
令和元年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力署名式典 

 

特定非営利活動法人 Nature Center Risen 

「教員養成大学（ＴＥＣ）における実践的環境教育等を通じた持続可能な生活環境

実現プロジェクト（第３期）」 

 

令和元年１１月１８日（月），令和元年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力に係る署

名式典を当館多目的ホールにて執り行いました。同

式典では，三上正裕特命全権大使が（特活）Nature 

Center Risenの岩間美代子理事長との間で「教員養

成大学（ＴＥＣ）における実践的環境教育等を通じ

た持続可能な生活環境実現プロジェクト（第３

期）」（供与限度額１９１，７４４米ドル）につい

て，贈与契約書に署名しました。 

 

（特活）Nature Center Risenは，２０１８

年からプノンペン都及びバッタンバン州の教

員養成大学において，環境教育推進事業を実

施してきました。今回の事業では，幼稚園教

員養成所においても，人材育成やシラバス作

りを通じて，環境教育の更なる国内普及を目

指した活動に取り組みます。本事業を通じて，

カンボジアの人々の環境保全意識が高まり，カンボジアの豊かな自然の保全や，

人々の生活環境が改善していくことが期待されます。 

 

同式典では，三上大使がスピーチを行

い，今回の支援がカンボジアの人々に直接裨

益し，カンボジアと日本の更なる友好促進に

つながることを願うと述べました。続いて

（特活）Nature Center Risenの岩間美代子

理事長が，日本国民及び政府への感謝の意を

表明するとともに，着実に事業を推進してい

くことを約束しました。 



令和元年度 日本ＮＧＯ連携無償資金協力 

贈与契約署名式典 三上大使スピーチ 

２０１９年１１月１８日（月） 於：日本国大使館多目的ホール 

 

特定非営利活動法人 Nature Center Risen 

「教員養成大学（TEC）における実践的環境教育等を通じた持続可能な生活環境実現プロジ

ェクト（第３期）」 

 

- 教育・青少年・スポーツ省 

  教育総局長 プット・サミット様 

 

- 特定非営利活動法人 Nature Center Risen 

  理事長 岩間 美代子 様 

- 御列席の皆様 

 

 こんにちは。在カンボジア日本大使の三上と申します。９月に着任しました。 

 

本日，特定非営利活動法人 Nature Center Risen との間で日本ＮＧＯ連携無償

資金協力案件の贈与契約署名式典を開催できることを大変嬉しく思います。 

 

  Nature Center Risen に対しては，今回，日本政府から約１９万米ドルを供

与いたします。同団体はこれまで，プノンペン及びバッタンバンの教員養成大学にお

いて，自然環境の大切さを学ぶ実践的な環境教育を行ってこられました。これまでの

ご活動に対して敬意を表します。本年度の事業では，環境教育担当官の指導能力向上

を目指した指導書の改訂，小中学生向けの環境教育図書の発行，幼稚園教員養成校に

おける環境教育実施の支援を行われます。本事業を通じて，カンボジアの人々の環境

保全意識が高まり，カンボジアの豊かな自然の保全や人々の生活環境が改善していく

ことを期待しています。 

 

最後になりますが，本日御出席の皆様の御健康と御多幸，両国の友好のますます

の発展を祈念致します。 

 

ありがとうございました。 
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Japan Provides US$191,744 

for Realization of Sustainable Life Environment 

in Teacher Education College 

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$191,744 to Nature Center Risen under 

the framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant Contract has been 

signed today between H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and Ms. IWAMA Miyoko, the President 

of Nature Center Risen, to carry out the project for “Realization of Sustainable Life 

Environment through mainly the teaching practical environmental education in Teacher 

Education College (Year 3)”. 

 

In this project, Nature Center Risen will establish a continuous training system of 

environmental education from pre-school to lower secondary school in Cambodia through  

revising its instruction books for teachers, publishing the environmental education textbooks 

for students and providing support for Pre-School Teacher Training Center. It will contribute 

to helping Cambodian people become more aware of environmental issues. 

 

 The Grant Assistance for Japanese NGO Projects started in Cambodia in 2002 to support 

activities by Japanese NGOs to help Cambodia's reconstruction and development efforts at the 

grassroots level. Since 2002, the Government of Japan has provided over US$37 million for 

121 projects, mainly in the field of primary education, health, agriculture and mine clearance 

in Cambodia. 

_________________________________________________________ 

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

Tel: 023-217-161, fax: 023-214-330 

Email: eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 

Website: http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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