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I. 開催概要  

●APRWについて APRW（Asia Pacific Regional Workshop）は、年に一度持ち回りで行われるアジア太平洋地域

のワークショップ。APRWには、世界3地域で行われるRTF（Regional Training Forum）の一環と

しての「トレーニング」と、国や支部の代表者たちが集まる「APAC（Asia Pacific Regional 

Conference）」とJBのためのワークショップ「JASPARC（Juniors Asia Pacific Regional Conference）」

が含まれる。参加者が自分の興味のあるものを選択して受講するワークショップ（分科会）の

部分と、コモンセッションや遠足、ウェルカムパーティ、フェアウェルパーティなど全体で一緒に

行う部分がある。 

●日程：   2016年3月18日～23日  

●開催地とテーマ： 日本 東京 

日本でAPRWを開催するのは（2010年のベトナムとの共催をのぞ

くと）2005年の九州開催以来実に11年ぶり。2015年のAPRWへの

日本人参加者が中心スタッフとなり準備を進めていった。会場は

東京の国立オリンピック記念青少年総合センター、いわゆるオリ

センである。コストが安いこととアクセスがよいことが何よりの取り柄だが、巨大な施設をほか

の団体との共用で使用しなくてはならず、オリセンならではのルールや使い方のコツというの

がたくさん存在する。食事もいわゆる大食堂レベル、共同浴場、参加者が自分でシーツをた

たむなどこれまでのAPRWとは異なるチャレンジがたくさんあった。スタッフはそれを逆手にとり、

今年のテーマを「Enjoy the Differences みんなちがってみんないい」に設定。海外からの参加

者も理解を示し、だんだんとオリセンでの生活に慣れてくれた。 

今回は史上最大のAPRWかつJNWとの同時開催ということで、1月末になってオリセンの宿泊

部屋が不足する事態に直面。しかしそれもAPACの参加者約40人を2泊3日丸々蓼科に連れ出

すという離れ業で乗り切った。おかげでその分ロジが複雑になって大変だったが、APAC参加

者は蓼科でリフレッシュでき、そのほかの参加者はほぼ希

望通りにオリセンに宿泊できるようになった。 

オリセンの桜も1～2分咲きになった最終日、今年もAPRW

はたくさんのスタッフ、ボランティアのお手伝いに支えられ

て無事に終了し、参加者はみんな「ありがとう！」と笑顔で

帰っていった。今回のAPRWは控えめにいっても大成功と

いってよいと思う。かかわったすべての人の誠意とおもて

なしの心が伝わった素晴らしいAPRWだった。 

（APRW日本人参加者コーディネーター：ゆりぼう） 

 

●参加国： 21カ国 

アジア太平洋地域：日本、インドネシア、フィリピン、オーストラリア、ベトナム、ミャンマー、タイ、

中国、インド、モンゴル、香港、ニュージーランド、 韓国（人数の多い順） 

その他：カナダ、フランス、メキシコ、イギリス、スウェーデン、オランダ、アメリカ 

加盟準備国：カンボジア 

●参加人数： 229名  

  



2016 APRW/JASPARC 開催概要 p.3 

 

●日本からの参加者： 31名（部分参加者を含む）  

APRW 17名 関東支部：木村緑、藤田英子、○大山晋輔、○折本実里、＊真鍋澄子、 

＊平洋一、☆野田百合子 

  東海支部：溝口 遥子、＊大門樹久世 

関西支部：深井瑛子、＊橋上祥太、＊山脇あらき、＊堀江陽介、 

＊楠本昌代、＊野上良治 

九州支部：＊東本綾子、高橋利幸 

JASPARC 9名  関東支部：藤井こころ、斎藤珠帆、小林由依、▽越部 真 

東海支部：横地うらら、＊堀内夏樹、＊早野 実代子 

関西支部：山口知也、＊山田 野乃 

週末オプション5名関東支部：小林英清、淨沼裕美 

  関西支部：永沼 里美、松原郁子、橋上浩子 

（記号は各助成金受理者を示す。○支部、＊日本協会、▽PACE基金、☆国際）   

●開催スタッフ（スタッフメーリングリスト登録者）：22名 

関東支部：藤田耕司（実行委員長）、今西淳子、熊崎奈緒、関口里絵、平洋一、坂田綾、 

 木村緑、津田麻里奈、千田奈穂、鈴木勇貴、金淵洋子、越部真、 

小林由依、和田素、島崎裕介、福徳光師、野田百合子 

  関西支部：深井美貴子、松尾早恵、山地康稔 

  九州支部：宮里かをり、河合真理 

  強力助っ人：今西Mook、今西勇人、Joan Tiu 

●日本人トレーナー：3名 

  関東支部：嶋村有里子（IPPトレーニング）、 

鈴木勇貴（CISVオリエンテーション）、野田百合子（APAC） 

●参加費:  APRW：US$320 JASPARC：US$260 

●開催ワークショップ：  

 JASPARC 

 CISVオリエンテーション（週末オプション） 

 平和教育の本質（Essentials of Peace 

Education） 

 モザイクトレーニング 

 IPP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： 
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II.  参加者の感想 

 

藤井こころ（こころ） 関東JB 

 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

CISV関東支部の藤井こころです！私は過去にBrazil VLとPhilippines 

YMに参加させていただいて今回のJASPARCが3度目のCISVプログラム

への参加でした。久しぶりのCISVの空気に最初は戸惑いもしましたが、

各国のJBたちが気さくに話しかけてくれるお陰で戸惑いもどんどん楽

しさへと変わっていきました。 

そして私がYMに参加した時に仲良くしていたThailandのベストフレ

ンドたちの友達と妹がこのJASPARCに参加していて、世界って狭いん

だなと思うと同時にCISVの輪が私の中でどんどん大きくなるのを感じました。 

今回のJASPARCで大きく印象に残っているのは、やはりSUSTAINABLE DEVEROPEMENT 17GOALSについてです。

これは国際的に持続可能な発展を達成する為の17個のゴールで、私たちがこうしている今も世界には困ってい

る人達がたくさんいます。じゃあ私には何ができるんだろうと具体的に考えた時にパッと考えがでる人はなかな

かいないと思います。ただ普段からみんなで考える機会が少ないからこそこのJASPARCで各国のEducationや

Hunger、他にも様々な問題について話し合うことができました。これを話し合って終わりにするのではなく、いか

に周りに発信して知らせていくかが今後私にできる持続可能な発展だと思います。 

私は高校に入ってからライフセービングを部活動で始めました。今回JASPARCと同時開催だったAPRWに

Australiaから参加されていたライフセーバーがいて、CISV、そしてライフセービングの先輩として様々な話が伺え

てとても励みになりました。冒頭で言った通りCISVの輪がどんどん大きくなっていく様子が手に取ってわかるのが

とても嬉しいです。It's a small world after allとはまさしくこの事でした。 

JASPARCに参加して本当に良かったです！ 

開催にあたり準備など支えてくださったSTAFFのみなさんに感謝です。ありがとうございました！ 

来年Chinaで開催されるJASPARCにも是非参加したいと思います。 

 

 

齋藤珠帆（しゅほ） 関東JB 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

本当に久しぶりのCISVのプログラムとしてJASPARCを選んだのは、

日本開催だったからという理由が一番大きいものだった。なので、

JASPARCとはどういうものか何も分からないまま参加した私には精

神的にも、スケジュール的にも、かなり内容の濃い五日間となった。

JASPARCは、アジア・パシフィック圏のJBが集まって、それぞれの国

のJBの活動について意見交換を行う場だ。国独自のJB活動、問題

などがディスカッションの際に飛び交っていたので非常に興味深
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かった。なにか困っている人には手を差し伸べるという構図はどの国においてもCISVには当たり前の姿勢なのだ

と感じた。 

また久しぶりに会う海外の友人に会えたり、新しいつながりが出来たりしたのも大きな収穫の一つだった。人

とのつながりは消えることがない。CISVにおいて人とのつながりというのは非常に重要な要素である。人とのつな

がりがCISVという団体と個人をつなげ、そして広げていく。私は東北に住んでいるためにあまり頻繁にはCISVの

活動に参加できない（時間的、経済的に）。そんな私に対して日本からの他の参加者は頻繁にCISVとの関わりを

持ち、JBとは？その仕組みは？という当たり前のことを熟知した上で参加している人がほとんどであった。そのよ

うな基本的な知識がないままにJASPARCに臨んだ私はかなりイレギュラーな存在であっただろうが、それも優しく

受け入れてくれ、さらには「JBのことをあまり知らない」という特異的な意見として私の言うことを尊重してくれた他

のメンバーには感謝である。 

今回の参加を決めることは大変勇気がいる事であった。しかし、CISVという団体にJBとしてもっと深く関わりた

いという意識が芽生え、人との新しいつながりができ、素敵な思い出ができたという事を考えると、JASPARCで得

たものは、その勇気と比べると本当に大きなものだったと感じる。 

 

 

