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I. 開催概要  

●略語について APRW（Asia Pacific Regional Workshop）：アジア太平洋地域のワークショップ。午前、午後の分

科会によるワークショップと、夜の全体会（共通セッション）で構成される。参加者は自分の興

味のあるワークショップを選択して受講する。 

 JASPARC（Juniors Asia Pacific Regional Conference）：APRWの分科会の1つとして開催されるジ

ュニアのためのワークショップ。 

●日程：  2015年4月7日～4月12日  

●開催国： インドネシア バンドゥン 

インドネシアでのAPRW開催は2008年以来、7年ぶり。今回はジャカルタの近隣都市バンドゥンから

さらに奥に入ったレンバンという山の上の避暑地にあるリゾートコテージで行われた。レンバンは

ジャカルタやバンドゥン市内の暑さがうそのような涼しさで、プールはあっても泳ぐ人はごくわずか、

むしろ毎日少し寒いくらいだった。 

パワフルでおもてなしの心あふれるインドネシア人スタッフのみんなには、いつもながら頭が下が

る。おかげで楽しく、気持ちのよい、そして実りある6日間を過ごすことができた。 

●参加国： 17カ国 

アジア太平洋地域：インドネシア、フィリピン、日本、

インド、オーストラリア、中国、ベトナム、ニュージー

ランド、モンゴル、韓国、香港、ミャンマー、タイ 

（人数の多い順） 

その他：デンマーク、ドイツ、イギリス、アメリカ 

●参加人数： 167名  

●日本からの参加者： 17名（部分参加者を含む）  

APRW 14名 関東支部：○熊崎奈緒、＊平洋一、＊木村緑、藤田耕司、○千田奈穂、 

☆フリアナ・ブリティカ・アルサテ、＊坂田綾、＊関口里絵、＊今西淳子、 

▽＊野田百合子 

関西支部：＊松尾早恵、山地康稔（部分参加） 

九州支部：○河合真理、＊◎宮里かをり 

JASPARC 3名  関東支部：＊津田麻里奈、＊和田素、＊▽小林由依 

（記号は各助成金受理者を示す。○支部、＊日本協会、

◎APRW2016準備予算、▽PACE基金、☆国際）   

●参加費:  APRW：US$320 JASPARC：US$260 

●開催ワークショップ：  

 JASPARC 

 CISV入門（週末オプション） 

 支部開発トレーニング 

 モザイクトレーニング 

 リスクマネジメントトレーニング 

 TTT (Train The Trainers) 

 アジア太平洋年次会議（APAC） 
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●スケジュール： 

 

4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12

朝食

7:00am-8:30am

セッション１ ＜共通セッション＞ ワークショップ ワークショップ ワークショップ 解散

9:00am-10:30am 人と役割の紹介 5 6 11

休憩

10:30am-10:45am

セッション２ ワークショップ ワークショップ ワークショップ

10:45am-12:15pm 1 7 12

ランチ

12:15pm-2:00pm

セッション３ ワークショップ ワークショップ ワークショップ

2:00pm-3:30pm 2 8 13

休憩

3:30pm-3:45pm

セッション４ ワークショップ ワークショップ ワークショップ

3:45pm-5:15pm 3 9 14

休憩

5:15pm-5:30pm

セッション５ ワークショップ ワークショップ ワークショップ

5:30pm-7:00pm 4 10 15

夕食

7:00pm-8:30pm

セッション６ ＜共通セッション＞ ＜共通セッション＞

8:30pm-9:30pm Conflict & Resolution
ミッション＆ビジョン

レビュー

Asia Pacific Regional Training Forum

APRW JASPARC 2015

April 7 to April 12, 2015   Bandung, Indonesia

フェアウェルパーティー
＆カルチュラルパフォー

マンス

受付

フライト変更、遅延が多
かったため予定を変更
してこの日は受付のみ
とし、予定していたプロ
グラムは延期された

ウェルカムパーティー
＠西ジャワ州知事オ

フィスにて

遠足

遠足で訪れたアンクルンという伝統楽器の

ショー。3 歳から大人まで、このコミュニティ

で生まれ育った若者たちのショーは圧巻。

観客も楽器を渡されて一緒に演奏するのも

また楽しかった。 
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II.  参加者の感想 

 

小林由依（ゆい）  シニアNJR 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

JBとして、Sr.NJRとして初めての参加となった今回のJASPARC。飛行機や交通のトラブルなどで1日目のセッショ

ンがなくなるなど、急なスケジュール変更が多く、突然、担当のセッションが回ってくるなどの事態もありました。

その中でも、前年度のSr.NJRと意見を出し合い、regional workshopの定義、意義、目的を改めてAPJBで考え直す

時間をそのセッションで作り上げることができました。ことの始まりは、日本のregional workshopであるTEAが迷

走しており、他のAPJB諸国から意見を得たいというものでした。結果的にはAPJB全体がregional workshopとはな

にかを見つめ直し、新たなアイデアを生み、衰退しかけていたregional workshopを活気付けるきっかけにもなれ

たのではないかと思います。これからのTEAを作り上げていく上でも、とても有意義なセッションとなったことは間

違いありません。今回のJASPARCはTEAのパートナー国を見つけるというNJRとして重要な仕事もあり、APRW/ 

JASPARCの間もAPJBの国際理事やNJRたちと上手く連携がとれるのかという不安もありました。しかし、APACで

TEAのプレゼンを行った際、多くの方がTEAに興味を示し、協賛を得られました。そのプレゼンや、JASPARCで行っ

たセッションが契機となり、この度インドネシアというパートナーを得ることが出来ました。高いトレーニングスキ

ルを持つインドネシアとTEAが行えるということは、今後の日本

のJBの意識向上や後進のJBの育成に役立つことは間違いあり

ません。 

そして忘れてはいけないのは今回のwelcome partyとfarewell 

party です！welcome partyは州知事の官邸に招待され、豪華

なパフォーマンスや催しが行われました。参加者も各国の衣装

に身を包み、会場はとても煌びやかなものとなっていました。

Farewell partyでは日本デリゲーションがAKBとソーラン節を踊り

ました。毎日夜に練習を重ねた甲斐もあり、パフォーマンスは大

絶賛でした。来年、日本で開催されるAPRW/JASPARCも盛り上げ

ていけたらと思いますので、みなさんのご協力よろしくお願いし

ます！ 

 

 

津田麻里奈（まりな） 関東ジュニア、関東SC委員長、関東パストリーダー 

JASPARC2回目 JASPARCに参加 

 

－再会の喜びと高まる期待－ 

空港に着いた瞬間から『Marina～』の大きな声と熱烈なハグ。昨年タイで知り合った人が、今回インドネシアの

となっていたのだ。移動のバスも、ホテルに到着してからも悲鳴のような声とともに再会の嵐。久しぶりに会うと

いうのは日本でもあることだが、たった1年でも国が違うとやはり再会の感動が違う。VLなど幼少期にCISVのプロ

グラムに参加したことがなく、なかなか今までリユニオンなどを体験したことがないから、今回の再会の感動は大

きかった。 
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2回目のJASPARCは、去年よりもさらに日本以外の参加者の年齢層

