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 2013 年 4 月 1 日 

 

2013 年 3 月 17 日 第 3 回デザインコンテスト授賞式 報告書 

 

        主催  株式会社 ブルーミング・ライフ 

                           共催   NPO 法人  ドリーム・ガールズ・プロジェクト 

                                                     

 

日時 2103 年 3 月 17 日（日） 16 時〜19 時 

場所 カンボジア王国 プノンペン サンウェイホテル 

 

2103 年 3 月 17 日に、プノンペンのサンウェイホテルにて、第 3 回デザインコンテス

ト授賞式を開催いたしました。 

 

【１】コンテスト開催の目的 

途上国の問題として重要なキーは、女性の経済的自立とそのリーダーの存在です。 

カンボジアには、「女性の地位が低い」、「女性の就業機会が少ない」、「プロとして活躍

するデザイナーがほとんどいない」という課題があります。 

将来、国を代表するデザイナーとして羽ばたき、他の女性たちが目標とするシンボル

となるような女性、そしてデザインを通じた未来の女性リーダーの創出をしていくた

めに機会創出の場をつくる、それが、このコンテスト開催の目的です。 

 

  

【２】授賞式ハイライト 

 

ドリーム・ガールズと日本人サポーター達、メディア人が集まる！ 

今回の応募者は 261 人。応募作品数は 658 点。応募者の平均年令は 21.4 才。 

今回より応募者の下限年令を 16 才に下げたため、平均年令も若干下がりました。 

 

授賞式には、このコンテストに応

募した 300 名近くの若い女性、ス

ポンサー・協力企業の方 （々後述）、

日本からツアーにご参加いただ

いた方 11 名、現地にお住まいの

日本人の方々にご参加いただき

ました。 

カンボジアで、若い女性が主役と

なるイベントは珍しく、地元テレ

ビ局 3 局、新聞社 1 社から取材を

していただきました。 

※ ↑応募者の中から、受賞候補者（ファイナリスト）に選ばれた女性たち。右当社スタッフ谷口。 
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カンボジアの省庁からもゲストをお招きしました 

省庁からは、女性省のテ・チューン・ハック局長、文化芸術省

のエク・ブンタ局長にご参列いただき、テ・チューン・ハック

局長からは、「このコンテストは、カンボジアの女性のデザイン

の価値を高め、また女性が仕事をすることで人生の成功につな

がっていく過程でとても大切なもの。さらにはカンボジアにも

良い人材がいる、ということを世界中にアピールできる機会と

なっている。」という、感慨深いスピーチをいただきました。 

※ ↑スピーチをする女性省のテ・チューン・ハック局長。 

昨年ご出席いただいたイン・カタ・パンビ大臣がアメリカご出張のため代理としてご出席。 

 

名前が発表されるごとに歓声が上がりました！ 

回を重ねるごとに、デザインのレベルも着実に上がり、これまで日本企業に採用され

たデザインが商品化されたのは、40 種類以上となっています。 

今回の受賞者は 27 人。名前が発表されるごとに歓声が上がりました。 

今回の課題は、カンボジアの世界遺産「アンコールワット」、宮廷ダンス「アプサラ

ダンス（天女の舞）、カンボジアの自然からモチーフを選び抽象化、それをデザイン

展開するというものでした。 

 

感動のデザイン採用！日本から佐々木社長自ら商品をプレゼント 

「夢みたいです。本当に幸せ。」

とコメント。多くのセレブや

芸能人にファンがいる佐々木

栄社長の開発した piyoko 化粧

品のパッケージに採用さまし

た。ヒーク・フェラリーさんは、この日はじめて商

品を手にとりました。 
 

※← デザイン柄を化粧品バッケージに採用した piyoko の佐々

木社長と、初めて自分の商品を見て喜ぶデザイナーのヒーク・

フェラリーさん。 
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デザインの勉強の道が開けた！ ドリーム・ガールズ 7 名奨学生へ！  

また、カンボジアの芸術を世界へだす活動をされている、審査員の山

田隆量先生がドリーム・ガールズを奨学生として 7 名を受け入れてく

ださることが確定。私どもも 2015 年に向けて、デザイン・スクール

開校の準備をしていきます。 

※ 奨学生に選ばれた、ヒーク・フェラリーさんとテン・ダラーさん。 

ドリーム・ガールズ・デザインコンテスト応募作品 

 

カンボジアの母、マダム幸子さんがデザイン採用を予告！ 

特別賞のプレゼンターは、カンボジアのお土産の代表格で、年間想定 2 億円を売り上

げる「アンコール・クッキー」の「マダムサチコ」こと小島幸子社長。 

近い将来、ドリーム・ガールズのデザインをアンコール・クッキーのパッケージに使

っていただけるという大変ありがたいコメントをいただきました。 

※シェムリアップからお越しいただいたアンコール・クッキーの小島幸子社長 
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2013 年の感動の第一位！受賞の瞬間 