堀内夏樹（なつき） 東海JB 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

1. CISVが自分の信仰のようなものだという他のデリケーションの人の言葉に衝撃を受けました。自分の信じて

いる理想の平和とCISVの平和の理念が合致しているといっていました。私は、CISVの理念をよく知りません。

日本のCISVはしっかり平和教育をできていないのではないかと思います。 

2. 考え方や国籍は違っても同じ目標を共有できるということは本当に素晴らしいなと思いました。また、

JASPARC開催前に事前教育をしている国もいくつかあり、JASPARCに向かう姿勢の違いも気づかされました。 

3. CISVの広め方についても他のデリケーションに学ぶことが多いなと思いました。私からみると、CISVは友人

参加や初めてでの参加がとてもしづらく、久しぶりのも参加しづらいという印象があります。久しぶりで参加

すると、わからないことが多くなかなかミーティングに参加しづらいように思います。オーストラリアでは、「ご

はんを食べよう」や、「遊ぼう」という形でアプローチして、CISVの存在をもっと知ってもらうことを大事にしてい

るそうです。 

4. WHAT/HOW/WHYがまず、WHATから考えるのではなくWHYから考えることでモチベーションがあがるという

ことを学びました。 

5. とにかく楽しい。言語というコンプレックスをほか

の国の子が「大丈夫」とカバーしてくれたので、ディスカッ

ションにも参加でき、あまり悲観的になることなくミーティン

グに参加することができました。本当に感謝しています。 

6. ディスカッションの内容はとても難しいものばかり

でした。JBに必要なもの、持続可能な発展とは何か、持続

可能な発展を妨げているものは何か、その妨げをどける

ためにできることはなにかなど日本語で考えるのも難しい

ものばかりでした。他のデリケーションの子たちは、どんど

ん意見が出てきて圧倒されました。 
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横地うらら（うらら） 東海JB 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

私はJASPARCに参加するのが今回で初めてだった。また、それだけでなく私はJBの国際行事に参加するのも

今回が初めてで、初めてだらけの数日間だった。私が参加したプログラムであるJASPARCにはアジア太平洋の

様々な国からJBが集まり、今後のJB活動について考えるというものだったが、その中でも私はもともと国際的なJB

活動はおろか国内でもJBとして積極的に活躍することが少なかったため、初めはなかなか自分の意見をシェア

することができなかった。なぜならそういうディスカッションの場で意見を出すのはJB活動に今まで積極的に取り

組み、CISVに精通している人であるべきだと思っていたからである。しかし、幾つかのセッションに参加するうちに

経験豊富なJBほどまだ経験の浅

いJBからの意見を求めていること

に気づき、自分の意見が必要とさ

れていると感じた。少しでも私の

意見が今後のJB活動のためにな

ればいいし、私個人もこれから国

内外の活動に積極的に参加した

いと思った。この機会を与えてく

れたアジア太平洋のJBたち、東海

支部、関東支部の皆さんに感謝

したい。こんな素敵な機会を有難

うございました。 

 

 

山口知也（ともや）  関西JB、関西パストスタッフ 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

私がJASPARCに参加するのは、これが初めてです。参加した理由として大きくあげられることは、日本開催であ

ったことです。これまでは全く興味のなかったカンファレンスでしたが、日本開催であること、国内外問わず多くの

JB行事に参加してきたことにより、ほんの少しの興味がわきました。JASPARCに参加して自分の力になったと思う

ことは、はっきりとわかりませんでした。しかしCISV日

本協会のJBというポジションで活躍するためには、こ

のJASPARCで得ることのできた知識が大きく役立つと

感じました。例えば、他国でのJBによるミニキャンプ、

リージョナルワークショップそしてAPJB teamという存

在などがあげられます。なぜ役に立つと感じたかとい

うと、日本のJBには、国際プログラムを経験するにあ

たっての知識が不足していると思います。私は早速

JBTなどを通して、JASPARCで得た情報を還元しました。

しかし言葉では認識できても実際行ってみないとそ
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の場の雰囲気などイメージできないことばかりです。私の思うJBというポジションはその時点での活動のみならず、

未来のリーダーやスタッフになるための通過点です。私は国外のJBの活動を知ることで、視野を広げることがで

きました。そういったことを未来の自分のキッズにも感じてもらいたいと思えました。今回のJASPARCでは純粋に

良き友達ができました。JBとしての活動の幅広さも感じ、CISVという組織の偉大さも感じることができました。参加

することができて良かったです。 

 

 

山田野乃（のの）  ジュニアNJR 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

今回、初めてJASPARCに参加させていただきました、ののです。

日本JBの国際代表であるジュニアNJRとして参加するJASPARC、急

に決まったwelcome partyの司会、そしてfarewell partyの出し物の

リーダー。これらの仕事がきちんと自分に努まるのか、不安でいっ

ぱいでした。しかし、２月に行なわれたTEAで仲良くなったJB達と

JASPARC開催前から会い、そして前日にはホームステイを受け入れたことで不安も和らいでいき、JASPARCに参

加する事がどんどん楽しみになりました。参加者が全員アジア太平洋地域からという事、また昔CISVのキャンプ

で出会った友達の友達が数人いたということもあり、すぐに沢山の参加者と打ち解けることが出来ました。

JASPARCでは、各国のJB問題点について話し合い、日本のJBが抱えているJBの人数不足や国際の場でのJBの参

加不足についてアドバイスも受けました。また、他の国のJBが、どのような活動を行い、どのようにしてCISVに貢

献しているのかについて学び、ぜひ日本のJB活動にも活かしたい！と思える取り組みを知ることが出来ました。

日本のJB発展に活かしていきたいです。また来年に開催するTEAについても話し合い、ぜひ来年のTEAに参加し

たい！と多くの国が興味を示してくれ、来年のTEA開催への心意気もどんどんと増しました。今までTEAをより良

いものへと築いてくれたみんなの後を引き継ぎ、来年の開催に向けて他の国のJBたちとも協力し、頑張っていき

たいと思っています。最後に、今回お世話になった日本人参加者の皆様、そして最高のJASPARCを作ってくれた

スタッフの皆様に感謝したいと思います。ありがとうございました。 

 

 

早野実代子（みよこ） ジュニアNJR、JB副部会長 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

今回初めてAPRW/JASPARCに参加させていただきました。Summer Camp(現在のStep Up)に参加して以来の久

しぶりの国際行事でした。学校の授業でJB行事のTEAに参加することが出来ず、Jr.NJRとして出来ることを精一杯

やろうとJASPARCへ向かいました。JASPARCに行われたセッションはさすがアジアからのJBが集まっていると感じさ

せるようなレベルの高いディスカッションばかりでした。各国からシェアされる、それぞれの良い点、改善すべき

点は日本のJBにとって役立つアイディアばかりだったので、シェアされたのを吸収するだけではなく、もう一人の

Jr.NJRであるのの(関西支部)と話し合い、これをどのように日本のJB活動に活かせるかも同時に話し合える良い

機会になりました。アクショングループという今年度コアに活動するグループを作成しました。私のアクショングル

ープはメディアで、アジアのJBがどのような活動をしているのかをメディアを通して伝えます。JASPARCが終わって

しまえば、会うことも困難となってしまうためネットでの公開など日本のJBが行っている会報誌書きが他の国のJB
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に賞賛され、このようなアイディアが出てきました。そして毎年行っているTEAに香港とモンゴルを招待し、次回の

TEAでは一緒にTEAを作り上げていけたいです。人材不足と困っている国同士が協力し合ってそれぞれの国のJB

に影響を与え、JB活動がより豊かになるに違いありませ

ん！今年度のJr.NJRとして国際行事に多くの日本人参

加者が参加してくれるような行事を作っていきたいと思

います。 

シリアスなセッション、ディスカッションも多かったです

が、セッション前に行われるEnergizerはいつも全力でし

た！おなじみのEnergizerや初めて知るEnergizerなどと

盛りだくさんで心から楽しむことが出来、このような機会

をくださったAPJBteamやその他の参加者のみなさんに

感謝です。ありがとうございました。 

 

 

越部真（まこと）  シニアNJR、関東パストリーダー、2016リーダー、2016スタッフ 

APRW/JASPARCスタッフ 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

ホームスタッフとして二足の草鞋で臨んだJASPARCは単純に出られるセッションが少なかったため、十分に理

解できたとは言えないと思っています。しかし、前述したように多様性あふれるアジア太平洋地域のジュニアたち

と交流を持てたこと、さらにTEAの今後の方針が決定されたことが今回の一番の収穫だったと思います。 

アジアの中でも特にジュニア活動が活発なのははっきり言えば東南アジアと日本だけです。他の国々のジュ

ニアたちは人数不足、資金不足、経験不足に苦しんでいます。ここから言えることは、もっと日本に出来ることは

ないだろうか？という事です。日本に出来ることはまず、TEAを足掛かりとして近隣諸国である東アジアのジュニ

アを活発化させることです。それが日本に出来ること、求められていることだと強く認識しました。これが今回の

JASPARCで自分が、JB JAPANがやらねばならないと思った事でした。 

アジア全体については今年選ばれたAPJBチームが頑張ってくれると信じています。他の地域と比べるとどうし

ても違いが多く、多様性に富んでいる地域ですので、難しいと思いますが。 

 

フェアウェルパーティについて。最初フェアウェルパーティを任せられて時

は自分には無理だなぁ、と思いました、というのも自分はAPRW/ JASPARC初

参加だったからです。見たこともないパーティを仕切るのはかなり不安でし

たが、他のスタッフをはじめ、参加者全員の協力から何とかみんなに納得し

てもらえるようなパーティになったと勝手に思っています。CISVerの自由な気

質から、時間通りにまとまるか不安に思っていましたが、思いのほかみんな

協力的で、しっかりと歓談の時間も取れるなど、（いくつかの技術的な問題

と、自分のミスを除けば）大成功だったと思います。会が終わった後様々な

人から感謝の言葉をかけていただいたのは、自分の中の一生の思い出で

す。司会を務めていただいた由依とはやとさんをはじめスタッフ、ボランティ

アスタッフの皆さま、ご協力ありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。 
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小林由依（ゆい）  JASPARCプランナー、APRW/JASPARCスタッフ 

JASPARC2回目 JASPARCに参加 

 

