令和元年度6月オアシス役員会要項

1

R1 .6.22蒲郡荘

カンボジア公募訪問ツアー事前説明会について（別紙資料）
今日時6月22日

（土）

13:30〜

●場所蒲郡荘2F大島

「カレンダー制作委員会」

写真の選択（プロット)、説明文、年間行事等

14: 15〜役員会
15:00〜カンボジア訪問事前説明会・第1回カンボジア訪問報告会
17:00〜懇親会：マルナカ※会費3000円（参加者l7人）

2オアシス夏季研修会「公募カンボジア訪問ツアーパネル懇話会」について
命日時8月25日

（日） 10：00〜12：00

12：00懇親会（立食）

●場所蒲郡荘

●内容別紙「カンボジア訪問ツアーパネル懇話会」参照
●案内文別紙

※全社員及び以後訪問を計画されている皆さんへの参加呼びかけ

・社員からの参加申込→ネットリーダー（足立・平出・篠田・近藤・浦野）＝＞

・公募ツアー参加者写真＝〉

山本佳樹

20日 （火）までに杉浦宛

3令和元年度第7回カンボジア教員研修招へい事業について
今日程9月8日

令使節団

（日）〜14日 （土）

4名ROSSEREIVUTHY(37歳)

CHENSOREYA(26)

CHOUNCHIN(23)

VONGREY(38)

シェムリアップ州教育局総務副部長バイヨン中教員3名

◆宿泊場所奥三河総合センター（9日・ 10日．11日）

豊田プレステージホテル（12日・ 13日）

今研修場所9日 （月） 11 ：00蒲郡科学館よりバイヨン中へスカイプによる浅井猛氏ｻｲｴﾝｽｼｮｰ
10日

（火）設楽中学校での1日研修・歓迎会

11日

（水）豊根中学校訪問他「豊根ダム・チョウザメ養殖場・関谷酒造」

12日

（木）豊田市内研修場所「豊田スタジアム・TIA・豊田会館」

13日

（金）豊田市立浄水中学校訪問

14日

（土）帰国

※詳細は別紙

・関係各所への挨拶・依頼文書持参＝＞足立・金田勝己・神崎・浦野で対応
蒲郡市（科学館） ・設楽・豊根・豊田教育委員会、設楽中・豊根中・浄水中、TIA
●カンボジア使節団と同行できる人、車の提供（運転)、英語通訳者を募っています。
今9． 10． 11日の奥三河総合センターでの宿泊希望を募っています。 （山本まで）
その他

①7月役員会・カレンダー制作委員会の開催について（変更）
※年度当初予定していた役員会を1週間前倒しして開催します。
今日時7月21日
同

（日） 14：00〜15：30カレンダー制作委員会（委員十他）
◆場所蒲郡市民会館2F喫茶「ローレライ」

15：30〜17:00役員会

②認定NPO法人化に向けて
●寄附名簿の精査、作り直し
●青色法人申告に準じた帳簿書類の備え付け、

5年前に遡って整理の必要

※会計士の指導を仰ぐ（岩瀬会計事務所を予定）

③蒲郡国際交流協会助成金申請（5万円）について
●体育関係備品

拡声器・スターティングブロック・ライン引き・ラインテープなど

令和元年6月吉日
オアシス社員各位
特定非営利活動法人オアシス

理事長足立泰敏

オアシス夏季研修会「公募カンボジア訪問ツアーパネル懇話会」
の開催について（ご案内）
このことにつきまして、下記の通り開催いたします｡猛暑ご多用の折恐縮です
が、ご参会くださいますようご案内いたします。
記

１２３

日時

令和元年8月25日

（日） 10：00〜12：00

場所

蒲郡荘1F小島

参加者

公募ツアー参加者9名訪問予定者オアシス社員ほか
※希望される方がありましたらお誘いください。

4内容

「この1枚」：現地で撮影した中の印象に残った写真（3枚以内）
をもとに、体験や気づき．思いを語り合う会

前半

･10:OO〜10:O5

旅程のあらましビデオ

･10:O5〜10:55

訪問者4名によるパネラー対話

〔休憩〕
後半

･11 :O5〜11 :55訪問者5名によるパネラー対話
・11 ：55〜12:OOお礼の言葉

5懇親会

上記パネル懇話会後、蒲郡荘内会場を替えて懇親会を開催します。
会費：3000円（立食）

〔夏季研修会・懇親会申込先〕
本年度総会資料連絡網に従い､パネル懇話会･懇親会に参加する場合はそれ
ぞれの連絡網ネットリーダーにご一報ください。
【あなたのネットリーダー】
氏名
連絡先

