The Connect Initiative
Authenticities, understands that tourism has a huge commitment and a role in today's challenging society. We see
it as an opportunity to give something back to the "lives" of the rural communities.Our approach is simple: identify
and develop communities by engaging with them, enhance their skills and providing self-belief and confidence. We
believe that this approach contributes to their social and economic stability.“Connect”, is an initiative Authenticities
truly believes in. It is about connecting hearts, lives, communities and futures and supporting needy children in
particular. “Connect” complements the spirit of Authenticities to enrich lives and be true and genuine in everything
we do.Education is an important ingredient in the development of a person. In Sri Lanka, we see great scope for
improving the lives of children and impacting their future through educational projects.Our mission is perhaps
small, yet impactful. Smaller initiatives are less bureaucratic, allow for faster response and better follow-up. We
choose our projects with great care and deliberation, committing ourselves to instill confidence in their hearts and
a smile on the faces of children. Connect gives the opportunity to either donate to a fund that will be used support
projects in line with the Connect concept or to be involved in “hands-on” projects during your visit to Sri Lanka.We
believe that prioritising projects is as important as its conceptualisation and execution. The provinces we currently
work in include the north, north central, central and the east.
コネクトの構想
Authenticities は、今日の困難な社会の中で、観光業が大きな関わりと役割をもっていることを理解しています。
私たちはそれを、農村の「生」に何かをお返しする機会ととらえています。私たちの取り組みはシンプルです。
コミュニティと関わることによってそれぞれのコミュニティを特定し発展させ、彼らの能力を高め、自己信頼と
自信をもてるようにします。私たちはこの取り組みが、彼らの社会的および経済的安定に貢献すると信じます。
「コネクト」は、Authenticities が真に信頼する構想です。それは心、生活、コミュニティ、未来をつなげること
であり、特に貧しい子供たちを支援することです。
「コネクト」は、生を豊かにし、行うことすべてにおいて真で
本物であろうとする Authenticities の精神を補います。
教育は人の発達において重要な要素です。スリランカでは、教育プロジェクトを通じて子供たちの生活を改善し、
子供たちの未来に影響を与える大きな可能性を見い出しています。私たちの使命は小さいかもしれませんが、影
響力があります。小さな構想は官僚的ではなく、より迅速な対応とより良いフォローアップを可能にします。私
たちは自分たちのプロジェクトを細心の注意と慎重さで選び、彼らの心や子供たちの笑顔に信頼を注ぎ込むこと
に取り組みます。
コネクトは、そのコンセプトに沿ったサポートプロジェクトに使用される基金に寄付するか、スリランカへの訪
問中に「実践的な」プロジェクトに参加する機会を提供します。
プロジェクトの優先順位付けは、その概念化や実行と同じくらい重要であると私たちは考えます。私たちが現在
取り組んでいる州は、北、北中央、中央、東があります。

Scope of Connect
The scope of “Connect” is to Identify basic educational needs in rural Sri Lanka. Our primary focus is to identify
such projects, prioritise and execute them ensuring small but sustainable and meaningful changes are made to the
lives of the children we support.Funding for the identified projects come through the following means:
・Fund generation through direct contribution from Tour Operator partners
・Purchase of “bookmarks”
・Visit identified projects during the tour by clients donate/ contribute and clients (stationary items/ construction

projects/ support a child’s education)
These fundraising efforts will result in:
・Improving sanitation facilities in schools
・Setting up libraries, to encourage reading
・Constructing of classrooms for safe environs
・Providing desks and chairs for classrooms
・Providing books and stationary
・Repairing roofs in classrooms and doing general repairs
「コネクト」の範囲
「コネクト」の範囲は、スリランカの農村部における基本的な教育のニーズを特定することです。私たちの主な
焦点は、サポートする子供たちの生活に小さな、しかし持続でき意味のある変化を確保しながら、そのようなプ
ロジェクトを特定し、優先順位を付け、実行することです。特定されたプロジェクトへの資金提供は、次の方法
で行われます。
・ツアーオペレーターパートナーからの直接寄付による基金作り
・
「ブックマーク」の購入
・ツアー中に、特定され、クライアントが寄付・寄贈（文房具／建設プロジェクト／子供の教育の支援）を行っ
たプロジェクトを訪れる
これらの基金の取り組みは次のような結果になります。
・学校の衛生施設の改善
・読書を奨励するためのライブラリの設置
・安全な環境での教室の構築
・教室の机やイスの提供
・本や文房具の提供
・教室の屋根の修理や一般的な修理

