平成30年7月22日
於市民会館

7月役員会要項
1

会計決算状況（別紙）

2第6回招聰事業について（詳細別紙参照）
・使節団メンバー6名
・使節団訪日日程

10月15日

（月）〜21日 （日）

・研修場所とその対応

◆紡日使節団歓迎会

10月16日

一般参加者会費5000円

18:00〜於「蒲郡ホテル（宿泊ホテル） 」
50人程度を予定（各支援団体に声をかける）

◆支援者＆市民交流会（詳細別紙）

・日時・場所10月20日 (iz) 13:30〜16:00
・参加者募集

於「蒲郡商工会議所ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ」

参加者100名程（支援者を中心として個別に依頼、広報37号）

・会の内容「バイヨン中学校報告とお礼

」

・役割分担「

」

3広報オアシス37号煽集案について（詳細別紙参照）
・表面

バイヨン中学校文化祭特集

・裏面

下半期国内事業案内の予告と参加募集

・発送作業

8月役員会8月26日 （日) 9:00 (下記研修会前）
※振込用紙、

・部数

「支援者＆市民交流会」参加用紙同封

2000部

4平成30年度オアシス夏季研修会について〔詳細別紙参照）
・日時8月26日 （日）

◆9:00〜10:20

役員会・広報発送作業〔全員〕

受付・参加費徴収〔消水・川越〕

講師打合せ〔足立〕

機器のセット 〔杉浦〕

講師謝金・領収証用意:5000円×2人川松(+

)

[平出〕

◆10：30〜12：00研修会

※海外に興味を持っている青年、海外留学の希望のある子弟の保護者などへ直接参加依頼を。
◆12：00〜14:00講師を囲んでの昼食会

※蒲郡荘利用券〔足立用意〕

5カンボジア子ども絵画展、カンボジア写真展の巡回展示の募集について
◆カンボジア子ども絵画展

・磯田市立井郷中学校6月下旬〜7月上旬

・蒲郡南部小学校10月15日〜11月2日
．

◆カンボジア子ども写真展

「

」

・サーラ豊橘展示場12月

6TIA世界塾講師募集への応募について
12月2日

（日)

10:oo〜16 :00

識師：金田勝己神崎恭紀

テーマ（仮題）

「灼熱の子らは運動好き一カンボジアにおける運動文化の掘り起こしと伝承」

その他

・カンボジア国民会議選挙と国内情勢について
・認定NPO法人の申請について

・三谷水産高校「海外インターンシップ事業」でカンボジア訪問計画

平成30年度第6回カンボジア王国シェムリアップ州教育使節団の招聰
1

招鴫の目的
カンボジア王国シェムリアップ州の学校教育の充実・発展及びアンコール

クラウ地域初の新設バイヨン中学校（2013年10月開校）の開学理念の具現化
をめざし、愛知県内の教育現場や行政機関などで研修を積みそれらの実現に
資する。あわせて、 日本とカンボジアの国際親善の実を高める。
2招鰐教育使節団員

①シェムリアップ州教育長く団長>

Mr・SAYTITTYAVONG

②シエムリアップ州教育局財務部長Mr.SORTHKUNDY
③シヤムリアツプ市教育長Mr.SOURVANSY

58歳

40歳

46歳

④シエムリアツプ州教員養成学校校長Mr.CHHORTHCHHIENG
⑤シエムリアツプ市バイヨン中学校校長Mr.CIMIOMREU

48歳

47歳

⑥カンボジアNGO｢JST」代表、 日本国政府アンコール遺跡チーム団長補佐
く通訳>Mr.CHEANOL

52歳

3訪日日程
10月15日

（月）

カンボジア出国

10月16日

（火）

セントレア着入国(07:30)

就労移行支援施設事業所アクト
幸田町役場（13：00）

(10:00)

蒲郡市役所（14：00）

使節団歓迎会(18:00)
10月17日

（水）

三谷水産高等学校(9:30)

給食センター(11 :30)

蒲郡南部小学校(13:30)
10月18日 （木）

設楽町役場(10: 15)

設楽中学校(13 :00)

10月19日

豊田市役所(10:00)

豊田国際交流協会(11 :00)

（金）

豊田スタジアム･昼食（12:00）
10月20日

（土）

市内散策（09：00）

名古屋散策(13:30)

支援者交流会＆報告会(13:30)

三谷祭・竹島祭見学(17 :00)
10月21日

（日）

セントレア発帰国(10: 15)