今回で2度目の参加となったJASPARCだが、日本開催ということでこれまで参加したどのinternational 

conferenceとも一味違ったものとなった。前述したものに加え、APRW/JASPARCホームスタッフとJASPARCプランナ

ーという二足のわらじで挑んだ、なんとも密の濃い4泊5日間だった。 

ホームスタッフとプランナーであるということで、事前も期間中もバタバタしていた。最年少でホームスタッフメ

ンバーになり役割を全うできるかという不安もあったが、心強いメンバーに支えられ、なんとか乗り切ることがで

きた。 

JASPARCでは開催の数ヶ月前から少しずつスカイプミーティ

ングを重ね、テーマや外枠、各国が必要としていることなどを

議論していきました。今回は11名プランナーがいたこともあり、

様々なプランニングの形や、資料の使い方、セッションの進め

方を学ぶことができた。 

前回のJASPARC参加国に加え、ミャンマーや香港など新しく

JBが発足した国や再興した国なども参加していたため、改め

て「JBとは」を考えるきかっけにも繋がった。日本人が多く参加

したことでも東アジア諸国のJB活動が活発になっていることに

嬉しさを感じると共に、今後のregional workshopであるTEAを

どのように変容させ、東アジアJBの基盤を強くしていくかが今

後の東アジア地域におけるJBの発展だけでなく、太平洋アジア地域におけるJB全体の発展へと繋がるだろう。 

スタッフとして、プランナーとして、参加者として、welcome partyのパフォーマーとして、farewell partyの司会と

して、とにかく忙しく一杯一杯になってしまっていた時もあったが、このような大きなイベントで責任を任され運営

に携われる機会を10代最後に頂くことができ、CISVの大きさや人との繋がりの大切さ、多様性や価値観の違い

など多くのことを学ぶことができた。 

私自身至らない点はありましたが、ホームスタッフのみなさん、お手伝いいただいたボランティアのみなさん、

参加者のみなさん、全ての方々に感謝の気持ちでいっぱいです！ありがとうございました！ 

 

 

永沼里美（さとたん） 関西支部YM委員 

APRW初参加 CISVオリエンテーションに参加 

 

私自身、恥ずかしながら英語が話せないため、不安で

いっぱいな中で始まった週末オプション。子どもたちがど

んな気持ちでキャンプに参加していたか、身をもって体験

いたしました。 

マークのセッションは、とても理解しやすく、グループに

分かれてのアクトも楽しく参加させていただきました。ゆぶ

(鈴木様)には随分助けていただき、大変感謝しています。
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CISVを理解するには十分なセッションでした。 

また、参加されていた方々にも、言葉が通じない分、絵とジェスチャーで何とか理解していただいたり、周りの

人の助けがあったお陰で最後まで参加できたと思っています。何より、海外のお友達もできた事も、私にとって

は宝物です。 

遠足もボランティアと言いつつ、お役に立てたかどうだかわかりませんが、とても楽しませていただきました。 

今回、参加した中では、色々な学びもありました。東北の淨沼さんとの出会いもその一つです。大人になって

も、いくつになっても、学びや気づきがあり、参加した事で少しでも自己成長ができたように思います。 

スタッフを始め、ボランティアの皆様、ありがとうございました。言葉では上手く伝えきれませんが、本当に感謝

の気持ちでいっぱいです。 

今回の私自身の体験を、支部の方でもシェアしていきたいと思います。 

 

 

松原郁子（いっこ）  関西支部総務委員 

APRW初参加 CISVオリエンテーションに参加 

 

今年のAPRWは日本で開催、週末プログラムと聞いて自分の英語力も顧

みずに私は仕事が終わると同時に支部の仲間と新幹線に飛び乗り、代々木

オリンピックセンターへ向かいました。今まで息子を送り出すばかりだったの

で実際に私自身もCISVのキャンプを追体験したくなりました。 

今回のCISV ORIENTATIONはカンボジア、ベトナム、モンゴル、インド、タイ、

フィリピン、日本から参加者が集まりました。CISV協会が設立されて間もない

国、既にいくつか国内に支部を持ち活動期にある国等と事情は様々でしたが、

どの参加者からもCISVに対する熱意を感じました。初日から意気投合して昼

は真面目にディスカッション、夜は渋谷のスシバーへ繰り出し大いに盛り上

がりました。現在でもスカイプ、FBを通じて彼(女)らと頻繁に近況を語りあって

います。 

またこのプログラムに参加して改めて息子とキャンプ当時の振り返りを話

合うことができました。子供を派遣したけどもっとCISVのことを知りたいという方、ご自分もキャンプを体験したい

けれど長い休みは取れないという方にはお勧めのプログラムです。今度は更に支部のみなさんをお誘いして参

加したいと思います！ 

 

 

橋上浩子（ひろこ） 日本協会理事、関西支部監事 

APRW初参加 CISVオリエンテーションに参加 

 

先ず「楽しめたのか？」と聞かれると「そうですね^o^」とは言いにくい 5日間でした。通訳が必要なほどに大変

な語学力と緊張の毎日でした。 

収穫はたくさんありましたが、反省点も多くあたふたの連続でした。 
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せっかくの日本開催なのに週末オプションには日本人の参加者が少なくてとても残念でした。関西支部から意

気揚々と 3人のおばちゃんが参加してあーだこーだの 3日間でした。男女比としてはトレーナーは 3人とも男性

で、参加者は女性が殆んどでしたので、バランス的には面白い割合でした。 

週末オプションはいくつものチームに何度となく分かれて全ての人とお話をし、それぞれの国の現状をきいて

参考になる事や感心する事も多かったです。特にトレーナーのMarkとカンボジア在住のフィリピンからの参加者

（仕事柄子どもと関わっているので）は、集合教育の重要性が言われていました。毎週末トレーニングをするた

めに集まり、そのトレーニングのために支部としても取り組んでいるそうです。これは関西支部の現状とは大きな

開きがあるので今後の検討課題になりそうです。様々な事情があるとは思いますが、プログラムに参加すると思

いがけない行動というか予測できなかった事も多くなると感じました、それはタイから参加しているリーダーが「子

どものバックグランドの重要性」を簡単な言葉で話してくれたので少しは理解出来ました。 

ボランティアでの食事当番やフェアウェルパーティでのダンスも楽しくさせて頂けました。特に急きょブレイクタ

イムで開催した浴衣の着付けは参加者との距離も縮まり特に楽しい時間でした。遠足の付き添いでは短い時間

を有効に使うにはどのようにサポートするのが良いのか・・・？を付き添い仲間で考え、役割をきちんと決めるこ

とが大切だと学びました。 

参加者一人ひとりが尊重されていると感じられる時間も多く、居心地の良い時間を過ごせました。「楽しめたの

か？」との問いかけには満面の笑みで「YES^^」とは言いにくいけれど、その場にいる事を受け入れてくれている

事は大きな励みになりました。子ども達がプログラムに参加して気持ちの up downがあるように大人にも同じ気

持ちが湧いてくると改めて感じました。今まで CISVに参加する子どもや保護者の方に「行けばきっと楽しいよ＾＾」

と話していたけど、これからは「何が楽しいのか、しんどくなっても大丈夫だよ。」とキチンと応援が出来るようにな

ったと思います。自分の中にもたくさんの cｌapが今でも耳に残っています。あんなにたくさんの cｌapの種類を持ち

帰れるだけでも参加した意味がありました。 

今回参加して一番嬉しかったのは、前回九州支部で開催された

APRWに参加したインドネシアのノヴィとの再会でした。当時は九州から

関西へ移動してこられたインドネシアチームのホストファミリーをし、関

西支部の仲間と共に京都観光をしました。私はすっかり忘れていたので

すが、TTTに参加していた祥太にトレーナーのノヴィが声を掛けてくれた

ので分かりました。こんな素晴らしい事があるなんて・・・と感動し、帰国

前に関西に来ていたノヴィ達と食事が出来ました。これも楽しい時間で

した。 

最後になりましたが、APRW開催にあたりご尽力下さいました皆様方

に改めてお礼を申し上げます。全ての方々のボランティア精神の賜物と

伺っております。本当にありがとうございました。 
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小林英清（ひでさん） 日本協会監事 

APRW初参加 CISVオリエンテーションに参加 

 

１２年前に長男がビレッジに参加してから、CISVには常

に参加者の親としてかかわってきました。子供たちが、JB

だ、NJRだと CISVのおかげで海外の会議に参加させてい

ただいたので、一体どんなことが行われているのか以前

から興味を持っていたこともあり、今回初めて参加させて

いただきました。 

今回の APRWは、ホスピタリティ溢れた CISVが大好き

な人たちがアジアから東京に集まって開かれたお祭りで

した。 

参加したセッションは、非常によくできたプログラムで、

フィリピンのマークと日本のユブという優秀なトレーナーに

よって私をはじめ参加者全員が積極的に参加できました。 

「平和とは」、「ダイバーシティーとは」など日常生活の中ではあまり真剣に議論していなかったことを日本人の

アイデンティティを感じながら、ユブの通訳に助けられながら楽しい大人の学習の場を体験させていただきまし

た。 

特にパストキャンパーでない保護者の方には、CISVがどんなことをしているのかを実際に経験してみることを

お勧めします。 

今回の APRWの開催に関わったスタッフの皆さんのおかげで、アジア各国の参加者も非常に満足してそれぞ

れの国に帰られたと思います。皆さん本当にどうもありがとうございました。この場を借りてお礼を述べさせてい

ただきます。 

 

 

東本綾子（あや）  九州支部 

APRW（参加者としては）初参加 モザイクトレーニングに参加 

 

