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謹啓	 時下ますますご清祥のこととお喜び申し下げます。 
この度は 2017 年 11 月 19 日（日）、皆様の多大なるご協力により、カンボジア・プノンペンの
AEON MALL Phnom Penhにて第 7回デザインコンテストを開催いたしましたので、ここにご報
告致します。 

謹白 

 
日時：2017年 11月 19日（日） 
場所：Major Cineplex, AEON MALL Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia 

 

【1】我々のミッションと活動 
	 我々のミッションは、「デザインを通じてカンボジア女性の地位を向上させ、自立を支援する

こと」です。	

	 夢とカンボジア女性の架け橋となる「プラットフォーム」を作り、	

		デザインを通じて	

	 	 1.本当のビジネスをするカンボジア女性を創出すること。	

				2.経済的に自立した女性のロールモデルを創出すること。	

		結果として、女性の自信となり、その力が女性から子供へ、そして家族へ伝えられ、より幸せ

な社会になることが我々の願いです。	

このミッションを元に我々は、「才能の発掘」、「教育」、「デザインを通じたビジネス	、及び

その際のファイナンス」、「デザインの商品化」において、カンボジア女性のサポートをしてい

ます。	
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【2】ドリーム・ガールズ・デザインコンテストの意義		
	 我々は「デザインの才能を発掘する」機会の創出、そして「応募者のカンボジア女性たちに夢

を持つ機会を与える」ことを目的に、デザインコンテストを行っています。2010 年に始まったこ

のデザインコンテストも	2017 年で 7回目を迎え、累計 1,468 名、2,642 作品の応募がありまし

た。	

	

【3】第 7回ドリーム・ガールズ・デザインコンテスト詳細 
＜コンテストの流れ＞	

1. 1 次デザイン提出、1次審査	
2. 1 次審査通過者に対する、デザインアドバイス（デザインワークショップ）	
3. 2 次デザイン提出、2次審査	
4. 授賞式での受賞者発表	
	

	 今年は地方からの応募を増やすことを目標に、地方の学校への訪問、そして昨年同様

Facebookの広告に力を入れました。	
	 ・カンボジア国内 8エリア、合計 154 校に訪問し、約 6,000 枚の応募要項を配布	

	 ・25 ある全州への Facebook広告	
	 結果、11 エリア（Banteay Meanchey, Battam Bang, Koh Kong, Kompong Cham, Kompong 
Thom, Oudon, Phnom Penh, Pursat, Siem Reap, Svay Reang, Tboung Khmum）から応募があ
りました。	

	

	

＜審査員＞	

	 今年もメインジャッジとして山田先生、そしてカンボジア、アジアで活躍するアーティストや

デザイナーの方、ブランディング・デザイン会社の方など、様々な分野から豪華キャストにご協

力いただきました。また、第 1回ドリーム・ガールズ・デザインコンテストで 2位を獲得し、現

在外資系企業のアートディレクターとして活躍する Sophal	Neak を審査員として迎えることがで

きたのも、コンテストの歴史において大変喜ばしいことでした。	
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山田 隆量 様 日本美術院院友（日本画家）山田アートスクール（創業者） 

プノンペン王立芸術大学（客員教授）、プノンペン王立大学 (客員教授) 

奥田 知宏 様 Osfcp Co.,Ltd. (デザイナー、代表取締役) 

Mr. Alexandre Burgeat Melon Rouge Agency (Managing Director, 代表取締役) 

庄野 裕晃 様 vision track (代表取締役), ubies (創業者) 

中村 英誉 様 Social Compass (代表) 

Ms. Sophal Neak Melon Rouge Agency (アートディレクター), 写真家, 第 1回ドリーム・ガール

ズ・デザインコンテスト 2位受賞者 

温井 和佳奈 NPO法人ドリーム・ガールズ・プロジェクト (創業者) 

株式会社ブルーミング・ライフ(代表取締役)	 AMAZING CAMBODIA Store 

	 また、コンテスト過程で「応募者がプロからデザイン改善のアドバイスを受ける」際は、審査

員の皆様だけでなく、デザイナーである高橋臨悟様、NowhereからMs.Lolli、Mr.Ajin、2013 年
1 位受賞者であるMs.Sopheap Nhem、2016 年 3 位受賞者であるMs.Sam ol Sovanlikaにもご協
力いただき、100 名以上の応募者が 10 名のプロからアドバイスをいただきました。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

＜受賞内容一覧＞	

賞 人数 賞金 総額 他 
1 位	 1	 $1,000	 $1,000	 		

2 位	 2	 $300	 $600	 		

3 位	 3	 $100	 $300	 		

三菱商事アワード	 1	 $300	 $300	 		

La Corbeille 賞	 1	 $100	 $100	 		

La Corbeille 賞	 3	 $0	 $0	 採用したデザイン同社製品の贈呈	

Twinkle	賞	 1	 $50	 $50	 		

Yamada School of Art	 賞	 1	 $0	 $0	 1 年間通学無料券	

特別賞	 2	 $50	 $100	 		

佳作賞	 13	 $30	 $390	 		

 

