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１．はじめに　ユースコンボケーション概略
新しい仲間との旅の始まりに

　IYCとは、世界のワイズに関わる若者が２年に1度集
まり、どんな活動がしたいのか、そしてその先にどんな
世界をつくっていきたいのかについて話し合う場です。
　みなさんは、今回のIYCではどのような経験をしたで
しょうか？今回の大会のテーマは、Make a change, 
Be the change でした。直訳すると”変革を起こそう、
変革者になろう”です。ここでいう「Change 変革」に
ついて、私は、1人ひとり、クラブ、区、エリア、世界
といった全てのレベルでの変革を意味していると考えま
した。そして、その中でも最も重要なのは、個人レベル
の変革であったと思っています。
　みなさんは、IYC中に、環境や結核の問題を文化や社
会背景の全く違うユースと話したとき、何を感じました
か？たわいもない日常の出来事で笑い、別れ際に握手
やハグし合った時、何を思ったでしょうか？世界で
は、国連を中心に開発途上国の問題を2015年まで
に解決しようとする取り組みが行われていま
す。IYCでは、これを単に文字上のこととしてで
はなく、IYCで共に寝起きした彼・彼女らの国が

抱える問題として、つまり、顔の見える、色のついた世
界の問題として感じてもらうことを願っていました。ま
た、これらの問題を解決するために、ワイズ・ユースは
国際的なネットワークを生かして貢献できることを知っ
てもらえたらと思っていました。
　現在、メールやチャット、Facebookを使えば実際の
距離はほとんど感じない世の中になりました。そうし
た今だからこそ、この出会いを大切にし、心を開いて
国境を軽々と越えてもらいたいと思います。こうして自
分に変革が起こったとき、自分が変革者になり、そして
周りの人や自分の関わる地域の変革にもつながってい
くのだと思います。今回のIYCは、世界を舞台にした、
新しい仲間との旅の始まりだとも言えます。残念ながら
地図はありません。しかし、仲間との交流を楽しみな
がら、一緒に歩んで行ってもらえたらと思います。

橋崎　頼子



２．巻頭メッセージ
西日本区ユースのご活躍を

西日本区理事　　仁科　保雄

　平素のユース活動にご尽力いただ
き感謝申し上げます。
　西日本区14期理事を拝命いたして
おりますが、ユースの活動につきま
しては8月京都三条YMCAにおいて
ユースの活動についてさまざまな説

明をいただきました。東日本区YIA林茂博ワイズ、西日
本区Y･サ事業主任亀浦ワイズそしてユースの女性が出
席され橋崎ご姉妹の妹様にはジュネーブの本部でご活
躍いただくことになり、ユースの活動に大きな弾みがつ
くものと感謝いたしております。
　私たち西日本区といたしましても出来る限りの有意
義な支援を行いたいと協議を重ねています。しかし残念
なことに今期理事として引き継ぎましたときに、メン
バーの大きな減少があり当初諸事業の支援が可能なと
ころまでを削減せざるを得ない状態となっています。し
かし、メンバー数も減少数の43％を戻したとのEMC事
業主任報告を受け少し安堵しております。
　私たちはあくまでもYMCAへの献身的な支援と云う
事を目標にしています。なぜYMCAに、ということをま
だ理解されていないメンバーが多い中、もっと掘り下
げ説明をし、YMCAを通した60数年前の私たちが飢え
ることなしに過ごしてこられた内容などをしっかり説
明し、皆さんの理解のもと次世代を担うユースの重要
な役割を考え、恵まれない諸外国の子供たちのための
支援のお手伝いを強化していきたいと思っています。
ユースとY3の皆様の活力あふれる活動にご期待申し上
げますとともに国際大会で発揮された力に期待し国際
ユースのご発展をお祈り申し上げます。

ユースコンボケーション概観
西日本区Ｙサ・ユース事業主任　　

亀浦　正行
　トラックで運ばれてきた160個の
荷物をホテルへ汗だくになり運び込
みながら、ユースのエネルギーを将
に体で実感した。それは将来へ先人
の思いを確実に繋いでくれる若い力
と重複するようだ。
　言葉や文化の壁を越えて熱っぽく語り合う若者の在
り様は、激しく寄せ来る波であり、この時代の澱を一
挙に洗い流し、将来への希望と夢を運ぶ力が潜在して
いる。
　この日本で、共に過ごした何日間かの体験は、これ
からの彼らの人生の中で醸造され、彼らの時代の香り
となっていくと思う。私たちの時代には、解決を見る
ことができなかった諸々の問題も、彼らは正面から、
その絡んだ紐をほどいてくれることだろう。
　日本から参加したユースのみなさんが、懸命にそのホ
スピタリティーを発揮してくれたことに、心より感謝す
る次第です。



ユースに期待！
東日本区理事　　松田　俊彦

　将来を担う世界23ヶ国147名の
ユースの皆さん は、東山荘と富士
山YMCAに集い、学びと交流の一
週間（8/2～8/8）を過ごされまし
た。ワイズ横浜国際大会（8/5～
8/8）では、短時間 でしたがユー
スの報告を聞いたり話したりを楽

しみました。今回のIYCは予算が厳しかったためユース
の皆さんは大変きつい、ひもじい生活を強いられまし
た。にも拘らず、「CHANGE」をテーマとして、ユー
スに与えられた課題・問題点を議論したり、交流･親睦
を図ったり、国際感覚を身につけるなど得がたい体験
をされました。これからは、国際人というより地球市
民としてのユースの成長と働きを期待しています。皆さ
んひとりひとりはこれからの社会では貴重な担い手の
ひとりであります。今回与えられた体験と感激を大切に
して、これからのユース活動に生かして、更に輪を広げ
て下さるよう願っています。特に、ワイズを理解してい
るユースとして、ワイズダムの一角を担われるよう願っ
ています。ユースの皆様ひとりひとりの上に、主の導き
豊にありますようお祈り致します。

次世代の君たちへ
東日本区ユース事業主任

吉田　紘子
　日本でIYCが開催できたこと、
とても嬉しく思っています。
　東西日本区から参加された23名
のユースの皆さんが献身的にIYC-
HCCを支えてくださったと伺って
います。
　地球の未来を見つめ国際人として29カ国のユースと
交流が持てた1週間は君たちにとって生涯忘れることが
ないほど感動されたことでしょう。この貴重な体験を
無駄にすることなく異文化をさらに理解し、受容でき
るよう英語力を高めコミュニケーションがとれるユース
に成長してほしいと願っています。そして、来年の台
湾・再来年のノルウエーでのユースコンボケーションで
IYCのリーダーとして組織をマネジメントし、後輩の
ユースを指導し共に楽しみ青春を謳歌し、地球人として
世界を駆け巡れる豊かな人生を歩んで下さい。
　「出会いは夢のはじまり」です。一期一会を大切にし
てくださいね。



3．ユースコンボケーション　全日程

朝 午前 昼 午後 夕方 夜

一
日
目

到着・受付

サインアップ

到着・受付

サインアップ
昼食

オープニング
セレモニー

オリエンテーション

アイスブレイク

セッション１・２
カルチャーナイト

二
日
目

ディボーション
担当

ヨーロッパ
セッション３・４ 昼食 セッション５ セッション6 カルチャーナイト

三
日
目

ディボーション
担当

カナダ・アメリカ
セッション７

昼食

パッキング
富士山YMCAへ

移動 セッション８ カルチャーナイト

四
日
目

ディボーション
担当

ラテンアメリカ
インド

横浜へ移動

フリータイム

フリータイム

昼食

IC
オープニング
セレモニー

夏祭り・夕食 富士山YMCAへ
帰る

五
日
目

ディボーション
担当
日本

セッション９ 昼食 セッション１０
フリータイム

セッション１１
（自由参加）

国際ユース代表選挙

六
日
目

ディボーション
担当

アフリカ、アジア

パッキング

横浜へ移動

自由時間

昼食

自由時間

昼食
IPボールパーティーIPボールパーティー

七
日
目

IC、IYC合同閉会式IC、IYC合同閉会式 流れ解散流れ解散流れ解散流れ解散

セッション１ ：ワイズメン、YMCA理解
セッション２ ：多文化主義理解
セッション３ ：ワイズメン・カーボンポリシー、COP15の振り返り
セッション４ ：キーノートスピーチ（慶応大学、細田衛士教授）
セッション５ ：環境ワークショップ
セッション６ ：国際ユース代表説明、選挙説明、ICMについて
セッション７ ：パーソナルデベロップメントワークショップ
セッション８ ：国際常議員・ユース、合同ミーティング
セッション９ ：MDGs、ワイズユースの環境に対する取り組み姿勢について
セッション１０ ：結核蔓延防止プロジェクト
セッション１１ ：環境問題に先駆けたアクションプランについて



４．ユースコンボケーション　日本人ユース参加者一覧

氏 名 推薦クラブ
荒井
Arai

美咲
Misaki

奈良
ワイズメンズクラブ

奈良YMCA　らぽーる　ボランティアリーダー

石井
Ishii

沙知
Sachi

東京八王子
ワイズメンズクラブ

中央大学YMCA

石井
Ishii

悠紀子
Yukiko

横浜
ワイズメンズクラブ

ワイズ･ユースクラブ横浜-Y3
横浜YMCA　ボランティアリーダー

上杉
Uesugi

佳世
Kayo

京都グローバル
ワイズメンズクラブ

コメット(上杉敏博)

大田
Ohta

遼
Ryo

東京たんぽぽ
Yサービスクラブ

東京YMCA　山手センター　ボランティアリーダー

大原
Oohara

陽介
Yousuke

姫路グローバル
ワイズメンズクラブ

ワイズ･ユースクラブ姫路-Y3　会長

大村
Ohmura

明子
Akiko

熊本
ワイズメンズクラブ

コメット(大村豊)

小川
Ogawa

沙織
Saori

東京たんぽぽ
Yサービスクラブ

東京YMCA　liby　ボランティアリーダー

小津
Ozu

夏実
Natsumi

東京セントラル
ワイズメンズクラブ

東京YMCA　liby　ボランティアリーダー

北村
Kitamura

早紀
Saki

京都グローバル
ワイズメンズクラブ

コメット友人

木村
Kimura

聖
Sei

横浜つづき
ﾜｲｽﾞﾒﾝ&ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ

茨城YMCA　ボランティアリーダーOB

島田
Shimada

恵人
Keito

東京山手
ワイズメンズクラブ

東京YMCA　山手センター　山手学舎

関
Seki

彩也香
Ayaka

千葉
ワイズメンズクラブ

ワイズ･ユースクラブ東京-Y3
千葉YMCA　ボランティアリーダー

谷
Tani

奈津子
Natsuko

大阪西
ワイズメンズクラブ

コメット(谷正一)

夏目
Natsume

亜衣
Ai

東京八王子
ワイズメンズクラブ

中央大学YMCA

西村
Nishimura

友美
Yumi

東京センテニアル
Yサービスクラブ

コメット(西村隆夫)

橋崎
Hashizaki

真実
Mami

IHQ
ファシリテーター

ワイズ･ユースクラブ姫路-Y3

橋崎
Hashizaki

頼子
Yoriko

IHQ
ファシリテーター

ワイズ･ユースクラブ姫路-Y3

布田
Futa

賢次郎
Kenjiro

熊本
ワイズメンズクラブ

コメット(布田悟)

細川
Hosokawa

晋之祐
Shinnosuke

東京
ワイズメンズクラブ

ワイズ･ユースクラブ東京-Y3　会長／コメット(細川剛)
東京YMCA　山手センター　ボランティアリーダー

森本
Morimoto

竜馬
Ryoma

さんだ
ワイズメンズクラブ

ワイズ･ユースクラブ姫路-Y3

山田
Yamada

都
Miyako

十勝
ワイズメンズクラブ

コメット(山田敏明)

吉田
Yoshida

行宏
Yukihiro

東京銀座
ワイズメンズクラブ

コメット(吉田紘子)

表中敬称略



５．テーマ別論文

テーマ１：異文化コミュニケーション
free time について

　私にとって、予定と予定の間や移動の時間、寝る前
のfree timeは予定がある時間と同じくらい大変だっ
た。なぜなら、私はほとんど英語を話せないので、コ
ミュニケーションにとても苦労したからだ。
　今回は日本が開催国ということで、シーツの敷き方
の説明やこれは何？などの日本人にしかわからない質
問をされることも多々あった。一生懸命答えたつもり
だが、身振り手振りと知っている単語をつなぎ合わせ
てやっと、という感じで、きっと文法などは滅茶苦茶
だったと思う。そんな時ユースのみなさんは一生懸命私
の言うことを理解しようとしてくれ、その姿勢に私はと
ても感動させられた。また、私もあんな風になりたい
と思った。
　そしてそれからは、もっと上手に話せるようになるに
はたくさん話すしかないと思い、積極的に私の方から
話しかけるように心掛けた。理解するまでに何度も聞
き返さないといけなかったが、心に残る話をたくさん
聞くことが出来た。日本と違うところも同じところも
たくさんあり、どちらを聞いてもびっくりだった。た
とえば、バスの中で年の近い女の子に聞いた戦争の
話。テレビの向こう側で起きているに過ぎない、自分
には直接関係ないと思っていた戦争を彼女が身近に感
じていることに戸惑ったこと。彼女の話のように、今
までも本や人のお話を聞いて知っていることも多かっ
たけれど、実際その体験をしてきた人に話を聞くことは
やはりそれとは比べ物にならないほど印象的だったのだ。
　もちろん暮らしてきた環境が違うだけに、考え方の違
いを感じることはあった。たとえば、時間厳守につい
てのこと。時間にルーズな人が多く、時間通りに予定が
始まらないことや、変更になることもよくあった。今
まで「日本人はまじめだ」と聞いてもピンとこなかっ
たのだが、確かにそうかもしれないなと思った。た
だ、日本人にも様々な人がいるように外国の方にも
様々な人がいて、決して全ての人がそうというわけで
はなかった
　そんな中、その違いの部分を言葉で補うことがで
きないことにもどかしさも感じた。しかし、そんな
思いも、今回参加しなければ日常の中で感じること
はなかなかない感情だろう。高校生になって初めての
夏に様々な国の人と話し、さまざまなことを感じる
機会をいただけた私は、とても幸せ者だと思う。

北村　早紀

アイスブレイク
　今回のIYCで異文化コミュニケーションという観念か
ら行くと、一番印象に残ったのはice breakだった。海
外の人もそうだったが、日本人ともまだ初対面の人が
多く、不安の要素ばかりがとても多くあった。
　私は異文化コミュニケーションで高い壁になるの
は、言語の壁だと思う。私達日本人は学校で英語を習
いはするけれども、外国人と接するという機会は殆ど
日常ではないと思いう。私もそうだ。英語も得意とい
うわけではなく、言語の壁がとても高い壁に見え、不
安だった。
　IYCの初日、続々と入ってくる海外の人を見て、新鮮
さや期待感を感じた。けれどもやはり不安も大きかっ
た。言葉は通じるだろうか、ちゃんとコミュニケー
ションはとれるだろうか。でも、たくさんの人が自然
とコミュニケーションをとろうとしてくれる。私は消極
的にしか動けなかったけども、積極的に動いているそ
の人たちに不安なんて吹き飛ばしてもらったような気が
する。声をかけてもらったり、グループにいれてもらっ
たり。言語はたしかに壁だと思う。それでも、自分か
ら交流をしていき、相手と一緒に楽しみたい、もっと
相手のことが知りたいと思い、楽しめるのはいつもの
日常と変わらないと思うことができた。
　異文化コミュニケーションはice breakだけじゃな
く、様々なものがあった。しかし、最初ということも
あって一番不安を感じていたのはこのプログラムのと
きだった。このプログラムを通して、異文化コミュニ
ケーションで言語の壁を不安がるよりも、より多くの
人と交流して楽しむことができればいいと思うことが
できた。そして、みんながこのプログラムを通し積極的
に多くの交流ができていたようで、やはりみんな思って
いることは一緒なんだと、感じることができた。

山田　都



異文化コミュニケーション

　“International Youth Convocation 2010”の根底に
あるものの1つに異文化交流がある。約40カ国計160名
以上のユースが日本に集まって、様々なコミュニケー
ションを取る事で、各々の多種多様な文化が交わってコ
ミュニケーションギャップが生じる。そして改めて自分
の未熟さを感じると同時に異文化に対する関心を抱い
てゆき、そしてまた視野が広くなってゆく。それが異文
化交流の特徴であり、最大の魅力だと私は思う。
今回のIYCで多くあった異文化交流の中で私が一番印象
的だったのは、3日間毎晩行われた”cultural night”であ
る。これは自国の文化を紹介するという簡単な内容で
はあるけれども、実はとても奥が深いものだ。私はIYC
に参加する前から異文化に対してとても関心を抱いてい
たので、様々な国の文化を一気に知る事が出来、そして
楽しめるこの機会をとても楽しみにしていた。
　このcultural nightはもちろん私達日本人ユースも自
国の文化を紹介するのだが、私達がIYC以前に全員で一
気に集まって文化紹介の打ち合わせをするのは難し
く、IYC初日の忙しいスケジュールの中で行う事となっ
た。結局このcultural nightは日本がホスト国であると
いう事もあり日本を皮切りに始まって、私達は簡単な
日本語の紹介をし、”世界に一つだけの花”の歌に手話
を乗せて、歌を手話で表現しながら歌った。
　今回の私達の発表は短い間で少ししか練習出来な
かったにも関わらず大成功で、その結果異国の人々に
少し日本語を覚えてもらう事が出来、そしてより日本の

