
C I S V 日本 協 会ニュース

ご 挨 拶
CISV日本協会会長 岩間陽一郎

ポストコロナの世界へ
ポストコロナがコロナ以前とは異なるニューノーマルであっても
CISVの活動は次第に回復してくると期待できると思います。　
世界の情勢は残念ながら、まさに多極化の様相を深めているよ
うにも思われます。

米中の対立、相変らず不安定な中東、台湾海峡の緊張、深刻度
を増す北朝鮮問題、ミャンマーを始めとする深刻な人権侵害問
題etc. 数え上げればキリがない様です。

困難な状況にはありますが、地球環境問題への取り組みの前
進、人権意識の向上、さらには企業活動におけるガバナンス意
識の向上など、社会を良い方向に前進させる動きも強まってい
る様に感じます。

この様な環境にあって、CISV活動の意義はますます高まってい
くのではないかと思います。

子供の頃から国境を越えて親しみ、世界の平和を希求するボラ
ンテイア精神に支えられる活動は極めて貴重なものであるとの
思いを、皆さん強められておられるのではないでしょうか。

2022年はPost_Covid-19の新たな幕開けとなることを期待
し、CISVにとっても新たな前進の年となる事を祈念してご挨拶
とさせて頂きます。

コロナに明け、コロナとの戦いに終わる2021年であり、CISV本
来の活動も事実上停止せざるを得なかった残念な１年でした。

当初発表された接種計画通りには進まずヤキモキさせられた感
は拭ませんし、副反応も云 さ々れましたが、ワクチンの効果は矢
張り絶大であるように思います。

対策に多方面から色々な批判もありましたが、我が国の国民性
と遅ればせとは言え政府の精力的対策が効果を発揮し、日本の
現状は国際的に見ても最も抑制できていると言えそうです。

欧州や米国を始め未だに終息とは言えない状況や第六波の襲
来も懸念されていますが、現状を維持できるとすればCISVの活
動も2022年には漸く平常に戻る可能性を感じています。

国境を越えた往来も徐 に々正常化の方向が見えてきた様です。

一方コロナ禍で行動が抑制される中、オンラインによるミーティ
ングの普及が急速に進み、リモート環境でのコミュニケーション
は様変わりに進化したようです。

日本協会でもウェビナー“CISV_Journey“が開催され、CISVへ
の皆さんの理解が一層深まったのではないでしょうか。また国
内ミニビレッジ、ユースキャンプや関東YMキャンプも全てオンラ
インで行われたほか、ジュニア活動も積極的に行われました。
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国内キャンプ開催報告

Yellow Submarine Villageを終えて
大久保素子（ミニビレッジディレクター）

2021年8月11日、12日、14日、15日の4日間に関東、関西、東海から11-12歳の子どもたちとリーダー、スタッフ、合わせて18人
でオンラインのビレッジを開催しました。

「いつかみんなに会いたい」「仲良くなれて嬉しかった」そんな感想を最終日にキッズから聞く事が出来て、あーよかったと思った
のが8月15日のキャンプ最後の時間でした。

2020年私が所属するCISV日本協会関東支部では、子どもたちが集う機会なく1年が終わり、2021年はコロナ禍でも子どものた
めにできることはないのか、と模索する中で生まれたのが本プログラムです。緊急事態宣言の発令を受け、当初思い描いていた神
戸での対面での開催はかないませんでしたが、スタッフとリーダーがオンラインでも子どもたちにCISVらしい体験をと知恵を絞っ
て準備をしました。リーダー、スタッフ全員がCISVの活動を前年度までに経験をしているという安心感がある一方で、オンラインキ
ャンプは皆にとって初めての体験で、魅力的な内容となっているのか、参加者の期待に応えることができるのか手探りの状態での
スタートでした。アクティビティ中に飽きてしまったら？途中から来なくなってしまう子はいないのか？など不安もありましたが、い
ざ始まったら本当に楽しい時間をみんなで過ごすことができました。

