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シーセフ ニュースレター

雨季は通園路が洪水で毎日通学したくてもできない、
両親が共働きで送迎が難しい、
そもそも学校が遠いというハードル、
カンボジアでは通園・通学が教育を受けるうえで大き
な負担となり、これが原因で継続して通学できない子ど
もたちもいます。
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シーセフとは、「教育をすべてのはじまりに」を合言葉に、「真の愛情と情熱をもった世界レベルの教育者の育成、利他の心と国際的な視
野をもった高度人材の育成」を理念として掲げ、「国境なき教師団」を派遣する団体です。

現在運行しているバス

ニュースレター リニューアル 第 2 号 OB 会ベトナム（ダナン）視察ツアー（要ご返信：1 月 12 日）
中
CIESF Leaders Academy では、ご寄付でバス
を購入し、現在 2 台のバスを運行して子どもたち
の継続的な通学を確保しています。
しかしまだバスを必要とする家庭が多いのが現
状です。子どもたちが毎日安全に学校に通えるよ
うに、ご支援をお願いいたします。

2019 年 2 月 1 日（金）に日本青年館ホテルで「10 周年記念式典」を開催し、約 120 名
の教育アドバイザーと支援者の方にお集まりいただきました。
冒頭シーセフ理事長大久保から感謝の挨拶を申し上げ、また来賓の方々よりご祝辞
も賜り、シーセフの次なるステップへご期待のお言葉も頂戴いたしました。
最後は事務局長の戸田より 10 年の活動や教員養成校の教員などシーセフ事業に関わる現地の方々からのメッセ
ージも動画で紹介させていただきました。また式典にご参加いただいた教育アドバイザーの皆様にはご登壇いただ
き、現地での活動について直接ご報告いただきました。現地でご尽力いただきました先生方本当にありがとうござい
ます。そしてシーセフを支えてくださったご支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。

目標金額： 300 万円
募集期間： 2019 年 2 月 21 日～4 月 19 日（目標金額が達成次第、終了いたします。）
寄付額：

5,000 円～（※10 万円以上のご寄付についてはお名前またはロゴをバスに記載させていただきます。

※ご寄付いただいた方全員に、バス購入後、バスの写真と子どもたちの様子をメールでお知らせします。

寄付方法:
お手数ですが振込・クレジット決済の前に必ず「スクールバス指定寄付申込書」をご提出ください。申込書は当財
団ホームページのニュース「スクールバスご支援へのご協力のお願い」ページもしくは、下記クレジット決済ページ
（https://congrant.com/project/ciesf/334
）からダウンロードできます。
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/
銀行・郵便振込
ｖ
三菱 UFJ 銀行 青山支店（店番６０８） 普通 ００２１７１４
口座名義 公益財団法人 CIESF 理事長 大久保秀夫
「国境なき教師団」応援団募集中
ゆうちょ銀行 〇一九店（０１９）当座 ０２６３００８
口座名義 公益財団法人 CIESF
楽天銀行
タンゴ支店 普通 ７０３０３２２
口座名義 公益財団法人 CIESF

少し大きい 25 人のりマイクロバスを
予定しています。

① クレジットカード決済
シーセフホームページ→ニュース「スクールバス支援へのご協力のお願い」→クレジットカード決済ページの URL
よりお手続きをお願いします。
決済ページ備考欄に必ず「バス指定寄付」と明記してください。

編集後記
設立 10 年を迎え、式典を通して改めて多くの方に支えられて
いるのだということを感じる機会となりました。
支援者の皆様から励ましのお言葉もいただき、終始涙腺がゆ
るんでおりました。いつも支えてくださり本当にありがとうござま
す！（HU）

←クレジット決済ページにとびます。
（https://congrant.com/project/ciesf/334）

発行：公益財団法人 CIESF
〒107-0062
東京都港区南青山 1-10-4
南青山 NK ビル 6F
Tel: 03-5413-8630

＊このニュースレターは株式会社オピカ様のご支援で印刷しました。

今後もスタッフ一同ひとつひとつ努力
を積み重ね、教育の質の向上のため
に努めてまいります。引き続き応援よ
ろしくお願いいたします。
シーセフスタッフ一同
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Job-Seeker は、「ユニーク」というアプリケーションを利用し
て、企業と求職者をマッチングするビジネスです。
求職者は自分の経験のみならず、リーダーシップ力やコミュ
ニケーション能力、問題解決能力など、自己の様々なスキ
ルを 360 度ポートフォリオとして登録することができます。ま
た、自分の仕事をしている姿を撮影し掲載することができ、
映像を通して自分の長所をアピールします。
企業側は、このアプリを利用することで、人材募集の時間を
短縮でき、企業が求めている人材をすぐに集めることができ
ます。また、カンボジアだけではなく、海外の会社ともマッチ
ングできるようになります。
1 週間の日本研修では、支援先の企業訪問や広報、事務作業な
ど日本事務局の仕事について学んでもらいました。また技術の向
上を目指し、日本語学校の見学、そして東京観光もおりまぜ、日
本について理解を深められるような研修となりました。今回来日し
たスタッフと出張の感想をご紹介します。

カンボジアスタッフが
日本研修で来日しました！

ニアム センホン
2015 年にシーセフに
入職。スバイリエン
大学日本語コースで
サポートスタッフとし
て日本語を学生に教
えている。日本語検
定 N2 。 好 き な こ と
は、魚をみること、日
本車をみること

