平成30年9月23日
於蒲郡市民会館

9月役員会要項
●

1

墓金状況について

・お礼と声掛け（支援者交流会）を

2平成30年度の招聰事業について（日程詳細別紙）
・参加調査調べ（一覧表を山本理事へ）
・車の運転（ワゴン車） 16日W｢迎え：
」 17日7k｢市内:
19日〃豊田:
｣20日ｴ｢市内:

・歓迎会司会進行「清水孝子」
記念撮影「近藤」

歓迎挨拶「足立」

団員紹介「司会」

乾杯発声「幸田町長」

｣ 18日f｢設楽：
」
｣21日目｢見送り ：
」
挨拶「蒲郡市長・州教育長」

終わりのことば「平出」

※案内状を再度配布（40人から50人の参加を見込む）
･給食センター試食人数10人「

※大原教育長給食センターで挨拶

」

･カンボジア支援者交流会＆報告会（会の次第別紙資料）
受付12：30

会場設営・写真展示10:00

司会進行「篠田」

基調対話I

挨拶「足立・州教育長」

「近藤滴」

報告「ルー校長」

基調対話Ⅱ 「石川真弓」

受付「川越・尾崎．

」

基調対話Ⅲ「浦野憲治」

会場設営・写真展示「全員」

※抽選品（会員持ち込み）の可能性（絵 画他） ※ドリンクコーナーの設置 (チョコ 、 ミカン）
・参加者要請依頼

・個別に直接案内（再度）

･昼食･夕食

16日 「ﾗ可ﾝ

・参加者の紹介

」

「簿淋仙17日 [ｷﾏ01ﾄﾊﾂｽ」

19日 「べWﾗWソ」

「､昇可'軸」

※夕食会は18：00スタート
3

・団体（学校、会社）依頼

20日 「

」

18日 「
「たあり

・会合での依頼
」 「一＃i人 」

」

20日は19：00スタート （祭見学のため）

臨時総会の開催について

・日程11月4日 （日) 15:00〜16:00

場所蒲郡荘（予約申し込み）

｢中間報告について」
4

11月カンボジア訪問について（11月12日〜20日）

・参加者l班：金田勝己清水孝子篠田惠近藤伴和
2班：神崎恭紀足立泰敏

・内容

友野早苗（一慨

（11月12日〜18 日）

・授業実践体育（1 ．2．3年）

・音楽（2年）

・家庭科（2年）

・環境（2年）

・ トンレサップ湖でのワークショップ（2年）

遺跡観光（牧野・小田）
世界塾表資料取り

皇､−ブ農園の見学

動歴

･教員養成学校の授業実践？

・打ち合わせ会11月4日 （日） 14：00〜15：00（臨時総会の前）
今後の予定

・モリコロ基金報告会「教員研修交流事業」

9月22日 （土）ウイル愛知

・10月役員会10月7日 （日）市民会館2F招聰役割分担（確認）
･11月4日 （日）臨時総会15:00蒲郡荘

・12月2日（日) TIA世界塾講師：金田勝己神崎恭紀
・12月上・中旬於サーラプラザ 「カンボジア子ども写真展」

近藤・川越・足立

臨時総会に向けて

平成30年度第6回カンボジア王国シエムリアツプ州教育研修訪日使節団日程
10月15日 （月）

シェムリアップ発(21:35)VN814

→

ホーチミン着(22:45)

10月16日 （火）

ホーチミン発(00:05)VN340→中部国際空港着(07:30)

今就労移行支援施設アクト （10：00〜11：30）

→

→中部国際空港発(09:00)

幸田町役場（13：00〜13：40）
＜町長・教育長表敬訪問＞

今蒲郡市役所(14:00〜15:30)

=>蒲郡ホテル(16:00)
蒲郡ホテル
（連泊）

住所：蒲郡市三谷北通2−82
電話:O533‑68‑13a。

10月17日 （水）

蒲郡ホテル発（09： 15）

＜使節団歓迎会18:m>

→三谷水産高等学校（9：30〜11 ：30）
＜学校概要説明・学校施設見学＞

給食センター(11 :30〜13:00)

→蒲郡南部小学校(13: 15〜15:30)

＜施設見学・給食試食＞

→蒲郡ホテル(16:00)

＜清掃・授業参観・教員研修の実際＞

10月18日 （木）

蒲郡ホテル発（08：30）

→

設楽町役場（10：00〜11 :00)

→設楽中学校(13:00〜14:20)

＜庁内見学、教育行政の説明＞

今関谷酒造見学(14:30〜15:30)

＜施設参観・授業参観＞

→蒲郡ホテル着(17:30)

