付
・会場案内・パンフレット配布
・お手洗い管理・清掃
・ステージ補助
・開会式受付・演出補助
・VIPビュッフェ準備・奉仕・片付け
・実行委員小規模ブース販売補助
・大使館ブース楽器体験コーナー補助
・「私の好きなカンボジア」コーナー補助
・KlapYaHandz特設ブース補助
・写真・動画撮影
・その他運営に関わる補助
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１２．当日ボランティア

■活動風景
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１２．当日ボランティア

■Toyo 1day ボランティアプログラムとの提携

当日ボランティア募集にあたり、東洋大学ボランティア支援室様より多大なるご協力を
頂きました。同時期に開催していた「Toyo 1dayボランティアプログラム」の一環として、
学内でボランティア参加者を募集、2日間合わせて18名の方々がご参加。

※「Toyo 1dayボランティアプログラム」とは？

初めてボランティア活動に参加する東洋大学の学生の方を主な対象に、活動の場へ
向かうまでのフォローアップや活動終了後のふりかえりの機会、次のアクションの提案
などを、ボランティア支援室様にてパッケージ化し、参加者の方々をフォローするため
のプログラム。

当フェスティバル開催の1週間後（2019年5月11日（土））には、東洋大学ボランティア
支援室様にて開催された、「Toyo 1dayボランティアプログラム（カンボジアフェスティバ
ル編）」の事後学習会に、弊団体ボランティア担当の杉山も参加。

当日ボランティアに参加された方々との振り返りに加えて、杉山からも学生の方々の
前でお話しをさせて頂きました。
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１３．編集後記
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カンボジアフェスティバル2019が無事に開催できましたこと、改めて御礼申し上げます。本年も多く
のご協賛企業様に賛同いただき、また毎年度ご協賛いただける企業様も多くいらっしゃいます。ブー
ス出店にも多くの出店者様に集まっていただき、非常に好評の声もいただけました。ステージ出演者
様も薄謝にも関わらず、多くの皆様にご協力いただけました。また本年はカンボジア観光省様のご協
力で、舞踊団やボッカタオ、カンボジアで非常に有名な音楽グループのDark stormに来日いただけた
と共に、国際交流基金アジアセンター様の交流助成金の採択によって、KlapYaHandzの若いアーティ
ストが来日し、音楽を通した国際交流を実施することが出来ました。一つ一つは決して当たり前のも
のではなく、関わる皆様のおかげ様であり、それがたくさん積み重なることで、こうして盛大なフェス
ティバルを開催できたことは、感慨深い想いでいっぱいであります。

思えば第一回目の開催では、実行委員長の伊佐リスレンが発起人となり、協力者を少しづつ増や
し開催に漕ぎつけました。手伝う私も一体どんなイベントになるのだろうと半信半疑で手伝ったことを
思い出します。開催規模は現在に比べると、とても小さなものではありましたが、携わる実行委員の
皆で０から１つ１つ作り上げたことで、開催後には何とも言えない幸福感と達成感を得たことを昨日
のように感じます。

あれから本年で5回目のフェスティバル。代々木公園のメインステージで開催できることになって
３回目として、本年は開催することが出来ました。実行委員会メンバーの顔ぶれは少しづつ変わって
はいますが、背景は違えどカンボジアに縁があるメンバーが思いを一つにして、年１度のカンボジア
フェスティバルの成功に向けて準備して参りました。年々実行委員会として出来ることも増え、様々な
企画実施や競争的資金である助成金の採択を得られるまでに成長することが出来たこと、また今年
のフェスティバルを通しても多くの方の笑顔や楽しむ姿を見て、積み上げた日々と想いは間違ってい
なかったのだと感じています。

我々、実行委員会メンバーはみな本業を抱える中、それぞれの時間を少しづつ出し合ってボラン
ティアで活動しています。大変なことはもちろん多いです。ですが、私にはこのカンボジアフェスティバ
ルを通して経験できることは、何物にも代えがたい素敵な時間と経験であり、多くのメンバーもそう感
じているからこそ、こうして実行委員会が成り立っているのだと思っています。

またこれから1年間、カンボジアフェスティバル2020の成功に向けて準備を続けて参ります。どうぞ
来年度も変わらぬご支援とご協力をを心よりお願い申し上げます。

編集担当 中嶋章悟

カンボジアフェスティバル2019 実行委員会メンバー