 １０年振りの日本での開催とのメールを受けて、締め切りまで数日しかない状

態で休みも取れるかわからないまま申し込みました。 

１０年前の福岡での開催のとき、私は裏方として運営に参加しました。運営側

ですからセッション参加はほとんど無理でしたので、今回セッションに出てみた

いとの思いからです。ただ、私はＣＩＳＶの活動からは遠ざかっていましたし、ＣＩＳ

Ｖのプログラムやあり方も変化してるようで現状を把握していないこと、余り強く

もない英語力がさらに低下していること、年齢的・肉体的にタフな日々になりそう

なことを承知しながら参加を決めたのは現状への危機感でした。 

人口減や労働環境の厳しさに加え地方では集落だけでなく、行政単位である

市町村すら将来消滅の可能性があり、大都市が抱える問題とは異なる問題、課

題を抱えています。 

中心市街地も活気が失せ、何とかしたいという活性化の活動に微力ながら参
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加してきました。そこにＣＩＳＶのスキルが役に立つのではと考えたからです。 

次世代に、未来によい形でバトンタッチしたい、負の遺産を少しでも減らしたい・・・と。セッションをモザイクにし

たのもそのためです。 

結果は？ 

はっきり言ってかなりタフな日々でした。それでも参加者の助けもあり、モザイクの概略・手法については学べ

ました。このワークショップを私の中で問題点解決の手法として咀嚼して地域に還元できればと思っています。 

また、日本やアジアの人たちとの交流もできました。パーティーでは参加国の民族色豊かな踊りや歌などが披露

され、本当に楽しい時間でした。年齢に関係なく多くの海外の CISVerと交流できることはＡＰＲＷの魅力です。ＦＢ

でその後の活動も知ることができます。インドネシアでは帰国後も早速ワークショップを行っており、活動の活発

さを知りました。 

今回、スタッフの皆様のサポート、ありがとうございました。これだけの参加者への対応大変だったと思います

が、皆さんスムーズに運営されてました。九州からのスタッフの存在にも助けられました。 

そして、ジュニアの皆さん、踊りの練習参加しなくてご免なさい。アップしていただいた動画が役に立ちました。

あとは主役の若い皆さんの後ろで頑張るぞ！と決めていました。 

ソーラン節も初めて踊りましたが、踊りに参加できて楽しかったです。ありがとう！！ 

 

 

溝口遥子（ようこ）  東海モザイク委員長、東海パストリーダー、スタッフ 

APRW初参加 モザイクトレーニングに参加 

 

 私は今回初めて、CISVのプログラムに「参加者」として参加しました。以前から参加したかった APRWに参加で

きたのは、職場をはじめ、周りの皆さんのご理解とご協力のおかげでした。ありがとうございました。 

APRWの参加者は JBから大人まで様々。今回のモ

ザイクセッションの参加者は、教師や主婦の方など社

会人も多く、モザイクプログラムを考える上では様々

な経験がすべて糧になるため、話し合いは盛り上が

り、とても楽しく刺激を受けました。 

また、疑問があれば正直にぶつけ、話し合いが深

まっていく時間がとても楽しかったです。発表では、

未熟で不慣れだったにも関わらず、時間を割いて耳

を傾けていただき、アドバイスをくださった、モザイク

セッションのトレーナー始め参加者にはとても感謝し

ています。 

今後、正式にモザイクプロジェクトとして認められ、活動ができるように、アジアパシフィックのモザイク仲間と

情報交換をしながら、私自身少しずつ邁進していきたいと思います。また、今回のセッションの内容を中心に支

部の皆さんとも考える時間を作っていきたいと思います。 

とても良い経験をさせていただき、この場を作ってくださったスタッフの皆さん本当にありがとうございました。

次回は中国（広州）での開催とのこと、また、出会った皆さんに会いに中国へ行きます。 
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深井瑛子（キキ）  関西パストリーダー 

APRW2回目 モザイクトレーニングに参加 

 

 今回は久しぶりの CISVの参加でした。 

モザイクってなに？という状態からワークショップに参加させていただき、また、ウェルカムパーティの司会や

ナショナルパフォーマンスへの参加など、めいっぱい楽しませていただき、運営してくださった皆様に心より感謝

申し上げます。 

1年前からご準備いただいていたとのことで、パーティの

ハラルフードのご準備や、ネームタグの緻密さなどで、日本

ならではのおもてなしを随所に感じることができました。 

全員がボランティアということで大変な面もたくさんあると

思いますが、素晴らしい APRWだったと思います。 

久しぶりに参加し、改めて CISVの良さを再発見できました。

偏見なくそれぞれを認め合えるところ、すぐ仲良くなるとこ

ろ、年齢や職業などのステータス関係なく皆がフラットで、

でも思いやりをもって接しているところ…なんて居心地の良

い空間なんだろう、と感じ、この環境にいることをとても幸

せに感じました。 

社会の中にいると、組織の中での上下関係や立場があるのでどうしてもその「役」のようなものにはまって自

分を表現しなくてはいけないことが多々ありますが、CISVではみんながそれぞれ自分らしくいられる環境なのだ

と思いました。 

社会人になって、CISVは離れてしまっていましたが、今回をきっかけにまた素晴らしさを再認識し、今年の関

西支部の YMスタッフをさせていただくことになりました。 

また忘れ難い夏が来るのかと思うと心踊り、参加した人たちに、私が CISVを通して感じていることを同じように

もしくはそれ以上に感じてもらえるよう努めたいと思います。 

素晴らしい時間をありがとうございました。 

 

 

高橋利幸（よし）  九州YM委員長 

APRW初参加 IPPトレーニングに参加 

 

 夢のような日々でした。私は 2年前に子どもをビレッジにやっ

た父親です。いつもは息子が主役で、保護者としてしか参加し

たことがなかった CISV活動。このような大人向けのワークショッ

プがあることを知りませんでした。多分、多くの保護者も知らな

いはず。ぜひ参加してください。社会に出たら利害関係者ばか

りで、本音で付きあえる機会はほとんどないと思います。日本

はもとより、価値観を共有できるアジア各国からの参加者と友

情を築くことができますよ。 

それから「英語力の大切さ」を痛感しました。参加者は英語を
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しゃべるのは当たり前で、その場で意見を書いたり、まとめたりしなければなりません。これには大変苦労しまし

た。今後、参加したいメンバーは「英語をブラッシュアップする！」との動機でもよいと思います。 

このような機会を与えてくれた関係者の皆様、本当にありがとうございました。早い朝の食事券配りや○○がな

い（笑）コーヒーブレイクの準備をしていた姿が目に浮かびます。当たり前のように楽しむことができたのはスタッ

フのおかげだと、今さらながら気づきました。 

 

 

木村緑（みどり）  ユースミーティング部会長、APRW/JASPARCスタッフ 

   APRW3回目 IPP トレーニングに参加 

 

 今回で３回目となる、APRW参加は、スタッフも兼ねての

大忙しの５日間でした。今までタイやインドネシアで楽しく

参加させていただいていたのは、各国のスタッフがこんな

に影で準備してくれていたからなのだと、体験して改めて

わかりました。それだけに、各国からの参加者が、楽しそ

うにウェルカムパーティで踊ったり、笑顔で遠足から戻って

きたり、オリンピックセンターの桜を楽しんでくれているの

を見ると、ああ良かった、喜んでくれている、と嬉しさもひと

しおでした。また、寄付や物品担当として事前に約２００人

分のお菓子や、事務用品の準備、トレーナーとの備品のやり取りなど普段はやらないことに取り組めたのは貴

重な経験でした。特にトレーナーとのやり取りでは、ワークショップではどんなことが必要なのか、どれだけ考え

ているのかなど、会話から垣間見える真剣な取り組み方に感銘を受けました。同時に一緒にスタッフをした仲間

の素晴らしい能力と献身的な取り組みに敬意を表します。このような素晴らしい仲間と一緒にこの APRWに関わ

れたことはとても幸せなことでした。  

参加した IPPのワークショップは、直前に私自身が参加してきたばかりのフィリピンの IPPでディレクターを務め

たマリアナが今回のワークショップのトレーナーで、初めから緊張せずに楽しく取り組むことができました。IPPに

ついての説明やアクティビティが、実際のフィリピンでの IPPに置き換えて考えられたので、すっと頭の中に入り、

理解することができました。IPPはモザイクのように他の団体とも協力して、地域の問題に取り組む、様々な要素

が集まったプログラムです。“IPPの準備は１年半前から始める”というマリアナの言葉が実感として受け止められ

ました。このワークショップを受けてますます IPPが好きになりました。 

 

 

橋上祥太（しょうた） JB部会長 

   APRW初参加 TTTに参加 

 

 私が TTTの参加を決意したのは関西支部から YMへ派遣される

方へのヘルパーになるために参加をしました。開催前から TTTは

難しいと聞いていたので高を括って参加をしたのですが専門用語

が飛び交い内容を理解するのに必死だった。幸い参加者に日本

人がいたためわからないことがあれば質問し、理解をするという
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形でなんとかやっていけました。今回の参加者で私が最年少ということもあり、ディレクターが個人で良く話しか

けてくれたりしたので言語面以外での苦労はほとんどなく充実した日を過ごせました。そして最後に一人ひとりに

コメントもいただき褒められたところはそれをもっと伸ばしていき、逆に良くなかったところはその部分を改善して

いきたい。 

今回 TTTに参加したことでたくさんの学びがありました。しかし、参加したということ、たくさんの学びを得れた、

だけで満足せず振り返りをしていきより良いヘルパーに近づきたいと思う。そして YMのヘルパーへだけでなく

TTTで学んだことを JBにも発信していきたいと思う。 

 

 

堀江陽介（ようすけ） 関西 JB 

   APRW初参加（JASPARCは 1回参加） TTTに参加 

 