1hL

ﾒｰﾙ
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令和元年度第7回カンボジア王国シェムリアップ州教育研修訪日使節団日程
9月8日 （日）

シェムリアップ発(20:45)VN842

→

ハノイ着(22:30)

9月9日 （月）

ハノイ発(00:40)VN346→中部国際空港着(06:55)
二蒲郡生命の海科学館（10：00〜12：00）

＝〉

→中部国際空港発(08:30)

設楽中・役場表敬訪問（14：30〜16：00）

＜スカイプによるバイヨン中との交信授業（浅井）＞

く校長・町長・教育長表敬訪問＞

→奥三河総合センター
設楽町田口字向木屋2‑10

奥三河総合センター

く使節団歓迎会18:30>

(9･10･11連泊）

9月10日

1FL :O536‑62‑O100

（火）

総合センタ−発（07：50）

→設楽中学校（8：00〜16:20)

→総合センター着(16:30)

く授業参観・給食・中学生学校生活体験＞

9月11日

（水）

総合センタ一発（08：30）

→豊根中学校（9：30〜11 :20)
く校内見学・授業参観＞

→ﾁｮｳｻﾞﾒ養殖場(11 :30〜12:00)

→新豊根ダム・みどり湖(14:00〜14:30)

今関谷酒造見学(15:30〜16:30)

‑総合センター着(16:40)

9月12日 （木）

総合センタ一発（08：30）→豊田スタジアム(10:00〜10:45)

→エコタウン (ll :00〜12:00)
＜見学・昼食 ｢ほがらか」＞

＜説明・見学＞

→豊田国際交流協会(13:00〜14:30)

=>豊田会館(15:00〜16:00)

＜説明・授業参観＞

＜見学・体験＞

→豊田プレステージホテル着（16：30）
＜夕食「松坂屋ビアガーデン」18：α〕〜＞

豊田プレステージホテル
（12．13連泊）

9月13日

豊田市喜多町4−28
1tL :O565‑34‑5555

（金）

ホテル発（09：00）

→

浄水中学校（9：30〜13:00)

→名古屋散策(13:30〜l6:30)

く校内見学・授業参観・給食＞

→ホテル着(17:30)

9月14日

夕食(18: 30〜）

（土）

ホテル発（06：30）
今ハノイ発(15

→中部国際空港発(10: 15) VN347→ハノイ着(13:40)
25）Ⅷ837

＝＞

シエムリアップ着(17: 10)

Q

カレンダーづくりのプロット （案）
1

R1.

6．

22

月別のテーマ（写真内容）について
1月

運動会

入場行進、開会式伝統武術の演技伝統芸能の演技

スタート、ゴール帽子取り、騎馬戦

2月

学校における係活動

樹木に水やり塵、ペットボトル集め畑つくり

3月

授業風景

オアシスによる授業の中の生徒の表情

4月

授業風景

バイヨン中の先生による授業

5月

文化祭

6月

放課時の生徒の様子

7月

家庭での暮らし

8月

将来への夢

9月

将来への夢

ジャスミン茶つくり

理科音楽体育家庭数学

得度式伝統芸能生徒の店、地域の方の店の風景

10月外国との交流

運動場での遊び校舎内、木蔭での遊び朝食？の談笑
牛の世話家事分担家族写真農村風景焼畑？

スカイプでの授業

11月環境問題への取り組み

トンレサップ湖でのごみ拾いアンコールワット遺跡周辺のごみ拾い

12月生徒を支える教師集団

2説明文（コメント）について
ア入れるか、入れないか？

イ入れるとするなら、どんな内容で、どの程度の字数で、どのスペースに位置づけるか？
〔文例〕
8月

観光開発か、環境保護かで揺れる観光都市シェムリアップ。

しかし、急増する生活ごみ

処理への市民意識は極めて低い。ごみ問題に加え水・大気汚染など、環境リーダーを中心
として環境保護活動に動き始めた生徒たち。

※8月の美化活動（ｱﾝｺｰﾉﾚﾜｯﾄ周辺）で、絵になる写真が撮れる見通し。
12月

チュム・ルー校長（48）のリーダーシップのもと15名の教師集団は、 2013年の開校以
来先進的な学校づくりを強力に推し進めてきている。彼らの言動は、513名の生徒を前に常
に明るくエネルギッシュである。