オンライン用のアクトも（自画自賛ですが）楽しかったし、ZoomでもCISVらしいアクトができたのも収穫でした。初めて会う友達
と、しかもオンラインで頭を使いかつ心が動くアクトをすることができるのかと準備段階で悩んだことも、キッズは簡単に飛び越え
てとても豊かな議論ができたのが素晴らしかったです。高揚感と充実感を持って終えたキャンプの、ほとんどのメンバーとは実生活
で会ったことはないのですが、同じ方向を見ることが出来る仲間としての、なんとも言えない一体感をオンラインで実現できたこと
に、大きな手応えを感じました。大人が8人集まれば2ヶ月の準備期間でオンラインキャンプは出来るということもわかり、気負わず
2022年もできる人で企画したら楽しいよ！とみなさまに全力でお伝えしたいです！

子ども達がわくわくする時間を持つことができるキャンプを！それぞれの子どもがそのままの個性で心地がいい時間を作りたい！
そんな思いが少しでも参加者に届いていたら嬉しいです。

最後になりましたが、10人の参加キッズのために、各支部のみなさま、日本協会の方々、実行委員会のメンバー、本当に多くの人が
関わって準備してくださり、このプロジェクトがキッズにとって素晴らしい体験となったことに心から感謝しております。ミニビレッジ
をきっかけに10人のbaby_CISVersという宝物が誕生したことを心から喜ばしく感じるとともに、この10人のキッズが対面のキャ
ンプに参加できる日が1日も早く来ることを切に願って・・・。
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国内キャンプ開催報告

ALL YOU NEED IS LOVE ユースキャンプを終えて
八木香保里（ユースキャンプディレクター）

CISVに20年以上所属していますが、過去に派遣が全面的に中止となったのは2001年の同時多発テロの時だけです（私の弟がタ
イのビレッジに参加予定でした）。キャンプ中止が発表されたと同時期に、派遣予定だった子供達もショックを受けていると聞き、 
CISV関係者の中で国内キャンプの案が持ち上がりました。

『どんな状況であっても子供達の平和に対する想いを絶やしてはいけない』

国内キャンプ発案から1年以上が経ち、オンラインに形を変えて、国際キャンプスタッフやJB活動経験者のようすけ・まよ・こうすけ
に加え、ミャンマー出身のケイという心強いスタッフと共に、2日間のユースキャンプを行いました。『SDGs』をテーマに、自分たちの
身の回りのSDGsや、国内や世界で起こっている問題について宿題を発表したり、アクトを通して幅広く話し合いました。

キャンプの集大成となるBIG_ACTでは、SDGs17番目の『パートナーシップで目標を達成しよう』を裏テーマに、キャンプオリジナ
ルのアクトをしました。ユース達には、各国の条件とゴールを伏せた状態で、先進国、新興国、発展途上国に分かれてもらい、国を豊
かにする政策・貿易・国交に見立てたアクションカードを選んで、政策を進めていってもらうカードゲームです。アクト中盤、皆真剣
にカードを選んでいくのですが、最初の条件が不平等なので、画面上にはSDGsが達成しきれていない世界の縮図が完成してしま
います。

スタッフ達の中で『いい感じ。次で世界会議を開くぞ。』というタイミングで、先進国のユースから『世界のみんなと話し合いたいで
す』と意見がありました。他のユースからも『世界会議を開いてほしい』『このままじゃ世界がよくならない』と声が上がりました。私
としてはめちゃくちゃ感動して泣きそうなのと、徹夜で絞り出して考えたシナリオを先読みされる、という予想外の状況に、ニヤニヤ
が止まりませんでした。やはり子供達の考える平和は無限大です。ユース達はシナリオではなく、自分たちの力で世界会議を開きま
した。