 私が今回参加したセッションはＴＴＴです。私のこれまでのＣＩＳＶ活動はジュニア会の活動が中心で、同世代の

人と活動することが大半でした。このセッションの参加者には若者以外にも自分の親世代の方もいて、普段とは

異なる視点からの考えを知ることができました。ずっと派遣される側であったＣＩＳＶ活動が、派遣する側になるだ

けでこうも視点が変わるのかと驚いたことというのが素直な感想です。セッションの内容には、ＣＩＳＶの活動だけ

でなく、今後の仕事や私生活にも活かすことができる内容が大半であったので、学生と社会人の合間のこのタイ

ミングこのセッションできたことは、自分にとって大きなプラスとなりました。 

 セッション中は他の参加者の方がいつも助けて

くれました。おかげでＴＴＴというＡＰＲＷの中でも

一番難しいといわれているセッションでもなんとか

ついていくことができたと思っています。こういった

やさしさは決してＣＩＳＶの研修では直接的に話さ

れることはないけれども、大事に守っていくべきＣＩ

ＳＶの特徴の一つだと感じました。このセッション

に参加したことで、ＣＩＳＶ公式のトレーナーになる

ことができたので、今後は、ＴＴＴを含これまでのＣ

ＩＳＶ活動から得たことをＣＩＳＶ ＪＡＰＡＮに還元し

ていきたいと思います。 

 

 

山脇あらき（あらき） 関西 LTC委員長、関西パストリーダー、2016関西スタッフ 

   APRW初参加 TTTに参加 

関西支部の指導者養成委員長の山脇あらきです。僕は今回、初めて TTTを受けました。CISV歴は１年目なの

で、いろいろ不安なとこもあったけど、実際受けてみると自分がリーダーとしてビレッジで学んだことをより深く掘

り下げた内容でした。というのも、ビレッジでもとてもいいリーダーに恵まれ、ベテランのリーダー達に毎日色々と

教えてもらっていたからです。なので、今度は僕が新リーダーにこれからどう教えていくのか、いいリーダーに育

てるためにどうあるべきかを学ぶという観点ではとてもいい経験が出来ました。全体的に年齢層が高く、CISVに

長く携わってきているメンバーばかりだったので、すごく刺激を受けたし、さすがやなぁと思うこともたくさんありま

した。そして、ほぼ最年少の僕の意見もいつも真剣に聞いてくれ、的確なアドバイスをくれました。でも、僕がこの
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TTT で学んだことは、CISV 活動外でも役に立つと思います。

それは如何に異文化理解の大切さをアクティビティを通し

て楽しく理解するかであったり、プレゼンの仕方などであ

ったり、英語でのディスカッションなど、本当に普段の生活

から実践出来る要素がたくさん含まれていました。なので、

この学んだことを LTC としての活動だけでなく、これからの

人生でも多いに活用して行きたいと思います。 

 

 

 

折本実里（みさと）  関東パストリーダー 

   APRW初参加 TTTに参加 

 

CISV初心者の私にとって APRWはより CISVを理解する絶好のチャンスでしたが、これまで日本での開催では

なかったためなかなか参加することが出来ず、今回関東支部からの補助を受けて参加できたことに、感謝の気

持ちでいっぱいです。 

スキルに不安があったもののゆりぼうに背中を押して頂き、TTTのプログラムに参加しました。 

たった４日間にも関わらず、CISVのトレーニングがどういう要素で構成されているのか、どういう目的を設定し

てトレーナーはハンドリングを行うべきかなど本当に必要なエッセンスが凝縮されたとても密度の濃い学びの時

間となりました。大変だとは聞いていたものの、チャレンジして本当に良かったです。 

 セッション中の意見交換を通して、同じア

ジア人でも、国によってトレーニングの仕

方が全く異なっていることが分かりました。

確かに参加する年、場所によって雰囲気

や内容は大きく変わり、それぞれの地のキ

ャンプの特性を活かせることが CISVの利

点ですが、実際にキャンプインした際にリ

ーダーやスタッフの間に大きな認識やスキ

ルの差がないように、トレーナー側から働

きかけていくことがいかに大切であるか理

解できました。また、リーダー、スタッフのスキルの高度化、平準化の他にも、関東支部ではリーダー、スタッフを

トレーニングする際に、経験者側から伝えるべきことを一方的にしかも全ての情報を伝えることに集中してしまう

ことが自分の中での課題だと感じていました。トレーニングを受ける人ひとりひとりの段階に寄り添いながらペー

スを合わせてトレーニングを行って行くことを今後ますます意識し、関東支部のリーダー、スタッフ育成に活かし

たいです。 

 貴重な実りある学びの時間を提供して下さったスタッフの皆様、関東支部の皆様、一緒に頑張った TTT参加者

の皆様、どうもありがとうございました。 

 

 

  



2016 APRW/JASPARC 参加者の感想 p.19 

 

大山晋輔（しん）  関東パストスタッフ 

   APRW初参加 TTTに参加 

 

普段は海外で開催される APRWが東京で開催されるの

は普段仕事で長期休暇が取りにくい自分にとっては大き

なチャンスだと考え、申し込みました。 

TTTは経験豊かなトレーナーの Alvin と Noviのもとで、

CISV らしく Learning by doingに沿ったプログラムが組まれ

ており、座学だけで分かったつもりになりやすいことを、体

験を経て腹落ちさせて理解することが出来ました。 

 

 今回は日本での開催ということもあり日本の各支部からの参加も非常に多かったですが、海外からも何度も

APRWに参加しているメンバーから初めての参加者まで幅広く参加しており、各支部での課題や取り組みについ

ても共有することが出来、自分自身の視野をまた広げることが出来ました。 

 このような経験を提供してくれたトレーナー、参加者、運営事務局のみなさんに感謝しています。どうもありがと

うございました！ 

 

 

大門樹久世（きくよ） 東海支部長 

   APRW初参加 TTTに参加 

 

APRWには初めて参加しました。APAC、IPP、Mosaic Trainingなどのセッションの中から、TTTを受ける事にしま

した。CISVの事がさらによく分かるようになるだろうと期待しての参加でしたが、予想通り大変有意義な５日間と

なりました。 

 

 セッション１日目は自分を知るという事から始まりました。自分の性格な

どを考え、それをポストイットに書いたり、それらを表に貼ったりしたのです

が、普段自分の事を内省する機会も少なく、また、したとしても他の人に伝

えるような事はしないので、少し抵抗を感じながら課題をこなしました。 

 ２日目からは様子が徐々にわかってきました。CISVは learn by doingが特

徴だとよく言いますが、そして、私も保護者の方にそのように説明をしてい

ますが、実際に自分がその課題をこなす側になるのは、不思議な体験でし

た。常に驚きと発見があり、ちょっとだまされた感もありましたが、ポジティ

ブな裏切りを何度も経験しました。このような体験を通じて得た事は決して

忘れる事はない、つまり、一方的に教えられるのではない、体験を通しての学びは非常に有効である、という事

を実感しました。 

今回の経験によって、今後 CISVの紹介をする際に、プログラムの有効性を今まで以上に自信を持って紹介で

きると確信しています。 

スタッフ、ボランティアのみなさんに、心より感謝致します。ありがとうございました。 
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真鍋澄子（すみこ） YM部会トレーナー 

   APRW2回目 TTTに参加 

 

遠足でのご案内役をさせていただきました。 

諸外国のＡＰＲＷでも、現地の皆さんにその土地ならではの所を見せ

ていただいているので、お・も・て・な・しの精神でご恩返しです。 

参加者の方々はよく話を聞いてくれたり、まとまってくれたり、想像して

いたよりスム－ズに行動がとれました。班のリ－ダ－として気を配りなが

ら無事に工程を消化できたことが、参加者のみなさんにとって一番の贈

り物になりました。無事ほどありがたいことはありません。もちろん、往復

の道中では笑いあり、また居睡りあり！乗り換えのポイントで人数を数え

ながらも、和気あいあいと過ごせたことも遠足を楽しめた要因の一つだと

思います。 お助けマンのヘルパーの方々のパワ－溢れる行動力はこ

の遠足を盛り上げた要因の二つ目です。 

また１０年先には日本でＡＰＲＷが開催されるかもしれません。今回、

ボランティアのチャンスに恵まれなかった方々には、是非とも次回に応募

なされることをお勧めします。人との輪が広がり、協力する態度がますます伸びていきます。いろいろな知識や

技能を持っている私たちがいかんなく力を発揮していく場所、その一つがボランティアです。 

 

 

楠本昌代（まさよ）  YM部会トレーナー 

   APRW8回目 TTTに参加 

 

参加に当たって、１年前からの職場への CISVおよび APRW

参加の意義等についての、プレゼンを行って。やっと上長から

OKが出たときはホントにホットした。直前には、「TTT参加希望

者が多いので他に移れないか？」との要望もあったが、なんと

か参加できてホントに良かった。今回は２０１２年に取得した

Certificateの更新ということであったが、結構更新の参加者が

多く、心強かった。内容的には大筋は同じなのだが、講師が違

うと受ける印象やこちらの理解度が違うのに当初はかなり苦

労した。専門用語は講師によって説明の中身の量に差があり、

そのギャップを埋めるために苦労した。ただ、新な仲間ができ

たこと、２０１６年 TTTチームとしての仲間ができたと言うことは貴重だった。何かの折りに、何処かで色々協力し

てできたらいいのにな、と強く感じた。 

参加させて下さった、上長・先輩方をはじめ CISVスタッフ・支部関係者の皆様に深く感謝する。これで CISV生

命を３年延命措置ができました。これをうまく生かせるように、土日の時間を調節してゆきたいと思います。 
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野上良治（ぱんちょ） 関西支部長 

   APRW初参加 APACに参加 

 

