戸

平成30年10月7日

10月役員会要項
1

於蒲利
於蒲郡市民会館

カンボジア教員研修招聰事業について
今

日程変更について

・17日 （水）

給食センター見学「大原教育長参加→試食数11」

・20日 （土）

交流会の後「夕食会17:30(田村）

今祭り見学」

◆社員の参加状況（別紙参照）
◆歓迎会の参加状況について

◆カンボジア支援者交流会（別紙参照）
・準備について
・会場づくりについて
・当日の役割について

・参加状況について（別紙参照）

2臨時総会について（別紙：臨時総会案内）
日時平成30年11月4日 （日） 15：00〜

※14：00よりカンボジア訪問打合せ会

場所蒲郡荘

議事◆上半期の事業報告（足立）
◆

◆決算状況・予算案の修正（平出）

芝援活動及び活動全般6

(例）

・カンボジアにおける支援対象について
・招へい事業・国内事業の内容について
・組織の拡大と組織の運営について
・認定NPO法人の認可及び財源確保についてなど

3

11月カンボジア訪問について（別紙活動予定表参照）

参加者l班：金田勝己清水孝子篠田惠近藤伴和牧野早苗（一般）
2班：神崎恭紀足立泰敏
(11月12日〜18日）

内容

小田晃司 (一般）

・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ヨツプ（2年）
遺跡観光（牧野・小田）

・通訳の増員（通訳2名+JST職員）

ハーブ農園の見学

※1月の訪問については混雑が予想され、 一般参加者を含めできるだけ早 く参加者を特定したい。
1月15日 （火）〜22日 （火）

4今後の活動予定について

・カンボジア支援者交流会要項印刷・会場打合せ10月12日 （金) 10:00勤福「
． 「カンボジア子ども絵画展」

10月15日 （月）〜11月2日 （金）
※搬入10月11日 （足立）

･ ｢TIA世界塾」

12月6日 （木）〜14日 （金)

． 「12月役員会・訪問報告会」
その他

蒲郡南部小学校

※搬出11月且日 （山本）

12月2日 （日) 10:00〜豊田産業文化センター間窯の為'よ漫軟紛さ

． 「カンボジア写真展」

[仮日程〕

」

サーラプラザ

12月？日 （日） 14：00蒲郡市民会館

」

シエムリアツプ艸￨教育研修使節団訪日歓迎会
平成30年10月16B(火) 18:OO
於蒲郡ホテル

司会清水孝子
開会の辞（司会）
1

噸･お

歓迎の言葉
オアシス理事長

足立泰敏

7fmw:,
2使節団員紹介（司会）

団長シェムリアップリ11'1教育長Mr.SAYTITTYAVONG(ソイ・テイッテイァヴオン）
同教育局財務部長Mr.SORTHKUNDY(ソー。クンディ）

様

シェムリアップ市教育長Mr.SOURVANSY(ソー・ヴアンシー）

様

様

シェムリアップリ'l'l教員養成学校長Mr.CHHORTHCHHIENG(チョー･チィアン）様
シェムリアップ市バイヨン中学校長Mr.CHHOMREU(チュム。ルー）