Our Role
The role of Authenticities is to contribute to identified projects financially. Besides identification we also raise
awareness and conduct fundraisers that would help execute these projects to ensure that the outcome is satisfactory
and enduring.As a responsible partner, we commit ourselves to this cause through regular checks and balance, site
visits by our Regional Representatives and communicate progress through our website and social media.Through
such transparent communication, all participants will be able to review our progress for such projects.
私たちの役割
Authenticities の役割は、特定されたプロジェクトに財政的に貢献することです。特定に加えて、結果を満足のい
く永続的なものにするために、意識を高め、基金集めを行い、それらのプロジェクトの実行を支援します。
責任のあるパートナーとして、私たちは定期的な抑制と均衡、地域代表の現地訪問を通じてこの理念に取り組み、
ウェブサイトやソーシャルメディアを通じて進捗状況を伝えます。
このような透明性のあるコミュニケーションによって、すべての参加者はプロジェクトの進捗状況を確認できま

す。

Endorsements
Neil D Souza, President Ventours, India
I am pleased to read that Authenticities has embarked on its project CONNECT, which is yet another positive step
towards the making of a fine company. To my mind, businesses of every hue should have a difinitive approach and
understanding towards social causes, as part of their portfolio.and success. Authenticities are laying this path and
if other companies can take example, then Sri Lanka will turn out and an even better place, offering dignity and
greater opportunity to its deprived. I am often amazed at the negative consequence of tourism on the culture, values,
environment and social fabric around ancient societies such as ours and its about time that our industry learns to
preserve and Give, more than it takes. Our people travelling with you in Lanka, will return with a much more
fulfilling experience of not just marvelous sights and resorts but also of being surrounded by a compassionate lot.
More importantly, you will be bringing some joy to so many beautiful Sri Lankan kids.
推薦
ネイル・Ｄ・ソウザ、ベンチャー社長 インド
Authenticities がプロジェクト「コネクト」に着手したことを嬉しく思います。これは、優れた企業を作るための
さらにもう１つの前向きなステップです。私の考えでは、あらゆる種類のビジネスは、実績の一部として社会的
目標に対する明確な取り組み方と理解を持っているべきです。Authenticities はこの道を築いており、もし他の
企業がこの手本に倣うことができれば、スリランカは困窮した人々に尊厳とより大きな機会を提供することで、
よりよい場所となるでしょう。
私がしばしば驚かされるのは、私たちの社会や、産業が奪うよりも与えること、保存することを知っていた時代
のような、古い社会をとりまく文化や価値観、環境、社会構造に対して、観光業がもたらす負の影響です。スリ
ランカであなたとご一緒する私たちは、すばらしい景色やリゾートだけではなく、温情に満ちたものごとに囲ま
れ充実した体験をももたらすでしょう。もっと大事なことは、あなたはたくさんの美しいスリランカの子供達に、
いくらかの喜びをもたらすということです。

Michele Serra, Director Mistral Tour Internazionale, Italy
The main reason why we support enthusiastically the Connect Project is that we believe that one of the main
purposes of tourism is connecting peoples, enhancing mutual understanding and, over all, concurring to improve
the world education, mainly of children. Knowing that our job can give them a better chance gives us a great
incentive.
マイケル・セラ、ミストラルツアーインターナショナル取締役 イタリア
私たちがコネクトプロジェクトを熱心に支援する主な理由は、観光業の主な目的のひとつが、人々をつなげ、相
互理解を深め、なにより世界の、主に子供たちの教育を改善することに同意することであると私たちが信じるか
らです。私たちの仕事が彼らによりよい機会をもたらすことができると知ることは、私たちにとって大きな喜び
です。