このキャンプを通じて私たちが伝えたかった事は、まさに『愛こそすべて』です。お互いがお互いを思いやり、支え合うことができれ
ば、もっと平和やSDGsを実現することに繋がっていくと思います。「完璧な国など１つもなく、各国の良さを生かして地球規模のゴ
ールを地球民全員で目指す。だから完璧にならなくていいよ。自分らしく、自分にできることを。」そうユースのみんなにもお伝えしま
した。

1人1人が自分の得意な部分を持ち寄って集まれば、百万馬力になります。このコロナ禍でたくさんの障害がある中、CISVでの平
和活動ができたのは皆さんのおかげです。対面はもう少し時間がかかりそうですが、またみんなで手を繋いでCISVソングが歌える
ことを願っています。ありがとうございました。

まずはじめに、新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、約2年間CISVの国際活動
が困難となった中、今回のオンラインキ
ャンプにご尽力頂いたCISVの皆様・参
加してくれたユースのみんな・大変な状
況の中、支えてくださったご家族の皆様
に、心より御礼を申し上げます。

私は元々2020年の日本大会のディ
レクターをする予定でした。キャンプ
スタッフ未経験ではありましたが、11
歳からのCISV愛を胸に夢を膨らませ
て準備を進めていた矢先、緊急事態
宣言が発令され日本大会は中止とな
りました。
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関東支部国際オンラインキャンプ開催報告

新たな可能性
髙瀨広晴（ユースミーティングディレクター）

コロナウイルスの世界的な流行によって、例年とは違った年末年始を送った2020年12月と2021年1月。本来ならここ日本で世
界中の12、3歳の子供たちが対面で集まる予定だったが、それも中止となった。どのようにするか考えた時に、スタッフ全員が継
続・オンラインでの開催を目指すことになった。その後、オンライン上で研修を重ねていく中で、これからどのようにオンラインキャ
ンプを実現させるか、どのようにオンラインとしてのキャンプを作るか模索していきながら、キャンプの外枠をデザインしていった。
期間は2020年12月26日、27日、2021年1月2日、3日の4日間。参加者は日本・ブラジル・フィリピン・ミャンマー・タイから12
～14歳のユースと、彼らをまとめるリーダー、そして我々スタッフ。誰もが体験したことのないことを手探りで決めていった。１ヶ月
前からはリーダーとも連絡をとり、本番に向けて直前まで準備を詰めていった。

こうして総勢41人で作り上げたこのオンライン・ユースミーティング ”iCONTACT”は、自分にとって大きな挑戦であり、また多く
の学びを得られる経験となった。

まずは何よりも、世界でも初の取り組みとなるオンラインキャンプの実装に向けて、他のスタッフやパストスタッフの方 と々何度も
相談した。招待国、期間、当日のスケジュール、アクトの内容など、従来のキャンプにおける準備に加え、前例のないものであるだけ
に、ビデオアプリケーションなどの使用媒体や、日々の生活が徐々にオンラインでの活動にシフトしていく中で見えてくる問題点、
アクトそのものをオンラインでどう行うかなど、全員が手探りで準備していく形になった。全体を通して自分がキャンプに使えると
思ったツールや技術は、積極的に提案して試行するようにした。特にアクトのプランニングに関しては、オンラインであっても自分
たちが何を伝えたいかを重点的に話し合い、今できることを実現させるよう努力した。

また、ジュニアスタッフでありながらディレクターも務めさせていただいたことも、個人的に大きなチャレンジであった。今まで集団
のリーダーとして活動したことはなかったため、最初は面白そうという理由で引き受けたものの、実際に物事をとりまとめる中で、
考えることや改善することも多かった。本格的なプランニングは２ヶ月前から始めるなど、残されている時間が少なかったために、
困難こそ多かったが、１つの形が出来上がったのを見ると、達成感も味わえた。

初めてのことだらけのこのキャンプを、ディレクターとして開催できたことは、これに携わってくださった全ての人のおかげだ。そし
て、このオンラインキャンプという新たな可能性と、まだまだ良いものを作ることができると確信したため、今後はこのキャンプが
ロールモデルとなって、さらに素晴らしいものが作られることを願っている。
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CISV Journey ～長旅を振り返って～ 