10月19日 （金）

蒲郡ホテル発（08：30）

今豊田市役所(10:00〜10:45)
＜副市長表敬訪問、教育行政の説明＞

→豊田国際交流協会(11 :00〜l1:45)→昼食(豊田スタジアム)→名古屋市街(13:30〜17:30)
＜懇談＞

＜テレビ塔・地下街・城名古屋城＞

今夕食会（18：00〜20：00）→蒲郡ホテル（20：30）
＜蒲郡駅周辺＞

10月20日 （土）

蒲郡ホテル発（09：00）

＝〉市内散策（9：00〜1l :30)
＜竹島・ラグーナ・アピタ＞

→カンボジア支援者交流会＆報告会（13：30〜16：00）
＜於：商工会識所バイヨン中学校報告、意見交換＞
今夕食会（〜20：30）

＝〉祭り見学(17:00〜19:00)
＜三谷：山車、竹島：手筒花火＞

＝今蒲郡ホテル着(21 :00)

10月21日 （日）

蒲郡ホテル発（06：30）

＝＞ 中部国際空港発（10：00）Ⅷ341→ホーチミン着(13:40)

＝>ホーチミン発(16:20) VN813 => シエムリアップ着(17:30)

◇事前に土産物計画を把握し、随所でその時間を確保する。 （アピタ・ユニクロ・ラグーナ等）

カンボジア支援報告会＆市民対話集会

(雛''地嚇鴎｝
裏えりI地球志屍

グローカル社会(グローバル＆ローカル)に育つバイヨン中学校
1

日時

平成30年10月20B(土) 13:30〜16:OO

２３

※カンボジア教員研修招へい事業最終日
場所

蒲郡市商工会議所コンベンションホール

出席者

カンボジア王国シェムリアップリ'l'l教育長Mr・SAYTITTYAVONG
同

シェムリアップリ'l'l教育局財務部長Mr.SORTHKUNDY

同

シェムリアップ市教育長Mr.SOURVANSY

同

シェムリアップリ'l'l教員養成学校長Mr.CHHORTH

同

バイヨン中学校長MrbCHHOMREU

同

NG○「JST」代表Mr.CHEANOL

HHIENG

４５

地球志民（支援者・希望者）
参加費

無料

内容
司会・進行篠田惠
①

あいさつ（映像使用）

オアシス代表足立泰敏

シェムリアップリ111l教育長
②

10分

Mr・SAYTITTYAVONG

「グローカル社会に育つバイヨン中学校」

50分

報告者：バイヨン中学校校長チュム・ルー

パワーポイント映像使用
通訳：チア・ノル

一休憩−

syuuse

10分

⑧

マジックショープラス

「カンボジア支援活動とマジック」

20分

平出暁中村元（オアシス）

※ラッキーナンバー抽選くじあり
④

⑤

代表者からカンボジアの皆さんへ

ヒロヅ

・基調対話I 「一般支援者代表

近藤澗氏」

・基調対話Ⅱ「学校支援者代表

石川真弓氏」

・基調対話Ⅲ「オアシス代表

浦野憲治氏」

会場との対話

総評

簿郡市教育長大原義文

20分

20分

10分

､

学校、教育・カンボジア

灼熱の子らは運動大好き
−カンボジアにおける運動文化の発掘と伝承一

＝

ロ一

一

田

一一

日本式の「運動会」はカンボジアで広まるか！ ？
カンボジア・バイヨン中学校で日本式の運動会を
実施するまでの道のりや、カンボジアの将来に向け
たサッカー授業などの指導を行っている講師が、
その活動を紹介します。
講師；特定非営利活動法人オアシス

対象：カンボジア、運動会、中学校、教育、
海外協力について知りたい方、興味がある方
定員：40人（予約優先）

●

守公益財団法人重田市国醗交流協会『………""．．… ③②⑥笠)@2018鰯塵TIAmgl廻解楓屑ｾﾐｱｰ

TIA世界塾

15:0O〜15:50

■■■■●■■■■●

フェアトレード

チョコレートの来た道

■

あなたが普段食べているチョコレートは、どこで、どのように作られているか知って
いますか？チョコレートが大量牛産される裏側には、さまざまな問題があります。こ

の講座を通してそうした問題を知り、目を向けることから始め、自分たちに何ができる
のかを考えてみませんか？
講師；名古屋をフェアトレードタウンにしよう会

対象；フェアトレード、南北格差、児童労働について知りたい方、興味がある方
定員:40人（予約優先)

E""弟ﾂ同

持ち物：筆記具

勘蕊鍵

灘繍

講師のホームページ

hせp://www.nagoya‑fairtrade.net/

匡璋…牢琴昌：

名古屋をフェアトレードタウンにしよう会HP

しえ す
世界
士

世界を舞台に活躍する講師が、50分で世界を紹介します。
あなたが世界にはばたく1歩がここにある1 ． ． °かもしれません1
初めて学ぶ人向けの内容ですので、だれでも気軽に聞きに来てください。