Project
プロジェクト
Project - Installing a Water purification plant at Kaithady Navatkuli G.T.M. School, Kaithady
Date: 2019, August Location: Jaffna
Lama Mithuru No Kai together with Authenticities donated a mini water purification plant to Kaithady Navatkuli
Government Tamil Mixed School with the aim of providing the school with cleaner drinking water.
Donors: Lama Mithuru No Kai (NPO) Japan
The school is situated in a village known as Kaithady in the Jaffna district.
プロジェクト：カイタディ・ナヴァトゥクリ GTM 学校に浄水場を設置
日付：2019 年 8 月 場所：ジャフナ
ラマーミトゥルの会と Authenticities は、きれいな飲料水を学校に提供することを目的として、ミニ水質浄化プ
ラントをカイタディ・ナヴァトゥクリ行政タミル共学校に寄付しました。
寄付者：ラマーミトゥルの会（NPO） 日本
学校はジャフナ地区のカイタディとして知られる村にあります。

Project - Renovation of Rural School
Date: 2019, March Location: Panadura
Pinwatte Primary School with history of 112 years, currently there are 204 students, 7 teachers including a principal
with classes from grade 1-5.The last time it was renovated was in 2004, just after the Tsunami. The employees at
The Colt Technologies which is a multinational company, organized a renovation campaign at Pinwatte Primary
school during their Annual Awards Ceremony in Colombo.
Donors: United Kingdom
There were around 80 COLT employees participated this event.
プロジェクト：農村学校の改修
日付：2019 年 3 月 場所：パナドゥラ
112 年の歴史を持つピンワッテ小学校には、現在 204 人の生徒、1 年生から 5 年生までのクラス主任を含む 7 人
の教師がいます。最後に改修されたのは、津波直後の 2004 年です。多国籍企業であるコルトテクノロジーズの
従業員は、コロンボでの年次授賞式の際に、ピンワッテ小学校で改修キャンペーンを企画しました。
寄付者：イギリス
このイベントには約 80 人のコルト従業員が参加しました。

Project - Construction of Desks and chairs for Dhamma School at Wewala Temple
Date: 2019, January Location: Dambulla
Wewala Temple is a very historic Temple and Monastery situated in the outskirts of Dambulla, in the Cultural
Triangle of Sri Lanka. The temple also conducts a Dhamma school for the children from the nearby villages and
novice Monks, and Authenticities, through its Connect fund constructed desks and chairs for the Dhamma School
Donors: Authenticities Sri Lanka

Sri Lanka

Construction of desks and chairs for the Dhamma School at a cost of LKR 200,000.00
プロジェクト：ウェワラ寺院のダンマ（法）学校に机とイスの設置
日付：2019 年 1 月 場所：ダンブッラ
ウェワラ寺院は非常に歴史的な寺院と修道院で、ダンブッラの郊外、スリランカの文化的な三角形に位置してい
ます。寺院はまた、近隣の村や初心者修道士の子供たちのためのダンマ学校を運営しています。Authenticities は
コネクト基金を通じて机やイスをダンマ学校に設置しています。
寄付者：Authenticities スリランカ スリランカ
ダンマ学校の机とイスの設置（200,000.00 スリランカルピー）

Project - Installation of a safety mesh for Galthambarawa Primary School
Date: 2018, November Location: Pollonnaruwa
The requirement of the school was to fix an iron mesh around the classrooms of grade 1, 2 and 3. As this an open
building, there had been several attacks by monkeys on students as well as parents.
Donors: Lama Mithuru No Kai (NPO) Japan
The regional representative of Authenticities facilitated all coordination and handed over the required materials to
the school authorities.
プロジェクト：ガルタンバラワ小学校の安全メッシュの設置
日付：2018 年 11 月 場所：ポロンナルワ
学校の要望は、１～３年生の教室の周りに鉄メッシュを固定することでした。開放ビルディングであるため、生
徒や親がサルの被害にあっていました。
寄付者：ラマーミトゥルの会（NPO） 日本
Authenticities の地域代表はすべての調整を助け、必要な材料を学校当局に引き渡しました。
Project - Playground for Polattewa Primary School
Date: 2018, November Location: Sigiriya
Authenticities joined forces with Lama Mithuru No Kai (NPO) to help Polattewa Primary School which is located
in Sigiriya. The requirement of the school was to build the school playground for the children.
Donors: Lama Mithuru No Kai (NPO) Japan

