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１．実行委員長挨拶
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ប្អូនៗ ក្មួយៗ និងមិត្តជប្ ៉ុនជាទីគោរពស្រលាញ ់រាប្ អាន

ប្ន្ទា ប្ ពីអាក្ខានការគរៀប្ចំស្ពឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ គទរចរណ៍ ពាណិជជក្មម ដ៏ធំមួយរប្រ ក្មពុជាគៅស្ប្គទរជប្ ៉ុន២ឆ្ន ំមក្គ ើយគោយសារវិប្ត្តិក្ូវីដ១៩ជារក្ល ឆ្ន ំ២០២២គនេះសាា នឯក្អគ្គរាជទតូ្ក្មពជុាស្ប្ចំស្ប្គទរជប្ ៉ុន
រួមជាមួយរមាគ្មខ្មមរនិងរមាគ្មនិរសិត្ខ្មមរក្៏ដូចជាមិត្តជប្ ៉ុនខ្ដលស្រលាញ វប្បធមខ៌្មមរកាលពីថ្ងៃទី ០៣និង០៤ខ្មឧរភាបានរ ការគរៀប្ចំពិព័ណ៍ក្មពុជាគៅទីស្ក្ុងត្ូក្យូស្ប្ក្ប្គោយភាពគជាគ្ជ័យនិងអធិក្អធមគោយ
មានគ្ញៀវចូលរួមទរសន្ទចំនួនររ៉ុប្ស្ប្មាណជិត្៣០០០០ន្ទក្ ។
ក្នុងឱការពិព័រណ៍ក្មពុជាគនេះ មានរតង ចំនួន ៦៧ ស្ត្ូវបានោក្ តំងគោយមានការលក្ មហូប្អាហារខ្មមរ ការតំង និងលក្ ផលិត្ផលរប្រ ក្មពុជា ដូចជា គស្មចក្ំពត្ ស្ោប្ សាា យចនាី ស្សាគប្ៀរអងគរ

និងវត្ាុអន៉ុរាវរីយ៍គស្ចើនម៉ុម ក្នុងគន្ទេះក្៏មានរតង រប្រ ស្ក្ុម  ៉ុនគផារស្បាក្ ពីស្ប្គទរជប្ ៉ុនគៅក្មពុជាចំនួន៣ ស្ពមទំងមានរតង មួយចំនួនរប្រ អងគការគស្ៅរោា ្ិបាលជប្ ៉ុន ខ្ដលគធាើការពាក្ ព័នធនឹង
គ្គស្មាងរក្មមភាពគោេះមីនគៅក្មពុជា គ្គស្មាងរក្មមភាពជួយក្នុងវិរ័យអប្ រំខ្ផនក្ក្៉ុមារគៅគមត្តប្ន្ទា យមានជ័យ និងគមត្តមួយចំនួនគទៀត្ គ ើយនឹងគ្គស្មាងរក្មមភាព ជួយដល ក្៉ុមារក្ំស្ពាផងខ្ដរ។
ក្មមវិធីគនេះស្ត្ូវបានចូលរួមគោយផ្ទា ល ជាគ្ញៀវក្ិត្តិយរពីថ្នន ក្ ដឹក្នំ្ទជប្ ៉ុន ដូចជា ឯក្ឧត្តម Imamura Masahiro រមាជិក្រភា និងជាស្ប្ធានរមព័នធមិត្តភាពរភា ជប្ ៉ុន-ក្មពុជា និងឯក្ឧត្តម

