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CIESF NEWS LETTER

シーセフの活動を支援・協力してくださっているサポーター様ご紹介

シーセフ ニュースレター

CRM（Cause related marketing）と呼ばれる、商品やサービスの売上によって得た利益の一部を NGO や
国連機関などの組織に寄付する社会貢献活動をする企業様も増えています。
シーセフへの寄付としてこの取り組みをしてくれている企業様を紹介します。

回線サービスに寄付機能を

2 月 8 日（土）に CLA 初となる運動会を開催しました。保護者の方も運動会を見るのは初めて
だったため、子ども、職員、保護者全員参加型の運動会は大盛り上がりとなりました。

阿古 哲史 様

株式会社ジャパン・ファームプロダクツ様は、アジアで『食の安全・安心・高品
質』を提供する、農業を基盤とした食の総合カンパニーです。2012 年にカンボジ
アに現地法人を設立し、2017 年にはカンボジアの果物や日本国内の産地の食品ロ
スである規格外品をカンボジアで無添加ドライフルーツに加工して販売する事業
をスタートしました。
以前から法人サポーターと応援してくださり、このたびカンボジアの果物を使った
ドライフルーツを国内の販社を通してナチュラルローソンで販売することが決ま
りました！商品の売り上げの一部がシーセフに寄付されます。販売は 4 月後半頃を
予定しています。販売がスタートしましたらホームページ等でご案内しますのでお
楽しみに！

ｖ

CLA 初！運動会開催

株式会社ジャパン・ファームプロダクツ
代表取締役

ゴルフで楽しく支援！

CIESF Leaders Academy

月 12 日）

CLA 訪問時の写真

販売予定のドライフルーツ

2020 APR

山口 勝宏 様

株式会社ＦＩＳソリューションズ様は、OA 機器販売、通信サービス取次を
中心とする法人向けの営業会社としてスタートしました。
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
2013 年に
IT 環境と企業経営をバックアップする経営支援サービス
「アイコ
ン」を提供開始、現在は約 1300 のお客様が利用しています。
その中で回線サービスを継続利用いただいているお客様と一緒に支援をす
るＣＲＭの形式をとり、契約件数に応じたご寄付をしてくださっています。
CRM をはじめたことで、社員の自社取扱サービスへの自信、経営姿勢に対
しての信頼度が高まってきており、離職も大きく減少しました。

カンボジア産フルーツで社会貢献

第 57 号

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。

株式会社ＦＩＳソリューションズ
常務取締役

https://www.ciesf.org

入場行進。みんな張り切っています。

選手宣誓はさくら組（5 歳児）。日本語とク

よーいドン！ゴールでお父さんお母さん

メール語での選手宣誓です。

の胸にとびこんでいました。

https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/

株式会社アイ・ジー・エム
代表取締役 小林 孝光 様
株式会社アイ・ジー・エム（IGM）様は、ゴルフ場やホテルのコンサルテ
ィングや運営委託、またオリジナルブランドである「MYHANABI H2」の
ゴルフボールの販売などを行っています。
このたびシーセフとコラボしたゴルフボールの販売が決まり、売り上げの
一部が教育支援の活動のために役立てられます。

親子競技では子ども以上にお父さんお母

玉入れ競争。普段から楽しんでいます！

した。

さんが白熱！

購入をご検討くださる方はシーセフ事務局海田（かいだ）まで、メール
（k-kaida@ciesf.org）もしくはお電話(03-5774-0250)でご連絡くださ
い！

編集後記
新型コロナウイルスが拡大し、CLA でもうがい手洗いの徹底と
マスク着用を心掛けています。保護者の方から「学校で使ってく
ださい」と消毒液のご寄付をいただきました。マスクが値上がり
する中、こういった心遣いに胸を打たれました。
皆様不安な日々をお過ごしかと思います。平穏な日々が一刻も早
く戻りますようお祈り申し上げます。（H.U）

子どもも職員も保護者も初め
ての経験でしたが、笑顔溢れる
CLA らしい運動会となりまし
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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。

でかパンツ競争。会場は笑いに包まれま

た。保護者の方からも大好評！
学校と保護者、地域が一体とな
って今後も子どもたちの成長
を見守っていきたいと思いま
1 年生は音楽に合わせてダンスを披露し

最後は全員でダンス。音楽はカンボジアでも

ました。

人気の「恋するフォーチュンクッキー」です。

す。
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国境なき教師団 × 千葉若潮ロータリークラブ

教材デモンストレーション授業レポート
カンボジア教員養成校に教育アドバイザーを派遣する国境なき教師団の活動を支えてくださっている千葉若
潮ロータリークラブ様から、毎年授業に必要な教材を支援していただいています。
カンボジアの公立小学校にはほとんど教材がなく、教科書を読んで暗記するだけの授業が主流となっていま
す。教材を使う事の効果を示し、教材の使い方や自作教材の作成方法をアドバイスしていく必要がありま
す。
1 月 20 日にコンポントム教員養成校で、生徒教官合わせて 27 名を対象に、いただいた教材を使ったデモン
ストレーション授業を行いました。
教材を使うと・・・
実際に目で見て、手で触って、実験が
できることで理解度が向上します。