文化に関心を抱いてもらう事もまた出来た。更に覚え
たての日本語で挨拶してくれる人もいて、そこからどん
どんお互い話が弾んでゆく事も多くあった。このように
このcultural nightは、異国の人々とコミュニケーショ
ンを取る原動力にもなってくれたのだ。
　一方で異国のユースの文化紹介については、驚くもの
ばかりであった事は言うまでも無い。今まで全く知ら
なかった事やより理解を深める事が出来た内容はとて
も多くあり、私の視野は広くなるばかりであった。た
だ残念だったのは、自分の英語力が未熟だと言う事
で、英語が聞き取れないが故にわからない事が多く
あった事や、日本の事について説明したくても説明出
来なかった事だ。これに関しては、私の今後の大きな
課題である。
　このcultural nightを通して、自国に誇りを持つ事の
大切さを改めて感じた。例として自国の伝統文化や伝統
的な思想などに誇りを持って初めて、それについて正し
く相手に教える事が出来、更に相手に関心を抱いても
らえるのだ。だからこそ今回、私は異国の文化につい
てより一層理解を深める事が出来たのである。この事
は私達を始め異国の人々に共通して言える事だと思う。
私は今回のIYCの異文化コミュニケーションにおいて、
かけがえのない様々な経験をする事が出来た。これか
らこの経素晴らしい験を生かして、更に多くの事にチャ
レンジしていきたいと思う。

上杉　佳世

異文化コミュニケーション：BBQ

　コミュニケーションは難しい。日本人同士だって、
打ち解けるのには時間がかかる。ましては、言葉も、
文化も歴史も違う国から人々が集まったら、もっと時
間がかかるだろう。
　それがたった１週間だけだったのに、別れの際には
多くのユース達が泣いていた。悲しさも上手く相手に分
かる言葉にして表せなかったが、お互いがお互いの言
いたいことを汲み取って、共感し合えていた。
　言葉が通じない私たちが、たった1週間でこんなにも
気持を共有し合えたのはなぜだろう。ただ単に一緒に
いただけでなく、話し合いなど真面目なプログラム
や、ice breakのような遊びのプログラムを通じて様々
な感情を経験出来たからだ、と私は思う。
　大きなプログラムではなかったが、BBQの
ように美味しい食事に抜群のロケーションとい
う、いつもと違った雰囲気も私達の距離をグッと
縮めてくれた。北海道や九州からお肉や野菜の差
し入れをいただき、Y’sの方々が汗を流しな

がら目の前で焼いてくれた。美味しそうに焼けるお肉
や野菜に魚介類に、みんな夢中で食べた。美味しい？
と海外ユースに聞くと、みんな満面の笑みで答えてくれ
た。また、BBQ会場の外ではキャンプファイヤーの準
備もあり、花火もみんなで楽しめた。スイカも頂いた
し、夏の楽しみを一度に楽しめ、最高に贅沢な時間を
過ごす事が出来た。
　BBQの時間はただ楽しかっただけでなく、IYCは本当
に多くの方々に支えられて成り立っている、という事を
改めて実感した。北から南から、新鮮な食材を差し入
れて頂き、私たちのために一生懸命お肉を焼いたり、
おにぎりを作って頂いたり・・・。さまざまな方々に

支えられ、楽しい雰囲気に美味しい食事、と
いう素晴らしい組み合わせだったBBQ。私だけ
でなく、きっと多くのユース達にとってもIYCの
忘れられない素敵な思い出の１つになったのでは
ないだろうか。

石井　沙知



テーマ２：私達が今回触れた世界の問題について
ストップTB(結核蔓延防止)プロジェクト

　この度のユースコンボケーションではこれから先何年
かにわたって活動する、ユースのUGP(世界共通プロ
ジェクト)をストップTBプロジェクトと決めた。
　これは、国連が出しているミレニアム開発目標
(MDGs)の8つの目標の6つ目にあたる、HIV/AIDS、マ
ラリア、その他の疾病の蔓延の防止に準ずる物である。
その中でも、結核の有病率及び結核による死亡率の把
握、DOTS（短期科学療法を用いた直接監視下治療）の
下で発見され、治療された結核患者の割合を把握し、
発生を食い止めその後発生率を減少させる、という細
かい指標に目を向けた。
　日本で結核は、昔、労働環境が良くない状況下で発
生した病気という認識で、HIV/AIDSやマラリアほど脅
威を持つ病気ではないように思われている。しかし、
アフリカをはじめとする多くの国々で実際にとても主
要な疾病とされている。
　世界各国にユースクラブを持つワイズ・ユースとし
て、ユース全員が力を合わせて同志がいる国が抱える問
題に共に立ち向かっていくはとても大切なことと感
じ、今回このプロジェクトを私達のUGPとした。
　私達ユースが実際にしようと考えている活動内容とし
て、赤十字社とパートナーを組みインド、ケニア、ウガ
ンダの3つの国を重点的に、広報･教育･予防接種の義務
化の推進、初期の患者への薬の支給などの活動を通して
ストップ結核プロジェクトを進めたいと考えている。
その中で、先進国内では、結核についての知識を広める
講演会などの開催や、ワクチンを買うための資金集めの
ためのキャンペーンなどをしていければと考えている。
　今はまだプロジェクトチームを形成したばかりで、
各国や各エリアレベルで出来る具体的な活動が始まっ
てはいないが、 初期結核患者の治療の徹底と
新たな結核の拡
大を少しでも抑
える事に貢献で
きるよう、ユー
ス全員が一丸
となって準備
をすすめてい
きたいと思っ
ています。ス
トップ結核！
どうぞよろし
くお願いい
たします！
橋崎　真実

グローバルワークショップ
　今回のIYCのグループディスカッションにおいて、私
たちは事前学習で出されていた自国における環境問題
について話し合いを行なった。
　まず、それぞれが発表した環境問題についてですが、
各国それぞれ違った問題を抱えていました。オーストラ
リアの環境問題として、水不足があげられており、各家
庭での節水方法や農業への影響の話しが上がった。農
業への影響においては、小麦粉を多く輸入している日本
にとっては他人事の問題ではなく、実際に影響を感じ
られる問題だった。特に昨年はニュースなどでも大きく
取り上げられており、テレビなどでも見る機会がありと
ても印象深いものだった。一方でタイの環境問題として
あげられたものが、環境破壊が引き起こす異常気象に
おける洪水問題であった。この問題については、近
年、タイにおける洪水が頻発しており、特に首都のバン
コクにおいてその被害は著しく、洪水の被害から首都
であるバンコクを守るために隣町にバンコクからの水
を流していて、その町への2次被害もとても大きなもの
であると言う。この話をしたタイ人は実際にその町の
出身であった。このオーストラリアとタイの話しにおい
ては、実際に地球のまったく違う場所において環境問
題がいくつも発生しており、その問題が一方では必要と
され、一方では災害を引き起こしている。これは、環
境問題をグローバルな視点で考える場合に住んでいる地
域などでどこに重点をおくべきかどのような対策をする
かに相違が生まれ、現在世界において、環境問題にお
いて多くの異論や批判が出ている理由の一つでもある
のかもしれない。今回のIYCでのディスカッションを含
め、違う国、地域の人達、または世界規模での話し合
いにおいて、自分だけの考えや、自分の国で起きている
問題を中心として考えるだけでは、各国、人の間で考え
に相違が出るのはあたりまえである。今回のIYCで

行った情報を共有すること。それが
グローバルな視点において必要なこ
とではないのだろうかと感じた。し
かし、自分が実際に直面している環
境問題に対して実際に行動すること
も大切なことであり、今回IYCで行っ
た日本における打ち水なども私たちが
実際にできる行動の一つである。
　Think Globly, Act Localy.
　この言葉を環境問題を考える際に思
い出してもらいたい。

小津　夏実



Tree Planting
　様々な国から日本へ来てくれた沢山の参加者と触れ
合えた今回のInternational Youth Convocation。初め
て会う人達との色々なプログラムを通して、改めて気付
かされる事が沢山あった。その中でも重要な印象に
思ったのは、世界の環境問題である。ひとりひとりが
情報を発信し、他と共有、そして行動をしなければな
らない、と改めて気付かされた。そして今回のIYCでは
Tree Planting(植林)を通し、ユース全員で実際に「行
動」する事が出来た。
　二日目の東山荘にて行なわれた、慶応大学の細田衛
士教授による講演から始まった、今回のIYCにおいての
環境問題についてのプログラム。その後の環境について
情報を交換しあうワークショップでも、各国のユースが
いかに環境問題に関心を持っているか、そして世界がど
んな問題を抱えているのかを知ることが出来た。
　ワークショップでは「私達は何が出来るか」を考
え、各国のユースが様々なプロジェクトを提案、発表し
た。そして翌日に富士山YMCAで、私達が環境の為に
出来る事であるTree Plantingを行なえた事は、行動す
る事の大切さを身を持って体験出来たプログラムで
あった。他の国からのユース達と協力しあい、穴を掘
り、苗木を置き、土を被せ、水をやる。私達が実行出
来たのは、植林エリアや苗木や道具などが全て準備さ
れていた所からであったが、植え終えてからも思った事
は沢山あった。この苗木が立派に育つまでにどの位の
月日が必要なんだろうか、こうして植えた事によって何
が変わってゆくのだろうか、同じ事をしている人々は世
界にどれくらいいてどんな世界を願って行動をしている
のだろうか。思い出したら限りがなかった。しかし、
世界の事を思い集った若者達がこのIYCを通して「行
動」出来た事は、どれだけの時間が掛かったとして
も、いつかそれがこの世界の為になってゆくのだと信
じている。これからも発信、共有、行動でユース達と協
力しあっていきたいと思う。

西村　友美

COP15について
　地球温暖化に対する、国際的な枠組みを設定した条
約を「気候変動枠組条約」といいます。①締約国の共通
だが、差異のある責任　②開発途上締約国等の国別事
情の勘案③速やかかつ有効な予防措置の実施、などの
原則のもと、先進締約国に対し、温室効果ガス削減の
ための政策実施などの義務が課せられています。そして
この条約の交渉会議には、最高意思決定機関である気
候変動枠組条約締約国会議(Conference of the Parties, 
COP)があり、毎年開催されます。それが2009年にデン
マークのコペンハーゲンで行われた第15回気候変動枠
組条約締約国会議、すなわちCOP15であります。温室
効果ガス排出規制に関する国際的な合意形成を主な目
的とした国際会議でありました。焦点とされたのは
2013年以降の温室効果ガス削減目標と、先進国から途
上国への温暖化防止対策資金・技術移転の問題でし
た。地球温暖化を防止するために、1997年に採択され
た京都議定書の温室効果ガスの削減期間は2008年に始
まり、12年に切れます。温暖化による被害が極めて深
刻と世界で危機感が強まり、インドネシアのバリ島で
開かれたCOP13で、13年以降の国際枠組み(ポスト京都
議定書)を、COP15までに決めようと交渉が始まりまし
た。京都議定書は、産業革命以後、排出し続けてきた
先進国にまず削減を義務づけましたが、01年に世界最
大の排出国だった米国が離脱したうえ、経済成長が著
しい中国やインドなど新興国の排出量は急増してお
り、京都議定書を批准した先進国の排出量は今では世
界全体の約3割にすぎません。このため、COP15では、
米国と新興国も含めた主要国が排出削減に参加する新
しい枠組みづくりを目指しました。
　首脳による協議・交渉も行われ、26か国・機関の首
脳レベルの協議・交渉の結果、「コペンハーゲン合
意」が作成されました。「コペンハーゲン合意」を
COP全体会合にかけたところ、先進国、島嶼国、途上
国を含めほぼ全ての国が賛同し、その採択を求めまし
たが、数か国（ベネズエラ、キューバ、ボリビア、スー

ダンほか）が、作成過程が不透明であったこと
を理由に採択に反対したため、「条約締約国会
議として同合意に留意する」ことが決定されまし
た。今後の議論については、2009年終了するこ
とになっていたAWG-LCA（枠組条約の下の長期
的協力について話し合う特別作業部会)だけでな
く、AWG-KP（京都議定書附属書B改正について
話し合う特別作業部会)も作業を継続することが
決定されました。

大村　明子



国際連合ミレニアムゴール

■14億人が１日１.25US$未満
　1日3食しっかり食べ、清潔な服を着て学校や仕事に
出かける。週末は友達と遊んだりスポーツで汗を流し
たり。体調に異変を感じれば病院で治療を受ける。私
たち日本人にはごく当たり前のこんな日常だが、地球
上には、十分な食事さえ取れない人々が数多く存在す
る。その数は約14億人。20年前の18億人と比較すれば
減少はしたものの、今なお、世界の4人に1人が１日１.
25US$未満(2008年に改定された貧困基準)というわず
かな収入で生計を立てている。
　貧困はなぜなくならないのだろうか。その答えは非
常に難しい。ただ言えるのは、“貧困問題は複雑で解決
が困難”だということ。
　貧困はさまざまな要因が重なり合って生まれ、どれ
か一つの要因を取り除いたところで解決できる問題で
はないからだ。例えば、途上国の人々が直面するモノ
やおカネがないという状態。これは健康不良や教育水
準の低下を招き、さらには労働生産性を低下させる。
　また貧困は、人々を社会的に孤立させ、政治力や交
渉力も減少、小さな環境の変化や不測の事態に対応で
きなくなる。結果として、あらゆる面で力の弱い彼ら
は、状況改善のためのリスクを取り除くことができず、
窮乏化の罠に陥ってしまうのだ。
■期限付きの数値目標を設定
　こうした状況を打開するため1990年代に入り国際社
会は経済発展を至上としたそれまでの援助から窮乏化
の罠から抜け出せない“個人”を中心に据え教育や保健
医療といった社会開発により力点を置いた援助へと移
行。その流れを受けてつくられたのが「ミレニアム開発
目標(Millennium Development Goals : MDGs)」だ
　貧困削減･教育･ジェンダー･保健医療･環境など2015
年までに世界全体で達成すべき8つの目標が掲げられて
いる。
　MDGsが生まれたのは2000年。「平和と安全」「開
発と貧困」「環境」「人権とグッドガバナンス」「弱者
の保護」「アフリカの特別なニーズへの対応」といった
21世紀の国際社会の役割がうたわれた「国連ミレニア
ム宣言」の採択を受けてのことだった。
　さらに教育なら2000年までに初等教育を普遍化「万
人のための教育（Education for All）」、環境なら90
年代末までに温室効果ガスの排出を従前の水準に戻す

「国連環境開発会議」というように、分野ごとに取り
まとめられていた開発目標を統合し、一つの枠組みと
して集約した。
　MDGsではさまざまな要因が絡み合うという貧困問題
の特性に着目し包括的な取り組みを重視している。
　また、具体的な数値目標を“期限付き”で設定している
点も画期的とされている。
■目標は達成できるのか？
　国連は毎年MDGsの進捗状況を『国連ミレニアム開発
目標報告』で発表しているほか各国首脳などによるレ
ビュー会合も定期的に開催。05年は170ヶ国以上が参加
する国連特別首脳会合が行われ08年のMDGsハイレベ
ル会合には各国首脳のほか民間財団や市民団体の代表
なども参加した。また約束の年まで残り5年と迫った今
年2010年も9月に首脳レベルのレビュー会合が予定され
ている。2015年までにMDGsを達成できるのか。
　『国連MDGs報告2009』によれば、「多くの成果も
みられるが、ほとんどの目標において歩みは遅く2015
年までに達成できるめどが立っていない」という。そ
の大きな原因が、08年以降の食料･エネルギー価格の高
騰と世界金融危機だ。
　貧困削減の進捗状況は一気に停滞し、09年には5500
万～9000万人もの人々が新たに貧困層になったといわ
れている。そのしわ寄せが真っ先に及ぶ子どもが置か
れている状況は特に深刻で、途上国では4人に1人が栄
養不良などが原因で発育不全に陥っている。一方で、目
標によっては、大きくその状況が改善された地域があ
ることも事実だ。初等教育の就学率は2000年の83％か
ら07年に88％に改善されており、特にサハラ以南アフ
リカでは15％、南アジアでは11％も上昇した。
　また5歳未満児の死亡率(出生1000人当たり)も90年の
93人から07年の67人と減っているほか、予防･治療が
可能な疾患で死亡する子どもの数も1260万人から900
万人程度にまで減少している。
　さらに、はしかの予防接種キャンペーンの拡大など
によって受診者が増え、全世界での死亡者は、2000～
07年で75万人から19万7000人へと激減している。
　貧困のない世界へ―。この理念に向かい、国際社会
が一丸となって努力することが、8つの宿題を果たす唯
一の方法であることは確かだ。