日本出張で感じたこと
・支援者の皆様に会うことができ、ご挨拶できてよかったです。
・支援企業様の朝礼に参加し、カンボジアについて伝えると、とて
も熱心に聞いてくれ、嬉しかったです。
・日本人は仕事を始める前に、しっかり掃除をしていました。
・日本人はいつもお互いに出会う時、名刺交換をよくしています。
・いつでも挨拶をしていました。
・電車に乗ると、しっかりお年寄りに席を譲っていました。
・式典の時、立食だったことに驚きました。（カンボジアには立食は
ないです。）
・東京の人の多さ。満員電車に乗りました。電車の線路が複雑で、
地図を見ても、どの線の電車に乗るかあまりわかりませんでした。
・エスカレーターに乗る方々は一列に並んで、急ぐ人のために、横
のスペースを残してあげていたことに驚きました。

ご支援ありがとうございます(10～1 月)
シーセフの活動は、多くのサポーターの方々に支えられています。法人サポーターの皆さ
ま（プラチナ・ゴールド・シルバー・ブロンズサポーター他）・個人サポーターの皆さま（スペ
シャル・個人サポーター・「国境なき教師団」応援団、シーセフ リーダーズ アカデミー ス
ポンサーシップ他）には、心より感謝申し上げます。
10～1 月にご寄付を頂戴した方々を次のページにご紹介させていただきます（10/1～
1/31）。

TEL：03-5413-8630

FAX：03-5413-8631

10 月
■法人サポーター(プラチナ)： 株式会社リンクアップ/株式会社フレシード/有限会社起福/
株式会社オフィスミツヒロ/株式会社マックスエクスプレス/株式会社弘陽電設/錦町農産加工株式会社/
中央地所株式会社/日本ビルケア株式会社
■法人サポーター(ゴールド)： 協和交易株式会社/ピィスメドレー株式会社/株式会社 KTAJ
■CRM 寄付：株式会社 FIS ソリューションズ/ 株式会社 M's-A/有限会社アップライジング/有限会社エイジ/
リネットジャパングループ株式会社/リンベル株式会社
■個人サポーター(継続寄付は新規)：林 英一郎/村松 卓
■スペシャルサポーター：笹 晃弘
■シーセフ リーダーズ アカデミー スポンサーシップ（新規）： 笹 晃弘

2019 年 2 月 10 日（日）にカンボジアで第 9 回ビジネスモ
デルコンペティションを開催しました。応募数は 80 チーム
で、その中から最終選考会に出場したのは 10 チームでし
た。今年は昨年に比べて、より実現可能に近いプランが
多く集まりました。優勝した「Job-Seeker (ジョブシーカー)」
はなんと高校生のチーム。昨年から高校生チームも加わ
ったことで、観覧者に若い人たちが多くなりました。
「Job-Seeker (ジョブシーカー)」のプランをご紹介します。

優勝した Job-Seeker チーム
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11 月
■法人サポーター(プラチナ)： 株式会社フォーバルテクノロジー/株式会社ロイヤル/今井産業株式会社
■法人サポーター(ゴールド)： 株式会社 KAISEI エンジニアリング/株式会社良選企画/ピィスメドレー株式会
社
■法人サポーター(ブロンズ)：株式会社リブラン
■CRM 寄付：株式会社 M's-A/株式会社コウズ/リネットジャパングループ株式会社/
有限会社アップライジング/株式会社 FIS ソリューションズ
■個人サポーター(継続寄付は新規)：渡辺 典明
■スペシャルサポーター： 鈴木 靜雄
■「国境なき教師団」応援団：浮田 秀淑
■シーセフ リーダーズ アカデミー スポンサーシップ（新規）：小柳勝美 /美 LUCE

12 月
■法人サポーター(プラチナ)：サムライヌードル株式会社/株式会社アミノ/株式会社ウイルエー/
株式会社在り方経営/経営企画室株式会社
■法人サポーター(ゴールド)：クジラ株式会社/株式会社野田クレーン/共立運送株式会社
■法人サポーター(ブロンズ)： APAMAN 株式会社
■CRM 寄付：株式会社 M's-A/株式会社コスモクオーク/リネットジャパングループ株式会社/
有限会社アップライジング/今井産業株式会社
■個人サポーター(継続寄付は新規)：大栗 佳代子
■「国境なき教師団」応援団： 江尻 秋男
■シーセフ リーダーズ アカデミー スポンサーシップ（新規）：株式会社 ROOMIX/中村 悦夫

1月
■法人サポーター(プラチナ)：ANA ホールディングス株式会社/株式会社オピカ/
株式会社ストーン・フィールド/株式会社コウズ/三栄ビルサービス株式会社
■法人サポーター(ブロンズ)： 株式会社トライキッツ/有限会社トリオ商事
■CRM 寄付：リネットジャパングループ株式会社/有限会社アップライジング/株式会社 FIS ソリューションズ
■個人サポーター(継続寄付は新規)：石田 素子
■スペシャルサポーター：本郷 孔洋
■シーセフ リーダーズ アカデミー スポンサーシップ（新規）：岩井 知行/森 拓也/安田 賢司/岡田 善太/
岡﨑 智和/岩瀬 竜太/山崎 心/小松崎 仁/松本 直輝/森 良一/深井 雄太/瀬戸 隆太/大塚 富義/
田口 貴志/土屋 昌/馬渕 浩和/梅田 尚記/廣田 司
※以上敬称略