ナビゲーター Taka こと
宮﨑隆久（ウェビナー実行委員会・同窓会担当理事）

CISVの過去から現在、そして未来へと続くＣＩＳＶの歴史、それを皆さんと一緒に旅をするように学んでいく『CISV_Journey』。 
2020年8月16日に、CISV日本協会の今西常務理事から私に届いた「CISV_Japanでウェビナーを開催したい」という1通のメール
は、この旅への招待状でした。CISVから長年遠ざかり、しかもオンラインミーティングツールのZoomについては全くの素人。

そんな私がナビゲーターとなり、2020年9月27日に第1回目を開催、その後、ほぼ月1回のペースでウェビナーを開催し、これまで延
べ700人を超える多くの皆さんにご参加頂きました。本当にありがとうございました！

CISV_Journeyを振り返ってみると、毎回新しいチャレンジを行い進化し、ご参加頂いた皆さんから頂いたアンケートやご意見を踏ま
えて改善を続ける取り組みでした。せっかく時間を割いて参加していただいている皆さんの期待に応えるべく、そして今後、CISVの歴
史を振り返ることができる大切な映像資料となるよう、毎回、開始ギリギリまで内容の修正を行ってきました。その為、ご協力いただい
た講師、そしてスピーカーの皆さんには、無茶なお願いも沢山させていただきました。この場をお借りして、感謝申し上げます。ご協力
いただき本当にありがとうございました。

私はCISV_Journeyを通じて、元CISV国際事務局長から現役のJBまで、熱い想いを持った多くのCISVerに出会うことができまし
た。そして、その生の声を皆さんにお伝えすることができました。CISV_Journeyが、ウェビナーという、時間も距離も越えることが可能
なオンラインイベントである強みを、最大限に活かした結果であったと思います。そしてそれは、今後のCISVプログラムに様々な可能
性をもたらすのではないかと感じています。オンラインでなければ実現不可能な面白いプログラムが、これから沢山出来てくるのでは
ないかと期待しています。

もしかすると、これを読んで初めてCISV_Journeyの存在を知った方もいらっしゃるかもしれません。でも大丈夫です！CISV日本協会
のHPやYouTube、Facebookでいつでも見ることができます。下記QRコードを参照して、是非、ご覧になってください。

そしてこのCISVニュースがお手元に届く頃には、いよいよCISV_Journeyがフィナーレを迎えます。是非リアルタイムで参加して、この
長旅の最後を盛り上げてください。
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NJR活動報告
緒方希恵（Sr. NJR）

2020年11月にはオンラインでJAM代替JBT（JBTraining）が開催され、旧部会メンバーから新体制の部会メンバーへと移行し、見慣
れた面 か々らかなり変化を感じました。2021年5月にはオンラインでYouth_Seminarが開催されました。テーマは「破る」で、参加者は
スタッフそれぞれの「破る」を表現したセッションを受けました。開催数日前には今回用に1人1冊Youth_Seminar用のノートが届き、
オンラインでも形として残るものがあり、とてもよかったと思います。他にも高校1、2年生対象のJBTや高校3年生、大学1年生対象の
JBTも開催されました。これらはこれからのJB_Japanを担う次世代のJBたちに、大学3、4年生を中心としてそれぞれの世代にあったト
レーニングを行おうというものです。具体的には高校1、2年生にはJB_Japanの年間スケジュール、高校3年生、大学1年生にはセッシ
ョンの作り方などをレクチャーしました。今年度最後のNJBC&W（National_Junior_Branch Conference_&_Workshop）も今
回はオンライン開催でした。アイスブレイクで行った「俺の持ってきたアイスが最強に決まってんだろ選手権」はかなり盛り上がり、最終
的に凍らせたヨーグルトが優勝しました。参加者同士で話すセッションが多く、オンラインでもJB_Japanの団結がより強まりました。