様

カンボジアNG○「JST」代表・日本国政府アンコール遺跡修復チーム団長補佐
Mr.CHEANOL(チア．ノル）

様

3あいさつ

・蒲郡市長
・

稲葉正吉様

シェムリアップリ'l'l教育長Mr.SAYTITTYAVONG様

〔記念撮影〕

「

4懇親・交流会

F

乾杯

幸田町長成瀬敦様

閉宴の辞

オアシス理事平出暁

虐会者(敬称略）職肺長〕稲葉正吉 〔市議会議員〕大場康議青山義Ⅷ
〔幸田町長〕成瀬敦

〔同副町長〕大竹広行〔同教育長〕小野伸之

〔学校教育教育監〕岡田敏宏

〔学校教育課長〕遠山佑幸

〔同税務課長〕三浦正義

〔図書館理事長〕牧原隆二郎

〔名古屋環未来研究所〕伊佐洽知明田口晶一寺田壽

〔形原中学校長〕水藤彰啓

〔蒲郡中学校長〕鈴木洋

〔蒲郡南部小学校長〕壁谷幹朗

〔中部中学校長〕壁谷雄二

〔幸田サーキット〕山本克典

、

〔支援者〕小田晃司河合隆司尾崎隆久平松勇治

<NP○法人オアシス社員＞

足立泰敏浦野憲治尾崎和代金田勝己金田圭史川越麻友美神崎恭紀近藤伴和篠田恵
［

清水孝夫清水孝子杉浦修仲田幸正平出暁藤江充山本佳樹

、壹奎壹菫

｜

一

カンボジア支援者交流会＆報告会

黒えりI地球毒屍
ケローカル社会(グローバル＆ローカル)に育つバイヨン中学校
日時

1

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Mr・CHHOMREU

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
司会篠田惠

①

あいさつ

オアシス代表足立泰敏

15分

シェムリアップリ'l'l教育長ソイ・テイッテイアヴオン様
②

開校6年の歩み「グローカル社会に育つバイヨン中学校」

50分

報告者：バイヨン中学校長チユム・ルー様
パワーポイント映像使用
通訳：チア・ノル様

一休憩一

15分

9月16日放映「池上彰の現代史を歩く」

⑧

チア・ノル氏出涜

マジックショープラス

20分

「カンボジア支援活動とマジック」

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

代表者からカンボジアの皆さんへ
。

「般支援者からの声」

。 「学校支援者からの声」
。 「オアシス社員からの声」
⑤

近藤淵様
岩本隆之介様
浦野憲治

会場との対話

総評

20分

蒲郡市教育長大原義文様

20分

10分

−

一

「カンボジア支援者交流会＆報告会」進行骨子（案）
13：30着席を促す（司会）

※スクリーン「タイトル画像」パワーポイント使用〔杉浦〕

開会を前にして、各テーブルで自己紹介。 リード役、お茶の配布。

（オアシス社員）

13：35開会のことば（司会）

あいさつ（足立理事長）

（映像：子どもの笑顔・真顔）

タイトル画像

あいさつ（ソイ・ティッティァヴオン教育長）

カンボジア支援者交流会＆報告会

通訳：チア・ノル

13：5Oカンボジア教育使節団員の紹介

開校6年の歩み

13：55開校6年の歩み「グローカル社会に育つバイヨン中学校」

「グローカル社会に育つバイヨン中学校」

講話：チュムルー校長
通訳：チア・ノル
14：55

パワーポイント ：杉浦

−休憩一

※9月17日放映「池上彰の現代史を歩く」の冒頭部分を放映（7．8分）
15：10マジックショープラス（平出中村）
15：30

マジツクショー準備

当たりくじ賞品配布（山本）

今支援者からの声「一般支援者代表：近藤淵さん」

（会場から：ﾜｲﾔﾚｽ用意）

寺支援者からの声「学校支援者代表：岩本隆之介先生（蒲郡中）

（前に出て：ﾜｲﾔﾚｽ用意）

※パワーポイント使用
寺支援者からの声「オアシス代表；浦野憲治さん」

（会場から；ﾜｲﾔﾚｽ用意）

15：50使節団への質問・意見・感想感想意見の交流
16；15総評（大原義文教育長）

スクリ進ン

会場図

｜

■
PC

〔用意するもの〕

:舞毫皐雛獺fc熱職メ

ステージ
ステージ

司会

□
※各席机3

円阿

同

※DE席机4

・マジック用道具・国旗「平出・中村」
・飲食物・紙皿「篠田」

ミカン「足立」

・タイトル画像「杉浦」

・配布物⑦会要項（次第・カンボジア・
シェムリアップリ'l'l案内）受付名簿「足立」
⑦アンケート用紙「篠田」
◎TIA世界塾パンフ「神崎」

｜
E

，

①広報34号。37号「足立」
③手品景品（各自：事前回収）

パネル展示

②テーブル表札〔篠田〕

Rl o ln
F

￨……

G

〔役割分担〕

H

・受付〔尾崎・川越・伊藤。仲田〕
・撮影記録〔近藤〕

・進行補助：マイク・景品〔山本〕
・会場づくり。写真展示（全員）

・会場支払い・メルブルー予約支払い「平出」
※ABCFGH席は8．9人前後DE席は10人〜12人前後
※各席テーブル3〜4前面の席無

各席にオアシス社員配置

・要項印刷。製本〔役員・篠田

〕

※10月12B(金)1020O勤労福祉会館

カンボジア支援者交流会＆報告会アンケート
平成30年10用20日

本日は、ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。
これからの活動の参考にしたいと思いますので、アンケートのご協力をお願いいたします。
以下について、あてはまる項目にOをつけてください。