最終的に、1 位に選ばれたのはニーム・ソフィアップさん。 

名前が呼ばれると、涙一杯のキラキラする目で舞台に上がってきました。 

 

※ 圧倒的な画力で 1 位を受賞した、ニーム・ソフィアップさん(真ん中)、上位受賞者のプレゼンターを

務めてくださった現地パートナー企業 MATES Global の柳井学社長(右)、代表の温井(左)。 

 

「ドリーム・ガールズ・プロジェクトがなかったら今の自分はいない。」と語って

くれていました。彼女は第一回目のコンテストで佳作をとっています。 

 

※↑ニーム・ソフィアップさんの 1 位受賞作品    ※↑舞台で喜ぶソフィアップさんのお母様 

印象深かったのは、お母さんが本人のソフィアップさんよりも嬉しそうでした。 

彼女は道で絵を描いているうまい人に自ら声をかけて絵の描き方を習ったり、前向き

な努力を重ねてきました。画家を目指しながら、 ドリーム・ガールズ・デザインコン

テストにでたことでデザインにも興味を持ち始めたそうです。 
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コンテスト、昨年の１位 2 位受賞者のドリーム・ガールズは今？ 

 
※ 昨年 1 位のオム・レ・ワタイさんは、自分がデサインした柄の服を着て登壇。 

 

昨年 1 位のドリーム・ガールズである、オム・レ・ワタイさんは、賞金 1,000 ドルで、

新しい PC を買ったそうです。古い PC は、現在ベトナムで働いている弟さんにプレゼ

ント。さらにはプノンペンで新進気鋭の人気店、「ブラウンカフェ」にグラフィック

デザイナーとして転職したそうです。 

「グラフィックデザイナーとして働く夢がかなった」と語ってくれました。 

 

また、2 位を受賞したテップ・ソフィーク・カンニャーさんも、アミューズメント施設

にグラフィックデザイナーとして採用が決まりました。ここで働いて貯金をして、将

来は彼と一緒に自分がデザインした壁紙を販売していきたいそうです。 

 

スタッフ一同心からの感謝 

 

彼女たちの人生の選択肢を増やす道筋ができつつあります。 

資金の協賛していただいた皆さまには、資金があることでコンテストが実現できたこ

とを改めて深く感謝申し上げます。 

 

 

私たち裏方は、授賞式の当日に向けて 3 人しかいない

メンバーと現地の協力者の人達だけで、ツアーと授賞

式の準備をして。受賞式直前に、泊まっていたホテル

が停電して（この時期一番暑いカボジアは停電が多い

とのこと）PC の電源も切れ Wifi も電話もつながらなく

なってしまうなど多くのハプニングもありました。 
※デザインアドバイス(2 月)  

デザイナーになりたい人？  と聞くと 

ファイナリスト全員が手を上げました 

 

そんな時、いつも多くの支援者や協力者の方々、そしてツアー参加者の方々に助けら

れて、乗り切ってきています。 

ご協力いただきました皆様に、深く感謝いたします。 
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【３】収支報告 

昨年 12 月のチャリティパーティ・応援会費の一部・授賞式賞金としてご協賛いただき

ました資金を、コンテストならびに授賞式開催経費として使わせていただきました。 

今回も無事に授賞式を開催することができました。 

心よりお礼申し上げます。 

 

円安の影響のため、経費が昨年秋より 20%UP と急上昇しておりますが、良いコストパ

フォーマンスにて経費を有効に使うことができました。 

誠にありがとうございます。 

 

 

 

1.収入 

    項目 金額（円） 

1 
2012 年 12 月 6 日  

チャリティパーティ会費 及びラッフルチケット売上   231,000 

2 企業協賛費   115,000 

3 ブルーミング・ライフより拠出  443,460 

4 ドリーム・ガールズ・プロジェクト応援会費（一部）  210,000 

  合計   999,460 

 

 

 

 

 

  2.支出 

    項目 金額（円） 

1 応募用紙制作費（含翻訳、印刷代） 101,080  

2 授賞式当日 業務委託費（含司会、撮影、音響） 63,650  

3 会場費 76,000  

4 授賞式 賞金代 133,000  

5 授賞式 遠方からのファイナリスト旅費 25,650  

6 アドバイスデー 会場費 9,500  

7 お土産、賞品代 51,000 

8 その他文具・コピー代 10,080  

9 スタッフ 交通費・宿泊費 409,500 

10 事業管理費 120,000 

11 合計 999,460  
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【４】 ドリーム・ガールズを応援＆カンボジアビジネス視察ツアーについて 

 ドリーム・ガールズを応援！授賞式でプレゼンター体験 

毎年、3 月と 11 月、コンテスト授賞式の時期に合わせて開催しています。 

カンボジアのプノンペン・シェム

リアップの 2 都市をまわります。 

急速に発展している首都プノンペ

ンでは、不動産事情セミナー、新

しい商業施設見学など、常に最新

情報を取り込めるようなプランを

設定。 

また、シェムリアップでは、アン

コール・ワットのサンライズツア

ーでパワーを吸収し、タ・プロム

やアンコール・トムといった遺跡

でカンボジア人の偉大な DNA を目の当たりにします。クライマックスの授賞式では、

ツアーに参加された方にプレゼンターになっていただき、より大きな感動を分かちあ

います。ツアーに参加された方の満足度は高く、これまで 2 回、3 回とリピートされる

方も出てきております。 
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今年度も引き続き、ツアーを開催いたしますので、まわりの方でご興味をお持ちの方

がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただけましたら嬉しいです。  

【５】今回のコンテストのスポンサー企業、協力企業一覧 

 

（1）カンボジア現地でのスポンサー企業 

・Sabay Digital Coperation Ltd. 