ご質問・お問合せ

公益財団法人豊田市国際交流協会(TIA)
〒471‑OO34

豊田市小坂本町1−25豊田産業文化センター3F
※愛知環状鉄道「新豊田駅」西出□を直進、徒歩約5分。
TELO565‑33‑5931 Email :tia@hm・aitai.nejp
URL h廿p://www.tia.toyota.aichi
※月曜休館
1

B團市一画

■

ホームページ

開催日

蚕

④

｡

鍵

2018年11月6日（火)
10:OOから受付開始
(公財）豊田市国際交流協会（豊田産業文化センター3F)

餐軸腹吹触囮

②

3時間)駐車券を会場

牽名寄阻

１１

■■■■

駐車場の無料認証を
行っています。 （上限

までご持参ください。

10:OO〜15:50
※開催暗間がプログラムによって異なります輿一

N

1

2018年12月2日（日）

申込み

電話:O565−33‑5931
メール:tia@hm.aitai・ne.jp

ﾒｰﾙ申込みは
こちらから！

※申込時、「氏名、電話番号、参加プログラム名」

EIP擁回

鶏饗謝銅……

鵜

プログラムは内面。襄面にあります。

｡

6口

10:00〜10:50

モンゴル

貧困・バングラデシコ

学校、教育・カンボジア

灼熱の子らは運動大好き

13:30〜14:ZO

11:30〜12:20

バングラデシュの薑困と

モンゴルってどこ？遊牧ってなに？

NGO活動

一カンボジアにおける運動文化の発掘と伝承一

〜チンギス・カンの大地と生活を知る〜

子ども・ミャンマー

もし、あなたが
ミャンマー屡村部の子どもだったら

画呵︑Ｌ
P

＝

←

ｰ

髪

命︼罰
蕊

蝿

日本式の「運動会」はカンボジアで広まる
か！？カンボジア・バイヨン中学校で日本式

日本で暮らしていると、児童労働や貧困を目

モンゴルと言えばチンギス・カン？それとも

中学生時代からミャンマーの支援を志した講

にすることはありません。バングラデシュで教

朝青龍や白鵬が思い浮かぶでしょうか？本講座

師による、ミャンマーの子どもについて考える

の運動会を実施するまでの道のりや、カンボジ

育支援を行う講師による、貧困の現状や私たち

では彼らを生み出したモンゴルの大地の魅力を

ワークショップです。ミャンマーで起きている

アの将来に向けたサッカー授業などの指導を行

にできることを考える講演を行います。身の回

紹介するとともに、三千年以上も営まれてきた

問題について、友だちや、親子でともに考え、

りの生活を振り替える機会となるかもしれませ

遊牧の仕組みをお伝えします。日本では体験で

世界に目を向けるきっかけ作りにしませんか？

ん。

きない、さまざまな家畜たちと生きる生活に、

っている講師が、その活動を紹介します。

初めて学ぶ人向けの理解講座ですので、この
講師？特定非営利活動法人オアシス

機会にぜひ世界の現状を知ってください。

そして（ほんの少しだけ）モンゴル語にも触れ
てみましょう。

講師;ChildNeedsHome
あいち国際理解教育ステーション

対象：カンボジア、運動会、中学校、教育、
海外協力について知りたい方、興味が
ある方

講師：バングラデシュ教育支援の会(BESS)
対象：バングラデシュ、児童労働、貧困につい

講師：鈴木宏節氏

対象：ゴ0歳以上̲(親同伴の場合蛙10歳以下

対象：モンゴル、遊牧、モンゴル語について

でも可)で、ミャンマー、ミャンマーの

持ち物：筆記具

持ち物：筆記具

定員:40人（予約優先）

講師のホームページ

講師のホームページ

持ち物：筆記具

定員:40人（予約優先）

http://www.npo‑oasis.com/

http://www7b.bigiobe.nejpbess/

講師のホームページ

持ち物：筆記具

https://qo‑sezjimdo.comZ

講師のホームページ

画

；
厘

鍵

﹃ ■ 日 日 ０ 口 ■ ■ ■ ■ ﹃ ■ ｐ ・ △ ■ Ｕ Ｂ Ｆ ■ ■ ■ ・ ▲ ︑ Ｌ ■ ■ も ■

定員:40人（予約優先）

て知りたい方、興味がある方。
定員:40人（予約優先）

(特非）オアシスHP

同…抵同

蕊蕊蕊

蕊議
バングラデシュ教育支援の会HP

子どもについて知りたい方、興味がある

知りたい方、興味がある方

方

ChildNeedsHome

蕊
鈴木宏節さんHP

ChiIdNeedsHomeHP
同j罰…同

篝譲

http://www.childneedshomejp/凹咽醒噌う託卸

爵濡需驚孟謁，鍵

あいち国際理解教育ステーションHP

※予約優先ですが、定員に空きがあれば当日参加も受け付けます。

裏面にも1講座の案内があります。