Miyake Shingo អន៉ុរដាមន្តនតីការប្រគទរជប្ ៉ុន និង ឯក្ឧត្តម គលាក្ជំទវ ឯក្អគ្គរដាទូត្ និងភារធារីរតីទី ថ្នប្ណ្តត ស្ប្គទរអាសា ន គ្ញៀវជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ស្ពមទំងមិត្តជប្ ៉ុន និងប្ងប្អូនខ្មមរ ដ៏
គស្ចើនក្៉ុេះក្រ ស្ប្ក្ប្គោយភាពរីក្រាយ និងសាមគ្គីភាព ខ្ដលជាការឆ្ុេះប្ញ្ច ំង ឲ្យគ ើញនូវការោំស្ទ និងគលើក្រាួយវិរ័យវប្បធម៌ គទរចរណ៍ ពាណិជជក្មម និងគរដាក្ិចចក្មពុជាផងខ្ដរ ក្៏ដូចជាការគលើក្
ទឹក្ចិត្តដល គ្ញៀវគទរចរជប្ ៉ុន គៅទរសន្ទស្ប្គទរក្មពុជា និងដល វិនិគោគ្ិនជប្ ៉ុន ពិចរណ្តោក្ ទ៉ុនរប្រ ម្ួនគៅក្មពុជាឲ្យកាន ខ្ត្គស្ចើនខ្ងមគទៀត្។
មញុំរូមអរគ្៉ុណដល រមាជិក្គ្ណក្មាម ធិការពិព័រណ៍ក្មពជុា មិត្តជប្ ៉ុន និងប្អូនៗក្មួយៗ រិរសនិរសិត្ខ្មមរ រិលបៈក្រ/រិលបៈការិនីខ្មមរ និងជប្ ៉ុន ខ្ដលបានចំណ្តយគពលគវលា និងចូលរួមការងារ

រម័ស្គ្ចិត្ត ក្៏ដូចជាថ្ដគ្ូររ ការឧប្ត្ាមភទំងអរ ខ្ដលបានចូលរួមោំស្ទ និងឧប្ត្ាមភ ដល ក្មមវិធីគនេះឲ្យស្ប្ស្ពឹត្តគៅគោយគជាគ្ជ័យគ្ួរជាទីគមាទនៈ។ មញុំរងឃឹមថ្នឆ្ន ំ២០២៣ ពិ្ពគលាក្នឹងយក្ឈ្នេះ
ជំងឺក្ូវីដ-១៩ ខ្ដល អាចឲ្យពិព័រណ៍ក្មពុជា ២០២៣ នឹងស្ត្ូវបានគរៀប្ចំកាន ខ្ត្ធំជាងគនេះ ជាមួយនិងការចូលរួមប្ខ្នាមគទៀត្ពីស្ក្រួងសាា ប្័នពាក្ ព័នធពីស្ប្គទរក្មពុជា។
មញុំរូមគោរពជូនពរ ឯក្ឧត្តម គលាក្ជំទវ គលាក្ គលាក្ស្រី អនក្ន្ទង ក្ញ្ា និងស្ប្ិយមិត្តជិត្ឆ្ៃ យទំងអរ រមស្ប្ក្ប្នូវព៉ុទធពរទំង៤ស្ប្ការ គ្ឺអាយ៉ុ វណណ ៈ រ៉ុមៈ ពលៈ ក្៉ុំប្ីគ ្ៀងឃ្្លត្គ ើយ។

ឯក្អគ្គរាជទូត្
និងជាស្ប្ធានគ្ណក្មាម ធិការពិព័រណ៍ក្មពុជា

ទ៉ុយ រី親愛なる皆さまへ

新型コロナウイルスの影響で2年間中止となったカンボジアの文化や観光を促進するカンボジアフェスティバルは、
今年、2022年5月3、4日、在日カンボジアコミュニティ、在日カンボジア人留学生協会、カンボジアを愛する日本の
人々の協力を得て、在日本カンボジア大使館によって開催され、約3万人の人が訪れ、大成功に終わりました。
今年のカンボジアフェスティバルには67のブース出展があり、カンボジア料理、カンポットの胡椒やカシューナッツ、

アンコール・ビールなど様々な土産物を販売したり、日本からの送金をメインとする会社のブースもありました。カン
ボジアで活動する日本のNGOブースでは、地雷撤去活動、バンティアイ・ミアンチェイ州などで教育支援を行うNGO、
孤児への支援活動を行うNGOなどが出展しました。
日本カンボジア議員連盟会長の今村雅弘先生、外務大臣政務官・三宅伸吾様、ASEAN各国の大使にもご来賓と

して出席いただくことができました。多くの日本人、カンボジアの皆さんにもご参加いただき、大変楽しんでいただけ
たようで、カンボジアの文化、観光、貿易に対する興味関心の高さを表しているとも言えます。それはまた、日本の
皆様のカンボジアへの観光、投資を促すことにもつながるでしょう。

フェスティバル実行委員会の皆様、日本の友人の皆様、日本、カンボジアの学生の皆様、ステージに出演くださっ
た皆様、そしてフェスティバルの開催を支えてくださったスポンサーの皆様に、私から感謝を申し上げたいです。世
界がコロナウイルスに打ち勝ち、2023年のカンボジアフェスティバルにはカンボジアから関係省庁や関係者が参加
できるようになることを願います。
皆様のご健康、ご多幸をお祈りいたします。