  現地のオンラインゲーム会社。系列企業に映画館やインターネット TV 会社があ

ります。代表のシラ氏は、10 年前から飲食業を経営し、カフェやハンバーガー チ

ェーンを持ち、直近では韓国のベーカリーカフェ「トゥ・レ・ジュール」を 誘致・

運営。プノンペンでの若手実力経営者のひ

とりです。 今回のコンテストでは、1,000

ドルをご協賛いただき、200 ドルは Sabay 賞

と して 2 位の賞金に、残りの 800 ドルはコ

ンテスト運営経費に使わせていただきまし

た。 

※左より、Sabay の CCO アチャヤ氏、2 位受賞のテ

ップ・ソフィーク・カンニャーさん、代表の温井。

Sabay のブランドマネージャーのダレイ氏。 

 

（2）日本のスポンサー企業 

・井関産業株式会社 

 ノベルティ制作、販売大手。東京都江東区が拠点。 

 協賛金の他、ドリーム・ガールズがデザインした柄のライセンス契約をして 

 いただき、オリジナルブランド「HANA Girl」の商品の製造・販売していただ 

 いています。安並社長には主催ツアーに過去 2 回ご参加いただいています。 
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※井関産業の安並社長とプロジェクトチームの曽根さん（左） 

ドリーム・ガールズのデザインした柄を使った、HANA Girl の商品（右） 

 

・ 株式会社カラーマーク 

デザインプリントの会社。石川県小松市が拠点。 

  第一回目コンテストから審査員として入っていただき、協賛金の他、デザイン  

  柄の商品化の際に、無償でプリント/商品をご提供いただいたりしています。 

  今回も、「カラーマーク賞」をご提供いただき、受賞者に自分がデザインし  た

柄が入った、世界で 1 枚だけのタイツがプレゼントされました。 

 

・ その他スポンサー企業 

株式会社 ランゲージ・ティーチング・レボリューションズ 

株式会社ハー・ストーリィ 

ISE 株式会社 

  株式会社エム・ビー・エス 

  セカンドオピニオン株式会社 

  矢追医院 

株式会社ブルーミング・ライフ 

 

（3）カンボジアでの協力企業 

 ・クラタペッパー 

   内戦で途絶えそうになったカンボジアの名産、胡椒を復活させ、10 年に渡り 

   販売。代表の倉田氏は、カンボジアで活躍する日本人の先駆的存在。 

   店舗に「HANA Girl」の商品を置かせていただいております。 

 

・ ニョニュム 

首相や官僚の通訳を務める、カンボジア語通訳の第一人者、山崎幸恵氏が創刊

した日本人向けフリーペーパー誌。「ニョニュム」が運営する、「カンボジア

のいいもの」を集めたセレクトショップ「ニョニュムショップ」に、「HANA Girl」

の商品を置かせていただいております。 

 

 ・ソナトラグループ 
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    証券会社や不動産事業、IT 事業を手がけるグループ 

    会長は、カンボジア最大手企業の一つである石油会社「ソキメックス」 

   グループの共同創業者で、フンセン首相のアドバイザーでもあるオクナ・ 

ソン・ソクナ氏。デザインコンテスト事務局としてのスペースを無償

でご提供いただいています。 

 

・ その他ご協力企業 

ICJI 

MATES Global 

スターツカンボジア 

山田アート・スクール 

クロマーマガジンズ 

 

 

 

 

 

■ ご参考 ダイヤモンド・オンラインの掲載記事です。ぜひご一読願います。 

 

”カンボジア女性のデザインは”大人可愛い”！ 

デザインコンテストからみえた女性の仕事と自立の道  

 

http://diamond.jp/articles/-/33598 

 

 

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。 
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※授賞式の後、ドリーム・ガールズ、参加者とともに記念撮影 

 

 

 

 ★ アジア女性の夢をカタチに 株式会社 ブルーミング・ライフ 

 アジアの貧困問題解決のために女性雇用創出と自立支援につながる事業を目指す 

  http://www.bloominglife.biz/ 

 

 ★ アジア女性の夢をかなえる NPO 法人 ドリーム・ガールズ・プロジェクト  

  デザインを通じてアジアの女性の自立につながる教育支援を目指す  

  http://www.dreamgirlsproject.com/ 

 

 【ドリーム・ガールズショップ】 

 http://dreamgirlsshop.com/ 