木村　聖



テーマ３：日本の文化について
他国ユースと日本の違い

　私は今まで参加したどのユースコンボケーションより
も今回の大会においては他国のユースをより異質のもの
として見ることができた。なぜなら開催国である自分
の母国は私にとっては「日常」であり、他国から来る
彼らは「非」日常であったからだ。その日本文化と他
国のユースの習慣の違いを私が経験した事柄を元に書こ
うと思う。
　私が彼らと日本文化との違いをまず感じたのは、彼
ら、特にアフリカから来たユースの挨拶である。私たち
が東山荘YMCAに宿泊している時に、アフリカから来
たと思われる数名のワイズメンの参加者が来訪した。
その際、アフリカのユースたちは何のためらいも見せず
に、そこにいた同郷のワイズメンに抱擁をした。私は
昼食を取っていている時にそれを間近で見たので、文化
の差異を肌に感じた。また、隣の席に座っていた日本
人のユースもそれを見、「あんなの（ハグ）を大人にし
たら、絶対に怒られるよね」と言った。その時、これ
は私個人の意見ではなく、日本の常識を当てはめると
日本人の誰しもが感じる意見なのだと思った。
　次に私が彼らとの交流で感じたのは夏祭りの出来事
である。夏祭りはワイズメンが大会を開いている会場
で行われた。そこはアリーナのような場所に櫓が立
ち、提灯も飾られていて、出店もあり、さながら日本の
夏祭りであった。櫓には和太鼓が設置されており、そ
れを演奏し、音楽も流れ、盆踊りが踊られていた。最
初こそ、日本の盆踊りの定番という曲が流れていたが、
最後の方にはアドリブなのか、企画されていたのかは
知るところではないが、彼ら自らが舞台に立ち、場を
盛り上げていた。そこにも日本との差異性を感じた。
　このように冷静に書くと、何だか私は彼らを非難して
いるように思えてくるが、実際はそうではない。そも
そも日本は排他的ではなく、協調的な文化であると私
は常日頃思っているので、それは決して望むところでは
ないことをここに明言しておく。私は寧ろ彼らの日本
(人)にはないエネルギーをある種深く感銘を受けた。他
国に気触れることは容易く出来るが、それだと日本
人、という自己を失ってしまう。彼らが「日本」に触
れたことで分かったのは、彼らと日本の差異性は勿論
だが、それよりも私にとって「日本」とは何なのかと
いう問いを突き付けられたことであった。

谷　奈津子

Japanese culture
　外国のユース達が日本で過ごす中で一番驚いていたこ
とは日本人はとても真面目で親切だということだった
　彼らは、日本のユース達はいつもなにかしらの仕事を
していて、いつも忙しそうだが、他の参加者からなにか
お願いされたり、声をかけられたりすると、笑顔で対
応してくれてとても素敵だったと話していた。それは、
何人もの参加者から、なぜ日本人はそんなに礼儀正し
くて親切なのか？と質問されるほどだった。日本人が
礼儀正しいと世界のユースに感じてもらえたということ
は、とても嬉しいことだと思う。
　しかし、あるユースから質問されたことで、衝撃的で
あったことがあります。それは、なぜ日本は電車の中で
難しい顔や悲しそうな顔、怒っている顔をした人ばか
りなのか？という質問である。普段電車に乗っている
時は気づかなかったが、改めて言われてみると日本人は
毎日の仕事に追われ心に余裕が少なくなってしまってい
る人が多いのかもしれないなと感じた。
　日本人の真面目さや時間への正確さは世界に誇れる
ものだと思う。しかし、その長所が行きすぎて自分達
が生きにくくなってしまわないよう、心の余裕を持って
生活することが大切だなと思うことができた。
　また、あるユースは日本はとてもきれいで安全だと話
していた。町並みもきれいだし、戦争や暴動の不安も
ない日本はとても安全に見え、うらやましいと話す
ユースが多くいた。多くの国では、今現在も戦争をして
いたり、暴動や内戦が起きている。また、徴兵制度が
ある国もある。そのような国のユース達は、本当に日本
を羨ましがっていたように思う。清潔で安全であると
いうことは、日本が世界に誇れることで、これからも
より清潔で安全な日本にしていくように努力していかな
くてはならないと感じることができた。
　更に、私が一番驚いたのは、外国のユース達が日本の
トイレにとても興味を持っていたことである。ウォッ
シュレットが珍しいようで、開会式の際には写真を用
いたウォシュレットトイレの説明があり、また、多く
の外国のユース達が記念にトイレの写真を撮って帰って
いった。
　このIYCを通じ、多くの世界中のユース達が日本の文
化に興味を持ってくれたようで、日本語を勉強し始めた
という声や、またぜひ日本に行きたいという声を多く
聞く。
　また、私達日本のユースも、普段は当たり前だと思っ
て生活している日本社会や文化を外から見た感想を聞
くことで、あらためての日本文化というものを認識する
よい機会になったのではないかと思う。

石井　悠紀子



カルチャーナイト、駒門風穴
　まずカルチャーナイトは、参加国30数カ国全てが行
なったが、日本のカルチャーナイトはその一番最初、8
月2日の夜だった。日本ユースは、最初に簡単な日本語
を教え、次にSMAPの『世界に一つだけの花』という
歌を歌った。日本語は自分の名前、出身国の言い方や
簡単な挨拶、言葉を教えた。その場で言うのは少々難
しいようで、参加者も言いづらそうにしていた。ま
た、中国語は短くて言い易いが日本語は長くて言いに
くい、といっていた参加者もいた。しかし、特にアフ
リカからの参加者は、そこで教えた言葉をその後も、
ことあるごとに言ってくれるようになった。また『世
界に一つだけの花』は、参加型にしなかったので、他
の国のカルチャーナイトと比べていまいち盛り上がり
に欠けるところがあったが、その後日本語が分かるイ
ンドの参加者が歌詞を教えてほしいと言ってくれた。
　また駒門風穴は富士山YMCAに移動する際に寄った
のだが、中は外に比べてとても気温が低く、皆涼しそ
うにしていた。足場が悪かったり、また狭いところは
通るのが大変な参加者もいたが、写真を
撮ったり、中にはわざわざ日本語のお礼の
言い方を聞いて日本語で「ありがとうござ
います」とそこの人に言う参加者もいて、
どの参加者も楽しそ
うにしていた。日本の
カルチャーナイト、駒
門風穴では、戸惑い
ながらも、他の参加
者も楽しんでくれた
ようだった。

夏目　亜依



テーマ４：日本人同士のコミュニケーション
リーダーシップ、ユースの役割について

日本人同士のコミュニケーション
　毎日一緒に生活をし
ている家族でも意見の
食違いは起こりえる。
左図のように最初は同
じ場所から同じ方向に
進んでると思っていて
も、その差がやがて許

容範囲（オレンジ色部分）を超えてしまう。コミュニ
ケーションは、この差を修正するツールとして使われ
る。ツールとしてのコミュニケーションを今大会どのよ
うに使用したのか、そして改善点はあったのかを大会
前、大会中、大会後と分けて議論しようと思う。
　大会前：大会前のコミュニケーションの目的は、大
まかに3点ある。日本人参加者親睦と準備事項の明確化
及び情報共有である。大会前に日本人参加者で親睦を
深める理由は、その後の準備や情報共有をより円滑に
行う為と大会中は、より多くの時間を他国からの参加
者との親睦へ費やす為である。準備事項の明確化や情
報共有にコミュニケーションが欠かせないのは明白だ
と思うが、この段階では前述の親睦はある程度深まっ
ている必要がある。なぜなら、親睦という基礎構築な
くして、しっかりとした事前準備や情報共有を行うこと
は難しいからである。今回も２度のオリエンテーショ
ンを行い親睦を深めることは出来たが、時間的・地理
的制約がある中での事前準備や情報共有となってしま
い、準備万端と言える状態での参加ではなかったよう
に思う。改善点としては、参加者用メーリングリストを
作成したが、事前にSkypeなどを参加者全員に登録して
もらい、より容易にそして頻繁に準備できる環境を整
えることが必要かと思う。また、この報告書でも使用
しているが、Google Docsなどオンライン上での共有
ファイルサービスを使用しての情報共有も今後は準
備段階から考慮していくと良いと思う。
　大会中：大会中のコミュニケーションの目的は、
プログラム情報共有と日本としての総意決定の2点
である。前者のプログラム情報共有は、生の英語

に慣れていない参加者にもプログラム内容を把握しても
らう為の補完機能である。後者の総意決定は、日本と
しての意見を求められる場（代表選出選挙や今後の活動
等）が多い為、日本のユースとしてベクトルを合わせる
ことが必要になる為である。大会中のコミュニケー
ションに関しては、課題が残る結果となったのではな
いかと思う。なぜなら、今大会ではプログラムの情報
共有をしきれず、各参加者がどこを理解していて、どこ
を理解できていないかを共有する場を持つことが出来
なかった。また、総意決定の部分に関しては、活発な
意見が交わされた点は評価すべきだが、時間が足りな
かった為に「総意」とまではいかなかったように感じ
た。改善点としては、大会中に、日本人参加者で情報
共有の場を数回は設けることと、話し合いの中で今後
のユース活動等の総意が得られない場合は、その場で無
理に結論を出すのではなく、後日Skypeなどを利用する
などして再度その話合いを行う場を持ったほうが良い
と思った。
　大会後：大会後のコミュニケーションの目的は、親
睦の継続とユース活動の活発化・効率化の2点である。
より多くのユースが繋がることによって、より容易に
ユース活動やクラブ間交流が行いやすくなるため、大会
終了後のコミュニケーションは、非常に重要である。
今回は、多くの東西ユースが大会終了後も積極的に外国
のユースを含めた交流を持つなどして、今まで以上に活
発にコミュニケーションをとっている。ま
た、Facebookなどのソーシャル･ネットワーク・サー
ビス等、新しいコミュニケーションツールを利用した
コミュニケーションも行われており、この部分に関して
は今後より活発になっていくと思われる。前述の、
ユース活動を決める話合い等をこのような新ツールを使
用して行うのも面白いかもしれない。

吉田　行宏



リーダーシップについて

　リーダーシップとは何だろうか？ワイズ・ユース活動
におけるリーダーシップと、政治やビジネスなど、他の
領域におけるリーダーシップは違うのだろうか？
　私は以前、リーダーとは「強く、カリスマがあり、人
を引っ張っていくための生まれつきの才能がある人」と
いうイメージを持っていた。しかし、ワイズやYMCAの
プログラムに参加し、色々なリーダーたちと出会った。
例えば、「道の先頭に立つのではなく、その道を他のメ
ンバーと一緒に歩むプロセスを心から楽しむ」「静かで
謙虚な態度で常に人の話に耳を傾ける」「前に立つ時、
かっこよく話すのではなく、聞いている人たちが分かり
やすい言葉や方法で伝える」といったスキルや態度を持
ち合わせているリーダーたちである。この出会いを通し
て、それまでのリーダー像は大きく変えられることに

なった。そして現在、私は、「リーダーとは必ずしも、
強さ、カリスマ、才能が必要なわけではなく、１人1人
が特別なタレントを生かせば、それぞれの場で誰もが
リーダーになれる」と思っている。ただ、そのために
は、それぞれが自分のよさに気づき、全体のためにそれ
を用いていくためのトレーニングが必要だ。IYCでは、
マザー・テレサ、オバマ大統領、ネルソン・マンデラな
ど、様々なタイプのリーダー像について知り、リーダー
シップとフォロワー（助け手）シップを体験するワーク
ショップを行なった。今後も、クラブ、区、エリア、国
際レベルで、継続的にリーダーシップトレーニングを行
うことが大切だと考えている。

橋崎　頼子

ユースの役割・ユースとは
　私達ユースは様々なものを持っている。それは時間、
未来、選択肢、可能性などである。私達は若いという
ことからこのような物を自然と与えられたものとして基
本的にはもっているが、その中でもYMCAに関わるこ
とで「繋がり」という物は私達にとって特に重要なも
のなのではないだろうか？
　私達ユースはYMCAと関わることで、普段とは違う
「繋がり」を持っており、その「繋がり」を拡大してい
ける可能性も同時にもっている。
　その繋がりは大きく分けて「斜め下への繋がり」
「横への繋がり」「上との繋がり」の三種類があるだ
ろう。「斜め上への繋がり」はよくボランティアリー
ダーの中でも話がでてくるような、教師や親のように年
が離れていない私達の年代はメンバーに対してお兄さん
や先輩のように関わっていけるということだ。「横へ
の繋がり」は、同じ世代の人間との繋がりで、私達は
普段一緒に活動をしている仲間以外にも、北は北海
道、南は沖縄までの同世代の人間と関われる機会や、
今回のIYCのように世界各地のユースと関われる機会を
持っている。「上との繋がり」はYMCAやワイズメン
との繋がりのことである。
　このように、普段関わらないだろう老若男女や、違
う文化で育った人間との繋がりを持ち、また持てる可
能性を持っている中で、私達はこの「繋がり」と「繋が
りを得るチャンス」を生かせているのだろうか？
　例えば今回参加したIYCではその繋がりを広げ、自分
にとってプラスに出来る状況を与えられたときに、自分
たちに何ができるかということが重要となってくるだ
ろう。この場合の環境は万人に公平に与えられているか
らこそ、その場で当人がどう考え、どう動くかという
ことが大変重要であると私は考える。また、IYCのよう
な大勢の人間が混ざり合う環境では、日本人は勝手
知ったる仲間内で固まってしまう傾向にあり、実際に
今回もそのような人も見かけられた。しかしその状況
を打破し、自分から飛び込んでいくということでその

環境をいくらでも有効に使い、繋がりを広げ自分自身
にプラスになるように出来るのだろうと思う。
　このことはIYCのような集まりだけではなく、普段の
生活や違う場面、更には私達がいつか年を取りユースで
はなくなった時に大変貴重な「経験」という財産とし
て自分のためになるであろう。私達ユースはこれからの
世界を作る担い手であり、これから成長する先に世界
とも関わる機会を持っており、何度も繰り返すようだ
が、そのような場面では、「アクティブに」「自分か
ら」ということが大変重要になるとIYCでの経験を通し
感じている。
　だが私達は一般的な若者とは違い、YMCAという団
体の中で様々な活動や人たちに関わる中で、何かアク
ションを起こしたいと考えている。それにはまず、最初
の行動を起こせる人が必要だ。私達は、「一人の一歩
が百人の一歩につながる」、そういう信念を持つ必要
がある。最初の一歩を踏み出すことが今のユースに必要
なことであり、その一歩が踏み出せないがために後々
に大きな後悔が舞い込み、チャンスを逃したという事
実だけが残るだろう。最初の一歩を踏み出したものが
必ずしもリーダーとは限らないが、良い指導者の多くは
最初の一歩を踏み出し、その後を人々が付いてきてい
る。私達ユースはそのような人間になるべきなのではな
いだろうか。
　例えば今回のようなIYCに参加した時、IYCで様々な
ことを感じて帰ってきたで終わらせるのではなく、IYC
で学んできたことや感じてきたこと、例えば結核につ
いて世界で取り組んでいこうとなった時、ではどのよう
にその問題のことを周りのユースに、もっと言えば
YMCAの外の人間に伝えるのか？どのようなプロジェ
クトをもって取り組むのか？など考え、実際に行動す
ることが今のユースに必要だと感じる。もっとこうして
いくべきである、こうなったらよい、参加者ひとりひ
とりが感じることが必ずあるはずである。
　私達は若い。時間も未来も可能性もある。だからこ
そ、やる気と気合と行動力を持ち、たくさんのことに
チャレンジし、行動を起こしていくべきなのではないだ
ろうか。

細川　晋之佑



ユースの役割
　理想のリーダーとはどういう人物か。これからの時
代において、ユースの役割とは何なのか。
　IYCのプログラムの中で、私たちはこのテーマについ
て話し合うことができた。理想のリーダーについて、メ
ンバーからは様々な意見が出た。貧困問題に対処してく
れる人、環境について考えてくれる人、上だけでなく下
の人の意見まで聞いてくれる人。メンバーの数だけ、理
想のリーダーは存在する。ユースの役割についても同様
で、多様で異なる背景を持つユースメンバーたちは、そ
れぞれがユースの役割だと考えるものを持っている。
　IYCに今回が初参加の私は、「ワイズメンズクラブの
ユースとしての役割」というものが、あまりよく思い浮
かばず、話し合いの場では他のメンバーの意見に感心す
るばかりだった。私がユースと聞いて思い浮かべるの
は、単純に世に生きる若い世代で、その若者の役割を
考えた。ユースは、当たり前の事だが、若い。とにかく
行動するべきだと単純に思った。このIYCに参加したメ
ンバーのように、いろいろな人と意見を交わし、なんで
も経験し、吸収し、失敗をして学び、思ったことや感
じた事は素直に発信する。こうしていろいろな経験をす
ることは、その人に多様な物事の見方を培わせる。こ
れは世界がより密接になってゆく世界で不可欠な要素
だと思う。そしてこれはリーダーシップにも必ず影響し
てくる。リーダーというのは、場面や環境に応じて、求
められる像は様々であると思う。時に先頭に立ち、時
に陰ながら支える。その状況に応じてリーダーシップを
発揮できるかどうかは、いろんな立場や状況を理解し
ている人だと感じる。もちろん、若くなくなってから
も、いろいろ吸収する事は必要である。
　今回のIYCで、私は以上のようなことを漠然と思った
のだが、もっと具体的にユースの役割について意見を
持っている人もたくさんいた。ここで考えることをやめ
ず、これからも役割について考え続けていこうと思う。