在日本カンボジア王国大使館特命全権大使
カンボジアフェスティバル実行委員長

トゥイ・リー



開催日時 2022年5月3日（火）、4日（木）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2022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】
SBIレミット株式会社

【ゴールドスポンサー】
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ
キリンビバレッジ株式会社
KJP株式会社

【シルバースポンサー】
株式会社タイカ
株式会社マルハン
株式会社フォーバル
イオンモール株式会社
SDM株式会社
富士古河E＆C株式会社

【ブロンズスポンサー】
ミネベアミツミ株式会社
国際農機株式会社
リネットジャパングループ
株式会社小島組

後援 外務省、新宿区

２．開催概要
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３．開催までのスケジュール

2021年12月
カンボジアフェスティバル2022実行委員会発足
カンボジアフェスティバル2022実行委員会議（第１回）

2022年2月
カンボジアフェスティバル2022実行委員会議（第２回）
ご協賛企業 / ブース出展募集開始

2022年3月
カンボジアフェスティバル2022実行委員会議（第３回）
当日ボランティア募集開始
ステージ出演者募集（本年は公募実施せず）

2022年4月
カンボジアフェスティバル2022実行委員会議（第４回）
ステージ出演者 / ブース出店者確定
当日パンフレット、ポスター印刷

2022年 5月 カンボジアフェスティバル2022開催

2022年 6月
反省会実施 / 当日ボランティア御礼会実施
ご協賛企業御礼会＆交流会実施

実行委員会会議風景
本年はzoom会議を中心に行いました。最終会議(第4回)で対面会議を実施し
出来ました、準備全般にわたり例年と異なる難しさがありました。

©カンボジアフェスティバル2022
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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2022 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ニティ (CCJ)
在日カンボジア留学生協会 (CSAJ)
有限会社 B.M.I

カンボジアフェスティバル2022 実行委員会

実行委員長：トゥイ・リー 駐日カンボジア王国大使

副実行委員長：中嶋章悟、ケマリンダディ

各担当者 ◎チームリーダー

・ステージ担当（ ◎ケマリンダディ、井伊千秋、松橋南里）
・ブース担当（◎藤山幸子、岡野佑哉）
・広報担当（◎横山未来、キムシアン、阿部優子、中嶋章悟）
・スポンサー担当（◎中嶋章悟）
・ボランティア担当（◎杉山早紀）
・会計担当（◎中嶋章悟）
・会場設営・警備担当（有限会社B.M.I (斎藤博之)）

実行委員会総勢 10名

当日ボランティアリーダー（9名）
渡邊、富田、三ヶ尻・玉城・Sakada・岩永・小泉・小林・Sharun

当日ボランティアスタッフ（総勢76名、2日間）

©カンボジアフェスティバル2022
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■ステージスケジュール

３日（火）

10:30 - 11:00 Les Khmer ( 音楽ライブ )

11:00 - 11:15 Sponsor Introduction

11:15 - 12:15 甘党男子と甘党ジュニア

Dance performance

12:15 - 12:45 SAKARAK

カンボジア伝統舞踊

12:45 - 13:00 Chean Socheat

Kh~Ja Music live

13:00 – 14:00 Sponsor Introduction

14:00 – 15:00 開会式

Openning Ceremony

15:00 - 15:30 Sponsor Introduction

15:30 - 16:00 SAKARA

カンボジア伝統舞踊

16:00 – 17:00 甘党男子と甘党ジュニア

Dance performance

17:00 – 17:30 Khmer popular dance

Music live

4日（水）

10:30 – 10:45 Chean Socheat Music live

10:45 – 11:00 子供たちの伝統舞踊

11:00 – 11:45 甘党男子と甘党ジュニア

11:45 – 12:15 SAKARAK 伝統舞踊

12:15 – 12:30 Srey Pich ( របាំប្ួងរួង )

12:30 – 12:45 子供たちの伝統舞踊

12:45 – 13:15 Sponsor Introduction

13:15 – 13:30 子供たちの伝統舞踊

13:30 - 14:15 甘党男子と甘党ジュニア

14:15 – 14:30 Pryalen ( អប្សរា )

