
注：各イベントの日付は順番になっておりません。

No. 日程 事業名 主催者 開催地・開催場所 事業内容 新着情報

1 2014年3月10－16日 ココロをつなぐプロジェクト
在留邦人有志・山崎幸恵・プロジェク
ト代表

カンボジア日本人材開発センター
東日本大震災3周年に際し、在留邦人有志及びカンボジア
人に呼びかけ、被災者支援のチャリティー活動、バザー
、展示、コンサートを開催。詳細：yamazaki@cisinc.co.
jp

2 2014年3 月29日 第一回カンボジア・ロボコン カンボジア国営テレビ局
国営テレビ局第一スタジオ カンボジアで初の大学対抗ロボットコンテストの開催。

４つの工科系大学と、個人参加の合計約３０チームが、
自作のロボットを制御し優劣を競う。詳細：http:// 
http://cambodia-robocon.com/

3 2014年9月～2015年3月 フリーマガジン「CAMBODIA BUSINESS PARTNERS」1号の発行 CDL マーケティングパートナーズ プノンペン
カンボジアに関するビジネス関連情報誌の第一号発行。
カンボジア国内、日本、バンコク、ベトナムでも配布予
定。詳細：http://cdl-mp.com

4 2014年5月24日
日本映画（アニメ作品）「ほしのこえ」およびドキュメンタリ
ー「日本の発展と日カンボジア関係」の上映

在カンボジア日本国大使館・CJCC
カンボジア日本人材開発センター 日本アニメ上映及Hang Meas 

社作成の日本に関するドキュメンタリービデオの上映。

5 2014年6月9日 東京理科大学山名善之准教授による近代建築の保存に関するレ
クチャー

在カンボジア日本国大使館・ノートン
大学

ノートン大学

6 2014年6月10日 塚脇金沢大学教授による生け花レク・デモ 在カンボジア日本国大使館 在カンボジア日本国大使館多目的ホー
ル

草月流師範（塚脇金沢大学教授）を講師に招き、生け花
のレクチャー及びデモンストレーションを実施。

7 2014年6月28日 日本映画　「Quartet」上映会 在カンボジア日本国大使館・CJCC カンボジア日本人材開発センター 日本の映画上映

8 2014年7月12日 七夕フェステイバル 日本人材開発センター カンボジア日本人材開発センター 日本の伝統的な文化を紹介しながら、人物交流を強化。

9 2014年8月 2014年夏渡航
JuJu～カンボジア・村びと共生プロジ
ェクト～ コンポントム州、サンボー村

異文化交流、村びとに世界遺産に関するアンケートを行
い村長や観光省などに共有する意識調査、清掃活動とゴ
ミ問題に関するワークショップ、対象とする村周辺で遺
跡調査や観光開発に取り組む団体への調査、世界遺産や
観光開発についてのワークショップ

10 2014年12月27日 体育祭 学生団体CHAD～カンボジアには夢があ
る～

プノンペン大学　運動場 同志社大学の学生団体CHADとプノンペン大学日本語学科
の学生間の体育祭

11 2014年8月23日～同年9月6日
金沢大学/アンコール遺跡整備公団学生インターンシッププログ
ラム

金沢大学環日本海域環境研究センター/
人間社会学域国際学類

シェムリアプ市，アプサラ公団本部お
よびアンコール世界遺産公園

本事業はアプサラ公団と本学との協力協定にもとづく事
業のひとつであり，平成21年から毎年継続しているもの
である．本年度で５回目の実施となる．

12 2014年7月9日 在カンボジア日本国大使館スクール・ビジット 在カンボジア日本国大使館
チュバー・アンポウ高校（プノンペン
）

日本紹介の発表を通して、日本および日本カンボジア関
係をカンボジアの学生たちに分かってもらうプログラム
。今回のテーマは主に和食の文化。

13 2014年9月14日 JDFAサッカークリニックinカンボジア 一般社団法人Japan Dream Football 
Association

カンボジア王国海軍基地
夢の実現をコンセプトに東南アジア諸国でのサッカーク
リニックを通じてサッカーの魅力を伝える。詳細：http:
//j-dreamfootball.net/

14 2014年7月25日 雑誌『CHUGA-PON 
QtoJAPONとのコラボレーション特別号』の発行

MATES Global Communications Co.,Ltd プノンペン内
CHUGA-
PONの5周年記念として『QtoJAPON』とのコラボレーショ
ン特別号。

15 2014年8月9日～9月10日 アンコール遺跡群保護のための若き専門家人材養成プログラム 上智大学アジア人材養成研究センター シェムリアップ州、アンコール遺跡群

①人材養成②大学院生の調査研究の拠点として③国際交
流の拠点として④毎夏近隣の小学生に発掘現場見学と文
化遺産教育のぬり絵・紙芝居、博物館クイズなどを行う
⑤惜しみない奉仕の精神を掲げて（http://angkorvat.jp
/）

16 2014年9月2日～11日 　上智大学カンボジア･エクスポージャー・ツアー 上智大学 カンボジア　シェムリアップ

①異文化の諸環境における人々の生活を実体験すること
、
②その実体験を通じて、国際的な視野を持って他者を慮
ることの意義を認識してもらうことを目的としている。
詳細：http://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/kagai
/kagaikyouiku_p

17 2014年9月13日 木場昌雄Japan Dream Football Association代表講演会 在カンボジア日本国大使館 カンボジア日本人材開発センター ガンバ大阪元キャプテンの木場昌雄氏による講演会