APRWが今年は日本で開催されるということで初めて参加しました。参加プログラムは英語に不安があること

と、日程の関係で週末オプションを考えていましたが、ゆりぼーからの「英語はサポートしますよ！ウェルカムパ

ーティに参加しないと乗り遅れた感が出ますよ！」という誘いに乗ってウェルカムパーティから！プログラムは

APACで全日程に参加しました。 

 APRWの期間中ずっと首からぶら下げるネームタグには、他国の方にも覚えてもらいやすいように大学の時か

らのニックネームの「PANCHO」と書きました。これは効果絶大で、国を問わず名前をすぐに覚えてもらえました。

（関西支部の方からも「ぱんちょが本名ですか？」と聞かれ

たりしましたが） 

 ウェルカムパーティは書道パフォーマンスに始まり日本

太鼓、そしてみんな踊れるソーランで盛り上がりました。な

により日本協会の女性の和服姿が素晴らしかったです。

九州支部長とも初めてお話ができました。参加して良かっ

たです。 

 次の日 APACの最初のプログラムが PACEファンデーショ

ンの報告でしたが、これが私にとっては衝撃的でした。

PACE ファンデーションは IPPや、MOSAICの活動を資金面から援助するものです。お金が出ることでボランティア

としてできることが格段に広がります！活動の中で特に印象的だったのは、インドの「一つの家に、一つのトイレ」

活動。そして日本の JBが主導している「TEA」でした。日本の JBは元気だし、他国からも期待されていました。

PACE ファンデーションによって、CISVのあり方が「世界に貢献する子供を教育する」ところから「貢献する活動そ

のもの」（とても魅力的ではありますが）へ、大きく変わってきているのはないかとさえ感じました。このことは

APRWの期間中に皆と話をしましたが、「貢献する活動」を実施する姿を子供達に見せることによる教育効果、そ

して「貢献する意思を育んだ CISVerの活動の受け皿」となること、だろうなと腹落ちしました。 

 フェアウェルパーティに向けては日本のデリゲーションタイムで踊る AKB48の「会いたかった」を蓼科ではゆり

ぼーと、オリセンでは皆と練習し、迎えた当日に男女を問わずセーラー服に身を包む日本の若者たちと踊りまし

た。アンコールもおきて、多くの国の人達が一緒に踊ってくれて一体感を感じました。これも参加して良かった！ 

 その他「APRWでこれだけはやっておかねば」と思っていたこととそれ以上の、地理的に近くリーダーやスタッフ

を多く融通いただいている東海支部長さんと相談できたし、私の出身地で親近感のある九州支部の方たちと多く

お話できたし、ビレッジでお世話になったインドネシアの役員さんやディレクターさんにお礼を言えたし、IRFを処

理いただいているアジアの RMの方に相談できたし、2016年度日本大会のディレクターやスタッフのお願いもで

きて、すっきりと満足して APRWを終えることができました。また、その後も Facebookなどで、知り合いになった多

くの方たちの活躍を拝見出来て、自分の活動にも刺激を受けています。今回 APRWに参加して、ほんとに良かっ

たです。運営いただいた（通訳でもお世話になりました）日本協会の皆様、ありがとうございました。 
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藤田英子（ひでこ） 日本協会運営委員長 

   APRW5回目 APACに参加 

 

 

 前回最後に参加したのは約 10年前のこと、今年は東京での開催という事もあり、現在のアジア太平洋地域で

のＣＩＳＶ活動を肌で感じ取ってみようと参加しました。旧知の友人たちとの再会を喜ぶと同時に今回はアジア諸

国でのＣＩＳＶへの関心度が非常に高くなっていることを目の当たりにしました。私の参加したＡＰＡＣはそれぞれ

の国の代表が現状を発表し、お互いの諸事情を分かち

合い全体の動きを共有するのが目的のひとつとなってい

ます。13か国の参加でしたが、11歳からＣＩＳＶに参加し

ている私にとっては新しい加盟国と思っていたインドネシ

アは今では APRWをリードしています。そして、ベトナム、

中国、モンゴル、ミャンマー、香港などは今の社会情勢を

反映するかのように CISVのような国際活動への参加に

大きな期待を抱いています。日本は CISV活動を 60年程

続けている訳ですが、改めて CISVの原点を見直し日本

の立場を考えさせられる良い機会になりました。 

最後にスタッフの皆様、協力下さった皆々様に心より感

謝申し上げます。 

 

 

平洋一（平さん、よういち） 国際理事、APRW/JASPARCスタッフ 

   APRW2回目 APACに参加 

 

予想をはるかに超える APRWへの参加希望者を受け入れるため、APACは、本来の会場を離れた長野県茅野

市の山中に移動して開催することとなった。日本からは写真の 5名が参加。しかも収容人員の関係で宿泊地が

約１ｋｍはなれた 2か所に分散することになったので、どうなることかと気をもんではいたのであるが、実際には

参加者たちは大喜びで終了した。2か所の宿泊場所で通常のセッションが終わったあとの特別セッションも準備

したので、公式な会議では聞けないような参加者の本音

に接する機会にも恵まれた。APACには Circle of Nationsと

いうセッションがあり、参加したそれぞれの国の実情につ

いて、１）CISV活動の維持や発展に関する課題、２）直面

する問題、３）Regional Delivery Teamに期待すること、４）

そして自慢したいほどいいことの 4点について発表があっ

た。日本からは、１）予算や、リーダー募集の課題、２）日

本の風呂事情、３）活動を広げるためのアイデア、４）2015

年関東大会オープンデイや STEP活動について報告した。

２）の日本の大風呂の事情はよく理解してもらえたと思う。

APRWの成功を支えてくれたスタッフや参加者を含む多く

の方々に改めて感謝したい。 
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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、 

APRW/JASPARCスタッフ  

 APRW 8回目 APACに参加 

 

 APRWのスタッフを務めるというのは私の10年にわたるCISV経験の

中でもダントツに規模の大きい出来事だった。何がすごいってまずはメ

ールの量がすごい。ピーク時のメール受信数は一日数百通、数日仕事

で忙しくしているとあっという間に1000通たまる。もちろんそれでは進ま

ないからiPhoneなどでこまめにチェックするも、数時間ごとに画面を見る

たびに30通ずつ受信するさまには思わず笑ってしまった。それだけのメ

ールをさばくのは一時期とても大変だったけれど、おかげでだいぶ鍛え

られ今では少しキャパが広がったような気がする。 

APRWをするにはワークショップの枠を作る人（部屋や備品を準備す

る人）と中身をつくる人（セッションのプランニングやハンドリングをする

人）がいる。そして私はアジア太平洋地域支部開発副コーディネーター（いわゆるReCo）というのをやっているが、

APRWでの私たちの大切な仕事はスキマ時間に各国の関係者と会い、その国の状況を把握したり、必要に応じ

てリソース（人、情報、お金など）につないだり、アドバイスをしたりすることだ。例年すべての食事と休み時間は

これでうまってしまう。 

で、何がすごいってフタを開けてみるまで自分でも状況を把握していなかったのだが、結果として私はこの3つ

を同時にやらなくてはならなかったことだ。これに加えてAPRW全体のコーディネートや準備、さらには日本人参

加者のとりまとめなどもあった。 

たとえば部屋を片付けて鍵を閉める作業をしていたらミーティングには遅刻しているし、逆にミーティングをギ

リギリまでやっていたら部屋の前で待ちぼうけの人がいたり、備品や資料がそろっていなかったり。朝食ミーティ

ングをセットしたはずが、裏でロジを回さないと成り立たないと前日になって気づいたり。こんなに駆け回っている

にもかかわらず、肝心なところにいつもいられないような気がして心苦しかった。人は同時に2つのところにはい

られないという当たり前の事実を前にして、コピーロボットがほしいと本気で思った6日間だった。 

そんな中、やれるところまではやったつもりだが、役割が多すぎるとどうしても手が回らないところができてしま

う。とくに今年は人とゆっくり話せなかったのが残念だった。来年はスタッフの気持ちを考えてなるべく協力しつつ、

ほとんどReCoだけという身軽な立場で心ゆくまで人と話そうと思う。 

今回これだけの規模のAPRWを東京で開催したことで、日本人参加者31名、ボランティアも入れると70名以上

の方が何らかの形で関わり、APRWに触れることができたのは本当に大きな成果だと思う。APRWは実際に体験

するまでよくわからないと言われるが、だからこそ体験した人がたくさん生まれたことはとてもうれしい。そう、

APRWは楽しい。刺激になる。友だちができる。そして人生がちょっと豊かになる。これを機にこれからもファンが

増え続けていったらいいなと思う。 
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～APRW/JASPARCスタッフの中から投稿を寄せてくださった方の感想文を掲載します～ 

 

鈴木勇貴（ゆぶ）  アジア太平洋地域PRアドバイザー、広報プロモーション部会長、 

APRW/JASPARCスタッフ    

 

APRW/JASPARCが遂に東京にやって来た。アジアパシフィック中のCISVerが集まる大きなお祭りだ。以前日本

でやった時はタイミングが合わず参加できなかったので、今回このAPRWがまた東京に来ることをとても楽しみに

していた。 

APRWに関して、私は3年前のインド以来参加できていなかったので、久しぶりにたくさんの友人達に会えるこ

とが楽しみで仕方なかった。今回は参加者としてだけではなく、APRWの準備スタッフとしても活動した。結果的に

過去最大規模のAPRWが、無事開催できて非常によかった。 

スタッフとしては、スタート初日のウェルカムパーティーを担当した。書道パフォーマンスや和太鼓、そーらんや

マツケンサンバなど、大勢の力を借りてチームジャパンとして、しっかりと最初の企画を盛り上げられて一安心だ

った。 

APRW参加者としては、CISVオリエンテーションのトレーナーとして参加した。３年前のAPRWでもトレーナーを

やったが、今回この内容でトレーナーをやるのは初めてだった。そして正直、このトレーナーは個人的に本当に

大変だった。仕事やプライベートが非常に忙しいタイミングで、

APRWスタッフもやりつつ、トレーナーまで引き受けてしまった自分

を、後から何度嘆いたことか（笑）。 

そんな中の唯一の救いは、今回のワークショップでトレーナーが

私1人ではなかったことだ。フィリピンのMarkと一緒にトレーナーを

やったので、お互いに色々学びながら協力することで、最終的に

ワークショップを行うことができた。 

素晴らしいアジアパシフィック中のCISV仲間と東京で会えたこと

は、本当に嬉しかった。その数日後に自分の結婚式もあり、世界

中のCISVに祝ってもらったことは、一生の思い出となった。また次

のAPRWでいつか、皆と世界のどこかで再会する日を楽しみにしている。 

最後に、このAPRWの準備チームの働きは本当に素晴らしかった。準備チームのリーダー、藤田さんを中心に、

物凄い仕事量を笑顔とチームプレイで全てを見事に乗り切っていた。私はスタッフチームの末席で微力の働きし

かしていないが、このチームの皆さんの献身的な働きには、本当に感謝感激し、「これぞCISVスピリット！」、とい

うものを見た。スタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした、ありがとうございました！ 

 

 

津田麻里奈（まりな） 関東SC委員長、関東パストリーダー、APRW/JASPARCスタッフ 

 

CISV makes my day!! 