が低く、フレッシュだった。日本では高校生は受験や部活で忙しく、JB

といえばほとんどが大学生だが、他国は逆で高校生がメインでJBを

務めている。他国の異なるJB事情を知ることは面白い。また、5～7歳

年下の子たちから学ぶことも多く、同じジュニアでありながら自分のマ

イキッズと同世代という不思議な感覚であった。昨年、念願のリーダ

ーを経験した私は多くの人にTTTへの参加を促されたが、ジュニアな

らではのLearning by Doingで楽しみながら成長するこの環境が好き

だな～と改めて思った。 

今年のAPRW&JASPARCは様々なセレモニーが用意されていて、想

像以上のスケールに圧倒された。と同時に、来年日本で開催するに

あたっての期待が高まった。日本に来たいという外国人は本当に多い。彼らの期待に応えられるのだろうか？

次のAPRW&JASPARCが私にとって学生生活最後のプログラムとなる。来てくれるみんなにとっても、開催する日

本のCISVerにとっても、そしてなにより自分自身が最高だと思える1週間を用意できるよう頑張りたい。 

今回の参加にあたってサポートしてくださったみなさま、ありがとうございました。そして一緒に参加したみなさ

ま、今年もジュニアの出し物に参加してくださってありがとうございました。 

 

 

和田素（しろし）  元NJR、関東ジュニア、2015TEAスタッフ、2015関東リーダー 

JASPARC3回目 JASPARCに参加 

 

昨年に引き続き、今年もJASPARCに参加させていただきました。昨年はSr.NJRという立場であったのですが、今

年はNJRの任期も満了し一般の「平」JBとしての参加であり昨年とは異なる目的を持って参加することができまし

た。NJRの期間中は日本のJBの代表として全てのセッションに関して明確な目的意識をもって取り組まなければ

なりませんでしたが、今回は地域間ワークショップ、すなわちTEAについて議論するということを第一目標として

参加しました。しかし、参加してみればAPJB teamにノミネートされるという予想 

外のチャンスに恵まれ、選挙に出馬（？）させていただきました。各国NJRによる投票の結果、惜しくも僅差で

APJB teamの座は逃したものの、副メンバーといった立ち位置になるalternate APJB teamに選んでいただきました。

ノミネートされ、その様な立場に就くことができたこと、国際の場において選挙に出馬するという貴重な経験をさ

せてくれたAPJB、そしてノミネートを受ける背中を押してくれた日本チームの仲間にこの場をお借りして感謝致し

ます。当初の参加目的であったTEAについての議論もまとまり、来年は

インドネシアで開催する方向で調整中です。TEAはまだ発展途上の行

事ですが、地域間の繋がりをより強固にするためにはなくてはならない

ものであると考えております。引き続き、叱咤激励をよろしくお願いいた

します。 

今回の参加にあたってご尽力くださった日本協会、関東支部の皆様、

日本チームをはじめとするAPRW/ JASPARCの全参加者、CISVインドネシ

ア、JBの仲間への感謝で私の報告書を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 
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熊崎奈緒（なお）  関東パストリーダー、2015関東リーダー 

   APRW初参加 TTTに参加 

 

初めての参加となった今回の APRWは、一年以上前から楽しみに楽しみに待ち続けていました。APRWは、大

人のための国際キャンプと聞いていたが、言葉通り高校生からおばあちゃん世代のみんなが一緒になって楽し

む世代を超えた素晴らしい時間となりました。私のような CISV初心者から、支部を起ち上げたというおばあちゃ

んなど、CISVの歴史を垣間見る機会が何度もありました。これだけ幅広い人々が集まったが、さすが CISV、最初

の日からスッと打ち解けあうことが出来ました。 

TTTプログラムの参加者のみんなとは、とても濃い 3日間を過ごしました。トレーナー養成のためのトレーニン

グの TTT は、まさに CISV Wayが詰まったセッションの連続で

した。すべてが learning by doingで作られており、体験学習

を肌で感じました。このような素晴らしいセッションを作ってく

れたトレーナーと魅力的な参加者に囲まれた 3日間は、5感

全身を使い続けました。 

CISVのメソットは様々な場所で使用できるものだと思いま

す。世界のことを考えながら、地域の中で動き続ける人にな

っていこう、と再認識する時間となりました。本当に素晴らし

い機会をありがとうございました。 

 

 

松尾早恵（さえ）  ビレッジ部会長、はすたすメンバー、関西パストリーダー、スタッフ 

   APRW初参加 TTTに参加 

 

初めての APRWで初めての TTTを受けました。国内のトレーニングでうまくいかなかったところについての知識

と実践、さらにはフィードバックがもらえ、一緒に学んだアジアの仲間も増え、いいことばかりの６日間でした。自

分の中の収穫はフィードバックの仕方が学べたこと、人前で話す時気をつけるべき点が明確になったこと、トレ

ーニングのすすめ方の例をたくさん知ることが出来たことです。もっと早くから参加していたら良かったなと心か

ら思いました。 

 

 

平洋一（平さん、よういち） 日本協会リスクマネージャー 

   APRW初参加 リスクマネジメントトレーニングに参加 

 

2015年４月７日―１２日、インドネシア、ジャワ島の Bandung市の北にある Lembang という保養地で CISV 

APRWが開催された。Lembangは標高 1300ｍくらいの高地にあり、赤道近くのインドネシアでありながら冷房なし

で過ごせる快適な場所であった。この近くには火山がいくつかあり、北の方角にある標高 2084m のタンクバンプ

ラフ山は Bandung近郊の一番の観光地として有名で、1800ｍくらいの高さにある火口湖の展望台まで車でいけ

る。近くはお茶畑がきれいで、温泉もある。温泉といっても日本の温泉とは違い水着を着て入る温泉プールとい

った感じである。この場所ついて何も調べずに、とても暑いという思いこみで主に半そでの衣類しか用意していな
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かったので夜は結構寒い思いをしながら過ごすことになった。APRWに参加するのは初めてであったが、会場の

雰囲気は強いて言えば超フレンドリー。皆さん例外なく愛想がよく、とても親切で、まるで別世界にいる気分を期

間中味合うことができた。 

会場のホテルはコテージが並んだリゾートであった。食事はいつも同じでインドネシアの料理ナシゴレンとミー

ゴレンばかりではありが、段々飽きてくるが、まあまあであった。私の部屋の居心地はかなり問題ありで、椅子も

テーブルもなく、ネットもうまくつながらなかったので、部屋でたまっている仕事を片付けるというプランは早速挫

折したが、日本チームの Farewell Party での出しもののダンスの練習と、プールの近くのバーがあったので、時

間をもてあますことはなかった。なお何はさておき本来の目的であるリスクマネージャの 4日間のトレーニングに

はちゃんと参加し、無事に終了することができた。このような形で集まってワークショップを開くとみんな仲良くな

るのは新鮮な驚きでもあった。おかげで帰りもジャカルタまで参加者の車で送ってもらえたのは幸せであった。

会議を企画し世話をしていただいた方々には感謝をしてもしきれないぐらいである。 

 

 

山地康稔（山地さん） 関西支部長 

   APRW2回目 CISV入門（週末オプション）に参加 

 

 

2回めの参加となり前回よりは緊張せずに参加はできました。前回

は INTROということであり、アクティビティを交えたセッションでしたが今

回はがっちりディスカッションであったので英語での表現について不完

全なところが多かったと思います。 

前回同様短時間の参加でしたが、日本のデリゲーションタイムに参

加できましたので十分に楽しめました。今回も色々な方に助けていた

だいてありがとうございました。 

 

 

木村緑（緑さん、みどり） ユースミーティング部会長 

   APRW2回目 モザイクトレーニングに参加 

 