テーマ家計を支えささえる生徒たち
カンボジアの農村では、まだまだ自給自足に近い生活を強いられている家庭が多く貧しさ
の連鎖がある。教育より衣食住優先の日々の生活の中、家計の支えと自分自身の将来の夢の
実現に向け、学校終了後夜10時までアルバイトをする生徒もいる。

①パンクォン
午後は煉瓦運び、煉瓦積みのアルバイト。月50ドル位の収入。学費としてのほか、進学に備えてためてい
午後は煉瓦運び、煉瓦積みのアルバイト。月50ドル位の収入。学費としてのほか、

る。ここで働いているのは、家の近くだからというのが一番の理由。将来の夢は、 自動車の運転手。

②

〔3年生数名

〕

遺跡で土産物を売っている生徒

※8月の訪問で撮影

ロ

④
家事を通して家族愛を深める生徒たち

テーマ

文例

農村での家事労働は実に様々で長時間。学齢期前の子守や薪集めに始まり、中学生ともなる
と炊事・洗濯･謡陛は当然、男子においては田畑の耕作、家畜の世話などなど。家事労働を通
して家族の一員としての存在感を高めつつ、より豊かな家庭生活の実現を夢見ている。

①恥p

Sowr (テップサラム）

農業が好きだから、家でも学校でも水をかけるなどの世話をしている。

②Chmoeut

Sreynong

(クロエットスレイクン）

お店の手伝い野菜、樹木の水やり

③Kers

Minea

(キース

ミネア）

家庭環境父死去3人兄妹長兄は結婚して他所に居住次兄は出家
雌しいことではないので、炊事など楽しくやっている。野菜や樹木などの水やりもやっている。村

⑤

④ワッタイ家族が多い。長姉だから炊事、洗濯など家事全般を担っている。家族の一員として当然のこと。
ウイチカ料理、清掃など、簡単なことだから家族の一員としてやっている。

テーマ将来への仕事への憧れ
教師・医者・警察官・観光ガイドなど、 日々視野に入っている仕事を後追いしようとしてい
る生徒がほとんどである。しかし、本校の先進的な教育実践の影響もあって、プロサッカー選
手・プログラマー・デザイナーなどと、新たな世界を広げつつある生徒も出てきている。

①アールオーク午前中は英語の塾へ行っている。将来の夢は英語の教師
家での手伝いは、薪つくりや料理。家族の幸せを願ってやっている。

②SanMokara

(サンモカラ）

家庭環境父、ホテルマン母、遺跡関係の仕事

家でやっている事洗濯、鶏（数‑'一羽）の世話

将来の夢は、 日本語の教師になって、村人たちに教えたい。

③AoumVannak

(アウンバナック）

末っ子なので、手伝いはあまりしていない。洗濯ぐらいはやっている。

将来の夢は、国語（クメール語）の教師。 （リリンのクラス、 リリンの影響も？）作文も好き。

④Pheop

Vannak

(ピアップバナック）

将来の夢は、医師。そのために勉強をしっかりやっている。家の仕事は、牛の世話。
⑤フォアヌフストラー兄弟が多い（8人)。将来は、兵士になって国を守りたい。

⑥サッカー授業
⑦運動会での放送係
⑧家庭科授業でのナップサックづくり

（ミシンを使っての授業）

公募カンボジア訪問ツアー事前説明会
バイヨン中学校＆アンコール這跡見学の旅

令和元年6月22日（土）
15:OO〜17:OO

於蒲郡荘

、

次第
1

あいさつ

2日程説明
バイヨン寺院

3訪問における準備・諸注意等
4バイヨン中学校紹介

5第1回訪問実践活動報告
理科・音楽。美術。体育・環境
ほか

ご他グﾙｰプ編成《帥ﾙｶﾉ
参加者（'''百不同敬称略）
〔公募〕

〔ｵｱｼｽ〕

柴田直子（安城市立作野小）
川松絵梨（稲沢市立大塚小）
名渕裕（一宮市立神山小）
橋本恵利（豊田市立高嶺小）
山本直子（豊橋市立福岡小）
石黒晶憲（蒲郡市立形原中）
澤木誠（豊田市立下山中）
鈴木暘二朗（豊田市立朝日丘中）
藤井麻美（安城市立新田小）
以上9名
足立泰敏（団長。実践）
山本佳樹（総務・撮影）
仲田幸正（連絡・調整）
清水孝夫（記録）