今宿泊場所蒲郡ホテル(連泊）

蒲郡市三谷北通2−82電話0533‑68‑1300

その他

使節団員の身元保証及び滞在費のすべてはNPO法人オアシスがもつ。
＜本件連絡先>NPO法人オアシス代表足立泰敏

蒲郡市神ノ郷町森42‑1醗話:69−αｺ52

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今中部国際空港着(07:30)

→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)
く町長・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）

＜使節団歓迎会18:">
住所：蒲郡市三谷北通2−82
電話:0533‑68‑13m

10月17日 （水）

蒲郡ホテル発(09: 15)

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

給食センター(ll :30〜13:00)

→蒲郡南部小学校(13: 15〜15:30)

く施設見学・給食試食＞

→蒲郡ホテル(l6:00)

く清掃・授業参観・教員研修の実瞭＞

10月18日 （木）

蒲郡ホテル発（08：30）

→

設楽町役場(10:00〜ll :00)

一設楽中学校(13:00〜14:20)

く庁内見学、教育行政の説明＞

＝ウ

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)

→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(ll :00〜ll :45)→昼食（豊田スタジアム）→名古屋市街(13:30〜l7:30)
＜懇談＞

＜テレビ塔・地下街・城名古屋城＞

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

10月20日 （土）

蒲郡ホテル発(09:00)

→市内散策(9:00〜ll :30)
く竹島・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：商工会認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＞

→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)VN341→ホーチミン満(13:40)

＝>ホーチミン発(16:20) VN813→シェムリアップ着(I7:30)

◇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）

〆

カンボジア支援報告会＆市民対話集会

、

集えII地球志民
L

〆

ケローカル社会(ケローバル＆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:S0〜16OO

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
同シェムリアッブ市教育長Mr. SOURVANSY
SOUR
=Mr. CHHORTH
同シェムリアップリ'l'l教員養成学校長Mr｡

HHIENG

同バイヨン中学校長Mr・CHHOMREU
同NG○「JST」代表M｢・CHEANOL
地球志民（支援者・希望者）
4参加費

無料

司会・進行「

5内容

①

あいさつ（映像使用）

」

10分

オアシス代表足立泰敏

シェムリアップリ'l'l教育長
50分

「グローカル社会に育つバイヨン中学校」

②

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

③④

−休憩一

10分

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」
・基調対話I 「オアシス代表
・基調対話Ⅱ「一般支援者代表

ＪＪＪ

代表者との対話

平出暁中村元
20分

・基調対話Ⅲ「学校支援者代表
⑤

会場との対話
総評

蒲郡市教育長大原義文

20分
10分

NPO法人オアシス夏季研修会資料

現代青年の国際感覚に学ぶ

1

日時

2場所

平成30年8月26B(B) 10:30〜12:OO

蒲郡荘

蒲郡市港町21‑4(JR蒲郡駅下車南側徒歩5分）
1tL:O533‑68‑2188

3講師

川松絵梨氏

(稲沢市立大塚小学校教諭）

市川莉奈氏

(愛知教育大学4年生）

4内容
司会・進行足立泰敏

①あいさつ並びに講師紹介（足立泰敏）

②講師プレゼンテーション（各20分前後）
今履歴としての海外体験での思い
◆思いを育てる私のこれからの人生

③参加者との質問対話(30分）
④参加者による感想交流(10分）
⑤お礼のことば（平出暁）

その他

・希望の飲み物を開会前にお申し出ください。
・会終了後、場所を替え直ちに「講師を囲んでの昼食会」を開催します。

や公益鰄國譲人鰹田市国際交流協会『"ｮ ",…｡……"③②ざ､、

《動鰯,｡,…TIASHE""爾種薑プー

TIA世界塾講師募集
豊田市国際交流協会(TIA)では、 12月に、 「誰もが気軽に「世界」を学ぶ」をテーマとした、
世界入門イベントの実施を考えています。現在、そのイベントの講師を募集しています。あなたの
体験・経験を、未来の世界の担い手に向けて、紹介してみませんか？

●日

時： 12月2日（日）午前10時〜午後4時※左記時間内の50分

●会

場：とよたグローバルスクエア(TIA内)、会議室等

●謝

礼：なし（材料費・交通費等が必要な場合、当日講師が参加者から集金）

●募集期間：7月1日（日）〜8月19日（日）

●講師条件：参加者が世界に興味・関心を抱く紹介ができる個人、またはグループ
●募集数：8組程度（応募多数の場合、申込用紙の記載内容を基に選者）
●内

容: ･50分で完結し、講演を聞いた参加者が行動を起すきっかけになる内容のもの
・世界に通じる内容であること

●形

式：講演、ワークショップ、体験、踊りや演奏の披露など、発表形式自由

●申込み：ちらし裏面の応募用紙に必要事項を記入の上、 FAX、メール等で事務局へ応募
または応募用紙記載の内容をメール応募でも可

●その他： 。内容に関する相談を受け付けています。気軽にご相談ください。
・政治・宗教的な内容、勧誘、営利目的の販売等は不可とします。
・会場の都合により、ひとつの講座の参加者の上限は40人とします。