打ち上げをもって、1年間のスタッフ業務が終わりました。 

思い返せば14年度のリーダーでグアテマラに行く前から声がかかり、就活の終わった15年の夏から本格的に

動き出し、15年度末はフィリピンでメールの嵐、いろんなことで頭がいっぱいの中、年を越しました。テストや卒業

旅行で忙しい年明けは特に物品担当のみどりさんをはじめ、多くの人に支えられてなんとか仕事をこなしまし
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た。 

ジュニア行事以外で初めて経験したスタッフは、参加者では気づけなかった苦労や新しい発見があって大変

ながらも楽しかったです。私は物品担当で特にTシャツ管理をしていました。デザインが決まってからタイのMook

に発注するまではすべてフィリピンに滞在するときにやっていたのでとても大変でした。Tシャツが形になって、参

加者が喜んでくれた時にやりがいを感じました。スタ

ッフにもスタッフなりの楽しみ方ややりがいが見つけ

られて、準備期間を含めた1年間は充実した時間で

した。 

私は以前タイとインドネシアに参加者としてAPRW

＆JASPARCに参加したことがあります。その時の楽し

かった思い出を日本のジュニアやリーダーたちに知

ってもらえる良い機会が今年やってきて、それに自

分がスタッフとして携わることができて良かったです。

日本人は英語に自信がなかったり、シャイな性格か

らなかなか国際プログラムに参加しませんが、ぜひ

多くの人が世界に飛び立ってほしいなと思います。 

CISVはボランティアだからこその良さも悪さもありますが、どんなに辛くても大好きな気持ちは変わらず、私の

大切な居場所です。今年から社会人になって学生時代より参加するのが難しくなりましたが、いつでも戻れる場

所があるのが幸せです。これからはスタッフの経験を活かして次世代のサポートに力を入れたいと思います。 

参加者、ボランティア、サポートしてくれたすべての方に感謝いたします。来年は中国により多くの方と一緒に参

加したいです。 

  



2016 APRW/JASPARC 参加者の感想 p.26 

 

深井美貴子（ミキ） 関西モザイク委員、2016関西リーダー、APRW/JASPARCスタッフ  
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III.  JASPARC 

藤井こころ 齋藤珠帆 堀内夏樹 横地うらら 山口知也 

山田野乃 早野実代子 小林由依 越部真（文責） 

 

アジア太平洋地域のジュニアたちが集まって話し合い、高め合う、それが JASPARC だと個人的には思っていま

す。今回の JASPARCは日本開催だったこともあり、日本人にとっては比較的参加しやすい国際行事だったと思い

ます。実際に JASPARC参加者も本参加以外にボランティアとして来てくれた JBたちがスポット参加するなど、日本

の存在感はいつにも増して高かったように

感じます。 

 セッションの内容に関しては、プランナー

の苦悩が感じられるようなものだったと思

います。プランナーの力量ではなく、アジ

ア・太平洋地域の難しさが一番感じられた

ことです。JASPARC のセッションを大別する

と以下の 2 つに分けられると考えられ、そ

れぞれ 

 ・CISVについて 

 ・アジア太平洋の JB活動について 

となります（もちろんこれは僕が大雑把に

分けたものなので、プランナーからしたら違うかもしれませんが・・・）。アジア・太平洋地域はジュニア活動が活

発な国と活発でない国で大きく差があります。日本はアジアでもトップレベルに活発な方ですが、活発でない国

はジュニア、JB と聞いてもピンと来ない人々が多くいるレベルだそうです。そうした知識と経験が隔絶した人々に

等しく実りあるセッションを行うことは、プランナーに非常に高い力量が要求されます。その点を考えるとどうして

も IJBC のようなセッションは難しいでしょう。しかし、継続して挑戦すること、アジア太平洋地域にあったやり方を

模索する上で、JASPARCで行われた話し合いやセッションは意義深いものだったと思います。 

 

 非常に抽象的な話になってしまいましたが、これが私のワークショップで得られた知見です。 
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IV. CISV オリエンテーション（週末オプション） 

淨沼裕美 永沼 里美 松原郁子 小林英清 橋上浩子（文責） 

 

 

CISV orientation(3days)に参加しました。 

 

参加国： モンゴル 4 人 タイ 1 人 カンボジア在住

（フィリピン・オーストラリア）2人  

インド 1人 ベトナム 4人 日本 5人 

トレーナー：MARK. YUBU. ALVIN（本来は TTTのトレ

ーナーですが、一部のセッション担当してくれまし

た） 

 

☆1 日目 自己紹介するためのカード作成『our 

stories』を書き出しました。 

“Name”  “+characteristics”  “greatest achievement, so far”  “your wish for 2017”  “painful learning 

experience” 

これらを自分の出来ること～文字でも絵でも何でも OK～をそれぞれに書いて発表しました。これで何となく参加

者の緊張がほぐれました＾＾ 

その後は何度かチームに分かれて BOAT とNO BIAS、stereotypeについて考えました。何が正しいのかを考え

るのではなく、見方が変ると見え方が変る事に気が付き

ました。 

この日の終わりは各国入り混じり、3つのチームに分かれ

て CISV のプログラムに参加してもらうためにはどのような

アプローチが必要なのか？を考える宿題が出されまし

た。 

子ども（11VL）・保護者・リーダーを募集する時のアプロー

チを考える事になりましたが、すぐに相談するチーム、何

となくバラバラに解散するチーム、アイディアを持ち寄るチ

ームとそれぞれでした。 

 

☆2日目 make your countryや ASK、cisv passportの「人権」「多

様性」「紛争と解決」「持続可能な発展」の 4つのテーマについて

各国の課題を考えてみました。 

その後は違う国同士での 3チームに分かれて 4つのテーマの課

題の 3―D  of peace を考えました。3-D of peace とは、

Diagnose(診断) Dream（叶えるには）Deliver（どうもっていく）でし

たが、国によっての課題が違うのでお互いにまとめるのが大変

でした。 
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国によって日頃から問題点に向き合う姿勢が違うのがはっきりと

出ていました。 

 

☆3 日目は risk management, child protection policy と cisv 

programs について学びました。最終日に 3 チームの発表をしまし

たが、大切なのは声をあげること（意見を言うこと）だとお互いに気

が付いたようです。誰か一人に任すのではなく出来る範囲のアイ

ディアを出すことが重要だったのです。パソコンで作り上げるチー

ム、模造紙に切り張りするチーム、食堂でたくさんの人にインタビ

ューしてビデオを作製したチームとなりました。 

 

それぞれの国の現状を理解するのが難しかったのですが、トレーナーに通訳してもらいながらの 3 日間でした。

男女比や年齢の幅も広くて偏った考えにならなかったのは特にすごいな～と感じました。これが CISVなのかと納

得出来ました。GOALを明確にする事の重要さを身をもって体験しました。 

たくさんの国からの参加なのに全員が揃うことがナカナカなくて残念でした。しかし何人かで渋谷のお寿司屋さ

んまで歩いて行き乾杯し意気投合しました。初めて APRW に参加する人が多く不安を共有出来たことも仲良くな

れるきっかけでした。 

各国のオリジナルのエナをしましたので、エナジャイザーの効果の素晴らしさを感じました。 
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V.  モザイクトレーニング 

東本綾子 深井瑛子 溝口遥子（文責） 

 

トレーナーは Marie さん（インドネシア）と Nia さん（イン

ドネシア）で、参加者は１４名、そのうち、アヤ（九州）とキ

キ（関西）とヨウコ（東海）が日本から参加しました。 

１～２日目は、CISVの基本的な考えからモザイクプログ

ラムやモザイクプロジェクトのポイントを楽しく学びました。

プロジェクトを行う上で、CISV パスポートにも載っている

「ASK」が重要であることはもちろん、「SMART GOALS（下

記）」や「Discover，Understand，Create（下記）」というモザ

イクの段階は参考になりましたし、定めた期間内に地域

の課題を地域の人々、組織と連携して平和的に解決していく、非常にシンプルなプログラムであることが分かり

ました。 

３日目は、「Problem and Solution tree」を使った問題と解決方法を見出すワークショップを行いました。また、

課題解決のためのパートナーシップを構築するため、実際に役割（依頼人やパートナーなど）を決めて発表しま

した。その後、私たち３人で１つのテーマを取り上げ、発表に向けて準備をし、５日目の発表に臨みました。 

４日目の夜は、モザイクと IPPとの合同セッションが行われ、Mosaicと IPPについて（下記）それぞれが理解を

深めていく作業を行いました。 

５日目の発表は、各国の発表を聞きながら、気づきを共有し、有意義な時間となりました。 

 