The regional representative of Authenticities facilitated all coordination and handed over the required materials to
the school authorities.
プロジェクト：ポラテワ小学校の校庭
日付：2018 年 11 月 場所：シギリヤ
Authenticities はラマーミトゥルの会（NPO）と協力して、シギリヤにあるポラテワ小学校を支援しました。学
校の要望は、子供たちのための校庭を作ることでした。
寄付者：ラマーミトゥルの会（NPO） 日本
Authenticities の地域代表はすべての調整を助け、必要な材料を学校当局に引き渡しました。
Project - Completion of School Classroom at Dabagolla Primary School
Date: 2018, April Location: Galenbindunuwewa
Dabagolla Primary School is situated in a very rural village North of Habarana, in the Anuradhapura district. The
school was in need of new classroom, which was identified by Authenticities, and together with the students of
Stafford International School, Authenticities managed to successfully construct the new classroom which would
allow the school to continue the classroom sessions without any interruptions from weather.
Donors: Stafford International School and Authenticities

Sri Lanka

The new classroom enables the school to conduct classes without interuptions from the weather
プロジェクト：ダバゴラ小学校の学校教室の完成
日付：2018 年 4 月 場所：ガレンビンドゥヌウェワ
ダバゴラ小学校は、ハバラーナの北、アヌラーダプラ地区のかなり田舎の村です。学校は、Authenticities によっ
てアイデンティファイされた新しい教室を必要としており、Authenticities はスタッフォードインターナショナ
ルスクールの生徒と一緒に新しい教室を無事に作ることができ、天気の影響を受けずに教室のセッションを継続
できるようにしました。
寄付者：スタッフォードインターナショナルスクールと Authenticities スリランカ
新しい教室により、学校は天候の影響を受けずにクラスを実施できます。
寄付者：スタッフォードインターナショナルスクールと Authenticities スリランカ

Project - Donation to Jaffna Public Library
Date: 2018, April Location: Jaffna
Lama Mithuru No Kai (NPO) together with Authenticities, donated books to the Jaffna Public Library in order to
enrich the collection of bookings.
Donors: Lama Mithuru No Kai Japan
The books were handed over to Mrs. Suganthy Sathasivamoorthy, Chief Librarian of the Jaffna Public Library (left)
by Kabilan, our regional representative.

プロジェクト：ジャフナ公共図書館への寄付
日付：2018 年 4 月 場所：ジャフナ
ラマーミトゥルの会（NPO）は Authenticities と共に、蔵書を充実させるために、ジャフナ公共図書館に本を寄
贈しました。
寄付者：ラマミスルの会 日本
本は、地域の代表者であるカビランからジャフナ公共図書館の主任司書であるスガンシー・サタシバモーシー夫
人（左）に手渡されました。
Project - Full playground renovation for the rural school Nagalawewa Primary
Date: 2017, June Location: Sigiriya
This is a charming little rural school located close to the World UNESCO World Heritage site of Sigiriya. It has a
student population of 55 currently supported by a dedicated bunch of teachers and its Principal. The school badly
required playground facilities for its primary students and this was indeed a much important requirement identified
by Authenticities. Our management and regional staff in the area visited the school several times and undertook
this project which was completed in June 2017. Total CostLKR 234000.00 (USD 1560.00)
Donors: Authenticities Sri Lanka
Playground renovation for the rural school Nagalawewa Primary
プロジェクト：農村学校ナガラウェワ小学校の全面校庭の改修
日付：2017 年 6 月 場所：シギリヤ
これは世界のユネスコ世界遺産であるシギリヤの近くにある、魅力的な小さな田舎の学校です。現在、55 名の生
徒を擁し、献身的な教師・校長によって支えられています。学校は小学生のための校庭設備をたいへん必要とし
ており、これは確かに Authenticities によってアイデンティファイされた非常に重要な要望でした。この地域の
経営陣と地域のスタッフが何度か学校を訪れ、このプロジェクトを引き受け、2017 年 6 月に完了しました。総
費用 234000.00 スリランカルピー（1560.00 米ドル）。
寄付者：Authenticities スリランカ
農村部の学校ナガラウェワ小学校の校庭の改修