子どもの関心を
より引き出せる！

真似して自作教材を
作ることができる！

〒150-0002
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FAX：03-5774-0251

第 10 回

ビジネスモデルコンテストレポート
2020 年 2 月 2 日

近年、カンボジアの経済が成長していると共に、様々な問題が生じています。
輸入している食品の安全性、リサイクルできないゴミの処分、都心部でのひどい交通渋滞、失業率の高さ、カ
ンボジア国外への出稼ぎ、若者のメンタルヘルス等は大きな問題となっています。
これらの問題を解決しようと思う若者たちはさまざまなアイディアを出しますが、良いビジネスモデルが考案
されても資金がないと実際に立ち上げることは難しいのが現状です。
そのような若者たちを応援し、起業に向けてサポートすることが、ビジネスモデルコンテストの目的です。書
類選考を通過した応募者を対象に研修会を開催し、チームごとにビジネスモデルを発表してもらい、講師との
質疑応答、アドバイスのもと、ステークホルダーにビジネスモデルを実際に試す機会を設け、質の高いビジネ
スモデルにしていきます。今年度は 45 チーム応募があり、そのうち研修会に参加した 17 チームのうち、11
チームが最終選考会へ駒を進みました。以下、上位 3 チームのビジネスモデルを紹介します。

◀1 位：Dam Dos（訳：栽培）
カンボジアで売られている野菜は、輸入品や農薬を多く使って育て

理解度が
向上する！

実験を通してさらに疑問が生ま
れ、学習に意欲的に取り組みます。

たものが多く安心して食べることができない野菜が市場に出回って

養成校卒業後に小学校でも教材を活
用した授業をすることができます。

います。
これを解決する目的として、自分で安全な野菜を栽培する家庭栽培
キットを提供します。

今年も質の良い教材を寄贈いただきありがとうございます。教材を効果的に利用することで学生
たちの理解や反応が違うことを改めて感じました。公立の学校には教材がありません。日本人アド
教官の声

バイザーと一緒に考えながら、カンボジアにあるもので自作教材を作っていきたいと思います。

カンボジアフェスティバル 2020
開催決定！

◀3 位：Junlen（訳：ミミズ）

カンボジアのことをもっと知ってもらいたい！と在日カンボジアコミュニティ、在日本カンボジア王国大
使館、カンボジア留学生協会が協力して行う年に一度のイベント「カンボジアフェスティバル」が今年も

カンボジアの地方では農家が多くいま
すが、収入が少ないのが問題となって
います。この問題を解決するために、副

▲2 位：Energy Consultation Agency

開催されます。シーセフもイベントを盛り上げるため、ブースを出展予定ですので、ぜひご来場ください。

業としてミミズの養殖を田舎で広め、

アプリケーションで職場での電気消費量を管理し、電

ボランティアの募集についてはホームページ等でご案内させていただきます。

ミミズから作られた肥料を企業に販売

気の無駄遣いを減らすためのアドバイスを会社や工

します。

場にしていきます。

日時：2020 年 5 月 3 日（日・祝日）
、4 日（月・祝日）
（各日 10:00-19:00）

上位の 3 チームはメコンチャンレンジ(アセアン大会)に参加でき、この大会で評価されたチームは世界大会

会場：東京都代々木公園イベント広場＋野外ステージ

に駒を進めることができます。例年、「テクノロジー」に関連したビジネスモデルが大半を占めていますが、
今年度は「農業」の問題を解決するビジネスモデルが多くありました。カンボジアは農業大国であり、これか
らの経済発展のために農業分野を活性化することが必要です。このビジネスモデルを実現し、問題を解決でき
るように引き続きサポートしていきたいと思います。

スポンサーの皆様ご支援ありがとうございました！
イベントブースではカンボジア古典舞踊やカンボジア国内
外で活躍するアーティストがイベントを盛り上げています。
シーセフブースでは活動を紹介したり、キリンビ
バレッジ様ご協力のもと飲料を販売し、売り上げ
を活動に役立てています。

検索

カンボジアフェスティバル 2020