山本克仁（会計。食事）

以上5名

カンボジア公募ツアー日程表
予

日時

留意事項

定

8月7日（水）
8:OO

･集合(VN航空搭乗手続き3F

Bカウンター前）

。常にパスポート・航幸チケッ

航空チケット発券(Eﾁｹｯﾄ、パスポート）
10: 15

･出国(VN347便）

13:40

･ハノイ言

17: 10

･シェムリアップ言

卜が提示できる用意

・15：25ハノイ発(VN837便）

ビザ申請(30$)今入国審査

･入国に必要なビザ申請書、入

国・出国・手荷物品申請カー
ドの事前記入

2台の車に分乗してカフェ「モイモイ」
18： 15

･学校・JST・研修生との懇談、食事

20:30

･フランジパニホテルヘ1tL:855‑1658‑1045

･ホテルの朝食は6:OOより
バイキング方式

ＯＯ
ＯＯ
Ｏ２
１１

･ホテル発学校へ（途中で研修生・通訳も同乗）

･3年合同環境授業の参観（自己紹介有り）

Ｏ５
Ｏ５
０
５
７８９
−−−
ｍｍ叩
７８９
時時時
校校校
１２３
第第第

･ハ・ｲﾖﾝ日課表（8．9年午前）

8月8日（木）
7:30

･現地との時差2時間

･アンコール遺跡パスポートの購入（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）

ＯＯ
３
０Ｏ
３Ｏ
３Ｏ
３
２４５７８
１１１１１

第4校時10:OO〜10:50

3日間通し券の購入（62＄）
･昼食シバタ通りスイス料理「

」

･散策・買い物オールドﾏｰｹｯﾄ界隈

間授業

･昼食･夕食は関西学院大生2人、

･ホテル（シャワー・休息）

･アンコール遺跡「プノン・パケン」サンセットビユー
･夕食「レッドピアノ」

※7年生は12:OOより同様4時

二ナイトマーケット

通訳の食事代は団で持つ

(メンバーで均等割り）
･ナイトマーケットよりの戻りの

ＯＯ
３０
７８

8月9日（金）

Ｏ３
Ｏ３
Ｏ０
Ｏ３
Ｏ
Ｏ
●●●●■●●●●●
０１３７８
１１１１１

･ホテル発美化活動スタート位置へ（前日同様）

足は乗り合い三輪ツクツクを利

･ゴミ拾い美化活動（ｱﾝ]‑ﾙﾜｯﾄ正面駐車場まで）

用、複数での利用を原則とする。

･生徒の移動はバス3台

帰校後解散式
･昼食カフェ「モイモイ」

･美化活動には専用ビブス言用

･遺跡見学アンコールトム今アンコールワット

･体験活動･遺跡見学は暑さが予想

･ホテル（シャワー・言替え等）
･バイヨン中学校との懇親会「ニヤークメール」

される。帽子等の日よけ対策を。

･懇親会においては4グループに
分かれ着席、セレモニーなし。

ＯＯ
３０
８９

8月10B(土）

名札用意（オアシス）

･ホテル発

･夕・プローム遺跡
10:30

・トンレサップ湖へ
プノン・クロムから湖展望観光船乗船

ＯＯＯ５
０００４
●■●①●●●●
５
７８０
１１１２

13:30

8月11日(日）

･昼食「

･ホテル代3．5泊分（支払いは』

」

･ホテル（シャワー・荷造り）

ST)

･カフェ「モイモイ」（清算：ホテル代・車代）

･車代は参加者で均等割り

･シェムリアップ空港

･VN842便軽食有り

･帰国(VN842)

･22:30ハノイ言

･OO:40(VN346)

・6:55(中部国際言）

･7:30解散式（自宅へ）

特に一斉夕食なし（適宜）

<位遥図＞
ﾉt》臼

）
A

美化）
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アンコール遺跡入場券
1日券20US$/3日券:40US
7日券:60US$