２度目の APRWは、やはり多くの出会いと学びの５日間だった。友との再会を喜びつつ、今回はモザイクのワ

ークショップに初参加。でも昨年より少し心に余裕を持ってワークショップを楽しむことができた。フィリピン人のト

レーナー、Marx と Rose Marieが進めるセッションでは、昨年 TTTで習ったことが次々と蘇ってきた。ああ、APRW

に戻ってきたのだな、と実感した。 

参加者は、インド、インドネシア、フィリピン、モンゴル、オーストラリア、デンマークと日本。経験豊かな参加者

が集まり、自国のモザイク活動の経験をもとにプレゼンテーションやディスカッションを行っていった。フィリピンを

はじめ、オーストラリア、デンマークの参加者は、現在進行中やこれからすぐに始めようとしているモザイクにつ

いて具体的に活動状況を熱く語ってくれて、その熱心な活動内容に驚き、大いに刺激を受けた。少しでも自分た

ちの社会を良くしていこうという意欲溢れる友を得ることができたのも今回の大きな収穫の一つ。自分も何かでき

ることはないかと考えさせられた。 
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最後に Learning by doing で実際にモザイクプロジェクトを作り上げていくセッションでは、Problem Treeの手法

を使って、日本人参加者３名でアイデアを出し合い、プロジェクトを作り上げて行った。このモザイクを実際に日

本で開花できるように活動していきたいと思う。 

「何も特別なことをしなくても、いい。」「身近なこと、できることから始めればいい。」トレーナーの Marxの言葉

が強く印象に残っている。 

 

 

藤田耕司（藤田さん、こうじ）関東リスクマネージャー、2016APRW実行委員長 

   APRW2回目 リスクマネジメントトレーニングに参加 

 

APRWへの参加は、2012年のマニラ以来 3年ぶり 2回め。CISVのリスクマネジメントセッションへの参加は、

2008年のフィレンツェ以来 7年ぶり 2回め。7年前にあった人がいたかどうかはわからないが、2012年にマニラ

で出会った人は見覚えがある顔があった。わたしは、人の顔を覚えるのがひどく苦手なのだが、それでも、アジ

ア人のほうが、顔の認識率がまだマシと感じた。 

今回の参加の目的は 2つ。 

１．昨年から課されているリスクマネジメント研修の要件を満たすこと。 

２．来年東京で開催される APRW に向けて、必要なノウハウをなるべく取得し、

役に立ちそうな人脈を作ること。 

 

１が満たされたかどうかは、まだ修了証が届いていないのでわからないのだ

が、２の方は、成果が上がった。 

この種のイベントは、セッションの中身も大事だが、それだけでは済まない。イ

ンドネシアの CISVは、州政府と多数の企業のバックアップを受けて、豪華なプロ

グラムを作り上げた。日本で、あれほど豪華なことができるとは思えないが、ひ

どく見劣りがすることがないように、努力したいと思う。 

 

 

千田奈穂（Nahoo） 関東ユースミーティング委員長、関東パストリーダー、スタッフ 

   APRW3回目 TTTに参加 

 

5年ぶりの APRW参加、前回の TTT参加からは 7年ぶりの TTT参加でした。懐かしい顔にも再開できたし、あ

たらしい出会いもあり、充実した APRWでした。派遣をサポートして下さった関東支部に大変感謝しております。 

トレーニングの基本は前回の TTT とさほど変わる点があるわけではありませんでしたが、しかし、自分の現在

の立場・期待すること、そして、参加者が異なればまったく同じようにすすむわけではありません。参加者はみな、

とても意識が高く、前半の大半を占めたトレーニング環境つくり、意識つくりも、そして、自分を見つめなおすセッ

ションもとてもスムーズにすすみました。 

トレーニングをするトレーナーになる！というと、どうしても「どうトレーニングを進めたらよいか」に主点がおか

れますが、実は、トレーナー自身を知ること、そして、参加者を知り、トレーニングに適した環境を作ることが大切

です。参加者を知るためには知ることが出来る環境を作ることも大切です。そういうことでは、トレーニングを始

める前からトレーナーにとってはトレーニングは始まっているのです。リーダー・スタッフを経験し、トレーナーとし
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ての立場、そして、派遣委員会委員長としての立場、個人派遣の派遣のお手伝いをする立場、APRWや TTT に

参加して…などいろいろ経験していて自分でもわかっているつもりでいましたが、再度、大切なことなんだと実感

しました。 

素晴らしいキャラクターとトレーナーとしての能力のあるファシリテ

ーターの 2人、そして、意識の高くでもとてもユニークな参加者達。今

回の TTTでもまた大変貴重で有意義な時間を過ごすことができ、参

加してとてもよかったと思っています。APRWや TTTは 1度参加した

からはいもう十分。終わり。という物ではありません。いつでも学ぶこ

とがたくさんあります。来年は日本・東京開催です。是非みなさんも

参加し、体験し、ご自身で実感して頂きたいと思います。 

 

 

河合真理（まり）  九州副支部長、九州パストリーダー、スタッフ、2015九州ユースミーティングスタッフ 

   APRW3回目 TTTに参加 

 

今回 10年ぶりの３度目のＡＰＲＷの参加となりました。かなり久しぶりに会った方々も覚えてくれていてとても

嬉しかったです。ＴＴＴには初参加で、事前にかなり大変だと聞いていたのでドキドキのスタートでした。色々な立

場、年齢の参加していたメンバーでしたが、ディスカッションが多かったためかあっという間に仲良くなっていきま

した。日頃何気にしていたことも改めて見直すことができたし、各国共通の悩みもあるのだなと実感しました。今

回は日本からの参加も多かったので語学でもかなり助けられました。終わってみるとしんどいのが 40％楽しいの

が 60％でした。 

インドネシアということで暑いのを覚悟して参加しましたが、バンドンは涼しくて過ごしやすいところでした。また、

かなり素敵なホテルだったので毎日休憩時間はリゾート気分を味わうことができました。お食事もおいしくて英語

でフル回転の頭もリフレッシュさせてくれました。 

来年は日本で開催ということでまたぜひ参加したいと思います。 

 

 

フリアナ・ブリティカ・アルサテ（フリアナ）  

アジア太平洋地域 IPP トレーナー、CISV ミャンマープロモーター、パストリーダー、スタッフ 

  APRW3回目 TTTに参加 

 

今回の APRWに私は、トレーナーではなく、トレーニーとして参加した。このような機会を与えていただき、感謝

したい。 

この研修から学んだことはたくさんあるが、特に伝えたいのはトレーナーと他のトレーニー(参加者)と一緒に、

グループで、チームとして行動することはとても大事だと思うということだ。研修内容より、研修体験の方が自分

にとって価値があった。つまり、設定内容だけではなく、皆のそれぞれの貢献で、新しい内容になったということ

だ。いつも、どんな体験でも、学ぶことができる。「自分探し」や「自分の成長」が止まらないということを感じた。 

最後に、この研修は CISVのトレーナーになりたい人を対象にしている、一般社会、日常生活でも役に立つ内

容（例えば、チームワークの能力や発表の能力など）が含まれているので、是非多くの人々に受けてもらいたい

と思う。 
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坂田綾（あやちゃん） モザイク部会長、関東モザイク委員会、関東パストスタッフ 

   APRW5回目 モザイクトレーニングに参加 

 

APRWのモザイクワークショップに参加しました。今回の参加にあたり、日本協会から補助をいただきました。

有難う御座いました。 

今回は１年振りの APRW参加であることに加え、昨年 9月にインドの 60周年式典に参加させていただいたた

め、初日からたくさんの友人に囲まれてスタートしました。 

本年度も昨年度同様、モザイクワークショップを受講しました。モザイクワークシートの書式が変更になり、昨

年度のトレーナー（Marx）からの受講の勧めがあったためです。受講に際して迷いもありましたが、結果的にとて

も良い選択だったと感じています。 

その大きな理由が、日本人の参加者と共に受講が出来たこと。また、Marxからのアドバイスで、現在関東で

プランニング中のモザイクプロジェクト案を前もって準備し、受講出来たことがあります。これにより、関東のプロ

ジェクトをヒントにしながら、日本人参加者と共に、より現実的にモザイクのプランニングをすることができました。 

モザイクワークシートの記入は、しばし倦厭されがちですが、ワークシートは少しずつ修正が加えられ、シンプ

ルで簡単になってきました。国内プロジェクトなのに英文でプランニングを作成することは、多くの日本人にとって

すでに複雑で、ハードルが高いと思います。しかしながら、プロジェクトのプランニングは、教育的プロジェクトを

実施する上でとても大切です。 

日本のモザイクは、精力的な委員会メンバーと CISVerに支えられ、活動の幅が広がってきています。CISVらし

い教育的な活動として、国際にも認められるモザイクプロジェクトが増えるよう、今後も国内のモザイク活動をお

手伝いしていきたいと思っています。今回の APRW参加は、そのための大事な学びと経験になりました。 

APRW参加に際し、ご協力いただきました皆様に、深く感謝申し上げます。 

 