14:30 – 14:45 SAKARAK 伝統舞踊

14:45 – 15:00 Sponsor Introduction

15:00 – 15:30 B.Nazki Music live

15:30 – 15:45 Chean Socheat Music live

15:45 – 16:00 Chay Yam ( ថ្ឆោំ )

16:00 – 16:30 Khmer popular dance

16:30 – 17:00 閉会式 Closing ceremony

５．ステージプログラム

©カンボジアフェスティバル2022
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■出演者・演目一覧

出演者 内容

Les Khmer
かつて栄華を誇ったカンボジア、ポップスを甦らせるべく、
カンボジア音楽バント

甘党男子と甘党ジュニア
世界のスイーツを召し上がれ、ワールドスイーツトレンドアイドル、
楽曲がスイーツになっており、ライブで歌って踊ります。

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

Chean Socheat カンボジアのポップス歌、日本の歌ライブ楽曲

Chhoeur Pryalen (អប្សរា) カンボジア伝統舞踊 アプサラ

Srey Pich (របាំប្ួងរងួ) カンボジア伝統舞踊 ローバムボウんソウん

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

B.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

Chay Yam (ថ្ឆោំ) カンボジア伝統太鼓、踊り

Smile Music カンボジアポップス歌とダンス

５．ステージプログラム

©カンボジアフェスティバル2022
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■開会式（5月3日）

■アプサラ舞踊

５．ステージプログラム

©カンボジアフェスティバル2022
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■ Les Khmer クマイルス（5月3日）

■甘党男子と甘党ジュニア（5月3日）

５．ステージプログラム

©カンボジアフェスティバル2022
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■ SAKARAK ( រកាា រេះ ) カンボジア伝統舞踊（5月3日）

５．ステージプログラム

©カンボジアフェスティバル2022
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■ Chean Socheat ( Khmer – Japanese song )（5月3日）

■多文化町づくり工房（子供たちのカンボジア伝統舞踊（5月4日）

５．ステージプログラム

©カンボジアフェスティバル2022
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■ Pryalenアプサラ伝統舞踊（5月4日）

■ Srey Pich ( របាំប្ួងរងួ )伝統舞踊（5月4日）

５．ステージプログラム

©カンボジアフェスティバル2022
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■ B.Nazki Music live（5月4日）

５．ステージプログラム
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■ Chay Yam ( ថ្ឆោំ )（5月4日）

■ Smile Music band ( Popular dance )（5月4日）

５．ステージプログラム

©カンボジアフェスティバル2022
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■閉会式 Closing Ceremony（5月4日）

５．ステージプログラム
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６．ブース＜出店者一覧＞

2022年度のブース出店は、合計35ブースの出店（その他を含む）となりました。（表1）。
そのうち新規団体は、計9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）。

出店分類 団体数 (参考 2019年度)

飲食(キッチンカー含む) 7 8

スポンサー 3 4

企業 5 8.5

NGO等 15 23.5

その他 4 6

合計 34 50

表1. 出店内容内訳

※その他内容 （本部、在日カンボジア王国大使館、カンボジア観光省、お寺）

当日の会場図

©カンボジアフェスティバル2022
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６．ブース＜出店者一覧＞

表２ 出店団体内容詳細

NO 団体名 当日店舗名 店舗詳細

D 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 1 青柳庵 / KJP株式会社
ノムバンチョッククメー
ル

ノムバンチョック、ノムバンチョックカレー、カンボジア
風牛串や漬物、デザートの販売。

R 2 サムレット セレイ セレイ ソニタ
クイティウ（カンボジアヌードル）、チャークルン（牛肉と
インゲンの香味炒め）、スムージーの販売

R 3
在日カンボジア留学生
協会（CSAJ）

在日カンボジア留学生
協会（CSAJ）

カンボジアカレー、カンボジアのおかゆ、デザート、飲
み物の販売。

R 4 Asia food store
ហាងលក្ គស្គ្ឿងគទរ់់Asian 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、カンボジア風牛肉と豚肉の串焼き、串焼きスパ
イス肉、豚肉、鴨肉汁麺、生ビール、もちちまき、デ
ザートの販売

R 5
カンボジア料理 バイク
メール

バイクメール

カンボジアカレー、カンボジア風チャーハン、カンボジ
アサンドウィッチ、胡椒、カシューナッツ、コーヒー、ア
ンコールビール、各種ジュース（マンゴー・ライチ・グァ
バ）の販売