応募者数	 187 名	

応募作品数	 374 作品	

受賞者数	 25 名	

受賞金額総額	 $2,840	
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【4】授賞式概要 
1. 温井（ドリーム・ガールズ・プロジェクト創設者）からの挨拶	

2. Ms.Sophal Neak（第 1 回ドリーム・ガールズ・デザインコンテスト 2 位受賞者）によるスピーチ	
3. 協賛企業様・協力企業様（計 31 社）、審査員、アドバイザーの皆様のご紹介	

4. 応募全作品の紹介	

5. 各賞の発表	

（La Corbeille賞、Yamada School of Art賞、Twinkle賞、佳作賞、特別賞）	

6. 2013 年 3 位受賞者である Vattey Heangによるファッションショー	
7. 三菱商事賞の発表	

8. 3 位から 1 位の発表（審査員票、及び会場からの投票による結果の発表）	

	

	 今年は AEON MALL Phnom Penhの映画館のエントランススペースで行ったこともあり、総
勢 150 名以上の方に授賞式をご覧になっていただくことができました。また 3位、2位、1位受賞

者は、審査員だけでなく、会場の皆様からの投票結果を元に、当日順位が決定されました	。	

	 最も注目を帯びたのは 1位発表の際で、６年もの間ドリーム・ガールズ・デザインコンテスト

に応募をしてきた彼女は、	感動で涙し、その姿に会場の皆様も胸を打たれていらっしゃる様子で

した。	

	

【5】メディア 
	 応募者を募っている段階では La Reine peanich様、 クーポンキング様、CTN様、
RealEstate.com.kh様にご協力いただき、デザインワークショップでは Poste Cambodia様、ま
た授賞式当日は、CTN様、Heang Meas様 、BTV様 というカンボジアで最も有名なテレビ 3
局、及びカンボジアで最も有名な新聞 Koh Santhepheap、その他 CDL(Cambodia Business 
Partners)様、NyoNyum様、Poste Cambodia様に取材をしていただきました。 
 
 

【6】ご協賛・ご協力企業様 
	 多くのご協賛、そしてご協力企業様のサポートにより、今年もデザインコンテストを開催する

ことができました。誠にありがとうございます。 
	 ここに感謝の気持ちを表すとともに、以下に企業名を記載させていただきます。 
 

（１）メインスポンサー（継承略） 
	 	 	 フヨウサキナ株式会社 
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（２）ゴールドスポンサー（敬称略） 
 	 	 La Corbeille（井関産業株式会社） 
	 	  AEON MALL Phnom Penh 
     株式会社シオエワ 
     株式会社あなたの幸せが私の幸せ（略称） 
     Sabay Digital Plus Co., Ltd. 
     Yamada School of Art 
 
（３）シルバースポンサー（敬称略） 
	 	 	 Asia Herb Association、プノンマガジン、Natural Cambodia Cocoron、 
	 	 	 DAISHIN TRADING (CAMBODIA) Co., Ltd.、Dental Clinic La SOURIRE 
 
（３）ご協力企業様（敬称略） 
     三菱商事株式会社、Melon Rouge Agency、Major Cineplex、Serge Comtesse Salon、 
     在カンボジア日本国大使館、Sourire Pro and Arts Co., Ltd.、Osfcp Co.,Ltd. 、 
     MI-A JAPAN、Hair Removal Salon MOTOKI、Hopewill(Cambodia)Co.,Ltd. 
 
（４）メディアスポンサー（敬称略） 
     Coupon King、Poste Cambodia, CDL(Cambodia Business Partners)、NyoNyum、 
	 	  CTN、La Reine Magazine、Realestate.com.kh 
 
■助成金 
	 公益財団法人公益推進協会 ラ・コルベイユ基金 
 
	 主催： NPO法人 ドリーム・ガールズ・プロジェクト/株式会社ブルーミング・ライフ 
	       https://www.dreamgirlsproject.com/ 
	       https://www.facebook.com/dreamgirlsprojectjp 
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【7】収支 
 
  皆様よりいただいたご協賛金は、2017年 4月から 11月までの 8か月間にわたるコンテスト準
備からカンボジア全土に向けての告知活動、授賞式開催費用として大切に使用させていただきま