★★NPO ラマーミトゥルの会の「クルネガラ」プロジェクト
Project - Construction of children park and class room for Alakolawewa Primary, Dambulla
Date: 2017, May Location: Dambulla
Authenticities joined forces with NPO Lama Mithuru No Kai to help Alakolawewa Primary School, which is located
in Dambulla. The requirement of the school was as follows, repairing some classrooms, fixing an iron mesh and

construction of a playground for the children. The regional representative of Authenticities facilitated all
coordination and handed over the required materials to the school authorities. Total cost LKR 218850.00 (USD
1458.00)
Donors
LAMA MITHURU NO KAI Japan
Children park and class room for Alakolawewa Primary School
プロジェクト：ダンブッラのアラコラウェワ小学校の子供用公園と教室の建設
日付：2017 年 5 月 場所：ダンブッラ
Authenticities は NPO ラマーミトゥルの会と協力して、ダンブッラにあるアラコラウェワ小学校を支援しまし
た。学校の要望はいくつかの教室の修理、鉄のメッシュの修理と校庭の造設でした。Authenticities の地域代表は
すべての調整を手助けし、必要な材料を学校当局に引き渡しました。総費用：218850.00 スリランカルピー
（1458.00 米ドル）
。
寄付者：ラマーミトゥルの会 日本
アラコラウェワ小学校の子供用公園と教室
Project - Installing Iron Mesh around Classroom of Grade 4 and 5 for Palatuwa Primary, Kimbissa
Date: 2017, April Location: Kimbissa
Authenticities joined forces with NPO Lamamithuru No Kai to support Palatuwa Primary School situated in
Kimbissa. The requirement of the school was to improve the safety of the Grade 4 and 5 classrooms by fixing an
iron mesh to the windows. The relevant materials to carry out the construction were purchased and checks until
the completion were carried out by our regional expertise. Total Cost LKR 149500.00 (USD 997.00)
Donors: LAMA MITHURU NO KAI Japan
Installing Iron Mesh around Classroom of Grade 4 and 5 for Palatuwa Primary School
プロジェクト：キンビッサのパラトゥワ小学校４～５年生の教室の周りに鉄メッシュを取り付ける
日付：2017 年 4 月 場所：キンビッサ
Authenticities は NPO ラマーミトゥルの会と協力して、キンビッサにあるパラツゥワ小学校を支援しました。学
校の要望は鉄のメッシュを窓に取り付けることにより、４年生と５年生の教室の安全性を向上させることでした。
工事に必要な関連する材料が購入され、
完成までの確認は地域の専門家によって行われました。
総費用 149500.00
スリランカルピー（997.00 米ドル）
。
寄付者：ラマーミトゥルの会 日本
パラトゥワ小学校の 4 年生と 5 年生の教室の周りに鉄メッシュをインストールする

Project - School equipment for the Ambanpitiya Primary school
Date: 2016, July Location: Kegalle
Ambanpitiya Primary school is based in the Sabaragamuwa Province in the Kegalle District. Supporting of this
school project was identified and funded by LAMA MITHURU NO KAI based in Japan. The requirement of the
school included mattresses, blender, steel cupboards, desks and chairs. The regional representative of
Authenticities facilitated all coordination and handed over the required materials to the school authorities.
Donors: LAMA MITHURU NO KAI Japan

School equipment for the Ambanpitiya Primary school
プロジェクト：アンバンピティヤ小学校の学校設備
日付：2016 年 7 月 場所：ケガレ
アンバンピティヤ小学校は、ケガラ地方のサバラガムワ州にあります。この学校プロジェクトの支援は、日本を
拠点とするラマーミトゥルの会によって特定・資金提供されました。学校の要望には、マットレス、ブレンダー、
スチール製食器棚、机と椅子が含まれていました。Authenticities の地域代表はすべての調整を助け、必要な材料
を学校当局に引き渡しました。
寄付者：ラマーミトゥルの会 日本
アンバンピティヤ小学校の学校設備