R 6 カンボジアソーセージ カンボジアソーセージ
ソーセージ、たまごやき、カンボジア風やきそば、豚肉
のせごはん、牛肉の串焼きの販売

S 1
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

S 2
キリンビバレッジ株式会
社

株式会社キリンビバレッ
ジ × 公益財団法人
CIESF

購入代金がすべて寄付になるキリンビバレッジの飲
料の販売。クイズで活動紹介や景品贈呈、CIESF自販
機や支援商品の紹介

S 3 SBI レミット株式会社 SBI レミット株式会社 カンボジア向け海外送金サービスの紹介・登録

©カンボジアフェスティバル2022
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６．ブース＜出店者一覧＞

NO 団体名 当日店舗名 店舗詳細

B 1 株式会社ウニードス KYODAI REMITTANCE カンボジア向け海外送金サービスの紹介・登録

B 2
株式会社ワイズインテ
グレーション

公益財団法人 日本ユ
ニセフ協会

世界190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」参加者の募
集

B 3
学生国際協力団体
Michiiii

学生国際協力団体
Michiiii

マグカップやステッカー、⼱着袋などの団体オリジナ
ルグッズの販売。活動紹介。写真の展示

B 4
特定非営利活動法人
国際協力 NGO 風の会

アジア雑貨販売
KAZEKAI STORE

カンボジア現地で購入した雑貨品やラオスの布織物
を用いた商品、日本で製作したオリジナルグッズの販
売

B 5 NPO法人HERO NPO法人HERO カンボジアのお土産や子どもたちの写真の展示

B 6
特定非営利活動法人は
ちどりプロジェクト

NPO法人はちどりプロ
ジェクト

はちどりプロジェクトの活動紹介。支援している村の
お母さんたちが作った商品の販売

B 7 TASラボ TASラボ
カンボジアに関する様々な物品販売や国旗のフェイ
スペイント/団体紹介

B 8
三洋紙業（カンボジア）
株式会社

SANYOSHIGYO（
CAMBODIA）CO.,LTD.

カンボジアでの事業や商品パッケージ、ジグソーパズ
ルの紹介。自社製品ポストカード等の販売

B 9
CITY EXPRESS MONEY 
TRANSFER JAPAN 株式
会社

CITY EXPRESS MONEY 
TRANSFER JAPAN 株式
会社

カンボジア向け海外送金サービスの紹介・登録

B 10
IMCCD 国際地雷処理・
地域復興支援の会

IMCCD 国際地雷処理・
地域復興支援の会

現地での活動内容の報告と地雷処理体験

B 11
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

カンボジア製品の販売や写真の展示。活動紹介

B 13
特定非営利活動法人ア
ジアの子どもたちの就
学を支援する会

NPO法人アジアの子ど
もたちの就学を支援す
る会（ASAP）

カンボジアのクロマ―を使った「トートバック」「Tシャツ」
等の販売。トートバック制作コーナー

※B12は、空きブース
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６．ブース＜出店者一覧＞

NO 団体名 当日店舗名 店舗詳細

B 14
認定NPO法人 GLOBE 
JUNGLE

認定NPO法人 GLOBE 
JUNGLE

カンボジアで仕入れた雑貨や現地フェアトレード工房
で心を込めて作った商品の販売

B 15 株式会社エーモード Utamaro Pepper
UTAMARO PEPPER 商品シリーズ（黒胡椒、白胡椒、
赤胡椒、生胡椒の塩漬け、胡椒茶）の販売

B 16
カンボジア・カシューナッ
ツ協会 CAC／Pa’aim

カンボジア・カシューナッ
ツ協会 and Pa’aim（パア
エイム）

カンボジア産大粒カシューナッツ、カシューバターサン
ドパンやヴィーガンプリン、味噌など販売

B 17 パッド株式会社 Alive Ⅳプロジェクト
カンボジア出身の写真家キムハクによる「Alive」プロ
ジェクトの紹介（パネル展示）。書籍「Alive Ⅲ」の販売