した。また、残りの協賛金につきましては孤児院での表彰式（応募いただいた孤児院に訪問させ

ていただき、コンテストの孤児院内授賞式を行う予定です）、そして「ドリーム・ガールズ奨学

金制度」に活用させていただきます。 
 
 ドリーム・ガールズ奨学金制度とは、賞に選ばれなかった人でも、やる気があればデザイナーや
起業に向けて学ぶチャンスを得られる制度です。下記の 4つから、芸術やビジネス系のデザイン
など、カンボジア女性が将来の目指す種類によって、選ぶことができます 。 

1. 山田アートスクール（実践アート） 

2. 王立芸術大学（芸術大学） 

3. ステップ ITアカデミー（PCを使ったデザイン） 

4. ドリームメーカーアカデミー（スモールビジネスを起業向け者デザイン、ブランディング
など）。 

 

	 	 	 	 （2017年 4月〜2017年 11月） 
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【8】代表挨拶 
 

	 ドリーム・ガールズ・デザインコンテストを代表して、全てのドリーム・ガールズ、審査員、
アドバイザー、ゲスト、サポーターの皆さまに、心より感謝いたします。		
	 このコンテストも今年で 7年目となりました。振り返れば多くの思い出と、ストーリーがあり
ます。	本日私は二人のドリーム・ガールズ、ソフィアップとワタイのアメージングストーリーを
ご紹介させていただきます。		
	 2011 年、彼女たちは、応募者の皆さんが座っている席にいました。	その年、ソフィアップ	は
佳作賞をとりました。授賞式後、私は彼女の家を訪ね、「どうやって絵の描き方を習ったの？」
と聞くと、「道ばたで素晴らしい絵を描いている人に、お願いして習いました。」と彼女が答え
たことを今でも覚えています。	
	 2013 年、彼女はとうとう 1位を受賞、山田アートスクールで勉強するチャンスを得ました。
2016 年には国際美術コンテストで、なんと 40 ヶ国 944 人の中の最終 5人に選ばれました。そん
な彼女のニュースは米国で新聞にも掲載され、彼女は今、カンボジアでトップアティストの一人
となり、現在、活躍しています。	
	 そして、もう一つの素晴らしいストーリーです。	ワタイには、たくさんの夢がありました。
2011 年から 3年にわたる挑戦の結果、2013 年に彼女はこのコンテストで 3位を受賞しました。そ
の後、彼女のデザインは夢見たとおり、いくつかの商品に採用されました。		
それらの商品は私のお店、アメージングカンボジアで見ることができます。		
	 彼女のさらなる夢、セミナーの講師になることも 2016 年にかなえました。	
	 さらに同じ年、ワタイはデザイン会社を設立。そしてコンテストの中で行われるファッション
ショーを企画し、日々遅くまで働き頑張っていました。	
	 	
しかしそんなある日、彼女の両親は彼女に対し怒ってしまいました。なぜならご両親は、会社の
社長としてではなく、もっと普通の生活をしてほしかったからです。彼らは、一ヶ月近くも口を
きかず、私はとても申し訳ない気持ちでいっぱいでした。	
	 しかし彼女は、それでも諦めることをせず、仕事をやり抜きました。そしてとうとう授賞式の
日、私は彼女のご両親が客席にいらっしゃるのを見つけました。彼女のステージを見に来てくれ
たのです。そして、ご両親はコンテストの最後にこんな言葉を残してくれました。		
	 「自分たちの娘は、私たちの誇りだ。」		
	 今年 2017 年、ワタイはビジネスプランコンテストに応募をしました。	カンボジアで勝ち抜
き、カンボジア、ラオス、ベトナムの	3	カ国の決勝戦の時は、練習する彼女を私も応援しまし
た。そして彼女は 2位になりました!		
	 また前回のコンテストのワークショップでは、ソフィアップとワタイは、新しいドリーム・ガ
ールズ世代の「アドバイザー」として参加してくれました。		
今、私はとても幸せです。なぜなら彼女らの人生の成長に携わることができただけでなく、この
ような「ドリーム・ガールズの感動ストーリー」を、世界へ伝えていくことができるからです。		
	
	 そしてもう一つ、私がみなさんとシェアしたいことがあります。		
なぜ彼女たちはアメージングな存在なのでしょう?		
あなたが金持でも貧乏でも関係ありません。	またはコンテストの順位も関係ありません。	
なぜ人々は彼女たちのそばにいて、応援したいのか?	それは彼女たちが輝いているからです。		
	 純粋に自分の夢に集中している時、人は輝きます。そして磁石のように人々をそばに引き寄せ
ます。	
	
これが、私がドリーム・ガールズから学んだことです。		
“Stay pure, stay focus and keep shining”  
 
常に純粋で、常に集中して、そしていつまでも輝こう。	
	
このうえない、心からの感謝を込めて。	
ありがとうございました。	
	
	

ドリーム・ガールズ・プロジェクト	創始者	温井	和佳奈		
	