Project - School equipment for the Eralodai Valluvar Vidyalam Pasikuddah
Date: 2016, July Location: Passikudah
The Eastern Province requires greater attention in respect to educational development efforts. Based on an
initiative by the Lama Mithuru No Kai foundation from Japan, this project was identified. The funding was urgently
required for the water pump, water filter, white boards and cupboards for the classroom and sports equipment for
this rural school. The regional representatives of Authenticities coordinated efforts between the school and the
donor and we sourced the required materials and equipment based on the budgets and handed over to the school
authorities.
Donors: LAMA MITHURU NO KAI Japan
School equipment for the Eralodai Valluvar Vidyalam
プロジェクト：エラロダイ・ヴァリュヴァー・ヴィジャラム・パッシクダーの学校設備
日付：2016 年 7 月 場所：パッシクダー
東部の州は、教育開発の取り組みに関してはより大きな注意を求めます。日本のラマーミトゥルの会基金に基づ
いてこのプロジェクトはアイデンティファイされました。この農村の学校では、教室のウォーターポンプ、ウォ
ーターフィルター、ホワイトボード、食器棚やスポーツ用品のための財政的支援は緊急でした。Authenticities の
地域代表者は学校と寄付者の間の取り組みを調整し、私たちは予算に基づいて必要な材料と機器を調達し、学校
当局に引き渡しました。
寄付者：ラマーミトゥルの会 日本
エラロダイ・ヴァリュヴァー・ヴィジャラムの学校設備
Project - School equipment for rural village school in Kap-Ela Dambulla
Date: 2016, July Location: Dambulla
Kap-Ela is rural village in Dambulla bordering part of the Kandalama Tank. Predominantly a farming community,
the village school required 2 desks and 6 chairs for the children and in addition another 2 chairs for the teachers to
facilitate the requirement. This project was funded totally by the Connect Initiative, a philanthropic effort mainly
focusing in uplifting educational efforts in the rural areas of the Island. The regional representatives from
Authenticities coordinated all efforts including budgeting, sourcing and providing the required items to the school.
Donors: Authenticities Sri Lanka
School equipment for rural village school in Kap-Ela Dambulla

プロジェクト：カプエラダンブッラの農村の学校設備
日付：2016 年 7 月 場所：ダンブッラ
カプエラは、ダンブッラにあるカンダラマ貯水池に隣接する農村です。主に農業コミュニティであり、村の学校
の要望は、子供たちの机２つとイス６つに加え、先生用のイス２つでした。このプロジェクトは主に島の農村地
域での教育活動の向上に焦点を当てた慈善活動であるコネクトの取り組みで完全に資金提供されました。
Authenticities の地域代表は、予算編成、必要な物資の調達と学校への提供など、すべての取り組みを調整しまし
た。
寄付者：Authenticities スリランカ
カプエラダンブッラの農村の学校設備

Project - Playground equipment for the Thalkote Primary School in Sigiriya
Date: 2016, July Location: Sigiriya
Thalkote is a small village off Sigiriya, which is also a dominant farming community set against picturesque paddy
fields. The main schools in Dambulla and in Sigiriya are too far for the children in these areas to attend and have
to settle for the small schools in the village. The requirement for this school is mainly playground facilities
(including sea-saw, slides and swing) so that children of this primary school have activities apart from their
educational efforts. This project was funded totally by the Connect Initiative, a philanthropic effort mainly focusing
in uplifting educational efforts in the rural areas of the Island. Regional representatives of Authenticities
coordinated efforts including liaising with school authorities, sourcing and installation of playground equipment
Donors: Authenticities Sri Lanka
Playground equipment for the Thalkote Primary School
プロジェクト：シギリヤのタルコテ小学校の遊具
日付：2016 年 7 月 場所：シギリヤ
タルコテはシギリヤの外れにある小さな村で、そこはまた絵のように美しい水田地帯を背景とした有数の農業コ
ミュニティでもあります。ダンブッラとシギリヤの主な学校は、これらの地域の子供たちが参加するには遠すぎ
るため、彼らは村の小さな学校に通わなければなりません。この学校の要望は教育の取り組みを別にすれば、主
に遊び場施設（シーソー、滑り台、ブランコなど）です。このプロジェクトは、主に島の農村地域での教育活動
の向上に焦点を当てた慈善活動であるコネクトの取り組みによって、完全に資金提供されました。Authenticities
の地域代表者は、学校当局との連絡、遊具の調達および設置などを行いました。
寄付者：Authenticities
タルコテ小学校の遊具