小川　沙織

「リーダーシップ」とは
　今回のIYCでは、世界各国から多くのユースが募り、
彼らは各地域のコミュニティーで代表やリーダー、また
それに準ずるポジションで様々な活動を行っている。
この様なユースが約150人集まり一週間活動すると聞い
た時には、船頭多くして船山に登るということわざに
象徴される様に正直不安であった。しかし、この私の
不安はすぐに払拭され、反対に船頭(リーダー)としての
あるべき姿を学ぶ良い機会となった。
　まず、150人ものユースをまとめあげたファシリテー
タのリーダーシップである。彼らは、workshop、食
事、レクリエーション、移動など全ての活動がスムーズ
に遂行できるように努めていたのがとても印象的であ
る。私が彼らの立場となって言及することは、とても
おこがましいとは思うが、文化・言語の異なるユース
150人を統率する為には『確かな想像力』が必要である
と思う。ここで言う確かな想像力とは、普段私たちが
する単純な想像(イメージ)ではなく、時間・距離・人数
といった確実な情報に裏付けられた想像力である。
　しっかりとした情報が基となり、確かな想像力を
もって計画されたプランは、誤差が少なく円滑に進行
するはずである。また、不慮の事故が起こった場合で
も正確な情報がベースにあることで、迅速かつ適切な対
処を行い、さらに新たなプランニングをすぐに組み立
てることが可能であるはずだ。この確かな想像力を駆
使し頭の中で全体像を把握する能力は、リーダーとな
る者にとって不可欠であると思う。
　次に、リーダーとしてのあるべき姿を、多くのユース
の振る舞いから学ぶことができた。リーダーシップと
は皆の先頭に立って統率することに長けていれば良い
のか、私はそうは思わない。しっかりと全体を見渡
し、自分がどの歯車になってどの様な仕事をすれば全体
が噛み合いスムーズな進行が出来るのか、そういった適
材適所で変幻自在に自分を操れる能力もリーダーとして
必要であると思う。
　変幻自在に役目(歯車)を変化させるためには、普段か
ら自分とは異なる立場や環境の人たちと接する時に、
しっかりと同じ目線で物事を考えなければならない。
そうする事で、様々な立場の人の心境や考えなどを理
解することが出来るようになり、どの歯車になっても
チームの和を乱すことはなくスムーズな進行を助長でき
るはずである。
　今回のIYCでの活動は、多くのユースが状況を把握
し、全体がスムーズに進行するための歯車へと自分の振
る舞いを変化させていたように思えた。
　以上のこと以外にもリーダーとしてのあるべき姿
(リーダーシップ)は多種多様であり、あくまで今回の
IYCに参加して私が感じた一部である。

布田　賢次郎



テーマ５：特別礼拝について（広島の原爆投下、千羽鶴について）
広島の原爆投下について

　今回、日本のWorshipを担当して、自分自身がわから
ないことが多くあったと痛感した。IYCの日程で8月6日
を日本人だけでなく、世界中のユースたちと共に過ごす
という初めての経験をすることができて本当によかっ
たと思う。
　広島の原爆については、65年の時が過ぎた今でも後
世に伝えなければならない課題である。その中で、実
際に経験している人ではなく、私達若い世代であるユー
スが率先して伝える役割を与えられたことで、曖昧で
あった知識、記憶が一層されたことも恵みであった。
今回は資料収集、スライド作成、発表の三つの役割に
事前に決めていたことで、担当に割り振られたユースが
発表に備えることができた。本当に一人一人が積極的
に発表に向かって私達日本人ユースが伝えなければなら
ないことを準備できたと思う。また、当日に向けて準
備するに従って、2010年8月6日の持つ意味が大変重要
なものであると理解した。
　それは、この日は従来の式典に、初めて国連事務総
長、また核保有国である英仏の駐日大使が参列する日
でもあったからである。さらに“核廃絶”という風潮が
流れていた中でこの日を迎えることを知り、それは私達
が一番に伝えなければならないメッセージとして、発表
することにした。また、英語で伝えることは果たしてで
きるのだろうかという不安を持っていたが、私達が決
めていたゆっくり話すということをもって聞く側にきち
んと伝えることができ、発表を迎えると一人のユースの
目から涙が溢れていた。それを見たとき、私達は今ま
さに自分たちの伝えたいことを伝えることができてい
る、相手は理解しているとわかり、嬉しかったし、ま
た私達の役割は果たすことができているのだと感じ
た。この広島のことを世界のユースたちと共有できたこ
とを感謝し、またこれからの日本ユースとして何かでき
ることを考えていく機会にできたらいいと思う。

大田　遼／大原　陽介

折り鶴、千羽鶴に込められた願い
　私達は折り鶴の折り方を外国人の皆に説明する担当
になって、全く折り鶴などの文化もなく、目の当たりに
した事のない外国人の皆に、うまく説明出来るのかと
ても不安でした。また、折り鶴の折り方だけでなく、
千羽鶴についても説明しなくてはならないのでパソコ
ンで調べました。実際に千羽鶴を折ったりした事は
あっても、千羽鶴の由来は自分達も全く知らなかった
ので、私達もとても勉強になりました。
　富士山YMCAに着いて日本のワーシップの時間が近
づくと、発表のメンバーで協力してできる限り相手にう
まく伝えようと一致団結して頑張りました。しかし、
折り鶴の折り方を英語で伝えるのはとても難しいの
で、実際に折り鶴を折っているビデオを流して、同時進
行していく方法がベストだと考え、そのようにするよう
にしました。いざ、発表が始まって、ビデオを止めては
流し説明していると、自分たちの想像を超えて、外国人
の皆が早く、次いけーとか次の折り方を早く説明し
ろーと言っていました。また、みんなが上手く折ってく
れていて、ほとんど説明しなくても自分たちでやってい
ました。みんなが笑顔で折ってくれて、楽しんでくれた
ので本当によかったです。今回担当させていただき、折
り鶴の文化を伝えることができただけでなく、折り鶴
の文化が世界に伝わっていたことを知ることができ大
変満足できました。

荒井　美咲／森本　竜馬



テーマ６：打ち水プロジェクトについて
　今回、私達はIYC2日目に環境に関するワークショップがあり、実際に自分たちの国やエリアで起きている問題を
取り上げてそれに対するアクションを実際に起こそうという内容だった。
　開催時期がちょうど夏で毎日の異常な気温の高さが問題だと感じた私達は、日本に昔から伝わる「打ち水」とい
う伝統習慣を取り上げようということになった。
　まず打ち水とは、字の通りに道路に水をまくことである。これをすることで、路面の温度が下がり、コンクリー
トの敷き詰められた都会で問題となっているヒートアイランド現象や気温上昇などに効果があるとされている。ま
た、打ち水をするのに適している時間は朝方と日の落ちた夕方とされている。更に、他国では水の過度な使用に関
する問題を挙げていた国もあり、打ち水には洗濯が終わった後の水や米のとぎ汁、雨水などの残り水を使うことが
エコにも繋がる。
　また、打ち水の効果は温度が下がるだけではなく、部分的に温度が下がることで低気圧が発生し風が吹くという
効果もある。
　私達はこのプロジェクトを「打ち水プロジェクト」と題し、打ち水を知ってもらうためと実際に行なってもらう
ために、英語用・日本語大人用・日本語子ども用と3種類のポスターを作り、日本人ユースの所属センターや学校な
どに掲示するというアクションを行なった。
　また、打ち水を知らない他国のユースやワイズメンの方々にも打ち水とは何なのかということを知ってもらい、
実際に経験してもらおうということで、4日目のインターナショナルコンベンションの開会式では、打ち水に関して
の発表をさせてもらい、開会式のその後にはパシフィコ横浜の2階ロータリー部分で日本人ユースが先導を取り、大
勢のワイズメンとユースに打ち水を体験してもらうことができた。
　このプロジェクトは、簡単で誰にでもすぐにできるということで、他国のユースにも受け入れやすかったのだと
思う。また、また、このプロジェクトについて詳しく調べるまで日本人ユースの多くも打ち水について良く知らな
かったので、全員にとっていい経験になったと言えるだろう。このように日本の伝統的な文化を取り上げること
で、やはり日本人として日本の文化、伝統をしっかり学ぶ必要があると改めて考えさせられた。もし他の国に出て
行き、日本の文化や伝統を紹介ができなければ恥ずかしいことになりかねるとも感じることができた。
　また出来ることならば各地で来年･再来年と続けていくことで効果が少しずつ表れるのではないかと思っている。

関　彩也香／島田　恵人



６．参加ユースメンバー感想文
荒井　美咲
　私は今回IYCでの生活を通じて、
本当にたくさんのことを学ぶことが
できた。全部は書きたくても書き
きれないほどある。だからピック
アップしたものを報告とさせてい
ただきます。
　私はYMCAのボランティアリー
ダーとして活動しており、軽度発達
障がいの子どもたちと月に一度さ

まざまなプログラムを行なっている。私が関わっている
彼らの多くは、他人とコミュニケーションをとることが
苦手であったり、自分の気持ちをうまく言葉で表せな
かったり、聴覚からの情報は把握しにくかったりといっ
た特徴をもっている。私は彼らと関わる際、どんな言葉
で伝えれば私の考えや気持ちが伝わるのかということば
かりにいつも頭を悩ませ、それが難しい時にはコミュニ
ケーションをとることを諦めてしまっていた。
　私は英語を読むことは出来るが、聞くこと・話すこと
がとても苦手である。ＩＹＣでは英語がみんなの共通語
だったから、自分の気持ちをうまく英語で表せなかった
り、相手が何を言っているのか理解出来なかったりと、
最初は自分自身にいらだつと同時にとてももどかしい思
いをした。そしてそこで私はハッとなった。「きっとあ
の子どもたちもこんな思いをしているんだ・・・」と。
　最終的に、私には世界中にたくさんの素晴らしい友だ
ちが出来た。もちろん、私の英語の能力が短期間で格段
に上がったというわけではない。英語に頼ることが出来
ない分、話を聞くときは相手の表情や口調に注目し、同
様に自分が話す時にも表情や口調を大げさにするように
した。そうすることで、相手を知りたいと思う気持ちや
自分のことを伝えたいという意志が自然と伝わったのだ
と思う。
　この自分自身の経験を通
して言葉の便利さを痛感し
た分、言葉以外のコミュニ
ケーションの可能性に触
れることが出来た。
　今では子どもたちと関
わるときも言葉だけに縛
られず、お互いの気持ち
を尊重し合えるような手
段でコミュニケーション
をはかれば、きっとうま
くいくと思えるように
なった。そしてまた世界中に友だちができ、日本中にも
最高の仲間が出来た。
　このような機会をいただけたこと、そのおかげで素晴
らしい時間を過ごせたこと、本当に感謝しています。あ
りがとうございました。

大田　遼
　今回のIYCはとても貴重な体験が
できた７日間となった。国際ユース
コンボケーションには初めての参加
で、文化の違いや英語でのコミュニ
ケーションがうまくできるかといっ
た不安の中初日を迎えた。初めは、
誰と何を話していいかも分からず戸
惑っていたが、他の日本のメンバー
から支えられ、「完璧に英語を話す

必要なんてないんだよ！」と言われてから気持ちが楽に
なり、徐々に各国の参加者とコミュニケーションをとれ
るようになっていった。
　話すコミュニケーションでは、どうしても自分の英語
の能力が足りず、伝えたいことを伝えられなかったとき
はとても悔しい思いもしたが、言語を必要としないサッ
カーやジェンガをやったときは、言葉の壁を越えたと感
じることができた。
　最終日の閉会式で歌った「Pass It On」でも、国籍の
違うもの同士がひとつの歌を一緒に歌うことでとても一
体感があり、感慨深いものがあった。いままで日本人以
外の国籍の人と関わる機会があまりなく、外国人に対し
て漠然と恐怖心を抱いていたのだが、一緒に笑ったり、
スポーツをしたり、考えたりすることを通じて、言葉や
文化は違っても、みんな同じ人間なのだと考えさせられ
たキャンプになった。
　また、環境問題や感染症など今世界で起こっている問
題についてのディスカッションでは、まず自分の知識の
少なさを思い知らされた。各国の代表者が熱心にその問
題についてプレゼンテーションしている姿をみて、いま
まで自分があまり環境問題などについて、漠然としか理
解していなかったことに気づかされ、英語がわからない

のもあって内容にあまりついていくこと
ができなかった。
　広島の原爆のプレゼンテーションを
行ったときも、知っているようで知ら
なかったことが多々あり、もっと真剣
に国際的な様々な問題に目を向けなくて
はいけないなと考えされられた時間と
なった。また、様々な問題について考え
ることも大切だが、一番大事なのは実際
に行動を起こすことであるということ
を、打ち水プロジェクトを通じて感じる
ことができた。
　今回感じたことや学んだこと、悔し
かったことを今後の生活や、次回のAYC

やIYCに参加して活かすことができたらと思っている。
　今回参加させてくれたワイズメンズクラブの方々や
IYCに誘ってくれた方に本当に感謝いたします。



上杉　佳世
　「International Youth 
Convocation 2010」私はこれに参
加させてもらったおかげで、どれほ
どかけがいのない一生の宝物を手に
入れる事が出来ただろうか、と私は
毎日様々な場面で何度も感じてい
る。
　私は今回のIYCを自分への挑戦と
していた。様々な意見や背景を持っ

た外国人と意見を交わすというのは昔からの夢であり、
自分は世界相手にどこまで通用するのか、そしてIYCを
通してちっぽけな自分自身を少しでも成長させたいと考
えていた。
　けれども今回、何度も自分の未熟さを思い知らされ
た。まず、少ししか英語が話せないという事では、とて
も世界に通用しない。討論会・話し合い・日々のコミュ
ニケーション・伝達事項が全て英語で行われる。言って
いる事がわからない、この事が最も怖かった。
　さらに自分の意見を持つ事の大切さも身をもって感じ
た。意見を求められてはっきり自分の意見を伝える事が
出来なくて何度も困った事があった。しかし頑張って曖
昧な英語で伝えてみようとすると、相手も真剣に私の意
見を聞き丁寧に意見を返してくれる。そこが何とも嬉し
かった。このような充実感を味わったのは久しぶり、い
や初めてかもしれない。

　結局のところ、私一人では何もできなかった。けれど
も多くの人達に助けてもらったおかげで、たくさん新し
い発見をする事が出来、初めて参加するIYCをとても有
意義なものとする事が出来た。そして今後の新たな課題
も見つかった。それは言うまでもなく、今回一番の壁と
なっていた英語を自由に使いこなせるようになる事であ
る。
　おそらく今回のIYCに参加しないと一生気付かなかっ
たであろう事はたくさんあるし、世界レベルで友達も出
来た。昔から「外国の人々とたくさん話をしてみたい」
と思っていた自分に、こんなに嬉しい事が他にあるのだ
ろうか。友達と交わした言葉、慣れない英語で精一杯や
りとりしたただの紙切れなども、全てが宝物だ。
　言い方はおかしいかもしれないが、今の自分にとって
IYCの思い出はもはや生活の一部となっている。友達と
連絡を取り合わない日なんて無い。確かにIYC自体はあ
の1週間で終わってしまったけれども、私は1ヶ月経った
今でもあの濃い密
度の一週間を鮮明
に思い出す事が出
来る。そしてお互
いいつまでも、そ
してどこまでもずっ
とつながっている
気がするのだ。

小川　沙織
　私が今回のIYC2010に参加する
きっかけとなったのは、私がボラン
ティアでキャンプリーダーをやらせ
て頂いている先のディレクターの方
からのある一本の電話だった。
「『他人の話を聞くのが好き』と
言っていた、べる(私のキャンプネー
ムです)にぴったりじゃないかな」と
誘われたのだが正直最初は突然の事

ということもありあまり乗り気ではなかった。
　しかし春学期に大学で「開発学入門」という授業を受
講し、その授業内で世界の貧困問題や他国の学生から話
を聞くといった講義を受け、次第とIYCへの意欲が沸いて
いった。そして最後のクラスの時に、教授が「君たち学生
はまだまだ若いし時間もたっぷりあるのだから、いろん
な人と交流して、いろんな国の人と話をしてみるとい
い。」と言って下さった。この言葉が、いよいよIYCに対
する私の気持ちを「不安」から「楽しみ」へと押し上げ
る大きなきっかけとなった。教授の言っていることは私
がまさしくこれからやろうとしていることだ、と。
　実際、IYCに参加して、私はいろいろな国の人と知り合
い、カルチャーナイトなどを通して文化に触れ、いろいろ
な人と話をすることができた。ありきたりな言葉だ
が、IYCに参加してよかった、と心から思っている。
　その中で、私が感じたことはたくさんあるが、プログ
ラムの中で特に印象に残っているのは、5日目のTB(＝結
核)について話し合うプログラムである。実際は、IYC参加
者の疲労と健康状態も考えて、休憩時間にということに
なったので、みんなで話し合う時間は持てなかったが、
そのかわりに有志でディスカッションをすることになり、
私はそれに参加した。とは言っても、ディベートできるほ
どの英語力と知識が無く、ファシリテーターの橋崎真美
さんに日本語で教えてもらいながらだったので、話につい
ていくことに精一杯だった。しかしそれでもいろんな国
の人が、結核についてどう思っているのか、どう考えてい
たのか、これからどうしていくべきか、ということを本気
で考えて話し合っている姿をこの目で見ることができた。
　普段、授業の中でこういった話し合いに参加すること
はあるが、それとはまた違い、本当に現状の問題をどう
にかしようと、本気で全員が考えている瞬間だったと思
う。そんな瞬間にめぐり合えたのは、やはり結核が深刻
な問題である国の人々から直接、話を聞けたからで、あ
の体験はIYCに参加してこそのものだと、今振り返って強
く思う。
　IYCは本当に濃い一週間でした。一から話し始めるとと
てもここでは書きれません。それほどのものを体験でき
本当に良かったと思っています。私にIYCへ参加するきっ
かけを下さったディレクター、それから推薦・援助をして
くださった越智さんをはじめとする東京たんぽぽクラブ
さま、そしてIYCという機会を与えてくださったワイズメ
ンズクラブの皆さま、本当にありがとうございました！