・昨年の様子はTIAFacebook(2月18日）をご参照ください。

あなたが知る「世界の姿」を、多くの人に伝えませんか！？
ローーーロム旦奄
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ブルキナファソの学校問題の罰演児、砲とベンガル題名刺作りワークショッブ

然帯林をテーマとした調演

エジプト紹介とタンヌーラ披麓

内モンゴルの沙漠化（調演)、ハラルフードを知ろう（調演＆ハラルフード試食)、

パレスチナ難民のいま（識演)、今日から始める国際ボランティア（講演＆ワークショップ）

更流協塞( ｢IA)
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1−25豊田産業文化センタ
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平成30年7月吉日日
各位
特定非営利活動法人オアシス

理事長足立泰敏

オアシス社員夏季研修会・昼食会の開催について（ご案内）
まれにみる酷暑の夏を迎えていますが、社員の皆様方におかれましてはます
ますご健勝でご活躍のこととお喜びいたします。

本法人は､本年度新入社員2名を加え総員36名の組織となり、活動内容もま

すます多彩になり充実してきています。これもひとえに社員の皆様の情熱とご
家族の皆様のご協力の賜物と感謝する次第です。
つきましては、皆様方への感謝とさらなる知見の広がりをめざし、研修会・昼

食会を開催いたします。ご多用中のところ恐縮ですが、万障お繰り合わせのうえ
ご出席くださいますようご案内いたします。
記

時所容

日場内

１２３

平成30年8月26日 （日）
蒲郡荘

9 ： 00〜14： 00

h0533‑68‑2188

9 : 00〜9 : 30役員会
9 ： 30〜10 ： 15広報等発送作業・研究会準備
※上記につきましては、参加可能な場合のみ

10 ： 30〜12 ： 00研修会「現代青年の国際感覚に学ぶ」

く講師＞稲沢市立大塚小学校教諭川松絵梨氏
愛知教育大学4年生
4

会

費

市川莉奈氏

4000円

その他ご家族・知人の方の参加も大歓迎です。お誘いください。

※出席する方は足立泰敏まで、

8月20日

h0533‑69‑0052

（月）までにご一報ください。

Emen:adyas602@inmseek.jp

￨−月 ｢百
摘要
｜
収入
30年度助成金(国際交流基金｡蒲郡国際交流協会)カンボジア基金
｜

繰越

41 161基金森下千代江

｜

￥841,213

｜

￥2,000

1 231基金4／22残金

1 231まちづくり課への返金
271国際交流基金

￥320
￥101.000

｜

￥202,000
¥944,533

5

15基金伊藤政志

￥2,000

９

1530年度招膀渡航費等(5人分)3,750$
15ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ9ケ月分450$･絵画購入餐500Sｻｯｶｰ輸送代25S等1,OOO$

15モリコロ材梁費(ひも70本）
15モリコロ材架費(糸40個）
15モリコロ材準費(裁縫用具一式）
15モリコロ材梁費(裁縫用具一式）
15モリコロ材料費(鉄製スタンド2台）
29基金早坂哲朗(株)オーエスジー
29基金藤岡安美
−面「

￥5,000
￥2,000
￥2,000

蕊

22基金福井正実
22基金住山志げ子

５
７
７
２ 一州一緬一︾｜鋼押鋤
２
４
￥

15基金杉浦千枝子
15基金岩手由紀

￥5,000
￥2,000

￥3,000

¥334,374

51基金平出暁(キリスト教社会館保育園･デイサービス）
51基金渡辺勝生
181基金5．13残金
18基金4．15総会時残金

18基金居酒屋｢あさひ｣(近藤伴和）
18基金6．17残金
18基金広浜洋子

7

州而

18基金5， 13残金
18子ども絵画展用フオットフレーム代
18子どこ絵画展用フオットフレーム等代
20基金大原蓋を文

\5,980

-

￥972

￥365,089

13基金平出暁(科堂館手品一生涯学習課より）
13110･20市民交流会会場費(商工会議所ホール）
￥1,114,200

￥796,261

￥317.939