B 18
上智大学アジア人材養
成研究センター

CeeK &上智大学アジア
人材養成研究センター

アジア人材養成研究センターによる遺跡保存官や石
工人材養成の成果を写真を通じて紹介/CeeKの活動
紹介や写真の展示

B 19
サンタピアップ
✕HariHara

サンタピアップ
✕HariHara

カンボジアで制作されたアクセサリーや雑貨の販売

B 20 株式会社クラタペッパークラタペッパー
カンボジア産の「黒胡椒」「完熟胡椒」、胡椒用すり鉢・
すりこ木の販売

B 21
国際協力NGO Tanemaki 
Project

「えんとつ町のプペル」
光る絵本展inカンボジア
フェスティバル

２０２２年１０月カンボジアを巡る「えんとつ町のプペ
ル」光る絵本展先行体験会

B 22
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）

クメール語文字のサイコロ作成体験。カンボジアの食
品やスイーツの販売等

A 1 本部ブース 本部ブース パンフレット配布。会場案内

A 2
在日カンボジア王国大
使館

在日カンボジア王国大
使館

カンボジア製品の展示。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

A 3 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 4 カンボジアのお寺 カンボジアのお寺 カンボジアの仏教紹介。お経やお供えの体験
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６．ブース＜会場の様子＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee

■会場風景

©カンボジアフェスティバル2022
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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

■スポンサーブース

©カンボジアフェスティバル2022
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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

©カンボジアフェスティバル2022
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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。

©カンボジアフェスティバル2022
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７．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/

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

- じゃらんニュース http://www.jalan.net/news/

- イベントチェッカー https://event-checker.info/cambodia-festival/

—Walker Plus https://www.walkerplus.com/event/ar0313e429643/

—東京フリマ・食イベント情報 https://tokyoeast21.net/foodfes/23ku/472/

—東京首都圏の国際イベント＆フェスティバル情報まとめ

https://event.exantenna.net/yoyogi-park/cambodia-fes.html

—JAPAN ATTRACTIONS https://japan-attractions.jp/ja/festivals/cambodia-festival/

—takusan.net（たくさんとくさん） https://www.takusan.net/event/e40654.html

—パーティアニマルズ国際交流イベント情報館

https://partyanimalsjp.com/2022/03/07/20220503cambodia/

—Time Out https://www.timeout.jp/tokyo/ja/things-to-do/cambodia-festival

—東京無料23 https://www.tokyofree23.com/

■雑誌

- レッツエンジョイ東京（5月号）

■テレビ番組

- 日本テレビ news every.（5月3日）

日本テレビ放送の様子

©カンボジアフェスティバル2022
25



７．広報実績＜発信＞

■公式Webサイト

カンボジアフェスティバル2022

http://www.cambodiafestival.com

■Facebook

https://www.facebook.com/cambodiafestival

・「いいね」6,081（前回比11.0％増） 「フォロー」6,303（前回比15.1%増）
（2022年6月26日現在）

■Twitter

https://twitter.com/cambodia_fes

・「フォロー」555（前回比67.7％増）
（2022年6月26日現在）

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

・「フォロー」155

（2022年6月26日現在）

©カンボジアフェスティバル2022
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８．イベント制作物

■制作物

当日案内用パンフレット 4,000部 (A4、6ページ)

©カンボジアフェスティバル2022
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８．イベント制作物

ステージバナー 2種類 1100×90cm (国旗含む)、 540×450cm

入口部分バナー 540×90cm 

©カンボジアフェスティバル2022
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９．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 （オフィシャル240×120cm, ゴールド180×90cm）

－スポンサーバナーを作成（本部横に設置 300×200cm）

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。

©カンボジアフェスティバル2022
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９．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。

また開会式後に交流会を実施しました。

©カンボジアフェスティバル2022
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９．スポンサー＜御礼交流会＞

■交流会実施
日時：2022年6月29日 14:00-17:00

会場：在日本カンボジア大使館

ご招待企業：2022年のスポンサー企業様

参加数：10社 17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。

©カンボジアフェスティバル2022
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１０．当日ボランティア

■参加者数

■参加者内約
・初めてのサブリーダー制導入（当フェスティバルボランティア経験者等々）
・大学生の参加者が58名。（東洋大学から43名、多摩大学から8名等）
・東京オリンピック・バラリンピックのボランティア経験者、
他フェスティバル実行委員経験者からも多数ご参加。

■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
・出入口管理・入場整理・本部ブース受付・その他感染症対策
・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・開会式準備補助
・大使館ブース楽器体験コーナー補助
・写真・動画撮影
・その他運営に関わる補助