西村　友美
　2010年の夏休みは、大学生に
なってから今までで一番充実してい
たと思える夏休みだった。
　私にとっては二度目となった今回
のIYC。前回参加させて頂いたのは
2006年の韓国大会。まだ英語もろ
くに喋る事の出来ない高校二年生
だった。部活動の夏休みの練習を
休んで、英語を喋る事も出来ない私

がそのような場に行ってどうなるのだろう、そんな事を
思いつつ、飛行機の中で部活動の事ばかり考えていた自
分を今でも覚えている。始まってみると外国人がいっぱ
い、知らない言葉 がいっぱい、全く違う文化がいっぱ
い。スケジュールについていくのがあの頃の私にとって
の精一杯だった。
　それから4年後の今年、アメリカへの留学で前回より
は英語力もついたはず、コミュニケーション能力もつい
たはず。成長した所は沢山あるはず！そう思って臨んだ
今回のIYC。ただし前回のIYCとは大きく違う点があっ
た。ここ日本が今回の開催地でありホスト国である事で
ある。世界中からきたユース達をホストする、これが日
本人ユースにとって間違いなく一番大変な事だった。必
要なのは英語力だけではなく、行動力、そしてなにより
150人超えの参加者達に指示を出し、まとめる力であ
る。初めはのん気に国際交流だなんて考えていたが、そ
んな事は言っていられず、動かないと始まらない！と、
だんだんと前回参加したIYCとは全く別物のように思え
てきた。コミュニケーションをとり、各国の問題につい
て情報を交換し話し合う。それ以上に文化の違いがある
とこんなにも一緒に生活する事が難しいのかと感じた。
　しかし、IYCを終えてみて一番に思い出すのは、そん
な難しさと戦っていた時間ではなく、肌の色も、喋る言
葉も、誇る文化も違うユース達との楽しい時間だ。東山
荘で体験したアイスブレイキングの時間は、どんな違い
も関係ないと思える程、参加者同士を近づけるものだっ
た。同じくこの夏、世界中を熱くさせたサッカーで汗を

流し仲を深めていく参加者もいた。
　そうして東山荘から富士山YMCAへ、そこから横浜へ
と移動を重ねていくと同時にどんどんと壁をとりはらっ
ていく参加者達をみて、随分前からこだわっていた英
語、そんなものは大して重要ではないのだ、そう感じる
ようになっていった。一つの歌や言葉で何度も何度も笑
い、はしゃいでいる私達がいる。みんな同じ人間である
事、そして同じ目的でこの日本に集まっている事、それ
が一番単純であり一番大切な事なのだなと強く感じた。
　こうして築いていったユースの絆。別れはとても辛い
ものだった。みんなで抱き合い、手を振り合い、
「Keep in touch!(連絡取り合おうね!)」と言って別れて
いった。約束 通り早速連絡を取り合って、お互いがお
互いの国に帰ってからもどうしているのかと聞きあって
いる。今回のIYCを通して得たものは、このユース同士
の絆なのではないかと思っている。私達ユースが、これ
からも良い世界にしようと協力しあっていくのかと考え
ると、個人的にはとても楽しみであり、頑張ろうとも思
える。私は心から今回このIYCに参加出来た事を感謝
し、そして次のIYCでまた頼もしい彼らと再会したいと
思っている。

石井　沙知
　最初の受付を済ませ1つの会場に
全員が揃った時、様々な肌、瞳、髪
の色を目の当たりにして、自分が日
本にいる事が信じられなくなった。
留学経験のない私には、これだけの
様々な国の人達と触れ合うのは初め
てで、ユースの人数の多さ、そして
苦手な英語に…と最初は戸惑いを隠
せなかった。国によってテンション

の高さもフレンドリーさも全然違う。
　これが世界かぁ…と思いながらみんなに付いていくの
に必死だった。
　初めは圧倒されっぱなしだった私だが、昨年のAYC参
加者と再会した時はとても安心し、まるで旧知の間柄
だったように再会を懐かしんだ。また、他の国のユース
たちとも、アイスブレイクやグループを組んで話し合っ
たり、Culture Nightでお互いの国の文化に触れること
で徐々に打ち解け、別れ際には涙が止まらなくなっ
た。1日1日は朝から晩までのスケジュールでとても長く
感じたのに、1週間を振り返ると本当に本当に本当に！

あっという間に過ぎていった。期間の決められ
ている出会いとその別れは、酷だ。

次に会えることは出来るの
か、いつ出来るのか、分
からない。みんなと別れる
と、周りには日本人ばかり
の日常で、まるであの1週間
は夢を見ていたかのような違
和感にしばらく悩まされた。真
面目な時はきちんと取り組み、



遊ぶ時ははっちゃける、そんな150人のユースとのこの
出会いは、絶対忘れられない。
　ユースとの交流以外にも、このIYCでY'sについてより
知ることができ、その活動の幅広さに驚いた。Y'sが行
なっている環境問題へのアクション、そしてMDGs実現
に向けての取り組みなど、世界に対しこんなにも貢献し
ていたなんて！
　Y'sに関わり、これまで知らなかった世界の問題を知
り、自分で出来る事をする（打ち水プロジェクト、何度
かやりました！）ことで、たとえ小さくても自分も世界
に何かしら貢献出来ることを嬉しく思う。
　またIYCで、自分の未熟さやこれからの自分にとって
必要なことを痛感した。期間中にふと周りを見渡すと、
自然に作られたグループは、それぞれ自分の国のメン
バーや、アジアやヨーロッパなどの地域ごとにまとまっ
ていることが多かった。自分を振り返っても、特にネイ
ティブのユースや英語が流暢なユースたちとは、自分の
英語の未熟さから意図的に距離をとっていて、全員と会
話が出来たわけではない。沢山の人と話したいとは思い
つつも、英語が流暢でないし人見知りだし…とウジウジ
した自分がいた。話しかけてくれるのではなく、自分か
らどんどん声をかけていくべきだった、とIYCが終わっ
てから反省した。初日で行われたセッションで、英語が
母国語な国は少数で、英語が流暢でなくても話に耳を傾
けよう、というものがあった。それを聞いていたユース
たちだからこそ、きっと分かってくれたはず。今後この
ように、様々な地方や国などから大勢が集まる時、共通
点あるメンバーばかりでまとまらず、多くの人達と話せ
るよう、自分から動こうと思う。
　最後になりましたが、昨年のAYCに引き続き、今年も
IYCに参加させて頂けたことに本当に感謝しています。
このような機会を与えてもらえ、様々なことに気づくこ
とが出来た自分は最高に幸せだと思います。ありがとう
ございました！

石井　悠紀子 
　今回のIYCのテーマは” make a 
change, Be the change.”であっ
た。そしてこの７日間で私は多くの
changeをしたと思う。
　自分の中で印象的なchangeは２
つあり、１つめは、世界中にたくさ
んある問題は人ごとではなく、自分
達にも関係のあることで、もっと真
剣に考えていかなくてはならないと

気付いたことだ。
　今まで日本で暮らしている中で、環境問題や結核につ
いて、重要なことだと頭ではわかっていたが、どこかで
人ごとのように考えてしまっていた部分があったり、遠
い国のことだと思っているところがあった。
　しかし、各国のyouth達とのディスカッションや、プ
レゼンテーションを聞くなかで、それに気づくことがで
きたのは、私にとって大きな変化だったと思う。

　2つめは、自分は
ひとりじゃないと
心から感じるように
なったことだ。IYC
に参加するまで、心
のどこかで自分一人
が動いても世界のな
にが変わるのだろ
う？と考えていた部
分があった。しか
し、世界中に問題を
解決しようと真剣に
考えている仲間がこ
んなにもたくさんい
るのだから、一人一
人の力は小さくても世
界中でみんなが前に向かって進もうと努力すれば、大き
なchangeをもたらすことだって可能なのではないだろ
うかと考えることができるようになった。
　世界的に見て日本は、本当に平和な国で、私達は快適
に生活している。そのため、世界中の問題について本当
に真剣に考えるということがしにくいのではないだろう
か。
　今、世界で起こっている問題に対してだけではなく、
過去の戦争に対しての知識や、戦争への危機感も私達若
い世代は薄いと感じる。
　IYCの特別礼拝では、広島の原爆投下に関するプレゼ
ンテーションをしたが、私も他の日本の参加者もプレゼ
ンテーションの準備をするまで、原爆を過去のこととし
て捉え、真剣に考えてはいなかったのではないかと感じ
た。しかし、IYCで唯一の被爆国として各国のユースに
向かってプレゼンテーションをしたことで、被爆したこ
とを風化させてはいけない、原爆は過去のものでもな
く、無くなったものでもないのだと考えることができる
ようになったと思う。
　私は、IYCで多くの国について知り、また多くの国に
住む仲間を作ることができた。そして、全ての国の人た
ちが、平和に健康に、そして幸せに暮らすことのできる
世界になってほしいと、本当に心から願うようになっ
た。
　IYCの期間中、何度も私の頭に浮かんできたの
が、YMCAの基本聖句である“ヨハネによる福音書17章
21節”だった。“全ての人が一つになるために・・・”私
一人でできることは本当にわずかかもしれないが、同じ
思いをもつ世界中の仲間達と共に、前を向いて進んでい
きたい。また、私はYMCAのリーダーとして、YMCAと
Y’s mens、そしてY’s youth が手を取り合って、世界中
の問題に取り組んでいくために、自分ができることを考
え、少しずつでもしっかりと実行していきたいと思う。
　今回このような貴重な経験の場を与えてくださったこ
とに心から感謝いたします。今回の経験を絶対に無駄に
しないように、日々活動していきたいと思います。
　本当にありがとうございました。



大原　陽介
　まずはじめに、今回IYCに参加で
きたことに心から多くの方に感謝し
ます。支援してくださったワイズの
方や送ってくれたクラブの仲間にお
礼を申し上げたいです。
　僕自身国際大会に参加することが
初めてだったから、本当に一週間と
いう長い時間を過ごせることができ
るのだろうかという不安が参加する
前には脳裏によぎっていた。また英

語というツールを使ってのコミュニケーションを図ること
もなかなかない経験だったからとても不安だった。
　しかし、プログラムが始まるにあたり多くの日本人の
仲間がいたことが僕の救いだった。本当に一人一人が助
け合い、またお互いを高めあう意識を持っていて、何事に
おいてもみんなが同じ方向に向いていたことを感じ取るこ
とができた。自分は一人ではない、この仲間と過ごせる
ことができるなら不安はないと思えた。また不安を取り
去ると同時に自分は積極的にいけばいいのだと感じた。
　実際にプログラムが始まると本当に多くの国々から同
じユースの仲間がやってきて圧倒されたが、積極的にコ
ミュニケーションをとりに行き、とりあえずは簡単な英
語を使いそこから多くの話をしようとした。そこで感じ
たのは、やはり自分から積極的に行くことが一番大切で
あるということだった。ただ自分が待っているだけでは
自分自身の思いを伝えることができず、思っていることの
半分も言えないということである。このことはこういっ
た国際大会だけでなく、普段のコミュニケーションでも
また、初めて接する仲間、僕で言えば新入会員に対しての
対応にあたると思った。
　更に、コミュニケーションだけでなく、プログラムに
組み込まれている一つ一つのセッションについても本当に
貴重な経験を得ることができた。
　しかし自分自身が一番後悔していることは自分の英語
能力のなさであった。コミュニケーションを図ることと
違ってセッションではリスニングや単語といった専門的な
ことが求められ正直半分もついていくことができなかっ
たが、おそらく話されている内容はこういったことであろ
うと予測することはできたしスピーカーの伝えたい重要
点はメモすることに努め、後程考えるようにしていた。
　本当に今回は、こういった国際大会で1週間という長い
時間を過ごせたことに感謝をただするばかりである。こ
の経験は一生忘れないものになると信じているし、これ
を今後にいかに生かすかが重要であると思う。
　IYC中は特に国際から地域に戻った時に自分は一体どう
活動をするべきかと自分自身を問いつめていてばかりい
た。そして海外ユースと関わったことをまた日本の姫路の
ユースに伝え、当てはめて考えることが一番重要であると
感じることができた。
　次回参加できるのであれば、自分自身のクラブのユース
メンバーを連れて、また地域から世界、世界から地域とい
うことを頭に入れて、参加したい。さらには自分自身の経
験を次の世代に伝えることも大事であると思った。今回
も数人の高校生が参加していたが、そういったさらに若
い世代をとりこみ、引っ張ってくれる人材も育成できたら
と思った。

大村　明子
　「世界のどこかに自分のことを
知っている人がいる」と実感するこ
とは、本当に嬉しいことで胸が熱く
なる。その体感ができるのがIYCの
魅力のひとつと言えるだろう。密度
の濃い一週間を共にするので、他国
の人とも日本人同士も絆は深くな
る。
　同じ言語を話す日本人同士でさ

え、お互いのことを理解するのは難しいものだ。それ
に、打ち解けるのにも時間が必要となる。それが、文化
も言葉も違う、コミュニケーションは英語で、となると
なおさらである。
　私たちの多くは英語圏で生活しているわけではないの
で、やはりその分のハンディはあある。けれど英語はツー
ルなのであって、そこにコンプレックスを感じることはな
い。「もっと話せたらなぁ」と思うことはあるけれ
ど・・・大切なのは大前提に「伝えたい、理解したい」
という気持ちを強く持つことなのだと思う。そしてIYCに
参加すると、自然とそういう気持ちが持てるようにな
る。
　今回の横浜大会は、私にとって4回目の参加となった。
参加人数も過去最多と聞いていたので、緊張していた。し
かし、IcebreakingやCultural Nightなどのプログラムです
ぐになじむことが出来、Workshopではいくつかのグルー
プに分かれ環境について自国の問題を出し合い、話し
合った。私は熊本出身ということもあり、水俣病につい
ての発言をした。他国の問題としては、香港では光害、ア
フリカでは森林伐採による洪水の被害などニュースでしか
知らなかった問題をより深く、現実的に聞くことが出来
た。
　IYC中にはたくさんのプログラムがある。今までは考え
たことがなかったが、その一つ一つが目的をもっていて、
考え抜かれたものだったということに今回気がつくこと
ができた。特に今回のWorkshopは私が今まで参加してき
たどの大会よりも雰囲気がよかったと思う。これまでの
大会だと、この時間は英語が得意な人やリーダーシップが
取れる人が主に発言していたのだが、今回はまんべんな
く全員に発言する機会があった。事前にワークシートを
頂いていたので、進行もとてもスムーズで、話しそびれる
ということもなかった。
　嬉しさで胸が震えたり、情けなさや焦りでうちひしが
れたり、こんなに感情が揺れ動く一週間を過ごすこと
は、そう多くはないと思う。忘れられない夏になった。
参加して本当に良かった。
　最後になりましたが、このような素晴らしい機会を与
えてくださったワイズの皆さん、両親、IYCに関わる全て
の方、本当にありがとうございました。



小津　夏実
　今回私はIYCに初参加だったので
着いた初日は他の国のメンバーのテ
ンションについていけず、また日本
人メンバーともほぼ初対面というこ
ともあり大分緊張したまま過ごして
いた。しかし、大会1日目の準備な
どで日本人のメンバーとは思ってい
たよりも交流が深められた。
　自分の英語力の問題だが、2日目

に部屋が変更になり、英語のネイティブしかいない部屋
になった時には心が折れかけたが、今考えたら私の経験
には良い機会になりえる部屋だったと思うし、緊張して
いないでもっと積極的に話し掛ければ良かったと後から
思っている。
　IYCの内容は、最初の段階では話を聞いているだけ
だったのでとても難しく聞こえていたが、グループワー
クになってからはただ話しを聞くだけでなく、もちろん
自分も意見を言ったり、チームで協力して進める内容が
多く、話すきっかけのなかった人と話せたり他のユース
の環境に対する考えなどが聞けたのでとても有意義なも
のになった。また、座って考えるものばかりではなく、
体を動かすものがあったことも良かったと思う。私のグ
ループはファシリテーターがジェイムズだったことと、
英語があまりできない人が何人かいたことにより喋る時
に上手くフォローをしてくれたのでとても話しやすかっ
たし、みんなちゃんと私の話を聞いてくれた。
　更に、開催地が日本ということもありファシリテー
ターの人の努力と執念を特に肌で感じることができたと
思う。私たち自身も参加者でありながら他国ユースを
フォローする側でもあるということが、更にこの大会の
内容を濃くしたと感じている。
　また日本の広島についてのディボーションにおいては
数人の中心メンバーの寝ずの頑張りにより大会の中で一
番良いディボーションができたと思っている。自分は役
割が少ししかなかったにも関わらずすごく緊張したこと
に自分でビックリしたが、普段と違う環境に出ると自分
自身の考え方も変わるものなのかもしれないと感じた。
　富士山YMCAでは部屋は狭かったが、そのおかげでみ
んなの仲が深まったと思う。
　横浜でやった打ち水については、実際に行なうのは初
めてだったので、どのくらいの効果があり、どのくらい
涼しくなるのかは自分もわからなかったのですが、本当
に気温が下がり涼しくなっていたのでもっとみんなに暑
いところから体験してもらえれば良かったのではないか
と思う。
　いろいろな国の人が集まると、自分が考えもしないよ
うな意見をたくさん聞くことができる。自分と違う意見
を聞くこと、違いを受け入れること。"世界゛を考える
時に必要なこと、それがユースコンボケーションを世
界、地球という枠で行う意義なのかなと思った。
　最後に、ただただ本当に楽しかったです。