2022年度も、行事の中止やオンライン開催を避けられないことはまだ多いかと思います。しかし、持ち前の団結力を活かして充実した
1年になるよう頑張りたいと思います。

2021年3月6日、13日、20日の3日間で、TEA（Teamwork_of_East_Asia）が開催さ
れました。TEAは、アジアのジュニアの発展を担うことや、日本のジュニアが世界へ飛び
出すきっかけを提供すること、そして日本のジュニアの活性化を担うことを目的としてい
ます。今年度も、新型コロナウイルスの影響でオンラインでの開催となり、Discordを用
いての開催となりました。今年度は、3週間に分けるという新しい形をとり、コーディネー
ターの前Sr.NJR（National_Junior_Representative）河野光咲を中心に、10名のプ
ランナーと6か国20人以上の参加者が集まり、「コミュニケーション」というテーマで、セ
ッションを行いました。

同年5月には、JASPARC (Juniors_Asia-Pacific_Regional_Conference)が開催さ
れました。JASPARCは、アジア太平洋地域のJBが一同に集結し、アクティビティやディ

ジュニア部会活動報告
殿村由利子（ジュニア部会長）

2021年度のジュニアの4支部での活動は、すべてオンラインでの
開催となりました。オンラインでの開催が難しいWinter_School
とSummer_Schoolに関しては、どちらも中止という形になりま
した。Winter_School_2021のテーマは「Home」、Summer_
School_2021のテーマは「フルーツポンチ」と決め、どちらもスタ
ッフ一同全力で準備しましたが、コロナウイルスのため安全性に難
があり開催には至りませんでした。

スカッションを通して、JBやCISVの発展の為に意見交換をする国際JB行事です。本来なら、インドのラクナウで開催される予定で
したが、昨年に引き続き本年もオンラインでの開催となりました。日本からは2名のNJR（前・Sr.NJR 河野光咲、前・Jr.NJR 緒方
希恵）を含めた5名のJBが参加し、全体では50名以上のJBが集結しました。最終日には各デリゲーションからの出し物があり、み
んなで楽しい時間を過ごしました。

そして8月にはIJBC（International_Junior_Branch_Conference）がオンラインで行われました。IJBCは、1年に1度世界各
国のJBが集まりセッションを通して様々なことを学び、お互いの意見を交換しあう国際JB行事です。日本からの参加者は、前・Sr.
NJR、Jr.NJRを含む3名でした。IJBCでのセッションは、IJB_Teamだけでなく、様々な国のJBによってプランニングされており、20
種類以上の内容のセッションが行われました。
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モザイク部会報告
島崎裕介（モザイク部会長）

モザイク活動しませんか？

と言われても、何のことかわかりませんよね。。。私たちモザイク部会では、地域が抱える課題をCISVで培ったスキルを使って解決し
てみよう！という活動をしています。CISVが取り組むテーマは、

- Diversity（多様性）
- Human Rights（人権）
- Conflict & Resolutions（争いと解決）
- Sustainable Development（持続可能な成長）

の4つ。このテーマに関するプロジェクトを実施していくのがモザイク委員会になります。大人も子供も参加できますし、また自分が
主体になってプロジェクトを実施することもできます。こういうテーマに取り組んでみたいなぁ、というアイデアがあれば、ぜひお近く
のモザイク委員会メンバーにご相談ください。

東日本大震災から10年目の今年は、STEP（Smile_Tohoku_Empowerment_Project）というプロジェクトをオンラインで開催
しました。震災の記憶はどんどん薄れてきますが、そこに暮らす人や活動している方のお話を伺い、復興の状況や震災から得た教
訓、現在抱える問題などを学んで、これからについて考えようという取り組みです。今までのSTEPでは、被災した場所に実際に行っ
てみて、見て・聞いて・食べて・楽しむことができましたが、今年はオンライン開催となりました。実際に訪れることができなくなった
反面、オンラインではたくさんの方に参加していただくことができ、今後のモザイク活動の可能性を感じることもできました。