 

関口里絵（サエ）  ステップアップ部会長、はすたすメンバー、関東パストリーダー、スタッフ 

   APRW5回目 モザイクトレーニングに参加 

 

今回 APRWが開催されたインドネシアは、2008年に私が初めて国際トレーニング(TTT)に参加した思い出の地。

前回は何もかもが初めてで、ドキドキしながらジャカルタに降り立った。今回もドキドキしている気持ちは同じであ

ったが、懐かしい仲間に会える嬉しさ新たな出会いへの期待あった!  

今回のバンドンはジャカルタに比べると小さな都市だが、日本に例えると軽井沢のように、少し高所に向かうと

涼しいというより寒いくらいの気候で、ワークショップ開催中も、とても過ごしやすく学びやすい環境であった。 

モザイクは、ステップアッププログラムでも、「Local 

Impact Day」という名で行われるとても関係の深いもの

であり、きちんとモザイクプログラムについて理解した

い！という思いから受講を決め参加した。モザイクに関

する細かな情報だけでなく、CISVの教育との繋がりか

ら始まり、どのように Facilitateしていくか等、とても良い

学びとなった。 

いつも思うが CISV活動は今の自分を振り返り、やる

気にさせてくれる不思議な力を私に与えてくれる。その
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中でも APRWは大人が、楽しく学べる場である。これからもより多くの皆さんに参加して頂きたい。そして、今回も

この素敵な機会を与えて下さった皆さんに感謝したい。 

来年（2016年）は日本開催！ 一人でも多くの方と一緒に、この貴重な瞬間を盛り上げていけたらと望みま

す。 

 

 

宮里かをり（かをり） セミナーキャンプ部会長、九州パストリーダー、スタッフ、2016APRW実行委員 

   APRW6回目 支部開発トレーニングに参加 

 

APRWに参加するのは 5年ぶりのことでした。久しぶりのため、また新しい体制になって、どのようになったの

か期待と不安とありましたが、新旧の友人達と楽しくかつ

真剣に学び合うことができ、他国や国際の状況を知るこ

とができ、オープンで暖かな雰囲気いっぱいの、参加者

としては変わりのない、大好きな APRWがありました。サ

イトも食事もスナックも遠足もパーティーも、すべてがしっ

かりと充実しており、来年日本で開催する際の参考にし

つつも、今年とのギャップの大きさに来年の参加者が落

胆しないか、心配です。落胆ではなく、むしろそのギャッ

プを楽しんで帰ってもらえるように、今年のスタッフに負

けないハートとチームワークを持って、準備をお手伝いし

たいと思います。 

 

 

今西淳子（今西さん、じゅんこ）国際理事、関東IPP委員長、2016APRW実行委員 

   APRW12回目 APACに参加 

 

APRW・JASPARCは2001年に復活した時から、ほぼ毎年参加していますが、すっかりCISVアジア太平洋地域の

お祭りとして定着し、大変嬉しく思っています。2年前に、アジア太平洋地域のCISVの活動を支援する目的で設立

したPACE財団（Peace and Cross-cultural Education Foundation）がITO Foundation USAから受ける助成金によって、

MOSAICとIPPを優先的に支援することによって、この地域全体がコミュニティー支援プロジェクトをするようになり

ました。これにより「CISVはお金持ちのもの」というイメージが変わっていくことを目指しています。CISV Japanは、

IPPをミャンマーやモンゴル等のプロモーション国と共同主催す

ることによって、この地域のさらなる発展に貢献しています。

「国際こども夏の村」から、さらに発展しているCISVを感じるため

にも、日本の皆さんも是非試しに参加してみてください。来年は、

東京で3月の連休に開催されますから、4日間の研修への参加

は勿論、週末プログラム、ボランティアスタッフ、あるいはオブ

ザーバー参加など、ご自分に相応しい参加方法を探してくださ

い。 
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野田百合子（ゆりぼう） アジア太平洋地域支部開発副コーディネーター、副国際理事、2016APRW実行委員 

   APRW 7回目 APACに参加 

 

今年もAPRWの季節がやってきた。今回もまぁいつも通りかなぁ、

毎日忙しく動きまわるのかなぁと思っていたけれど、実際に行ってみ

たら今年のAPRWは期待を上回る素晴らしさ。個人的には今までで

一番よかった。とくに参加したAPACというセッションでは、メンバーの

ほとんどが毎年顔を合わせていてお互いをよく知っているからかも

しれない。今までで一番自分らしくのびのびとできて、しかも人の役

に立っていると思えるようなAPRWだった。 

今回参加した主な目的は、アジア太平洋地域支部開発副コーデ

ィネーター（Alternate ReCo, Chapter Development, Asia Pacific）として地域の国や支部を支援することだった。具

体的にはAPACに出席し、ときにはセッションをファシリテートしながら各国の参加者と関係を築き、各国の事情を

理解すること。そして朝型のパートナーReCo、トムさんに合わせて朝７時から夜の１１時まで、食事をしながらま

たセッションの合間をぬって支援が必要な各国の参加者たちとミーティングをし、支援を提供していくことだった。

ここに来ている人たちはみんなCISVが大好き、みんな一生懸命。でも自分たちの支部や国には様々な問題や課

題を抱えている。そんな人たちの話を聴いたり、アイディアを出し合ったり、地域内で調整することで少しずつ問

題が解決したり、彼らの活動が前進していく。それを目の当たりにしたときには、こんな私でも微力ながら役に立

てたのだ、まだまだできることがあるのだと感じて寝不足の日々が報われた気がした。 

副国際理事、APRWコーディネーターとしては、4月第二週という時期にもかかわらず日本から17人で一緒に

参加できたこともうれしかった。来年は3月に東京で開催。オリセンなのでリゾートコテージにはかなわない部分

もたくさんあるけれど、「みんなちがってみんないい Enjoy the differences.」を合言葉に、来てくれる皆さんが違

いを楽しめて、さらにたくさんのものを持ち帰れるような会にしていきたいと思う。そしてこれはたくさんの出会い

と学び、温かいエネルギーを与えてくれるこの素晴らしいイベントに、多くの日本人が気軽にかかわれるまたとな

いチャンスでもある。このチャンスが一人でも多くの人に届くよう、みんなで盛り上げていきたい。 

 

アジア太平洋の地域コーディネーターたち＋Regional Chairのジョン＋ガバニン

グボードのビヨーン＋国際事務局のルパート。 

中央にあるのは新しく作られた「ソーシャルメディアアイコン」。Facebook や

Twitter などのソーシャルメディアのプロフィール写真で通常のロゴがはみ出てう

まく表示されないので代わりに使用するもので、それ以外の場所では使っては

いけない。というわけで、こんなふうに使うのは間違いでーす、とアピール。 
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III.  JASPARC 

津田麻里奈  和田素  小林由依 

 