スリランカ

Project - Building Toilets with water facilities for rural school
Date: 2015, March Location: Habarana
We undertook the 2nd project supporting this rural school located in Habarana primarily funded by BMW Poland
and supported by funds from CONNECT Authenticities. The school children didnt adequate toilet facilities and
water supplies which caught our attention when we visited the school with Ms Paulina Jaworska Brand Manager of
BMW, Mr Kris Pobozniak President of Haxel accompanied by Dilshad Sadiq Vice President of Authenticities Sri
Lanka.We identified that building a new school toilet was a priority, which would be a great benefit to the school
children. The funding and contribution came from the directors and representatives who visited Sri Lanka as a
group in March 2015. They subsequently visited the school to meet the teachers and children and also to inspect
the progress of the toilets they were funding. The BMW representatives also donated hundreds of schoolbooks to
each and every children of the school. They also donated sports goods such as footballs, volleyballs with nets to the
principal of the school to be used for recreational activities. Anthem and a touching local Poem and the clients
joined in and sang the Polish National Anthem. Parents and Teachers of the school were kind enough to prepare
local herbal tea and offer seasonal fruits to clients as a gesture of gratitude.
Donors: BMW Poland
Toilets with water facilities and school books
プロジェクト：農村部の学校へ水設備を備えたトイレの建設
日付：2015 年 3 月 場所：ハバラナ
私たちは２つ目のプロジェクトとして、ＢＭＷポーランドによって主に資金提供され Authenticities のコネクト
に支援されたハバラナの農村学校の支援に着手しました。ＢＭＷのブランドマネージャーのポリーナ・ジャウォ
ルスカ氏、ハクセル社長のポボズィニャック氏が Authenticities スリランカ副社長のディルシャド・サディック
と一緒に学校を訪れた際に私たちが気が付いたのは、子供たちに適切なトイレ・水道設備がないことでした。私
たちは、子供達に大きな便益をもたらす新しいトイレを作ることが最優先であると特定しました。資金と寄付は、
2015 年 3 月にグループでスリランカを訪れた理事と代表からのものでした。その後、彼らは学校を訪問して教
師と子供たちに会い、彼らが資金を提供したトイレの進捗状況を調べました。ＢＭＷの代表者たちはまた、学校
のそれぞれの子供たちにたくさんの教科書を寄付しました。また、レクリエーション活動に使用するために、学
校の校長にフットボール、バレーボールとネットなどのスポーツ用品を寄贈しました。国歌と感動的な地元の詩
とクライアントが参加し、ポーランドの国歌を歌いました。学校の保護者と教師は感謝の気持ちとして、地元の
ハーブティーと季節の果物でクライアントをもてなしました。
寄付者：ＢＭＷ ポーランド
トイレ・水道設備と教科書

Project - Building racks and furniture for rural school
Date: 2015, March Location: Habarana
MMA Insurance, France funded a project by supporting a local rural school in Hathareskotuwa, Sigiriya by building
school racks and furnitures for the school library. Funding of the project coincided with the group traveling in
March to Sri Lanka with 104 of their participants. The building of school racks and furniture were undertaken by
staff of Authenticities and coordinated many efforts to ensure that the delivery, installation and arrangements went
well. Today the school is proud to have its own furnished library where school children could store and protect
books and the chairs and table at the library being very useful. The school principal organized a wonderful welcome
by getting the school band to escort the group from the entrance of the school to the college where the band played
and the school children sang locals songs to entertain the group. During the visit, the group also funded to provide
all children and teachers with a simple snack and fresh juices. Following the school band performance and later,
children and teachers indulged themselves to the snacks, over 300 balloons filled with helium were offered to the
children to be released into the air.
Donors: MMA Insurance France
Racks and furniture for rural school
プロジェクト：農村部の学校用のラックと家具の構築
日付：2015 年 3 月 場所：ハバラナ
フランスのＭＭＡ保険は、シギリヤのハタレスコツワにある農村の学校に図書館のラックと家具を作ることでプ
ロジェクトの支援をしました。プロジェクトへの資金提供は、３月のスリランカへの 104 人でのグループ旅行と
同時に行われました。ラックと家具の構築は Authenticities のスタッフが行い、配送、設置、整備が適切に行わ
れるように多くの作業を調整しました。今では学校は、子供たちが本を保管でき、机やイスが備え付けられた便
利な自分たちの図書館を誇りに思っています。校長はグループに対し学校のバンドを組織しすばらしい歓迎をし
ました。エントランスからカレッジを案内し、そこではグループをもてなすためにバンドの演奏があり子供たち
による地元の歌が歌われました。訪問の間、グループはまた子供たちや教師に簡単なお菓子とフレッシュジュー
スを提供し、300 以上のヘリウム風船が、空中に飛ばすために子供たちに配られました。
寄付者：ＭＭＡ保険 フランス
田舎の学校のラックと家具