また、GISVというイベントもオンラインで開催しました。GISVのGはGrown-up、大人のためのCISV体験ということで、実際にこど
もたちがキャンプで行うアクティビティをオンラインで体験してもらいます。楽しいのはもちろんですが、びっくりしたり、勉強になっ
たり、CISVの魅力を再発見できるイベントになっています。また、親御さんにとっては、こどもたちがキャンプでどういう経験をして
いるのかを垣間見る機会にもなり、こんな体験をするんだ、こんな風に感じるんだ、と新鮮な発見があると思います。

今年は、新たなプロジェクトとして、地域の伝統工芸について学んだり、生ごみから肥料を作るコンポストを学んだりする予定です。
興味があるプロジェクトに、ぜひお気軽に参加してみてくださいね。
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橋上浩子（運営委員長）

②2021-2022_CISVwithコロナを考える会

2022年度、コロナ禍の中でCISV活動を行っていくために、お互いに話し合い、共に考えることで、今後の準備をよりよい形で進め
るきっかけとなる意見交換の場となりました。Jamboardという新しい手法でのワークショップで、思いつくまま意見を出し合い、
実践に向けて考えました。支部・年齢・部会の枠を取り払ったグループワークでは、心を解放して意見を出し合い、最後の支部毎の
グループで冷静さを取り戻し、現実的な課題について話し合うような時間となりました。

③RM研修会

支部長、部会長、各支部の委員長、リーダー、ディレクター、スタッフ、JCなど、国際プログラムに関係する人が修了しなければなら
なくなったSafeguarding Certifi cation Courseについての研修を開催いただきました。

2日目は、CISVの会員全ての方に楽しんでCISVの現状を知ってもらいたいという思いで、ストーリー仕立ての全体会を、担当の方
々が企画してくださいました。先ず派遣に関する各部会のプログラム紹介や、変更点の説明、育成担当の活動内容を紹介しました。
コロナの影響でたくさんのプログラムが中止になり、残念な状況ではありましたが、3つのオンラインキャンプが開催され、それぞ
れのキャンプの報告がありました。報告の中では子ども達の率直な思いを伺い知ることが出来、感動し涙した方も多かったと思い
ます。オンラインでどんな事が出来るのかな？と言う謎を解き明かすように、ジュニア部会の皆さんが、活動報告と共にオンラインア
クトを体験する時間を設けてくれました。CISVへの理解度チェックや罰ゲームで、知力体力を楽しく使い果たしました。その後、オ
ンラインキャンプをフォローしてくれた各支部や、困った時にアドバイスをくださったリスクマネージャーからの報告。CISVの良さ
をもっと知ってもらおうと活動している広報プロモーション部会。最後に世界のCISVの現状について国際理事からお話をいただ
き、前日開催した2021-2022CISVwithコロナを考える会の報告で終了しました。

コロナに限らずどのような状況であっても「平和」について考える。知り合った誰かを案じ、そしてまだ見ぬ誰かに思いを寄せる。そ
んな2日間でした。次回はぜひ対面で開催できるようにと願います。

最後になりましたが、オンラインJAMの企画、運営・参加に関わって頂いた全ての皆様に感謝を申し上げます。
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2021年10月16日(土)～17日（日）に初めてのオンラインJAM 
（Japan_Annual_Meeting）を開催しました。JAM自体は3年
振りの開催となり、オンラインとはいえ賑やかな2日間となりまし
た。1日目は以下3つの報告やワークショップが開催されました。

①国内キャンププロジェクトについてのエバリュエーション

2021年度はコロナの影響で対面によるプログラムが中止にな
りましたが、CISVへの思いを形にということで、国内キャンププ
ロジェクトが始動され、オンラインキャンプが開催されました。こ
の時間はプロジェクトに関しての課題や様々な立場からのサポ
ートについて報告をいただきました。


