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地鎮祭といえば、日本では家屋やビルなどを建設する基礎を作る前に祭壇を置き、神主さんに祝詞を
あげていただく行事ですが、カンボジアでも行います。
2017 年 12 月 1 日、シーセフ リーダーズ アカデミー（CIESF Leaders Academy 以下 CLA）の校舎建
設のための地鎮祭を行いました。
はじめに「Sen Kron Peali 式」と呼ばれる、土地
の神様へのお祈りを関係者だけで行いました。
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）
その後、4
人のお坊様とご来賓が来場され、宗教
的な行事がはじまりました。
中
シーセフを代表して、カンボジアオフィス代表の
篠原勝弘よりスピーチを行った後、テープカット
と工事用重機を動かす行事を執り行いました。ボ
ーリング重機で大きな杭が打ち込まれると、完成
とともに拍手が起きました。
カンボジアでも建設工事の安全と建設後の建物の
安全を祈る地鎮祭がとても大事な行事とされています。国が違っても共通の文化があることに、カン
ボジアと日本の近しさを実感しました。
CLA は現在、2 歳・3 歳・4 歳の 3 クラスで幼児教育を行っていますが、将来的には幼稚園から小学校、
そして中学校までの一貫校となります。2019 年に小学校を開校するに合わせて、プノンペン郊外に
校舎を建設することになったのです。土地の選定にあたっては、「知」「徳」「体」のバランスの整っ
た日本式教育で、未来のカンボジアのリーダーを育成するというシーセフのコンセプトに賛同くださ
った地主さんとの出会いで、自然に恵まれたすばらしい場所に巡り会えました。シーセフのようなま
だまだ規模の小さい団体にとって、校舎の建設というのは大きな課題です。しかし、日本の支援者か
じー
らの多大なるご寄付によって実現しようとしています。
日本とカンボジア両国で多くの方々に支えられていることを忘れず、質が高く、カンボジア人にとっ
てのよい教育を作っていけるよう、スタッフ一同がますます気持ちを引き締めた、記念の 1 日になり
ました。
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/

日本事務局が移転します
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編集後記

カンボジアでは、2 月は旧正月モードで街中は

「赤色」の飾りと「黄色」の花で彩っています。オフィスの前もお花畑の
ようになっていて、仕事帰りの女子たちの写真名所となっています。中
華系が多いカンボジアでは、安くて美味しい中国料理店が多くありま
す。正月明けに行こう(SH）
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公益財団法人 CIESF（シーセフ）は、非営利で国際的な民間の支援団体です。基礎教育の質の向上を主な目的とし、その上で高度人材
育成も行い、カンボジアをはじめとした途上国の発展を支援します。

「国境なき教師団」支援教材の贈呈式を行いました

↑プノンペン小学校教員養成校の学生と写真撮影

シーセフ日本事務局は 2 月 19 日より下記に移転することになりました。
新事務所は青山一丁目駅が最寄駅となります。また移転に伴い、電話番
「国境なき教師団」応援団募集中
号と FAX 番号も変更致します。

東京都港区南青山 1-10-4
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新校舎の地鎮式を行いました
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＊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。

カンボジア国内の教員養成校に日本からベテラン教師を教育
アドバイザーとして派遣し、カンボジアの教師育成を支援す
ることで教育の質向上に寄与する「国境なき教師団」。
シーセフの旗艦事業であるこの活動は 9 年目となりますが、
東京の複数のロータリークラブ、プノンペンロータリークラ
ブ、その他教育関連団体のご支援によって支えられてきまし
た。
今年度は東京の 21 ロータリークラブ、1 団体、プノンペンロ
ータリークラブから、教師派遣 2 名と、3 地域の小学校教員
養成校への教材教具寄贈という多大なるご支援がありまし
た。

↑ 寄贈教材(理科・算数)

1 月 25 日（木）、プノンペン市小学校教員養成校において、日本から 17 名のロータリアンの方、教育省
のナット・ブンロン長官はじめ多くのご来賓をお迎えして、教材の贈呈式を開催いたしました。ロータ
リークラブからのご支援は、教材の使い方を指導する日本人教育アドバイザーがいる教員養成校への寄
贈であるため、教材が確実に活かされます。支援教材一つ一つは、“日本人目線で渡したいもの”や“日
本で余っているもの”、といったものではなく、教員養成校の教官と教育アドバイザーが話し合って、
“本当に必要なもの”をリクエストして、購入いただいているものです。したがって、支援されても使
い方がわからず放置されたり、壊しても弁償できないからという恐怖心から戸棚にしまわれてカギをか
けて保管するだけという、カンボジアの学校でよく起こっている問題が起こる心配はありません。
ご支援してくださった東京の 21 ロータリークラブ様、本当にありがとうございました。
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「国境なき教師団」活動発表会を開催しました
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ご支援ありがとうございます(11 月,12 月)