北村　早紀
　私は、IYCへの参加は今回が初め
ての体験だった。
　今回、学校で同じクラスの上杉さ
んに誘ってもらうまで、私はYMCA
の活動に参加したことが一度もな
かったので、事前研修で説明をして
いただくまでYMCAがどういう意
味なのかすら知らない状態だった。
また、参加するとは決めたものの

少し不安を感じていた。
　私は英語を流暢に話せるわけではないというのも心配
ごとのひとつだった。しかし、事前研修や今回のユース
コンボーケーションの大きなテーマなっていた原爆と環
境問題に関するレポート作りなど、準備をするうちに心
配より楽しみな気持ちのほうが大きくなっていった。
　そうして迎えたIYC当日。会場に着くと、会場には
様々な国の言葉が飛び交っていた。日本語に慣れていた
私の耳はすぐには会話を聞き分けることが出来なかった
が、話したいなら話すしかないと思い、当たって砕けろ
の精神でまずはたくさんの人とあいさつをするようにし
ようと思っていた。そして、聞き取れないときや、わか
らないことは何度でも聞き返すようにした。
　会話をする上では、身振り手振りもでき、聞き返すこ
ともできるのでまだいいのだが、私が一番困ったのは講
義を聴いているときだった。面白そうな話で、みんなは
笑ったりしているのに、ほとんど聞き取れなかったとき
は悔しい思いをすることもあった。そんなとき、日本の
ユースの方がメモを取って、後で和訳を教えてくれたり
した。
　また、環境問題や原爆については学校の授業でも講義
を聞く機会はあったが、学校ではたとえ日本語がわから
なくてもこのような気持ちにはならなかったと思う。各
国のユースの方々は、授業に対する私たちの姿勢とは比
べ物にならないくらい積極的だった。ひとりひとりが
ちゃんと自分の意見を持っているのはすごいと思う。
　今回は日本が開催国ということで、布団の敷き方や電
車に乗るときなど、日本のユースが先頭に立たなければ
ならない場面が多く、「もっと英語が話せたら」とも
思った。説明しても理解してもらえないときも何度も
あった。一生懸命に説明などをするうち、ほかの国の
ユースにも名前や顔を覚えてもらい、出来ないことは頼
んだり、助けてもらったりするようになった。その中
で、知らない国の人とたくさんの話ができ、前より積極
的になることがで
きたと思う。
　次の機会があれ
ばこの経験を生か
し、是非参加させ
ていただきたい
と思います。



木村　聖
■個人として、所属先として、そし
てユースとしての“Change”
今回のIYCのテーマは、“Make a 
Change, Be the Change.”だった
が、ここで意図してい
る“Change”とは一体何だったのだ
ろうか。
　7日間のプログラムに参加してい
る最中も、常に私の頭の片隅にこ

の疑問は居座り続けた。
各国の抱える環境問題を共有し、それぞれが解決につな
がるアクションを考えるワークショップに代表されるよ
うに、想定されていた“Change”は、社会変革につなが
る、一地球市民としてのユースの“Change”だったのか
もしれない。
　しかし、私だけでなく多くの参加者が持ち帰ったもの
は、それぞれの所属先の既存の活動を見直す気づきで
あったり、参加者個人のこれまでの認識を覆されるよう
な、異文化との交流から生まれた新たな問題意識だった
のではないだろうか。
■本業との共通点
私は普段、国際協力に携わる組織に勤めており、事業の
一環で、日本の若者が開発途上国で活躍する場を提供し
ている。2年間の任期を終え帰国した彼らの口から出る
言葉は、IYCの参加者が得た気づきと似ているかもしれ
ない。赴任前に抱いていた、自らのこれまでの経験を活
かし、開発途上国の問題解決に貢献したいという強い思
いは持ちつつも、多くの若者は、むしろ赴任先で出会っ
た人々から得たもののほうが大きかったと口を揃える。
　中には、外の世界を垣間見ることで、改めて自らの住
む日本への問題意識を得てくるものもいる。
　世界を変えようと努力することで、日本ひいては自分
自身の改めるべき点に気づくのである。
■プラットフォームの重要性
　本業そしてIYCが提供している共通点は、若者が自ら
の関心に基づいて行動できるプラットフォームなのでは
ないか。
　異文化交流への関心を入り口としつつ
も、意識の高い若者に活躍の場を与える
べく、こうした議論の場が定期的に催さ
れることは、偏にワイズメンの支援に拠る
ことなのだとつくづく実感する7日間で
あった。25才での初参加という、いさ
さか遅めのIYCとの出会いとなった
が、今後も自らの貢献できる部分
で、他のユースにこうしたプラット
フォームへの参画を促していく所存
である。

島田　恵人
　今回のIYCへは、私は大学の試験
の関係で途中からの参加だった。
世界各国から来る若者たちと交流
できるという期待と、途中参加で
尚且つ英語が話せないという不安
が入り混じった心境だった。正直
不安の方がだいぶ大きかったかも
しれない。合流場所のパシフィコ横
浜に着いた時IYCのメンバーは1時

間も遅れてくるということを耳にしてまた何か不安に感
じた。
　やっと彼らが到着した頃、いきなり台湾の方に英語で
「台湾の人たちを見なかった？」のようなことを聞かれ
て「ソーリーアイドントノー」と答えた。同じような顔
の色をしていても日本語を話さない人たちがたくさんい
るのだと肌で感じた。それから同じ大学生の日本人何人
かが話をかけてくれて一緒にホッケーなどをやり馴染め
ることができた。
　横浜ではオリンピックの開会式のようなセレモニーが
開かれており私自身、何が始まるのかとても興味深かっ
た。が、全て英語で執り行われていて内容がよくわから
なく眠たかったのが現状だった。その日の夜は日本のお
祭りを模した催しものがあり、とても外国人の方々は楽
しそうにしていた。私は韓国人ユースと縁日を回ったり
した。そこで、外国人や日本人と仲良くなり交流が深
まった。
　横浜を夜の10時頃出発して富士山YMCAに4時間近く
かけて行った。その道のりは思った以上に長く退屈なも
のであった。その間、隣にいた台湾人や香港人の方と慣
れない英語で一生懸命話したつもりではいたが自分の英
語力のなさに絶望した。結局、富士山YMCAに着いたの
は真夜中であった。私は慣れないことばかりで疲れてい
たので周りより早く寝てしまった。
　次の日からまた英語での生活が始まった。富士山
YMCAは自然豊かな場所にあり普段都会に住んでいる私
にとって心地よかった。特に思い出に残っていることは
人種を越えて、サッカーをやったことだ。アジア、アフ
リカ人、欧米人が参加。サッカーをやるような場所では
ないところだったがサッカーをやることにより言葉の壁
を越えてみんなで楽しむことができた。
　正直最初は軽い気持ちでIYCに参加してしまったが、
実際に参加してみて私自身、考えさせられたことがたく
さんあり、すばらしいプログラムに参加させて頂いたの
だと思った。
　世界各国の若者が一度に集まり交流を持つ機会なんて
一生のうちにそう無いだろう。国境を越えた交流をもつ
ことにより相互理解を深め互いに尊重しあうことができ
るのではないだろうか。このようなことができれば考え
方の違いなどの壁を乗り越え各国同士手を握りあってい
くことができて、平和な社会が形成されていくと思う。



関　彩也香
　今回のIYCは私にとって2008年の
デンマークに引き続き2回目の参加
であり、前回よりも充実感と達成感
の得られるものとなった。
　一つ目の理由としては、IYCを通
し日本人同士の絆がとても深くなっ
たということである。
　今年のIYCは日本人ユースが合計
23名という大所帯となり、全員が

IYC以前に顔合わせをや打ち合わせをするという時間がな
かった。そのためcultural nightやmorning devotionなど
はIYCが始まってから、打ち合わせやスライドの作成をす
るということになってしまった。
　はじめはリーダーがおらず誰も仕切る人がいず、自分は
過去に参加歴もあり年齢が上の方だったということでみ
んなをまとめようと努力をしていた。
　しかし日が経つにつれ、一人一人が何をしたらいいの
かということを考え、全員が協力していく様を見て、自分
だけでなく他の日本人参加者の成長も見ることができ、
とても嬉しく感じた。
　また、以上に挙げたようなミーティングやスライドの制
作は深夜を通り越し早朝までかかることや朝早く起きて
やるということが、一週間のIYCの中で半分以上あり、き
ちんとしたプロジェクトをやり遂げたいと思う気持ちと
は反対に、時間がないことへの焦りと疲れから、本来は
協力し合うべきの仲間と諍いが起きるということもあっ
た。しかし、これは自分も含めそれだけみんながこのIYC
にかける思いが強く、熱心に取り組んでいたということ
だと思うので、その喧嘩腰の話し合いでさえも大切な時間
となった。
　二つ目の理由は、今回のIYCの開催地が日本だったとい
うことだ。私達日本人ユースは今回、IYCへの純粋な参加
者ではなく、他国からの参加者へのホストという役目も
少なからず担っていた。日本語表記の物の翻訳や、宿泊施
設スタッフの方と他国ユースとの間の通訳はもちろんのこ
と、食事や移動の声かけや移動の先導など、純粋な参加
者として参加しているだけでは体験できないような経験を
することができた。また、私達がそのようにホストとして
動くことで、自分からは話しかけづらいという人も多く
の他国ユースと関わることができたのだと思う。また、私
は今回全体に向けて話をする機会が何度かあり、みんな
が名前を覚えてくれて私がまだ挨拶をしていなかったユー
スが話しかけてくれたり、相談をしてくれたりということ
がたくさんあった。前回のIYCでは勝手がわからず引っ込
み思案になっていた為あまり多くの人と関われなかった
という後悔が残っていたので、これは私にとってとても嬉
しいことだった。
　最後に、私は感想文には到底書ききれないほどの思い
出や苦労、次へ繋げていきたい思いが山ほどあります
が、今回もこのIYCに参加するチャンスを与えて頂いた
方々に本当に感謝のきもちでいっぱいです。普通に生活し
ていれば到底出会わないような人と出会い、世界中の仲

間と同じ経験をし、同じ目標を掲げて活動をするという
所がIYCの一番の魅力であり、日本国内だけでなく、世界
中に同志がいるということは、私にとってものすごく心強
いことだと感じています。
　出来ることなら来年のAYCや再来年のIYCにもまた参加
したいと思っていますので、これからもよろしくお願いし
ます。

谷　奈津子
　2010年8月2日から8月8日の全6
泊7日、国際ユースコンボケーショ
ンが日本で開催された。参加者は
150名弱でそのうち、日本からの参
加者は23名だった。この参加者の
多さは未だかつてなく、今大会の
一つの特徴である。また、私に
とって今大会が他の大会と大きく
違ったのは開催国が日本で、自分自

身が開催国出身で外国の方々をもてなす立場だったとい
うことだ。
　私にとって国際大会に参加するのは２回目で、アジア
大会も含めると３回目だった。それぞれの大会には参加
者やモチベーションなどの違いは多少あったものの、流
石に３回目ともなると、ある程度の流れは把握出来るよ
うになっていた。しかし、今回は前回、前々回には感じ
なかった「立場」というものを強く感じた。私事だが、
今年私は二十歳になった。つまり、前回まではティーン
エイジャーの時にユースコンボケーションに参加してい
たのだ。それ故、今まで私は同じ日本人の中で最年少と
いうポジションにいることが多かった。そのポジション
から日本人の他の参加者から色々と学ぶ、教えられるこ
とがほとんどだったと思う。だが、今回は私の５歳ほど
下の子が参加していて、もう自分は最年少ではないの
だ、と気付かされた。それと同時に、学ぶ立場から教え
る立場に徐々に移行していくべきなのだと痛感した。教
えるという言葉ほどの重みを持ったことはできなかった
かもしれないが、自分自身が彼女たちの年齢に色々なこ
とを教えられたように私も教える、せめてサポートする
側に回ろうと努めた。そのように自分のユースコンボ
ケーションにおける立場の転換が今回私にとって大きな
収穫であった。
　また、先ほども述べた通り、今回の参加者の多さや開
催国出身である点から、日本人の助けを必要とされ、私
は今まで知らなかったユースコンボケーションの裏側と
いうものを垣間見た気がする。例えば、バーベキューの
後片付けで、どれだけ多くのスタッフが関わっているか
を知った。他国の人はお風呂に入ったり、ホールで踊っ
たり、遊んだりと陽気に過ごしているように見えて、も
し自分が開催国でなかったら、色んな事を知らずに彼ら
と同じように振舞っているのだろう、と少し彼らとの間
に精神的なギャップを感じた。これは決して悲観してい
るわけではない。そのような舞台裏を知ることで表舞台
があるのだ、と改めて感じ入ったのである。



橋崎　真実
　今回の国際ユースコンボケーショ
ンは、今までとは私の中で本当に
違ったものであった。
　初めてファシリテーターとして運
営側につき、次期ユースインターン
として自国開催での参加ということ
で、いろんな意味で身を引き締めて
の参加だった。今までは一参加者
としてユースコンボケーションを見

てきたが、運営側からの目線で見ることによって、いか
にかつてのファシリテーター達そしてホストコミッ
ティーの皆様が力を合わせ、たくさんの時間と労力をこ
のユースコンボケーションに費やしてこられたかを、準
備をしていく段階、そしてIYCで行われる日々のプログ
ラムをする中で感じた。それと同時に、こうして今回そ
の一部を担わせて頂けたこと、そしてたくさんの方々の
支援によってIYCが開かれ、私たち1人1人が参加できて
いる事を心から感謝しています。
　今回のIYCでは私の思いとしては、本当の意味での多
文化理解というものを参加者一人一人が国際社会でリー
ダーシップをとっていくにおいて敏感に、そして大切な
ものとして認識をして欲しいと思い、セッションの担当
をさせて頂いた。リーダーシップを取るにおいて英語話
者であることがあまりにも強調されすぎていて、英語能
力よりも本当に大事なコミュニケーション能力の中で何
かが欠如していることに、どれだけ参加者1人1人がセッ
ションの中で積極的に参加出来ているかを見た時に気づ
けた。

　事実、参加者の9割が英語圏からではなく8割が日常で
英語を使わない地域から来ており、更には文化や考え
方、育った環境もそれぞれ異なっている。当たり前に分
かっているような事だが、実際に前に立ちリーダーシッ
プを取っているメンバー構成は決まって英語が堪能であ
る、という事があまりにも重視されていると思う。だか
ら、本当の意味でそれを踏まえたうえで、私たちは多文
化なグループの1人1人対してどういった姿勢で関わり合
い、セッションやコンボケーション自体を進めていくべ

きなのか。という事を、異なる文化を持つ参加者の団体
として今後もきっちりと学び、行なっていく必要がある
と強く思った。
　ファシリテーターが目標としたものの1つに、IYCが
終わってから全てのエリアで持続的に同じ課題に向けた
活動をするプロジェクトを立ち上げる事がある。そし
て、ストップ結核！をそのプロジェクトとして掲げ、赤
十字と共にその活動をしていく事を提案した。
　また、プロジェクトを具体的な活動に起こすためのタ
スクフォースを各国の有志により作る事ができたのは、
世界レベルで行うユース活動の大きな一歩となった。
　今後、今回のテーマでもあったMake a Change. Be 
the Change.をIYCで掲げたストップ結核や、各エリア
ごとの環境問題改善プロジェクトを通して、確実に成し
ていけるように、これから1年間ユースインターンとし
てワイズユースを益々盛り上げ、ユース活動を盛んにし
てくお手伝いを誠一杯させていただきたいと思っていま
す。今後とも皆様のご支援どうぞよろしくお願いいたし
ます。

森本　竜馬
僕はY’sの活動に今まで一度も参加
したことがなく、今回初めてユース
コンボケーションへの参加という形
でワイズの活動に参加した。参加す
る前は、自分は英語は話せないしど
んな感じなのかも分からず、多くの
外国人の人達と上手くやっていける
かなどの不安が大きかった。
　最初は何人かの外国人と話しても

相手の話す英語が全然聞き取れず、コミュニケーション
が取れず、正直に言うと楽しくない時間が続いていた。
しかし、徐々に文化紹介が始まったあたりからだんだん
と英語に慣れ、上手く聞き取れなくても大体のフィーリ
ングで会話が出来るようになった。それからは色んな人
と話をするようになり友達が増え、毎日がとても楽しく
なっていった。
　初めはどうなることかと心配だったが、とても楽しく
良い経験をすることが出来た。普通に生活をしていた
ら、絶対に一度にあのようにたくさんの国の人達と過ご
すことなどないので、今回のIYCに参加することができ
て本当に良かったと思う。
　しかし、先にも述べたように自分は英語がほとんど出
来ないので、肝心な話し合いはほとんど何について話し
ているのか理解出来なくて残念だった。また自分の英語
が伝わらず、英語の難しさを感じることも多くあった。
　他国ユースは大体の人が母国語と英語は話せるのが普
通という感じで、衝撃を受けした。この経験を通し、
もっと英語をしっかり学ぼうと感じた。今回、自分は英
語が少ししか話せない状況でもこんなに楽しめたのだか
ら、英語をもっと話すことができ、コミュニケーション
を更に取れたら、絶対にもっと良い経験ができるだろう
なと強く感じた。