1

あなたは・ ・ ・

Ｊ７Ｊ

）女性

００
２５

学一一

くく

くくく

（

代代

）男性

生般般

（

）一般30代

（

）一般40代

）一般60代以上

2今日の、カンボジア支援者交流会＆報告会の内容は、興味・関心をひくもので
したか。
（

（

）興味深かった

（

）あまり興味がなかった

興味・関心をもたれた内容は何でしたか。（いくつでもよい）

くくくくくく

3

）とても興味深かった

）カンボジア教育使節団員各氏の話
）バイヨン中学校6年間の歩み
）チア・ノルさんの活動
）マジックショー並びにカンボジアの品ノマ
）支援者各氏の話

）参加者の声

4ご意見、ご感想をお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。

受付の回収箱にご提出下さい。

平成30年度第2回カンボジア訪問活動予定表
訪問日

平成30年11月12B(月）〜21B(火）

参加者

1班：○近藤伴和金田勝己篠田惠清水孝子

小田晃司（一般）

牧野早苗（一般）

2班：◎足立泰敏神崎恭紀
現地応援

JSTスタッフ、通訳：タウリー・サンボー。（？）

宿泊地

フランジパニホテルRC有り

関西学院生2人大滝智子運転手2人

シェムリアッブ市リバーサイド地区砲(855)1658‑1045

活動内容
12日

（月）

集合:8:OO出発ロビーベトナム航空会社カウンター前

'第↑班出国 中部国際空港 → ﾊﾉｲ空港 → ｼｴﾑﾘｱﾂブ空港
10:15(VN347)

13日

（火）

13:20

15:10(VN837)

16:55

今カフェモイモイ

打合せ・夕食

〔午前〕バイヨン中学校：体育授業〔神崎・金田〕 （3年A1時間・2年A2時間：サッカー）
音楽授業〔清水〕 （2年BCD3時間）
理科授業〔小田〕 （2年男子A1時間）

家庭科〔篠田] (2年女子A:3時間連続）※男子体育2．理科1

１

日加
４く

〔午後〕体育（1年2時間：2クラス合同集団行動他）

〔午前〕バイヨン中学校体育〔神崎・金田〕 （3年B1時間･2年B2時間：サッカー）
音楽授業〔清水〕 （2年CDA3時間）
家庭科〔篠田] (2年女子B: 3時間連続）※男子体育2．理科］
理科授業〔バイヨン中理科担当〕 （2年男子B1時間）

〔午後〕バイヨン中学校体育〔金田・神崎〕 （1年2時間：2クラス合同）
〔終日〕アンコール遺跡観光〔小田・牧野〕 （ワット・ トム・タプローム）
15日

（木）

〔午前〕バイヨン中学校体育〔神崎・金田〕 （3年C1時間・2年C2時間：サッカー）

音楽授業〔清水〕 （2年DAB3時間）

家庭科〔篠田] (2年女子C: 3時間連続）※男子体育2．理科1

理科授業〔バイヨン中理科担当〕 （2年男子C1時間）

〔午後〕バイヨン中学校体育〔金田・神崎〕 （1年2時間：2クラス合同）
〔終日〕アンコール遺跡観光〔小田・牧野〕 （バンデアスレー他）
16日

〔午前〕バイヨン中学校体育授業〔神崎・金田〕 （3年ABC3時間：サッカー）

音楽授業〔清水〕 （2年ABC3時間）

（金）

環境授業（足立) 2年2時間「CD」 「AB」合同授業

１

日勤
７く

〔午後〕バイヨン中学校体育〔金田・神崎〕 （1年2時間：2クラス合同）

〔午前〕バイヨン中学校体育授業〔神崎・金田〕 （3年ABC3時間：サッカー）

トンレサップ湖ワークシヨップ〔足立・近藤・小田・牧野〕
〔2班帰国〕
シェムリアップ空港
→
ハノイ空港
20:30(VN834)
18日

（日）

〔午後〕フリータイム（市街地散策・土産購入等）
→

ハノイ空港
22: 15

（月）

00:25(VN346)

〔午前〕ハーブ農園見学〔1班全員〕
〔2班帰国〕

19日

22: 15

※感想記入（記録用紙用意）
→

→

中部国際空港

00:25(VN346)

6:30

〔午前〕バイヨン中学校：体育〔金田〕 （2年D1時間･3年ABC3時間）

※1時間2年と3年合同授業

家庭科〔篠田〕 （2年女子D: 3時間連続）※男子体育2･理科1
理科授業〔小田〕 （2年男子A1時間）

〔午後〕〔1班帰国〕シェムリアップ空港
20:30(VN834)

→

ハノイ空港

22: 15

00w ･￨5(VN346)

→

20B

（火）
※授業時間数

幸体育22時間（3年：2時×3ク、2年男：2時×4ク 1年：2時×4ク）
2．3年「楽しいサッカーゲーム」
1年「集団行動・集団競走」
今音楽12時間（2年：3時×4ク）「
」
今環境6時間（2年：2時×2ク合同、湖ワークショップ4時）「トンレサップ湖の自然と環境」
拳家庭科12時間（2年女子；3時×4ク）「ナップサックづくり」
令理科4時間（2年男子： 1時×4ク）「無線機の製作とその仕組み」
※13日（火）14日（水）15日（木）19日（月） の家庭科2年女子の授業の対①男子授業
として体育2時間、理科1時間を位置づける。