テーマ：Super Hero 

① What’s JB 

② conflict & resolutionに沿ったセッション 

③ Set JB goal 

④ APJB team 選挙 

 

① そもそも JB とはどのような役割を担うか、どのような活動を行っ

ているか、JB とはどのような構造をもっているかをクイズ形式で

行った。また、国内ではあまり関わる機会のない IJB や APJB についての説明なども行われた。支部別や国

別に分かれ、支部や国ではどのように JB 活動を行っているか、正負両側面の意見交換が行え、改めて日

本の JB がいかに活発に国内活動を行っており、豊富な人材がいるという事実がある一方、国際プログラム

に参加する JBがごく一部にのみ集中してしまっているという問題も浮き彫りとなった。しかし、これらのフィー

ドバックを国内できちんと行うことで日本の JB活動の幅も広がるのではないだろうか。 

 

② 今年のテーマでもある conflict & resolution のテーマに沿って、様々なセッションが行われた。主に、global, 

regional, local レベルで conflict とはどのようなものか、過去・現在・未来においてどう変わったか、どう

conflictにアプローチするかをシェアした。Conflict とは身近に起こり得るものであり、それとどう deal していく

かが重要であり、resolutionは多種多様であるということだ。 

 

③ これらを踏まえ、各支部が抱える JB不足などの問題に対し、どのような goalを setし、どのような aimを求め

るのかを考えた。ある問題に対し、期間ごとに区切りをつけて目標を設定することで、最終的な目標にたど

り着けるようにするという手法だ。日本であれば JB は沢山いるが、国際に参加する JB が少ないという issue 

(conflict)が存在する。つまり、最終的な目標に「国際に参加する JB を増やす」としよう。まず短期的な目標と

して、国際レベルではどのような活動が行われているかを知ってもらうために、「情報のシェア」を fb や LINE

で行う。中期的な目標では国際に壁を感じさせないためにも定期的に「JBT を行う」などと設定し、JB 活動を

する上で必要とされている知識やプレゼンテーションの仕方などを学ぶのだ。このように段階的に step を踏

み、JB活動をよりよくするための goalを setするのだ。日本でも youthや NJBC/W などの JB活動を通じ、日

本の JB としての目標や、支部ごとの目標を設定できればと思う。 

 

④ 最後に、この度行われた APJB teamの選挙についての報告を

したい。例年のごとく、Jr.を 2 人選ぶものであった。選挙には 6 人の JB

がノミネートされた。そしてなんと、日本からは 2014 年度 NJR である和

田素が推薦された。結果的に APJB team の Jr.にはインドネシアの

Yoseph と Natasha が選出されたが、僅差で和田素が APJB te am の

alternative(補欠)となった。また日本から APJB teamに選出される JBが

育って欲しいですね！ 
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IV. CISV入門（週末オプション） 

山地康稔 

 

 

CISV ORIENTAITION（２日間）に参加しました。 

参加人数は２０名（インドネシア １６名、日本 １名、タイ １名、中国 ２名） 

１日目は途中からの参加になりました。 

CISV プログラムの説明（ビレッジ、YM,SU,SC,IC,IPP,モザイク） 

2日目  

1. 「PEACE」の言葉から連想することを紙に書き出し、貼り出しをしその言葉が CISVの「多様性」「人権」「争い

と解決」「持続可能な発展」のいずれかに分類されるのか説明を受けました。 

2. 「多様性」「人権」「争いと解決」「持続可能な発展」の４グループに別れそれぞれのポスターを作成し、チー

ムで発表をしました。 

3. 短い映像を見て（ステレオタイプのインタビューであることを説明を受けた）グループに別れ身近にどんなこ

とがあるか、どのように感じたかを話し合いました。 

セッションに参加した方に助けてもらいながらなんとかこなしていけました。 
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V.  支部開発(Chapter Development)トレーニング 

宮里かをり 

 

■概要 

Chapter Development は、支部を発展・改善するために活発に活動したい、そのために学びたい参加者を対象

としたセッション。 

トレーナー：Mark、Butch（フィリピン） 

参加者 11名（フィリピン 6名、インドネシア 1名、インド 1名、中国 2名、日本 1名） 

 

■内容 

～これまでをふりかえる～ 

 支部での自分の役割となぜそれをしているのか、することになったのか 

 なぜ CISVが自分にとって重要なのか 

 成功例、失敗例 

～現在を分析する～ 

 支部が抱える問題 

 SWOT分析 

～未来に向けて～ 

 SWOT 分析の結果から、戦略を練る（ストラテジ

ックプランニング） 

 実際のプランを立てる（アクションプラン） 

 

■セッションを通して 

自分の参加目的 現在支部では中核的な役割を担っておらず、また長年活動してきた支部（九州）と最近委員

会レベルで現場で活動している支部（関東）の２つがあるというあいまいな立場で参加。むしろ CISV ベトナムの

プロモーターとして、ベトナムの発展に貢献できるヒントが欲しいというのが目的に近かった。しかし、実際のセ

ッションでは支部での活動を細かくふりかえるため、セッション中は日本の支部のことを考えていることの方が

多かった。結果的には、それぞれに役立ちそうな実践例やアイディア、観点を得ることができたと思う。 

 

参加者の構成 支部長クラスが参加すると言われていたが、支部長はゼロ、支部の中心的役割で活動してい

る参加者は半分強。他は、活動歴が浅かったり、現場での活動の方が多いメンバー。トレーナーはその状況に

合わせてセッションの内容を変更してくれたため、コアな点に触れつつも、今後の活動に役立てていくための分

析や意見を交換することができた。 

 

セッションでの視点 支部での活動に対して、主観と客観と両方の視点からふりかえり、分析していく点が CISV

らしい。ボランティアで継続して活動していくには、やはり自分とCISVの関わりを見つめ直すことも大事と再認識

した。他の経験豊富な参加者が話す関わりやこれまでの歩み、まだ新しい参加者の前向きな姿勢やアイディア

が、その上でとても刺激になった。 
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多様な学び トレーナーによるセッションだけでなく、ゲストスピーカーや Regional Delivery TeamとのQAセッショ

ン、PACE財団へのMosaic発表傍聴等があったのも、おもしろかった。活動していく中で、他のメンバーの話や、

他支部の成功例や失敗例、地域でサポートしてくれるリソースは、大変参考になると感じた。特にフィリピンは

外から見ていると順調に活動していてうらやましく感じていたが、「My Chapter is dying…」と冗談半分に嘆きな

がらもいろいろと試行錯誤し苦労して活動を盛り上げようとしている実際の話を聞くことができた。また、ゲスト

スピーカーとしてサンフランシスコ支部を立ち上げた経験を話してくれた Vicki の「なぜ仕事もあるのにそこまで

熱心に CISVのために活動するのか」という問いに対する「My work feeds my body. CISV feeds my soul.」という一

言がじーんと心に染みた。 

 

■興味深かった例、アイディア 

・ミニキャンプ（CISV会員外の子ども 9-12歳を対象） 

・Regionalキャンプ（CISV会員内外含め、地域別にチームを組んだ子ども達の国内ミニキャンプ） 

・学校とのパートナーシップ（小中学校、大学） 

・トレーニングをアウトソースする（人手が足りない問題解消のため） 

・トレーニングを CISVの売りにする（PR効果、実際にトレーニングを受注してその収益を活動費に組み入れる） 

・コンピューター化（キャンプの募集や支部活動） 

 

■最後に 

自らの CISV 活動をふりかえる機会となり、また今後の励みになった。ここで学んだアイディアや考え方を、CISV

日本のメンバーの皆さんにも還元できたらと思う。参加の機会を頂き、心より感謝しております。ありがとうござ

いました。 
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VI. モザイクトレーニング 

坂田綾  関口里絵  木村緑 

 

参加者：18名（フィリピン・インドネシア・モンゴル・オーストラリア・デンマーク・インド・日本） 

 

【Phases of Mosaic】：Discover. / Understand. / Create. 