　更に、IYCでのこの経験を生かしこれからの私生活を
過ごしていきたいと思う。また、今まで地域の活動には
参加出来なかったので、これからは積極的に参加しよう
とも思う。
　また、外国人だけでなくこのIYCを通して様々な地域
の日本人の人達とも知り合うことが出来た。日本人ユー
スはみんな良い人達で、とても良い出会いになった。こ
れからは住む地域が離れていてお互いに会うことができ
なくても、Facebookなどを通して連絡を取りあい関係
がとぎれないようにしたいと思う。
　今回はたまたま日本が開催国という時に、参加できた
が、次からは外国が開催地のときにどのような感じにな
るのかも楽しみである。なので、来年、再来年のAYCや
IYCにも是非参加して今回共に過ごしたユース達とまた
一緒に過ごせたら嬉しいと思う。

橋崎　頼子
　今回のIYCのテーマは、Make a 
change, be the change(変革を起こ
そう、変革者になろう)だった。今
回私はファシリテーターとしてこ
のテーマの下、特に互いを尊重し
あえる雰囲気づくりと、次の行動
につなげることを意識して取り組ん
だ。
　まず、尊重しあえる関係作りの大

切さは、これまで私がIYCに参加して常に感じてきたこ
とであった。英語を流暢に話す人、前に出て発言するこ
とが得意な人ばかりが目立ち、会の中心を占め、そうで
はない人は、会を外から眺めているような感覚になる。
この最大の問題点は、国やエリアで固まってしまい、参
加者同士の交流が十分にできないということだった。こ
の反省を踏まえ、「参加者１人ひとりを尊重し、みんな
が参加できる雰囲気を作る」ことを目標に、今回のIYC
では、異文化理解ワークショップと文化紹介の時間を
とった。特にワークショップは、「英語」は言語そのも
のの価値よりもツールとして重要であること、「英語」

が話せるよりもチームワークを築くコミュニケーション
能力の方が重要であること、自分とは異なる文化に対す
るステレオタイプ的な見方を反省し、１人の人間として
相手をリスペクトすることなどを伝えたくて企画をし
た。
　次に、今後の行動へのつなぎについては、今回のIYC
では、これまでワイズ・ユースが取り組んできた「平和
を築く活動(Build a Culture of Peace: BCP)」を一旦終
了し、環境とストップ結核の活動に取り組むことに決
まった。この２つの課題は、国連の「ミレニアム開発目
標（MDGｓ）」やYMCAの「チャレンジ２１」の方向
性とも一致しており、ワイズ・ユースは、国際社会や
YMCAと同じ活動の方向性を定めることができた。
 しかし、だからこそ今、ワイズ・ユースの活動はまさに
岐路に立っていると言えるであろう。今後2～4年間で大
きな方向性を出せるかが、今後のワイズ・ユース活動を
大きく左右すると思う。今後、環境とストップ結核の活
動を具体化していけるのか？地域活動の母体であるワイ
ズ・ユースクラブをどのように増やし、既存のクラブを
活性化していけるか？そのために必要なトレーニングを
どのように行なえばよいのか？これらの課題について、
ユースの中で明確なビジョンを作っていくことが必要だ
と強く思う。
　今回のIYCは私にとって最後のユースコンボケーショ
ンでした。これまで、多くの素晴しい出会いがあり、人
生を変えるような学びがありました。私は、ワイズ・
ユース活動に大きく育てられたと思っています。今後
は、少し異なる形で関わっていけたらと思っています。
今回、日本から参加したユースの皆さんの活躍ぶりは素
晴らしく、今後の日本のユースの発展に確信を持つのに
十分なものでした。みなさんなら、きっと日本そして世
界のユース活動をもっと盛り上げくれると思います。今
後の活躍に大いに期待しています。
　最後になりましたが、これまで多くの温かいお励まし
とご支援を頂きました、東西日本区のワイズメンズクラ
ブの皆様、YMCAのスタッフの皆様、そしてそのほか関
係者の方々に心よりお礼を申し上げます。ありがとうご
ざいました。



布田　賢次郎
　私は、ユースコンボケーション自
体は昨年スリランカで行われた
AYCに次いで二回目だったが、IYC
へは初めての参加となった。
　今回のIYCでは、昨年と大きく異
なる部分が二つあり、一つは参加
国、人数ともに昨年を遥かに上回
る規模であったこと、二つ目はユー
スコンボケーションの理念や目

的、また、それを取り巻く環境についての知識など、乏
しいものではあるが下地があるなかでの参加となったこ
とである。
　今回のユースコンボケーションについては、前々から
色々と想像し、その中での自分の理想像を描いていた。
しかし、実際に始まってみると自分の想像を超越し、各
国ユースのリーダーシップや表現力、その他諸々のポテ
ンシャルの高さが、圧力となって私の思い描いていた理
想像を次々と打ち崩していった。
　一般的には、この様な環境では誰しも自信と積極性を
失い、出る杭が打たれることを恐れて物陰に隠れてしま
いがちになると思う。私自身どちらかと言えば杭を出す
方だったのだが、今回の大規模なユースコンボケーショ
ンではさすがに気後れすることが度々あった。
　しかし、気後れする私を引っ張り、立ち直らせてくれ
たのが日本のユースたちだった。日本ユースの中には、
ユースコンボケーション初参加の人や、私と同様に英語
でのコミュニケーションに難がある人が多くいた。その
なかでも、みんな積極的に前へ出る姿勢を見せ、他国の
ユースとコミュニケーションを図りながら、しっかりと
リーダーシップを発揮していたのだ。また、今回は日本
での開催ということもあって、日本ユース各々の意気込
みも強いものを感じ、この様な仲間と共に活動している
と、常に刺激を与え合い気後れする暇はなかった。
　これまでの私は、各国のユースと協力し合うことは勿
論だが、どうしても他国のユースと比較し、日本ユース
または自分が劣っているところを探してしまいがちだっ
た。しかし、今回一番強く感じたことは日本ユース(日
本人)の素晴らしさであった。

　色々な場面において、およそ150人のユースでの活動
は、なかなか連絡や報告が行き届かなく連帯することは
困難だったが、日本ユースは組織での自分の役割を瞬時
に把握し、行動に移していた。ファシリテータからの連
絡が行き届かないときは、適宜自分の判断で行動し皆を
取りまとめたり、時には裏方の仕事であっても積極的に
行動することで全体が円滑に進行することを助長し、ま
たある時には、どの国よりも強靭な連帯感で結束したり
と日本ユースの素晴らしさを感じることが出来た。
　価値観や文化の異なったユースが集まるIYCだからこ
そ、もう一度私たち日本人の良さや強みを再確認できた
ように思う。今後のIYC・AYCにおいても、人・環境・
宗教など様々な問題点を見つめた時に、マイナスをプラ
スにする視点も大切だが、プラスを皆で再確認し、さら
により良いプラスへと成長させる、このような視点を持
ちながら活動することも非常に大切であると感じること
ができた。

細川　晋之祐
私にとってIYCが本格的に始まった
と感じたのは、８月２日の朝からで
あった。その日はウェルカムチーム
として成田空港で外国から来るユー
スのお出迎えし、その中の３８人の
ユースと一緒にバスに乗って開会式
が始まっている東山荘に向かった。
ここで発生する問題は英語だ。バス
の中の日本人は私一人。私の英語力

では言葉の壁にぶち当たり、困ることはIYCが始まる前
から簡単に予測ができるものだったが、いざその状況に
陥ると「英語がもっと話せれば…」と思うものだ。もち
ろん英語が話せなくてもなんとかする覚悟で参加した
し、自分からコミュニケーションをとろうとする気持ち
があれば伝える事ができると思っている。しかし相手の
ことを思うとこのことは不慣れな土地での不安を大きく
したのではないかと特にパーキングエリアで感じた。そ
の他にもバスで東山荘に向かう間に、私が当たり前だと
思っていることは彼らにとっては違うのだという事を再
度認識し、多くのことを思い、彼らとの違いが、悩みの
種であり、楽しさの種である時間を過ごした。
　さて東山荘についてからの六泊七日が本来のIYCの部
分となるのだが、振り返ってみてまず思うことは他の
キャンプとの違いである。それはこのキャンプを良いも
のにするために参加者全員が努力するキャンプであり、
自分達で作り上げていくキャンプであるというところ
だ。例をあげると各々が自国の文化や環境問題を、紹介
するプログラムが挙げられる。運営側ではなくその国出
身の人間が準備してきた時間は、彼らが私達に教えよう
と準備してきたことだけではなく、彼らの行動の端々か
らも彼らの事を知ることができた。
　では私達の発表はどうだったのか？こんなことを言え
ば多くの方の反感を買うと思うが至らないところが多く
あったと私は感じている。理由はいくつかあるが、一番



の理由は事前の準備のなさだ。今回
のIYCにおいて、私達はその場で考
えたカルチャーナイトをし、広島の
原爆についてはY’sの方から資料を
お借りし、徹夜をするほどぎりぎり
で準備したうえに外人のユースに手
伝ってもらった。また、事前の準備
不足は、情報が行き届いていない
ユースがいたり、一部の人間に負担
が偏る状態が生まれる要因になり、
他の事への影響もあった。特に他の
ユースが国際交流や睡眠や遊んでい
る中、一人のユースが永遠と作業を
している様子は、そこで作業をしている事を多くのユー
スが知っているのになぜ一人が背負う状態になったのか
と嘆いた。もちろん今回のIYCは私にとっても、自分と
違う文化の人間といるからこそ気付けた事など、思うこ
とや感じることが多くあった。この貴重な日々は、野尻
学荘で言う「若き日の清き一日は一生の力」という言葉
が相応しいだろう。しかし、楽しかったなどの言葉で終
わらせて反省もせずにいるのでは何も変わらない。この
経験を良い思い出だけで終わらせるのではなく、これか
ら先のプログラムをより良いものにするために、そして
自分達がさらに一歩前に進んでいくために今回感じた無
力感や悔しさを生かす努力が必要だ。故に今回の参加者
として、そして東京Y-３の会長として他のユースと共に
力を尽くせればと強く思う。
　最後に今回参加するにあたって援助していただき、そ
して私どもが見えていないところで力となってくれたワ
イズメンズクラブの方々に感謝の言葉を送りたいと思い
ます。ご支援をしていただき本当にありがとうございま
した。これから先も東京-Y3とボランティアリーダーズ
をよろしくお願い致します。

山田　都
まずはじめに、今回初めてIYCに参
加させて頂き、とても貴重でいい経
験をさせてもらい感謝の気持ちで
いっぱいです。
　一番印象的だったものは、ワーク
ショップでグループのみんなと意見
を話し合ったことである。私は英語
が得意ではなく、話すことや聞き取
ることも難しかったのでみんなが何

を話し合っているのか、私に何を聞いているのかがわか
らず、どうすればいいのかわからないことが多くあっ
た。しかし、他の日本人ユースがノートに日本語でなに
を話しているのか教えてくれたり、他国ユースは簡単な
英語や身振り手振りでみんなが伝えたいことを教えてく
れ、少しだけだがその都度理解することができた。
　この経験を通し、コミュニケーションは英語がわかる
ことだけじゃないんだ！　と感じることができた。また
セッションやワークショップだけではなく、日々普通に

会話をしていてもそれを感じる
ことができた。
　しかしやはり、言葉が通じな
い、わからないということでの
は歯がゆい思いをしたこともた
くさんあった。そして今回、英
語をもっともっと勉強したいと
強く感じることができた。
　更に、朝のディボーションで
広島に落ちた原爆に対しての意
見を考える際に、自分の言いた
いことをまとめて英語にし、そ
れを発表するということも、と

ても大きな体験になった。普段日本語で言えることが、
英語にするとなるととても難しく、更に人前で話して伝
えるということもすごく難しかった。しかし、困ってい
る私をみんなが助けてくれて私の中では満足のいくもの
になったと思う。
　また、横浜から富士山YMCAに戻る際に、バスの中で
みんなと歌を歌ったことも思い出に深く残っている。た
くさんの国の歌を聴けたことも嬉しかったが、私達ホス
ト国が何かアクティビティをしないでも、みんなで盛り
上がれるということはユース全員で一つになれていると
いうことなのではないかと感じることができた。
　自分の意見を相手に伝える、その重要性とその手段の
多様性を、今回IYCを通して一番強く感じることができ
た。言葉だけではなくて、本当の人間らしさがそこに表
れており、みんなの優しさに触れることができたのもい
い経験だったと思う。本当にたくさんの人がいた中で、
みんなが自分に対して優しく接してくれて嬉しかった。
　あまり交流がうまくないなど反省することが多々あり
ますが、そんなことより思い出せるのはすごく楽しかっ
たことばかりです。この体験をもとに、今後なにかに生
かせればいいなと思います。本当にありがとうございま
した。



吉田　行宏
「Pass It On」
　過去のIYCへの参加回数は5回。
初めてのIYCはフィンランド大会
で、あの当時自分はまだ16歳だっ
た。6度目となる今大会は、自分に
とってこれまでのIYCと違い、事前
のオリエンテーションに参加する
ことが出来ず、日本からの参加者の
顔も分からないままの参加となって

しまい、自分と一回りも違うユースとしっかりとコミュ
ニケーションが取れるのだろうかという一抹の不安を抱
えながらの参加となった。IYCでの自分の役割は何なの
だろう。何が出来るのだろう。今回は、自分がIYCを楽
しむこと以上に参加するに当たり何かが必要だと感じて
いた。そして、自分が出来る事として初参加のユー
スにIYCを楽しむ術や国際舞台で物
怖じしないようにサポート
をしようと心に決め参加し
た。IYCは自ら積極的に行動
することでより深く自分や他
のユースの思い出に深く刻まれ
るし楽しめる場だと思う。
　自分の場合初参加の時は、英
語環境という特殊な場や日本人
特有の内向性で、慣れるまでに時
間がかかったが、1週間という短
期間で最初の数日を場に慣れるこ
とに費やすのはあまりにももった
いない。幸いなことに今回はYMCA
のリーダーが数名おり彼らが積極的に参加をしてくれた
おかげで日本の参加者が初日にうまく場の雰囲気に慣れ
てくれた気がする。もちろんIYC期間中日本のユース全
員のフォローを出来たわけではないが、一人でも多くの
ユースにより積極的に参加してもらえるよう努めたつも
りである。
　また、今回は日本の早朝礼拝担当日が8月6日で、そこ

で発表する原爆のプレゼンテーション準備で日本のユー
スは連日徹夜をする者がいたが、短期間で素晴らしいプ
レゼンテーションを完成・発表した行動力と団結力の強
さには脱帽であったし、連日の徹夜にも関わらずプログ
ラムにしっかりと参加していた体力に自分との年齢差を
感じた。
　今IYCは間違いなくIYC史上最大規模で行われ、新た
に大勢の友人を作ることが出来た。さすがにフィンラン
ドの時から参加していたのは、橋崎頼子さん（元IYR）
と自分だけだったが、今回も10年来の知合いが何人も
参加していた。これこそがIYCの最大の魅力ではないだ
ろうか。頻繁に会うことは出来ないが、全世界に自分の
友人が何百人といて、これから先もユースの活動・ワイ
ズの活動を通じて繋がっていられる。この素敵な出会い
を今回参加 したユースみんなに大切にしてもら

いたいと思う。
　私が今まで、多くのワイズの
方々から教わったことの一部も今
回若いユースに伝えることが出来
なかったと思いますが、伝え・
任せることの大切さとそれに
しっかりと答えてくれる若い
ユースの頼もしさに、今後の
ユース活動にさらに期待でき
ると思いました。Pass it on、
閉会式にユース全員で歌った
歌ですが、ワイズからユース
へ、経験者から未経験者へ、

何を伝え・任せるのかをとても考えさせら
れた大会となりました。願わくば、この報告書を読んで
IYCの素晴らしさを伝えられれば最高です。ユース参加
者各々がいろんな思いを抱いたと思いますが、私も含め
全てのユース参加者が今大会を通して成長できたのは間
違いないです。最後になりますが、このような素敵な機
会を私たちに与えてくださったワイズの方々、大会運営
委員の方々に感謝をしたいと思います。有難うございま
した。



７．ユースレポート和訳
　ワイズメン、ワイズユース、メネット、その他ゲスト
の皆様、こんにちは！この度、このようにみなさまに第
13回ユースコンボケーションの報告ができることを大変
嬉しく思います。
　この一週間私達は、多くのディスカッションや多文化
主義理解、更に環境問題に対する知識を深めたりと様々
なプログラムを行なってきました。更に、このユースコ
ンボケーション(以下IYC)で最も私達にとってかけがえ
のない経験は言わずとも、古くからの仲間との再会と新
しい仲間との出会いでしょう。
　私達は計画を練りそれだけにとどまるだけのユースで
はなく、実際に行動を起こせるようなユースになろうと
奮闘していました。そしてこのIYCでは実際にある問題
に対し行動を起こしその行動を起こすことによる大きな
一歩を踏み出そうということで‘Make a change. Be the 
change!’というテーマのもと一週間を過ごしました。

　一日目にはまず、ワイズメンとYMCAについての講義
を行ないました。この講義は、ワイズダムとは何か
YMCAやワイズメンの目的、目標はどういう所にあるの
かという内容で行ないました。また今回は、YMCAと
YMCAでの活動に焦点を当て詳しく説明をしていきました。
　次に、ユースとしてのあり方ですが、ユース全員が同
じ目標に向かうには、互いの文化を認識し合い多くの人
間が異なった文化の中に生きているということを尊重し
あう、多文化主義という考え方が必要だと私達は考えて
います。
　しかし国際的なリーダーとして活躍するということに
ついて、間違いや勘違いを多くの人が持っていると言え