●バコン村

＆

アンコール遺跡以外の入場券

バコン

ハリハラ÷ラヤヨガ
●

ﾜｯﾄアトヴィア

ベンメリア;5US$/コーケー; 10US

ム

プノンクーレン:20US$

世界通産
プﾗﾎｯｸ作りの家多い

■選跡●見どころ鈴ﾄｲﾚ＆現代寺院

ロリュオス逮跡群

コンポンクリ

べﾝﾒﾘｱ(（
コンボンクテ

◆ロータスファーム

&アンコール遺跡群
AngkorruinS

gクロマーマガジン
地圃の焦翫転写･扱劇･改ざんを紫じます

ムプノンクロム

L・ﾁｮﾝｸﾆｱ村
●トンレサップ湖

ポート乗り場(プノンペン・プレツクトアールなどへ）

魚葉鰕赫。

コーケー(12
コンボントム

サンボーブし
コンポンプﾛｯｸ村●

プノンペン(《

持ち物及び滞在中等留意事項
1）パスポート、ビザ用写真(4cm×6cm) 2枚30$、

Eチケット

2）ビザ・出入国・税金申告書（別紙の記入例を参考に）
4）お金500＄

（セントレアでも両替ができます）

宿泊代、車代食事代、観光パスポート料、おみやげ代

※お金の支払いはドルとリエル(4,000リエル=1＄）
お釣りもドルとリエルです

（宿泊代・車代は「モイモイ」で）

※チップは毎日枕元に1＄、運転手一人に50＄
5）個人の荷物

（利用者按分）を目安に

（洗濯をすればすぐ乾きます）

下着類（3組）ズボン（3組)Tシャツ3枚、カメラ
充電器筆記用具帽子、サングラス、洗面用具薬（解熱剤、下痢止め、虫よけ
スプレー、常備薬）テッィシュ、 ウエットテッィシュ

6）荷物40kg(いくつでもよい一それぞれにタグをつける）
7）機内食は、セントレアからハノイ、ハノイからセントレア
ハノイからシェムリアップ（軽食）

8）飲食・病気・治安等

※水・氷に注意！

・水は毎日ホテルで出ます（ペットボトル2本）

食べ物は香草や辛味があります

ホテルのトイレは水洗ですが、ブラシでなくホースでも流します。中学校は紙は
なく桶で水を流します

●病気対策に旅行保険を(空港でも可）
●スマホ、Ⅷ‑Fiについて

●治安対策

宿泊ホテル

FRANJIPANI
シエムリアツプ市ワット・ボー通り

（連泊RC有）

HOTEL
m(855) 1658‑1045

＜参考＞
日本語

クメール語

こんにちは

チュムリアップスオー

さようなら

チュムリアップリア

おげんきですか

ソクサバイ

ありがとう

オークン

おいしい

チュガニ

数1
7

（モイ）

2 （ビー）

（プラムビー）

8

3 （パイ）
（プラムバイ）

4 （ブオン）
9

5

（プラム）

（プラムブオン）

6

（プラムモイ）

10(ドツプ）

＜提唱＞
〃広報オアシス32号裏面掲載「実施種目人気番付」の1位に「ラジオ体操｣、3位に「入場行
進」が選択されています。この傾向は、明らかに日本の中学生の実態とは異なっています。
今回の旅行中にこの背景となる種々の理由を探ってみることは、

日々の教育実践をするにあ

たって意義があることと考えます。ぜひ課題意識をもって訪問いただければ幸いです。

＜依頼＞
〃帰国後早々ですが、 「オアシス夏季研修会」 として、以下の通りの会を開催します。
万難を排し、ぜひ当会のパネラーとしてご臨席賜れば幸甚です。
〔オアシス夏季研修会パネル懇話会〕
1

日時令和元年8月25日

（日) 10:00〜12:00

2場所蒲郡荘

3参加者8月カンボジア訪問者オアシス社員訪問同行予定者他希望者（35名程度）

4

内容

「この1枚」→現地で撮影した中のもっとも印象に残った写真（3枚以内）をも
とに、体験や気づき．思いを語り合う会
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１１

伯伯卿椚但

Ｏ５
５
０
０Ｅ
０５５
００１１

●●

後半

１１

前半

司会・進行清水孝夫（ｵｱｼｽ）
旅程のあらましビデオ（撮影：山本佳樹、編集：杉浦）
訪問者4名によるパネラー対話

訪問者5名によるパネラー対話
お礼の言葉（足立泰敏）

※なお「この1枚」の写真は、8月20日（火)osmsugiu@re.commufa.jp杉浦修宛に送信く
ださい。
5

昼食会

荘内会場を替えての立食昼食会

会費:3000円

※ご都合のつかない場合は、 8月20日までにご連絡ください。