モザイクの活動には 3つの段階 DUC(Discover. Understand. Create)があり、プログラムを考える上で最も重要な

ものである。全てが揃って初めてモザイクプログラムとなり、通常は Discover → Understand → Create の順

であるが、どの順に行っても良く、考え方によっては、D＋Uや U+C となる事もある。 

 

【Problem tree / Solution Tree】 

モザイクプロジェクトを始めるにあたり、プロジェクトを木の根、木の幹、木の枝に例えて考え進めることで、何

が問題で、それに対しどう解決していくかを容易に整理できる。そしてその手法を学ぶことが、モザイクのワー

クシートの作成に繋がっていく。 

 

【Problem Tree】 

木の幹…問題点    木の根…その問題が起きる理由   木の葉…その問題で生じる影響 

（例） 

木の幹…子供が本を読まない 

木の根…本が買えない、学校に

行かれない、図書館がない、仕事

を強要される、 

木の枝…低賃金、低 IQ、低い会

話能力、低い想像性、視野が狭い 

 

  

【What is Mosaic?】 

＊Mosaic is a project – based CISV programme 

that addresses a Need, Problem or an INTEREST. 

モザイクは、CISV が目指している教育的ラインに

沿って考え、地域に根付いた問題や必要性を重

視したプログラムである事を、例題を使うなどの

体験学習を通して理解する事が出来た。 
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【Solution Tree】 

この問題点を解決する為にどうすればいいかを Problem Treeを基に、考える。 

木の幹…解決法  木の根…解決する為の行動（Action） 木の枝…解決した結果 

（例） 

木の幹…子供が本を読むようになる 

木の根…図書館を作る、読解力をつけるサポート、無料配布本、本を交換するクラブ、 

木の枝…知識がつき視野が広がる、高学歴、高収入になる、自信がつく、     

 

【SMART GOAL】  

Problem Tree, Solution Tree で考えた内容を踏まえて、ターゲットを決め、どのようなモザイクにするか（Goal）を

考える。それには、(SMART)を考えていくことが必要。 

Specific…ターゲットグループの設定（年齢、出身地など） 

Measurable…evidence が必要    

Achievable…達成可能かどうか 

Realistic…現実に即したモザイクかどうか 

Time-Bound…１日から１年まで、期間を設定する 

SMARTを全て考えることで、モザイクの概要が決まる → SMART GOALの設定につながる。 

（上述の例の SMART GOAL） 

「６−１２歳のフィリピンの貧しい街出身で、低収入の家庭の子供達が、本を読めるようになる。」 

このスマートゴールがワークシートのサマリーとなる。つまり、Problem Tree と Solution Treeを考えることで、ワ

ークシートの根幹を完成することができる。 

 

【Mosaic Work Sheet】 

2015 年度よりモザイクワークシートが新しくなった。変更点やプランニングの記入の仕方などについて学んだ。

（ワークシートは CISV International HPのMosaic Resourcesからダウンロードできる。） 

 

【主な変更点】 

・PDFフォームに直接入力する。 

・Educational Process（Discover, Understand, Create（以下 DUC））と Goals and Indicators（Attitude, Skill, 

Knowledge（以下 ASK））を同時に記入する。 

・Benefit for Chapter(支部の利益)に教育結果以外の項目も記入可能となる。 

 

【ワークシート概要】 

★Introduction(モザイクワークシートの役割) 

モザイクワークシートはモザイクプロジェクトの企画やエバリュエーションに役立つよう作られている。ワークシ

ートはトレーニングを受けた Expertの指導の下完成させること。 

★Section 1 ： Administration & Project Information 

Section１には、開催支部,Reference Code, Project Coordinator, 開催期間、プロジェクトの説明、教育エリア、参

加対象者、などを記入する。 

＊Project Coordinator はモザイクのトレーニングを受けていること。 
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＊プロジェクトの期間は 1日(8時間程度)から 365日まで。 

＊Program reference codeは国際から発行される。 

＊Project descriptionの brief summaryは前項の Problem & Solution Treeから導いた SMART Goalをまとめて

記入する。 

＊Local need and interestは Problem & Solution Tree の Cause & Effect（地域の問題となる事柄がなぜ起きるの

か(Cause)、その事によってどのような問題が引き起こされるか(Effect)）を記入する。   

★Section2:Planning & Evaluation 

前項の Solution Treeの「木の根」部分で考えた課題を解決するための方法（Action）を基に、プロジェクトで行う

アクティビティやイベントを考え、各ゴールと ASK にあてはめながら、表を埋めていく。左欄の Phase には DUC

のいずれかを記入する。 

＊1 ゴールにつき１項目以上記入する。 

＊アクティビティやイベントがいくつかのゴールや ASK に当てはまる場合は、その旨追記する。例) Arts and 

Crafts for Parents (Goal2(a) Goal3(a)) 

＊Evidenceと Achievedはプロジェクト終了時に記入。エバリュエーションはディスカッションや子どもたちの様子

など簡単な方法でもよい。 

★Section3: Reporting  

プロジェクト終了後報告書として記入し、提出する。 

 

【モザイクプロジェクト開催方法】 

ワークシートが国際に承認されることで、CISV のモザイクプロジェクトとして開催可能。年始にプロジェクト開催

計画リストを作成するが、リストに入っていない場合でも、年間を通して提出できる。サポートが必要ない場合

は、開催 1 カ月前が提出締め切り。3 カ月以内の国際からのサポートを希望する場合は、毎月 15 日までに国

際に連絡をし、サポートを依頼すること。 
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VII. リスクマネジメントトレーニング 

藤田耕司  平洋一 

 

2015 年４月７日―１２日、インドネシア、ジャワ島の Bandung 市

の北にある Lembang という保養地で CISV APRW が開催された。

Lembang は標高 1300ｍくらいの高地にあり、赤道近くのインドネシ

アでありながら冷房なしで過ごせる快適な場所であった。リスクマ

ネージメントワークショップへの参加は Motion12 に規定された今

年中にリスクマネージャとしてのトレーニングを完了しておかなけ

ればならないという条件をみたすことが主な目的であったが、それ

を抜きにしてもとても有意義なワークショップであった、日本からは

関東 RMの藤田さんと日本協会 RMの私が参加した。計 8カ国から参加があり、NA RM、Chapter RMのほか、

プログラムディレクターやスタッフ等が参加した。ワークショップは講義というより、グループに分かれて調査、

検討、発表という時間が多かったが、ネットが使えるのが前提であったにもかかわらず。大勢がアクセスしたの

でなかなかうまくつながらず。予定通りの進行にはならなかった。とはいえ、いろいろなグループにわけての討

議を何度も行ったおかげで人の名前を覚えるのが得意でない私でも参加者全員の顔と名前がわかるようにな

ったのは驚きである。 

ワークショップでは参加者全員の自己紹介と、全部のセッションに必

ず出るという約束の確認にはじまり、リスクマネジメントの目的、リスク

の分類と、対応などのいろいろな課題についていろいろなケーススタデ

ィをいれながら話しが進んで行った。このほか、チャイルドプロテクショ

ンと、SNS などの利用についてもかなりの時間をかけて討議した。各自

のリスクマネジメントプランの作成というのが最終課題であったが、これ

にも新鮮な気持ちで取り組むことができた。ネットが遅かったのも影響

して、予定の話が完全には終わらなかったところもあるが、トレーナーの熱意もあってとてもうまくトレーニング

が終了したと思う。ワークショップ参加の主な成果としては、NA, Chapter, 各プログラムといったそれぞれの段

階における担当者の役割と責任を改めて確認できたこと、そして次の担当者への引継ぎの手法が明確化され

たことである。今後同様なワークショップが開催された際には NA および Chapter RM のみならず、ディレクター

やスタッフとして実際の

プログラムの計画や運営

にかかわっていく人が参

加することも大きな意義

があるものと思われる。 
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VIII. TTT (Train The Trainer)   