1 月 25 日(水)に行った教材贈呈式終了後、場所を教室に移し
て、ロータリークラブ様向けに、活動報告会を開催いたしまし
た。
この報告会で、これまでに支援された教材を、どのように活用
し、成果が出ているかといった発表が、スバイリエン州とコン
ポントム州の小学校教員養成校の教官から行われました。
参加くださったロータリークラブの方々から、多くの質問を頂
戴し、時間を超過するほど盛り上がる報告会となりました。
「国境なき教師団」の活動は、派遣教師である教育アドバイザーは日本人、運営しているシーセフも
日本の団体ですが、カンボジアの教育向上のために欠かせない教師の育成を行っている要は、カンボ
ジア人の教官である自分たちだ、という自覚を、発表くださった教官たちから感じ取ることができま
した。
シーセフでは、ロータリークラブの皆様はじめご支援くださる日本の方々と協力して、これからもカ
ンボジアの教師の育成を中心とした教育支援に尽力してまいります。日本人がよい授業を行ってカン
ボジアの学生に見せることは簡単です。しかし「国境なき教師団」の目的は、カンボジア人自身でカ
ンボジアの教育を改善していくことです。日本人の教育アドバイザーはそのための黒子ですので、本
当は学生に直接教えたいという個人的感情を我慢して、カンボジアの教育改善という目的遂行のため
に日々活動しています。9 年間のべ 30 名の教育アドバイザーの成果が 10 年目を目前にして現れてき
ていることを感じました。
シーセフでは、ロータリークラブの皆様はじめご支援くださる日本の方々と協力して、これからもカ
ンボジアの教師の育成を中心とした教育支援に尽力してまいります。

CIESF 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
援団他）には、心より感謝申し上げます。
11 月にご寄付を頂戴した方々を下記にご紹介させていただきます（11/1～
12/31）。

11 月
■法人サポーター(プラチナ)：日本ビルケア株式会社/株式会社オフィスミツヒロ/株式会社フォーバ
ルテクノロジー
■法人サポーター(ゴールド)：有限会社起福
■支援企画寄付：株式会社オピカ/有限会社アップライジング/リタ・ジャパン株式会社/リネットジ
ャパングループ株式会社/株式会社コウズ/株式会社コスモクオーク
■スペシャルサポーター：本多 均/青木 正之/林 孝悦/越智 紀美子/伊藤 真宏/鈴木 育夫
■個人サポーター：天谷 幸子/鈴村 準一/坂尾 要祐

12 月

カンボジアで IT 人材育成事業が始まりました
カンボジアでは企業が必要としている IT 人材を測定する試験がなく IT 人材の育成が進んでいませ
ん。カンボジアの産業開発政策では、
「産業の育成と多様化」
「産業人材の育成」
「地方経済の活性化(首
都と地方の格差是正)を目標としており、そのためには IT 人材を育成することが必要です。この事業
は JICA の草の根技術協力事業により、シーセフとカンボジアの郵電省 ICT 研究所と協力し、実施し
ていきます。
1 月 22 日(月) にトラムイヴテック郵電大臣とソピアップ ICT
研究所長により、IT 研修の開校式を開催しました。今年度と
来年度の IT 研修会は、IT 技術者講師を対象とし、2～3 週間
の研修を無料で行います。今後、4 年間で 2000 人ほどの IT
人材を育成していく予定です。

■法人サポーター(プラチナ)：リタワークス株式会社/株式会社不二興産/株式会社ロイヤル/株式会社ウィル
ワン/経営企画室株式会社/合同会社 Arete
■法人サポーター(ゴールド)：クジラ株式会社/株式会社カウテレビジョン/共立運送株式会社/株式
会社野田クレーン/株式会社コウズ
■法人サポーター(シルバー)：株式会社ナイル
■法人サポーター(ブロンズ)：株式会社ＹＫＭ
■支援企画寄付：有限会社アップライジング/リネットジャパングループ株式会社/永伸商事株式会社
■スペシャルサポーター：本郷孔洋
■個人サポーター：天谷 幸子/鈴村 準一/江尻 秋男/藤本 典志/宮野光男・祥子
■「国境なき教師団」応援団：石澤 博通
※以上敬称略

第 1 回 IT 研修会の様子 →

＼ スタッフを紹介します！ ／

CIESF サポーター募集！
カンボジアオフィス スタッフ

リム コックヘーン

初めまして。2017 年 10 月にシーセフに入職しました。「地方経済の活性化に必
要な IT 基礎能力取得と認定のための研修支援事業」の現地コーディネーターとし
て活動しています。
地方経済を活性化するように IT 能力の人材を育成することで、日本を始め、アジア標準の研修を受けるこ
とができるので、地方の人にとって非常に貢献できるものだと思っています。これからも頑張りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

途上国の未来を応援してください。

銀行振り込みによるご寄付
■三菱 UFJ 銀行 青山支店【普通】 口座番号：0021714
口座名：公益財団法人 CIESF 理事長大久保秀夫
■ゆうちょ銀行 〇一九支店（019）
【当座】 口座番号：0263008 口座名：公益財団法人 CIESF
■楽天銀行 タンゴ支店【普通】 口座番号：7030322 口座名：公益財団法人 CIESF
クレジットカードによるご寄付
■シーセフのホームページ、右上の「寄付する」からお申込みいただけます。
■下記の URL からもご支援いただけます。
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/