18 2014年10月21日 在カンボジア日本国大使館によるスクールビジット 在カンボジア日本国大使館 フン・セン１０マカラー高校、ポサッ
ト州

日カンボジア友好関係・日本の文化・日本語をカンボジ
アの高校生に理解してもらうためのプログラムです。

19 2014年10月22日 在カンボジア日本国大使館によるスクールビジット 在カンボジア日本国大使館 チェウトーム高校、ポサット州 日カンボジア友好関係・日本の文化・日本語をカンボジ
アの高校生に理解してもらうためのプログラムです。

20 2014年10月22日 在カンボジア日本国大使館によるスクールビジット 在カンボジア日本国大使館 フン・センクローコウ高校、ポサット
州

日カンボジア友好関係・日本の文化・日本語をカンボジ
アの高校生に理解してもらうためのプログラムです。

21 2014年11月1日 トヨタクラシックス
トヨタ・モーター・アジア・パシフィ
ック（株）
トヨタカンボジア（株）

チャットモック劇場、プノンペン

『トヨタ』のCSR活動の一環として世界的に有名なオーケ
ストラの
アジア公演を行うことで、一般市民に芸術的な音楽に触
れて頂く
機会を作ると共に『トヨタ』のブランドイメージを高め
る事が目的。

22 2014年11月28日 日本・カンボジアジョイントコンサート ジャイカ　カンボジア
CJCC（カンボジア日本人材開発センタ
ー）絆ホール

日本人演奏家、カンボジア人演奏家による“ジョイント
コンサート”
ソロで滅多に聴くことのできない楽器を生で聴く機会を
提供。

23 2014年10月11日～19日、2015年
2月（予定） カンボジア子ども環境教育 一般財団法人日本品質保証機構

カンボジア　シェムリアップ州内の小
学校（選定中）

JQAが行う環境教育は、ISO14001が基礎としているPDCA（
Plan－Do－Check－Act）手法を取り入れ、まずは、子供
たちに環境について知ってもらい、自分たちの周りの環
境問題を認識し、個々の力で環境活動を行い、問題解決
ができるようになることを目指す。

24 2014年10月25日～30日 日本・カンボジア青尐年オーケストラ交流演奏会 NPO日本尐年尐女オーケストラ協会

１）１０月２７日プノンペン国立博物
館
２）１０月２９日アンコールトム・テ
ラス（シェムリアップ）

本NPOがプノンペンに２００６年に設立した「アンコール
青尐年オーケストラ」と本NPO生徒、卒業生、指導者及び
交流関係のあるタイ、ベトナム、欧米からの演奏家を招
待して国際オーケストラ演奏会を開催。

25 2014年11月1日 ～アハハプロジェクト～イン　カンボジア
新井寿枝・ファウンデーション　スリ
ー　ハーツ

ＣＪＣＣアンコール絆ホール
口腔保健とスポーツ・テニスを通して、主に若年層の健
康に関する知識を豊かにするために、3つのアクティビテ
ィを実施。

26 2015年1月25日 第5回アンコールワット日本語コンクール アンコールワット日本語教師会 アンコール大学 日本語学習者が、朗読、朗読劇、スキットの3つのカテゴ
リーに別れ、日本語学習の成果を発表。

27 2014年11月16日 第7回盆踊り大会 アンコール日本人会 ワットボー小学校
日本の伝統文化である盆踊りを通じ、アンコール日本人
会会員をはじめシエムリップ在住邦人・外国人とカンボ
ジアの人々の親交の機会を持つ。

28 2014年10月22日～12月23日 徳商ー友好学園交流事業 徳島県立徳島商業高等学校 徳島県（徳島商業高校）・プノンペン

カンボジア日本友好学園の生徒を徳島県に招待し、商品
開発について徳島商業の生徒たちと共に学ぶ。また、徳
島商業高校の生徒がカンボジアを訪問し、友好学園の生
徒たちと共に商業省が主催する国際見本市にブースを出
展、国際的な流通について学習する。

29 2014年12月13日～14日 全カンボジア合気道演武大会２０１４ カンボジア合気道協会 ＮＯＣＣビル１階ホール

現在カンボジアには、プノンペン、カンダール、シェム
リアップ、バッタンバン、プレアシアヌークに計１９の
合気道道場が存在する。この演武大会は、会員の日頃の
練習成果の発表、道場間の交流、および合気道の普及PR
を目的とするもので、毎年この時期に開催されており今
回は４回目の開催となる。

30 2014年12月13日 ケップケップクリーン！２０１４ スリーハーツ財団 ケップ特別市内中心部 ケップ特別市民約２０００人とゴミ拾いを行う。

31 2014年12月７日 第19回アンコールワット国際ハーフマラソン大会 カンボジア・オリンピック委員会 カンボジア　シェムリアップ
カンボジア国内のランナーのみならず、世界各国のアス
リートの間に定着した大会

32 2015年3月7日～8日 2015年IKTT恒例蚕祭り IKTT　クメール伝統織物研究所 IKTT 伝統の森

IKTTでは蚕が紡ぐ生糸から絹織物を生産しています。繭
から生糸を取る為には、お湯の中で繭を解さなければな
りませんが、その為に中のさなぎは死んでしまいます。
私たちは蚕の命を頂いて生活していますので、その命に
感謝を捧げる為、１年に一回「蚕祭り」を開きます。

33

日カンボジア絆増進事業