熊崎奈緒  千田奈穂  河合真理  フリアナ・ブリティカ・アルサテ  松尾早恵 

 

■テーマ：self-evaluation（熊崎奈緒） 

 目的：自身の今を知る 

 方法：自分の今の状況を判断する一つとして、軸となる4つの

領域*を知る。 

preparing->delivering->evaluatingの流れを想像する。 

*（Resource management, learning management, self-learning 

management, managing working relations) 

 学んだこと 

4つの領域を、トレーナーとして自分を計る指標とすることができる。 

トレーニングの際、新しいメンバーがどこに弱さを感じているかを知る指標とすることができる。 

各領域がどういった内容か。 

 

 

3日間の研修は、素晴らしいトレーナーと素晴らしい受講者に恵まれたかけがえのない時間になりました。すべ

ての研修がDRGA(Do->Reflect->Generalize->Apply)で組まれており、体験を通じて学びを深めることを実感する毎

日でした。Self-evaluationセッションでは、その名の通り自身を評価する軸を知りました。軸となる4つの領域、トレ

ーナーになるために必要なことは何か、そして今の自分の弱さはどこかを計ることができました。学ぶための資

料や学ぶ環境を管理する『Resource management』、実際のトレーニングのデザインを管理する『Learning 

management』、自身の感情や指導方法管理する『Self-learning management』、そして一緒に研修を行うメンバ

ーとの協働関係を築く『Managing working relations』の4つです。トレーニングを行うことは、実際にトレーニング

を行っている時間だけではなく、準備から最後のエバリュエーションまでを含んで作っていくものでした。 

決して自分のダメなところを知るための軸ではなく、出来ているところはどこかに気づく視点でもありました。 

 

 

■テーマ：Creating a Positive Learning Environment（千田奈穂） 

 目的：トレーニングに適した環境をつくる 

 方法：参加者（トレーニングの受け手）の要望、希望、バックグラウンドを知ることにより適切なトレーニング

の運び方に役立てる。個々がどんな形であれトレーニングに貢献しているということを自覚し積極的にトレ

ーニングを受けるマインド・環境を作りあげる。参加者が後から学んだ事を振りかえることが出来るように、

トレーニング会場を有効的に利用する。（トレーニングで作成した、発表した紙類などを展示する） 

有意義なトレーニングを行うことが出来るかどうかは、実際にトレーニングの内容に入っていくそれよりも前にま

ず決まってくる。まずは、トレーナーと参加者との人間関係の構築が必要。トレーナーは参加者がなんでも言い

合える場所・環境を提供することが重要。それにたいして、参加者も率先してトレーニングへ参加する・貢献する

という姿勢が大切。参加者個々がそのトレーニングへのExpectation（期待すること）や、自分が思う素晴らしいト

レーナーとはどういったことかをシェアすることにより、トレーナーはそのトレーニングをどう運んで行ったらいい

か、どんなトレーニングにしていったらよいものになるかを再確認することが出来る。また、参加者自身も自分の



2013 APRW/JASPAC TTT (Train The Trainer) p.22 
 

望むことや理想がよりクリアになり、トレーニングへ臨める。トレーナーとは教えるだけではなく、参加者を導くガ

イド・力を引き出す働きが重要である。 

 

 

■Good Feedback（河合真理） 

Good Feedbackセッションではフィードバックのポイントを学びました。ＣＩＳＶでアクティビティをする中で大切にし

ているフィードバックのポイントがたくさんありました。まず、最初と最後はポジティブに持っていくこと（サンドイッ

チ法）。答えを与えるのではなく引き出すこと。そして技術だけでなく態度も、基本ではありますが笑顔でいること

や、言葉遣い、相手を尊敬する気持ちもポイントになります。なかなか難しいですが、発言してもらえるのを待つ

ことも大切です。ついつい急ぎ足でしていまいがちなフィードバックですが、じっくり時間をかけておこなう大切さ

を改めて実感しました。 

ＣＩＳＶだけでなく日常生活にも通じていると思いました。子供の話を聞くお母さん、ついつい答えを急いでいませ

んか？会社で部下を指導するとき、ついつい眉間にしわを寄せてダメ出しばかりになっていませんか？私自身

忙しい時間の中でついやってしまっているなと思いました。このセッションはファシリテーターとしてはもちろんの

こと、人と人との関係でも大切なコミュニケーションの取り方を再確認したように思います。 

 

 

■よいファシリテーターとはどんな人のことか（松尾早恵） 

「よいファシリテーターとはどんな人のことか」というセッションは、CISVを3〜4人チームで紹介し、聞いている人か

らフォードバックをもらう形式で行われました。ここでは人前で話す時に気をつけることを学びました。間違っても

「ごめん」と言わないこと、シンプルな言葉で伝えること、カンペは小さい紙で作りずっと持っていないようにするこ

と、説明をするより自分の経験を話す方が聞いている人の心に訴えることができること等様々なことを学びまし

た。またこのセッションは直前に学んだフィードバックの仕方について実践をする機会でもあり、学んだ知識をす

ぐに生かす場となりました。その後もインプットした情報をすぐに実践出来る様にトレーニングは組まれており体

で覚える事ができました。CISVのトレーニングでいつも感じる、体験することで教えてもらったことが定着するこの

感覚がやはり大事だなと思いました。 
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IX. アジア太平洋年次会議（APAC）   

 今西淳子  野田百合子 

 

参加人数：30人（NA・PA代表者、地域コーディネーター、国際役員、国際事務局シニアマネージャー） 

 

本会議の主要目的 

① アジア太平洋地域内の CISVの活動について（APRW 日程、開催プログラムの確認、アジア太平洋

基金の管理報告） 

② アジア太平洋地域の参加国同士の現状報告と情報交換 

③ PACE Foundationの 2014年助成事業報告および 2015年助成金選考報告 

④ 国際役員会（Governing Board）の情報提供と情報収集 

⑤ 国際事務局（International Office）の情報提供と情報収集 

 

以下に CISV日本協会の事業に関係する点を列記する。 

① アジア太平洋地域内の事業について 

1. APRW・JASPARCの東京開催について 

日時：2016年 3月 18日（金）～23日（水） （18日に到着、23日に出発） 

場所：オリンピックセンター 

参加者人数：150人予約したが、それ以上になる可能性も高い。 

（2015年は約 170人） 

定員を超えた場合： ・JBを優先 

・オリセン宿泊者は１国につき 30人が上限（空があれば後で調整） 

・それ以上の参加者は自費周辺のホテルに泊まってもらう（参加費を減額） 

その場合、ホテルを推薦するが、自分でオンライン予約してもらう。 

PACE財団理事会を 3月 18日（金）に開催 

空港送迎はなし。自分でオリセンに来てもらう（インフォパックで案内）。リムジンバスを推薦して新宿駅で

荷物を預かるサービス 

遠足：10人くらいのグループに、ボランティアのガイド/通訳が 1人つく。地下鉄一日乗車券を支給。 

JNW と同時開催。 
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2. APRW 開催地：  2016年 日本（東京）3月 18日～23日 

2017年 中国（広州）8月 21日～26日 

2018年 ニュージーランド 

2019年 未定 

2020年 フィリピン 

 