るでしょう。私達は、そこには互いの文化や国に対する
たくさんの偏見や仮定があると気付き、別の角度からお
互いを見ることが大切なのではないかと感じました。そ
して、このような偏見や勘違いを見直し真実を学ぶこと
で、お互いを大切な一人の人間として尊重し合えるユー
スになるのではないかと思います。

　次に、私達がこのIYCの最中に行なっていた環境問題
に関する報告です。
　私達は今回、様々な環境問題に焦点を当て、その問題
に対し私達ができることは何なのだろうかとディスカッ
ションや情報共有を行なってきました。
　その中でワイズメンの環境対策チームは何ができるの
か、COP15を通しユースは何を思ったのかということを
共有することで全員の知識を深めていきました。
　そして、基調講演では慶応大学教授の細田衛士氏から
お話を頂き、本当の環境問題は政治と多く関連している
ということに気付かされました。更に私達は今、政治の
問題を視野に入れながら私達ユースは実際にどのように
行動を起こすのか、何ができるのかをまず考えなければ
いけないのだと強く感じています。
　私達はただのユースではなく、実際にアクションを起
こす無限大のパワーを秘めたユースです。IYC中の環境
問題のワークショップでは各国各エリアで自国の特に深
刻な環境問題について発表をし、それに対するアクショ
ンプランを練り、それぞれが自国に帰ったらそのアク
ションを必ず起こすという約束をしました。以下は、各
国各エリアの環境問題に対するプロジェクト内容です。

＜アフリカエリア＞
問題点  ：森林伐採
プロジェクト ：Reforestation（森を取り戻す）
  ・絶滅危惧種に指定されている木の植林
  ・森林伐採による危険性の警告活動
  ・募金を募りこれらの活動に役立てる

＜アジアエリア：香港＞
問題点  ：光害
プロジェクト：
  ・危険性を警告するビデオを作りプロモーションをする
  ・光害に対する知識を深める講義を行なう
  ・光害による危険性の警告活動
  ・署名を集め政府に訴えかける

＜アジアエリア：日本＞
問題点  ：気温上昇
プロジェクト ：打ち水プロジェクト
  ・打ち水をして気温を下げる
  ・綺麗な水ではなく洗濯後や米のとぎ汁、雨水などを使う
  ・ワイズメンズクラブやユースクラブ、所属YMCAなどに呼びかけ多くの人に広める
  ・打ち水啓発のポスターを作り各センターなどに貼ってもらう



＜アジアエリア：韓国＞
問題点  ：大気汚染
プロジェクト ：Saving Lives（生命を守る）
  ・大気汚染により枯れた森に植林をする
  ・ポスターを作り危険性を警告する

＜アジアエリア：スリランカ・タイ＞
問題点  ：ごみの分別がされていない、不法投棄
プロジェクト ：Waste disposal management（ごみの分別運動）
  ・リサイクルプロジェクトを通し危険性を認識してもら
う
  ・そのプロジェクトのためにいくつかのリサイクルのアイディアの効果と影響を比べる

＜アジアエリア：台湾―１＞
問題点  ：工業廃水、家庭用排水、農業排水などによる水質汚染
プロジェクト ：Stop Pollution（汚染ストップ）
  ・化学薬品の使用を減らす
  ・除草剤、殺虫剤の使用を減らす
  ・リサイクル
  ・中性洗剤など自然のものを使う

＜アジアエリア：台湾―２＞
問題点  ：過度な道路整備と森林伐採
プロジェクト ：Soil & water conservation, Advocacy of tree adoptions（土壌と水の保全、森林保全）
  ・木の伐採量を減らす
  ・過度な建物建築を止める
  ・山に近い家を買わないようにする

＜カナダ・カリビアンエリア＞問題点：水質汚染、水の過度な使用
プロジェクト ：Educating Citizens（人々への危険性の警告と正しい知識の普及）
  ・地域の団体と協力し、危険性を広める
  ・ユースリーダーと地元教師が協力し講義を行なう
  ・水質汚染や水の過度な使用に関する競技制のイベントを開催する(クイズ･ポスター･作詞作曲等)
  ・メディアを使い正しい知識や危険性について周知させる

＜ヨーロッパエリア＞
問題点  ：気温上昇
プロジェクト ：Green Days（緑の日）

＜インドエリア＞
問題点  ：気温上昇
プロジェクト ：Reviving Eden（楽園の復活）
  ・植林
  ・ごみを減らす
  ・プラスチックごみを減らし、リユースできるものは再度使う

＜ラテンアメリカエリア＞
問題点  ：ゴミによる汚染
プロジェクト ：リサイクル
  ・プラスチックバッグをなるべく使わない
  ・エコバッグを使う
  ・缶、びん、ペットボトル、ペットボトルのキャップ、紙のリサイクル
  ・危険性を人々に警告する



＜南太平洋エリア＞
問題点  ：水の減少
プロジェクト ：Making water storage（水の貯蔵庫を作る）

＜アメリカエリア＞
問題点  ：排気ガス問題
プロジェクト ：Project Minimize（排気ガス減少プロジェクト）
  ・職場や学校まで車の相乗りをする
  ・自転車を使う
  ・公共の移動手段を使う（バスや電車など）
  ・徒歩で移動する
  ・少なくとも一週間に一度はこれらを実行する

　これまでに私達が行なった活動として、ワイズメンの
行なっていた二酸化炭素削減のプロジェクトに対し集
まった250,675円のうち、220,352円を私達ユースの募
金活動で得ることができました。

次に国際ユース代表（IYR）の選挙についてですが、毎
回のIYCの中でIYRの選挙は私達全員にとってとても重
要なものであります。IYRの役割と仕事について考えて
みると、それぞれの国で活発に活動をしていて、一貫し
て筋が通っていて、仲間とともに行動を起こすことので
きる人がふさわしいように思います。そして、今回私達
は新しいユースの代表としてVincent Gichamba（アフ
リカエリア）がIYRになったことを大変誇りに、また嬉
しく思っています。
　以下は彼の代表挨拶です。

　私の名前はVincent 
Gichambaです。私の友人の
ほとんどにはVinyと呼ばれて
います。私は、社会科学者で
あり、市場の店員であり、グ
ループワークのリーダーであ
ります。
　私はワイズダムで5年間活
動をさせていただき、その期
間を含む7年間はケニアの
YMCAで働いていました。

　2008年の8月、私達はデンマークで評議員のみなさん
に14個の提案と意見を述べました。そして今回、8月4
日に富士山YMCAで行なったICMの方々とユースの会合
では新たに4つの提案をさせていただきました。私達は
29カ国から150名が集まり、それぞれが一日一日のため
に何かしようと熱い心をもったユースです。
　私達の新たな4つの提案は以下の通りです。

提案１：IHQに6ヶ月限定のユースインターン制度を作
り、IYCをリードさせる

提案２：ユース国際憲章作成のタスクフォース期間を1
年延長し、メンバーも同時にレビューを行なう

提案３：STEPとYEEPの振り返り期間を一年延ばし、タ
スクフォースメンバーのレビューを行なう

提案４：これまでに提出されたユースの提案を再検証す
るタスクフォースを設立する

国際書記長であるRolando Dalmas氏からの返答は明る
いものであり、希望に満ち溢れたものでした。このこと
に関し私達ユースはRoland氏とワイズメンの皆様に心か
らの感謝をささげたいと思います。また、私達を支え、
良き指導者となり続けてくれていることにも感謝したい
と思います。

更に、私達ユースはこれからもワイズメンのみなさまと
共に一つのチームとして歩み同じ目標を掲げ、国や文化
に関係なく世界平和を祈りながら様々な活動に精を出し
て頑張っていきたいと考えています。（以上Vincent 
Gichambaより）

　次にIYC中のユースのプログラムについてですが、プ
ログラムは主にワークショップ形式で行なわれました。
水曜日に行なったワークショップでは、ワイズユースと
してどのような人がリーダーとしてこれから必要とされ
るか、リーダーにはどのような素質が必要なのかという
ことを話し合いました。その後、約10名ほどのグループ
に分かれ、リーダーとそれに続くメンバーとは何なのか
ということを体験するワークを行ないました。

　金曜日には、一番重要なワークショップを行ないまし
た。内容としては、国際連合の掲げる2015年までの達
成を目標としているミレニアムゴール（MDGs）の共有
から始まり、そのために私達は何ができるのかというこ
とも話し合いました。そして、ワイズメンが国際連合経
済社会理事会に対して持っている協議権の話にも触れま
した。また、このワークショップでは、MDGsの意図す
るところとそれがどのように国際統一事業に関係してい
るのかということも話しました。

　次に、私達ワイズユースが目標として掲げている‘平和
という文化を作る’ということは一見曖昧だと感じられ
るように思います。そしてこれを達成するには、今より
も更に私達が一つになり、全てのエリアのユースが一つ



一つのプロジェクトに対し力を入れることが最も必要と
されています。
　そして、結核についてのワークショップでは、この病
気はどんなもので、どんな現状があるか、私達ユースは
赤十字と協力してどのような役割を担っていけばよいの
かということについて話をしました。
　更に、結核の多い国に対しては他の国よりも先駆けた
アクションプロジェクトが練られ、私達の新たな目標と
して共有することとなりました。

　最後にもう一度、これまでの友情関係や新たな出会
い、様々なアイディアの共有は私達の活動に非常に役立
ち、素晴らしい糧となっていることに感謝したいと思い
ます。また、IYCでは常に私達の内なる熱意を世界中の
仲間に広め、実際に行動として実現できるという所に魅

力があると感じています。そしてこれからも、同じ志を
持った質の高い仲間と更にコミュニケーションを取り、
各クラブ同士での共同プログラムやトレーニングを通じ
成長していけることを期待しています。

　そして、鷲が卵を産み落としその卵が大空を飛ぶ日が
来るように、私達ワイズユースは今、確固たる責任を
持ってアクションを起こすという段階にきているのだと
感じます。

　マハトマ・ガンディが‘変革を起こそうとするのなら私
達がその変革自体にならなければいけない’と言ったよ
うに。

(和訳担当：関　彩也香)



８．巻末メッセージ
　今回私は、ホスト国ユース、ファ
シリテーター、そして次期ユースイ
ンターンとして日本で開かれた国際
ユースコンボケーションに参加出来
たことをとても嬉しく思います。
　日本のユース1人1人が本当に良く
働き、チームワークをもってこの
ユースコンボケーションを担ってく

れたのを見、そして一緒に奉仕をする中で、これからの
日本のユース活動に対する明るい未来を感じる事が出来
ました。本当に皆さん1人1人の力のおかげで、各国か
ら来たユースをユースコンボケーションでもてなすこと
が出来たと思います。また、環境問題に対するプロジェ
クトでは、日本のユースが他国のユースに先だって“打
ち水”を実際に行った事により、「計画を行動に移す
ユース」の見本となったと思います。

　今までは、日本のユースは、他国からはおとなしい
ユースというイメージがあったかもしれません。しかし
実際には、世界で最初にユースクラブのチャーターを実
現したり、継続的にユースコンボケーションへ参加した
りと、ワイズのユース活動の中で重要かつ献身的な活動
をしてきたグループだと思っています。そしてこの度さ
らに、リーダーシップをしっかりと取れるユース達が集
まっている事を、しっかりと国際の場でアピールするこ
とができたと思います。
　今後、皆さんがますますユース活動を盛り上げ、地域
レベル、そして国際レベルでリードしてくださることを
心より願っています。私も日本から離れた場所ではあり
ますが、ユースインターンとして出来る限り皆さんの力
になれますよう頑張りたいと思いますので、一致団結し
て更にユース活動を盛り上げていきましょう！

2010-2011ユースインターン
橋崎　真実

2010IYC報告書に寄せて
IYC実行委員長　　林　茂博

　先ず、この報告書を読まれる全
てのワイズの方々に、感謝したい
と思います。ワイズの方々の物心
両面にわたるお支えをいただい
て、IYCを開催することが出来まし
た。また、23名の素晴らしいユー
スのIYC参加をご支援くださり、あ

りがとうございました。彼らの大活躍で、ホスト国と
しての役割を果たすことが出来ました。
　厳しい制約の中での開催でしたので、閉会してから後
悔する課題も多くありましたが、それらの課題をユース
たちのパワーでクリアーし、参加者全員が大きな収穫
を得て帰途についたと確信しています。
　「過去は変えられないが、未来は変えられ
る」といいます。2010IYCは過去のものとな
りましたので変えることは出来ませんが、
参加されたユースの人生は、これから大きく
変えられていくことでしょう。
　2010IYCのテーマは「MAKE A 
CHANGE, BE THE CHANGE」そして国際
大会のテーマは「From Our Hands, We 
Pass Nature’s Torch」でした。
　ワイズのみなさんの熱い想いが、しっか
りユースに引き継がれ、それぞれにこのＩＹ
Ｃで得た感動を糧に、変革の担い手となっ
て活躍してくれることを信じて疑いません。
　Bon Voyage！

ＩＹＣから学んだものを大切に
アジア地域会長　　高田　一彦

　世界35カ国より147名が富士山の
麓に集結したInternational Youth 
Convocationが2010年8月2日から8
日まで開催されましたが、この規模
はIYCとしてはまれにみる参加者数
と充実した内容であったと思われま
す。事前の準備などを考えると足か
け４年にも及ぶスタッフの綿密な企

画のもとに推進されてきた結果で、まず企画に関わった
方々のご尽力に感謝したいと思います。
　肌の色から言語、習慣の異なる世界の若者達が、同
じ場所に集まって、共通のテーマについて語り合い、親
睦の和をもてたことは本当に貴重な経験であったと思

います。
　International Conventionにおける発表も
若者らしさを表現できワイズメンからもパ
ワーをもらったと大いに評価されています。
　熱い思いを胸に秘めてそれぞれの日常に
帰ったと思いますが、いつまでもこの熱き思
いを持ち続けて次のステップへの飛躍の一助
として欲しいと思います。



巻末に寄せて
国際書記長（HC10 広報委員長）　　西村　隆夫

　霧と小雨の降る富士山YMCAの会
場を国際議員団(ICMs)が訪問し
た、8月4日、突然、雲が劇場のカー
テンがさっと開いたかのように、あ
の素晴らしい富士山が姿を現した。
その力には司会進行中の国際本部
(IHQ)スタッフのジェームス・オーレ
も到底、勝てなかった。主が創造さ

れた大自然にはそうとうな力があり、あの瞬間を世界
からインターナショナル ・ユースコンボケーション
(IYC)に参加した、１４７名の若者は何を感じただろう
か？　とても問題意識が高い優秀なユースが多かったと
聞いています。この報告を読むころには、我々大人のワ
イズメンとしても、国際協会としても、何らかの手がか
りを見出して、ユースインターン(YI)としてジュネ－ブ
の国際本部に来た橋崎真実さんと本コンボケーション
の選挙でえらばれた、国際ユース代表(IYR)のビンセン
ト・ギチャンバを中心に、このIYCで築かれたネット
ワークと友情をもとに次の一歩を踏み出していくことを
期待しています。
その後の植樹といい、地元富士クラブを中心にワイズ
とYMCAの皆さんが一生懸命準備していただいたBBQ
といい、最初の到着から送り出しまで本当にワイズ
リーなお世話をしていただいた皆様にも心より感謝い
たします。

“Build a Bridge to the Future”
国際会長　　藤井　寛敏

　ワイズメンズクラブ国際協会は1922年の設立以来、
健全な精神と肉体を持つ若者の成長を応援することを
YMCAと共に最も重要な使命の1つとしてきました。　
ユースコンボケイションは国際、地域、区において我々
がユースを応援する最も大きな意味のあるプログラムで
す。第13回の国際ユースコンボケーションが富士山麓
の富士山YMCAと日本YMCA同盟の施設である東山荘
において盛大に成功裏に開かれましたこと心からうれ
しく思います。
　今大会は皆さん自身が計画し、組織し、実行された
最初の画期的な大会でありました。
　私は今期国際会長としてのテーマを”心新たに立ち上
がろう”　（“Once More We Stand”）,スローガンとし
て”明日への橋を架けよう”（Build a Bridge to the 
Future）としました。
　この我々の貴重な運動を次の世代に確実に引き継ぐ
ために、あなた達、若者と共に語り、共に働くことを
続け、強めていきたいと思っております。
　あなた方の未来への熱き思い、強い行動力、柔軟な
思考は、我々の経験と知恵と融合することにより、未
来へと繋がる強い組織を作り出すことが出来ると確信
しております。
いつの時代でも新しい時代を切り開くのは若者です。　
近い将来において我々のパートナーとしてだけではな
く、我々の組織の中核としてあらゆる活動の企画から
活動にまで参加されることを夢見ております。
　あなた方は今人生の出発点に立っています。さまざま
な課題と夢を持っています。
　それらによってあなた方の周囲の環境は大きく変わ
ります。しかしこの大会で育まれた友情をいつまでも持
ち続け、この感動の火を静かにでも心の
中に燃やし続けてください。たとえ環境
の変化などによりユースを離れなければな
らないことがあってもこの大会で
点した火は今後のあなたの人生
の大きな指針になることを願っ
ております。そしてまたいつの
日にか我々の運動に参加す
るために戻ってきてくれる
ことを心より願っておりま
す。
　最後に20世紀のアメリ
カの有名な経済学者、
シュムペーター氏の言葉
を贈ります。
“鉄道をつくったのは幌馬車の
オーナーではなかった”
　健闘を祈ります。





Make a Change

Be the Change

IYC2010
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