サブリーダー 1日目のみ 2日目のみ 両日 総数

9名 29名 29名 18名 85名

※別途カンボジア留学生協会（CSAJ）より27名参加

ボランティアチーム

総括：杉山

エコステーション
サニタリー担当：
渡邊・富田

搬出入・会場管理担
当：三ヶ尻・玉城・

Sakada・岩永・小泉

写真・動画担当：
小林・Sharun

当日ボランティアの皆さま
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１０．当日ボランティア

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee

■活動風景
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１０．当日ボランティア

■Toyo 1day ボランティアプログラム及び

多摩大学ボランティア体験プログラムとの提携

当日ボランティア募集にあたり、前回に引き続き東洋大学ボランティア支援室
様主催の「Toyo 1day ボランティアプログラム」と連携の上ご協力頂き、同大学
様より計43名の学生の皆さまにご参加を頂きました。
また今回より多摩大学様からも、学生社会ボランティアコーナーでのボランティ
ア体験プログラムの一環として計8名の学生の方々にご協力頂きました。

近年コロナ禍での課外活動の制約もあり、両大学様とも課外でのボランティア
活動自体が初めてという方がほとんど。
当フェスティバル及びカンボジアへの理解を深めて頂くための事前学習会及
び事後学習会を各々の大学様にて企画頂き、弊団体ボランティア担当の杉山
も参加。事前学習会にてレクチャーさせて頂いたクメール語の挨拶を当日にも
沢山用いて、来場されたカンボジア人の方々や一緒に活動をした留学生の
方々と積極的にコミュニケーションを取りながら活動頂きました。

©カンボジアフェスティバル2022
34



１１．編集後記 -本年開催を振り返って-

カンボジアフェスティバル2022が無事に開催できましたこと、改めて御礼申し上げます。2019年開
催以来の3年ぶりの開催となりました。2020年度は3月まで準備しておりましたがコロナ禍初期の混乱
の中での延期、2021年度は9月に開催変更も検討しておりましたがコロナは終息せず、準備自体も
難しく再延期しておりました。本年2022度は、年明けに徐々に準備を始めるも開催できるか半信半疑
であり、また対面での会議ではなくオンライン会議という例年と異なる環境下でもあり、なかなか準備
のピッチが上がらないスタートでありました。そのような中、3月6日の全体会議で実行委員長のトゥ
イ・リー大使や実行委員会内からも「今年は開催しよう、そのつもりで準備を進めよう」という意見があ
り、開催前提での準備を始めました。実質開催まで2カ月が準備期間でありました。
開催が近づくにつれて世の中の規制も徐々に緩和され、最終4月会議ではメンバーが直接顔を合

わせた対面での会議も行え、世の中的には開催できる状態になったという実感もありました。しかし
ながら「例年とは異なるコロナ禍での開催」「カンボジアアーティストや各省庁の方が来日するのが難
しい」「フェスティバルに出店いただけるブース出店者が足りない、特に飲食店が集まらない」「スポン
サーにコロナ禍でお声がけるするのが気が引ける、お声がけしても今年は、、という声もある」「実行
委員会内の体制も3年前とは大きく異なり、メンバー数も少なく実務が担える方が少ない」などなど、
予算面、イベント内容と体制といった様々な問題点がありました。そのような状態ではありましたが、
現実的にできることに注力し、ブース/スポンサー/ステージ出演者/当日ボランティアの皆さまのご協
力もあり、結果的に当日盛大なフェスティバルを開催することができました。
当日２日間は快晴というお天気にも恵まれ、またたくさんの来場者にお越しいただけました。もちろ

ん2019年度比では少ない来場者数ではありましたが、コロナ禍ということで適度な来場者数で大きな
トラブルもなかったと思います。私個人の喜びは、カンボジアフェスティバルという場を通して、「はじ
めてカンボジアに触れて頂くきっかけに」「カンボジアに縁がある方にとっては同窓会のような時間を」
「日本で暮らすカンボジアの方々には故郷に戻ったような時間を」などなど、来場者の皆さまの様々
な想いがこもった笑顔を見ることです。そんな機会を3年ぶりに作れたことで、やはり開催できたこと
は間違いではなかったと思っております。実行委員会はボランティアメンバーで構成されています。み
な本業を抱える中、カンボジアに縁あるメンバーがそれぞれの喜びを見出して、この幸せな時間を作
ろうとたくさんの努力をした結果が今回の大成功の要因でもあると思います。またこれから1年間、カ
ンボジアフェスティバル2023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2022実行委員会、共催団体、当日ボランティアメンバー
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