3. Regional Chair の選挙。Tom Adarme さんの任期満了につき選挙が行われ、同じく CISV フィリピンの

John Gayoso さんが選出された。Regional Chairの主な役割は、Regional Fundの徴収と管理。PACE

財団へ助成申請など。 

 

4. 開催プログラムの確認― CISV Japanの提出した 5-year Hosting Plan 

Japan 2016 2017 2018 2019 2020 

Village 2 1 2 2 1 

Interchange      

Seminar      

Step Up  1    

Youth Meeting 1 2 1 2 2 

IPP 1 

 

1 

 

1 

Mosaic 2 1 2 1 2 

 

② アジア太平洋地域の参加国同士の現状報告と情報交換 

 

③ PACE Foundationの 2014年度助成事業報告と 2015年助成金選考結果報告 

●2014年 1月に設立した CISVのアジア太平洋地域の活動のための資金を管理するアメリカの財団法人。

（会長：今西淳子、副会長：Tom Adarme、経理：Vicki Tejada、役員：Mira、John、Jiro、Viral、Joongmin） 

●設立時の寄付とアジア太平洋基金および ITO Foundation USAからの助

成金 50,000 ドルを資金として、アジア太平洋地域の活動を支援する。 

●APRW2014～APRW2015の間にアジア太平洋地域で開催するCISV国

際教育プログラムに対して助成。優先プログラムは A)地域支援プロジェク

ト：MOSAIC/ IPP/ JB、B)プロモーション国の支援 C)プログラムキャンセル

の防止、D)APRW と JASPARCに関する費用 

●2015年は、日本の NJR申請の TEA2016に 3,770 ドル決定。 

 

④ 国際役員会より下記の案件についての説明 後日、オンラインの投票によって決定する。 

1. Mission Statementの Visonの文言の承認 

2. IPPのホストフィーの改訂（他のプログラムと同じシステムに） 

3. セミナーキャンプのインターナショナルスタッフの採用を任意にするか。 

4. 【報告事項】「JB とは何か」を検討中です 

5. 【報告事項】教育関係の資料を国際で作成したので、ウェブからダウンロードできます

新旧 Regional Chair 

アジア太平洋地域の 

地域コーディネーター(ReCo)たち 
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X. 全体会（共通セッション） 

人と役割の紹介「People & the “Hats” they wear」 

藤田耕司 

 

参加者の到着が遅れたため、これが実質的に今回の APRW の最初のセッションです。参加者は、折り紙で三

角帽子を作り、片側には名前を書き、反対側には、その人のかぶっている帽子、つまり CISV でその人が持って

いる役割、肩書を書きます。それから、掛け声に合わせて決められた人数のグループを作り、お互いに自己紹

介をするとともに、いろんなテーマで話し合いをします。たとえば、あなたのチャプターが抱えている悩みは何で

しょう、など。 

 

 

フリアナ・ブリティカ・アルサテ 

 

セッション担当者：Alvin Parreno とMark Flores。このセッションは三つの部分に分かれていました。 

1. 最初に参加者全員が自分のために紙で帽子を作り、そこに名前と CISVの役割を書いて、かぶりました。そ

れから様々なグループに別れ、お互いに自分の名前と役割の紹介をしました。 

2. 次に CISV国際 アジア太平洋地域デリバリーチームのメンバーの紹介がありました。 
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3. 最後に現在の国際の組織の説明がありました。 

Members メンバー:各国(NA/PA)、IJR 

Governing Boardガバニングボード（国際理事会）：９名（８名は NAが選挙で決め、1名は JBが決める） 

Secretary general事務局長：Gabrielle Mandell 

Committees 委員会: ５つの国際委員会 

 Training and Quality Assurance（トレーニングおよび品質保証） 

 Educational Programmes（教育プログラム） 

 Conference and Events （会議イベント） 

 Chapter Development （支部開発） 

 Resources and Infrastructure (資源インフラ) 

Senior Management Team シニアマネージャー：国際事務局のスタッフ 

IJB Team 国際ジュニア委員会 

Regional Delivery Teams 地域デリバリーチーム：現在 CISVは世界中をアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋

の３つの地域に分けており、上記のうち資源インフラ委員会をのぞく４つの委員会の下に地域ごとに３つず

つ地域デリバリーチームと正副地域コーディネーターがいることになる。 
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2015年の平和教育コンテント領域「Conflict & Resolution」 

藤田耕司 

 

2015年の CISVのテーマが Conflict & Resolutionだということの紹介。 

参加者に、今までにコンフリクトを身近に経験したことがあるかを尋ねる。ほとんどの参加者があると答える。コ

ンフリクトは、生活のどこにでもあって、それを避けて生きていくことはできない。コンフリクトに直面すると、人は、

怒り、悲しみ、不満など否定的な感情を持つことが多い。しかしコンフリクトを解決すると、そのあとは、却って良

い結果が生じることも多い。 

ジラフ・プロジェクト：キリンは、首が長く、心臓が大きい。キリンのように、遠くまで俯瞰する視野と、大きなハー

トを持とう。 

CISV Year of Conflict & Resolution のロゴの紹介と２ヶ月毎に６つの段階でプロジェクトを進める計画の紹介。す

でに第２段階の途中まで終わってしまっているけれどそれでいいのか？ 

参加者が２－３人ごとに、自分の Conflict & Resolutionの実体験を話しあう。 
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CISVビジョン＆ミッションレビュー 

熊崎奈緒 

 

タイトル Our Mission and Vision  担当者 Bjorn  

CISVの Vision と Missionを見直そう、というスライドからこのセッションは始まりました。 

CISVのMissionは、「Statement of Educational Purpose」として以前からある「CISV educates and inspires 

action for a more just and peaceful world.」をそのまま残すことになりました。 

またVisionですが、組織のVisionとは、我々はどんな組織であり、何のために存在するのか、そして我々の指

標となるものを示したものです。 

そして、これからの 20年の間に実現したい下記の 3つの変化を盛り

込み、国際オフィスのメンバーが作成した Visonのドラフト案が披露

されました。 

 CISV is for everyone. 

 CISV is a well-known organization. 

 CISV is making a local impact. 

 

それがこの 2つ。 

「More people will learn from our educational experiences and gain the tools and confidence they need 

to build a better world. Together, we will create change. 」 

「We stand together to change the world.  We create educational experiences to give people the tools 

and confidence they need to act, lead, and inspire to build a better future.」 

この 2つの Visonの案に対して、以下の 4つの視点で参加者が意見を言い合いました。 

1. Is it visionary? 

2. Is it inspirational? 

3. Is it short and focused? 

4. Is it realistic? 

 

各トレイナーや Governing boardの担当者の 8人がそれぞれ島を作り、参加

者は好きな島に行き、上記の 4つの視点の 1つに対して意見を言い合います。 

選んだ視点から見て、この 2つのVisionのドラフトはどのように感じるかを互いに聞き合い話し合います。模造

紙を囲み、参加者は好きな理由や嫌いな理由を述べていきました。どの年齢層の参加者も自分の意見をぶつ

けていました。 

様々な人が集まると、まったく違った意見がでて面白いなーと思うことが何度もありました。たとえば、「we 

stand together to change the world.」という一文に対して、ある人は「メッセージ性が強くとても心に響く」と言

い、一方で「プロパガンダのようだ。こんなに強く主張するのは CISV らしくない。」とコメントする人もいました。

自分はどう感じているか、CISV らしいかなどと考えるとてもいい時間でした。 

世界で行われているすべてのRegional Workshopで、このような時間を作り、世界中にいるCISVerの意見を

収集し再考しながら大事な Visionを作っていく工程はとても大事だと思います。そしてすべてをボランティアで

回す、全員で作っていくという CISVが大事にしていることを肌で感じる機会となりました。 