Project - Rebuilding rural school
Date: 2015, February Location: Habarana
Sooriyagama is a rural village close to HABARANA, a highly popular zone which has close access to four UNESCO
world Heritage sites. AUTHENTICITIES identified this project together with one of our friend and premium
Italian partner Ms. Silvia Terreni, Product Manager of MISTRAL based in Torino, Italy. Sooriyagama School in
Habarana, a government rural school consisting of little over 40 students. After a thorough inspection of the school
premises, Silvia identified to re-build the primary section together with AUTHENTICITIES. The primary section
building was a wattle and daub structure with a cadjan roof, which leaked whenever it rained.
Donors: Ms. Silvia Terreni, MISTRAL Italy
Rebuilding of the primary section of the rural school
プロジェクト：田舎の学校の再建
日付：2015 年 2 月 場所：ハバラナ
ソーリヤガマは、４つのユネスコ世界遺産へのアクセスがよく非常に人気があるハバラナの近くの農村です。
AUTHENTICITIES は、友人の一人で特別なイタリア人パートナーでもある、イタリアのトリノを拠点とする
MISTRAL のプロダクトマネージャー、
シルビア・テッレーニ氏といっしょにこのプロジェクトを特定しました。
ハ バ ラ ナ の ソ ー リ ヤ ガ マ 学 校 、 行 政 の 地 方 学 校 の 生 徒 は 40 人 弱 で す 。 入 念 な 調 査 の 末 、 シ ル ビ ア は
AUTHENTICITIES と共に主要部分の再建を特定しました。主要部分はワットル＆ドーブ（編み枝としっくい）
のつくりで、雨が降るといつでも漏れるココナツヤシで編んだ屋根でした。
寄付者：MISTRAL シルビア・テッレーニさん イタリア
地方の学校の主要セクションの再建

Project - Donation to rural school in Habarana
Date: 2014, September Location: Habarana
A Group from Switzerland donated Musical Instruments and Stationery to a school in Habarana with Authenticities.
Donors: Switzerland

Musical instruments and stationery items
プロジェクト：ハバラーナの地方学校への寄付
日付：2014 年 9 月 場所：ハバラナ
スイスのグループが Authenticities と共に、楽器と文房具をハバラナの学校に寄付しました。
寄付者：スイス
楽器・文房具

Project - Donation to rural school in Trincomalee
Date: 2014, July Location: Trincomalee
A Montessari School which needed support to the School children.
Donors: Mr and Mrs Vollan Norway
Donation of 50 School Bags and 50 Water Bottles
プロジェクト：トリンコマリーの農村学校への寄付
日付：2014 年 7 月 場所：トリンコマリー
モンテッサリの学校が子供たちへの支援を必要としていた。
寄付者：ヴォラン夫人 ノルウェー
スクールバッグ 50 本と水筒 50 本を寄贈

Project - Donation to rural school in Pussellawa
Date: 2013, October Location: Pussellawa
At the HELBODA Estate (Up Country Plantation). We identified a rural school Donated 5,000 School Books,
Pencils, Pens and School Bags
Donors: French Marathon Group France
5,000 Books, Pens, Pencils, School Bags
プロジェクト：プッセラワの農村学校への寄付
日付：2013 年 10 月 場所：プッセラワ
ヘルボダエステート（アップカントリープランテーション）にて。私たちは農村部の学校を特定し、5,000 冊の
教科書、鉛筆、ペン、学校カバンを寄贈しました
寄付者：フレンチマラソングループ フランス
5,000 冊の本、ペン、鉛筆、学校カバン

Project - Rural school renovation in Medirigiriya
Date: 2013, April Location: Medirigiriya
We identfied this rural school where most classrooms required plastering and finishing. Most work was halted due
to lack of Govt funding and parents of children did most of the work. The Donation was to assist the school to
renovate the classrooms
Donors: Mr. Chris Reinier United States
Rs. 25,000 in Cash to the trustees of the School
プロジェクト：メディリギリヤの農村学校の改修
日付：2013 年 4 月 場所：メディリギリヤ
私たちは、ほとんどの教室が左官工事と仕上げを必要とするこの農村の学校を特定しました。ほとんどの仕事は
政府の資金不足のために中止され、子供の親がほとんどの仕事をしました。寄付は学校が教室を改修するのを支
援することでした。
寄付者：クリス・レイニエ氏 アメリカ
学校の受託者への 25,000 ルピーの現金
NPO ラマーミトゥルの会の活動を まとめた冊子を作りましたご覧ください。