《研修内容の一部》 

〇モザイクプログラムとは 

 地域に密着した平和教育モデルとして、コミュニティにおける問題を確認し、その問題に有意義に応じ

るようなプロジェクトを計画する。 

 あらゆる方法があるが、革新的な学びであって、地域に影響を与えるもの。 

 地域の実情に合うテーマを積極的に探究すること。 

 参加者にコミュニティで指導力を発揮してもらうもの。 

 問題解決に向けた創造的で批判的思考を奨励し、主体的・能動的市民参加に向けた個々の願望を

創造するもの。 

 プロジェクトにはすべてにコーディネーターと成人スタッフがいる。 

 年齢、実施期間、規模の制限はない。リーダーはいない。 

 

〇プロジェクトとは 

 明確な目的があるもの。 

 グループ（プロジェクトチーム）によって行われるもの。 

 時間制限（始まりと終わり）があるもの。 

 予算化しているもの。 
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〇モザイクのプロジェクトのポイント 

 取り組むプロジェクトにおいて、何が問題でテーマなのか。 

 どのように地域の課題に取り組むか。 

 プロジェクトから何を得るか。 

 参加者にプロジェクトから何を得てほしいか。 

 プロジェクトを完了するためのリソース（時間、お金、人など）はあるか。 

 

〇SMART GOALS 

 Specific（成し遂げたいことを正確に知る） 

 Meaningful（どう目標達成を味わうか） 

 Achievable（達成する道のりは遠くなく、やりがいは十分にあるもの） 

 Relevant（重要なもの、鼓舞するものになっているか） 

 Timely（いつ目標達成するか） 

 

〇モザイクの段階 

 教育的な枠組みであり、経験的な学びの基礎、プロジェクトコーディネーターの手引きとなる。 

 プロジェクトは構成によってではなく中身によって認識される。 

Discover 

問題に気づく。 

問題が気がかりになる。 

Understand 

問題に関連する知識や技能を学ぶ。 

新たな心構えや評価に基づいてやる気になる。 

行動を意図する。 

その試みを評価する。 

Create 

新しい行動を十分に試す。 

推奨される行動を習慣とする。 

 

〇モザイク（地域に密着したプログラム）と IPP（国際プログラム）の共通点 

 開催する地域の課題や関心のあることに取り組む。 

 テーマがあり、プロジェクトとして考える。 

 CISV参加者以外の人も参加できる Openなプログラム。 

 Partner Organization（以下、PO）と協力して取り組む。 （モザイクではPOは必須ではない。IPPでは、

PO と協力して地元の方と関わることになっている〔Hands-on Project〕） 

 PACE財団（Peace and Cross-cultural Education Foundations） から助成される。（プログラム開催費用

の 50％まで） 

※各国から参加者が送られることや、年齢（１９歳以上が対象）や期間（１４～２３日間）に制限があること

は IPPのみに言えることである。 
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VI. IPP トレーニング 

高橋利幸  木村緑（文責） 

 

参加人数：14名（フィリピン、インドネシア、モンゴル、オーストラリア、ミャンマー、タイ、インド、香港、日本） 

トレーナー：Mariana（フィリピン）、嶋村有里子（日本） 

所要時間：1回 90分×16回（朝 8時から夜 8時過ぎまで 4日間） 

  

 

IPP とは？ 

International People's Projectの略。世界各国からの

参加者を現地に赴き、他団体と協力して地域に根ざ

した諸問題の解決策を学ぶプログラム。例えば日本

で開催するなら、「震災地を元気にする」というテーマ

で考えることもできると思います。19歳以上が対象で、

PO（Partner Organization/ 開催地域のパートナー団

体）と協力して、14～23日間、15～25名の参加者、3

～6名のスタッフ、合わせて約 25名で行われます。 

 

学んだこと 

「IPP とは何ぞや？」ということを体系的に学びました。プログラムとしてはまだ若い IPPは、CISVの中でどのよう

な位置付けなのかについて参加者が絵を描きながら考えていきました。IPP を実際にスタートするのは、準備に

約１年半前から。特徴として、地域の協力団体と一緒に活動するため、話し合いに時間を要します。テーマを決

め過去の事例などを参考にしながら実際に起こりうる問題やその解決策などについて話し合いました。具体的

には、目的とゴール、テーマの決め方、リスクマネジメント、寄付の募り方、書類の書き方など 3～4 グループに

分かれてアクティビティを通して学んでいきました。 

例えば、テーマを考えるに当たって、課題が出されます。「ある地域では高齢者が多数いて、彼らは元気だが

地域と隔離されている。その高齢者と地域を結びつけるには？」と日本でも起きそうな事柄を「我々ならこうす

る、ああする」と議論しました。地域の問題点からテーマを見つけ出していきます。面白いと思ったのは、ZONE

の考え方。Comfort zone, Developing zone, Danger zoneの 3つに分けて「よく分かるゾーン」と「少し頑張って学

んでいけばできるゾーン」まではテーマとして設定できるが「全くわからない危険なゾーン」に属するテーマは選

んではいけないという考え方です。 

 

大切に思ったこと 

他のCISVプログラムと大きく違うのは、CISVの身内だけで完結するの

ではなく、対象地域の他の団体と協力して行うことです。これは「モザ

イク」も似ており、したがって、モザイクメンバーとの話し合いの時間も
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持ちました。実際のプログラムでは、参加者はテーマについて事前に

調査し自国の状況を発表。その後どのようにテーマに取り組むかを

参加者で話し合い、現地でテーマごとの教育活動を行います。必要

に応じて事前に協力団体や専門家による研修を実施することもあり

ます。「参加者が学びながら地域に貢献する」そんな機会を得ること

ができるのが一番のメリットではないでしょうか。 

 

実際に行った内容を紹介 

Painting Bodies of IPPers 

人の絵を描いて、その体のパーツごとに、スタッフや、ディレクター、参加者の

役割や必要なことを書き込んでいきました。可視化することで、イメージがわき

やすかったです。例えば「参加者」なら笑顔が必要と思いませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paint the Camp Map 

IPP キャンプサイトのイメージを絵にあらわしました。キャン

プで必要なものは何？グループによって絵がまったく違って面白かった！ 

 

 

各国アクトも楽しみました！ 

アットホームですばらしいワークショ

ップでした。 
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VII. TTT (Train The Trainers)   

堀江陽介 山脇あらき 折本実里 大山晋輔 大門樹久世 

真鍋澄子 楠本昌代 橋上祥太（コーディネーション責任） 

 

（真鍋澄子） 

■ＴＴＴとは？  

トレ－ニングをする人のための集中コ－スというところです。 

好きで参加するというより、あなたがＣＩＳＶで活躍するために必要なコ－ス

なのでぜひとも参加してください！と言われる内容設定です。 

個人的にはＣＩＳＶの教育に興味あり、教育に携わりたい方に必要なコ－ス

ともいえると思います。 

ガイドブックを読みこなしていきますとＣＩＳＶの哲学がわかりますが、それら

を実際に行い、理解して身につけていく方法でコ－ス内容が設定されていま

す。参加に当たっては、共通語が英語なので英語の理解力があるほうがよろしいと思います。また、物おじしな

い積極的な姿勢がとても必要なコ－スです。トレ－ニング中に失敗をしたとしても、全て自分の実になり必ず参

加者自身に大きな利益がかえってきます。経験は貴いもので、他に変えられるものがありません。地域から参加

してくる方々との交流は楽しみの一つです。話をすることにより相手の国・文化に触れ、個人レベルでの理解が

進みます。 

朝から夜までの集中したコ－スであり外国語が中心となるので、私たちにとっては体力が必要です。英語圏から

の参加者はいつもリラックスしてコ－スに参加していると言いますが、私たちにとってはインテンシヴコ－スと言

わざるを得ません。 

いかがですか。来年度のＴＴＴに参加するきっかけになったでしょうか。是非ともあなたの力をＣＩＳＶの教育で花

開かせてくださいませんか。 

私はトレ－ナ－として長年教育に携わっていますので興味をお持ちのみなさんに参加を考えていただきたいと

思っています。是非ＹＭのトレ－ナ－となっていただけることを祈念しています。 

 

（楠本昌代） 

■セッション１ 

・エナジャイザー 

・自己紹介 

・このワークショップでの、Share。Expectation。Concernをそれぞれで表明し、円の中に貼る。達成できたら円から

外へ出す。 

・グループごとに研修中のルール設定→全体のルール設定。 

 

（楠本昌代） 

■セッション２ 

全体セッション 

・昨年度APACのPACE Grantを受け取った活動を発表。（フィリピン・セブ支部、バコロド支部、ミャンマー、モンゴ

ル） 
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・Asia-PacificのPeace foundationは、IPP・Mosaic・JB活動をサポ

ートする。2017年４月２７～３０日、バリにて”Cross Cultural 

Leadership Training”を開催予定。主にビジネスをする人向け。 

 

（橋上祥太） 

■セッション３ 

自分を知る 

自己分析をSWOT分析（Strongth、Weakness、Opportunities、

Threads）で行い、自分に何が足りていないかを見出す。小グル

ープになり自分のSWOT分析を発表。 

自分になにが足りていないかをみつけることにより自分がこれからなにを習得していかなければいけないかを見

つけることができる。他人の分析をきくことにより自分の分析にも影響されより細かくなり自分になにが向いてい

るかなどが知れる。SWOT分析を踏まえ自分に向いている学習方法がなにかをみつける。 

 

（真鍋澄子） 

■セッション３ 

トレ－ナ－として活動していくうえで、自分がどんなタイプであるのかを考えた。４つのタイプ別に提示がありそれ

ぞれ自分を振り返り発表しあった。Activist, Reflector, Pragmatist, Theoristの４つである。自分のタイプを心得て

いるとトレ－ナ－としてプログラムを構成したり、率いていくときに役に立つのである。 

また、ＳＷＯＴという方法も紹介された。Strengths, Weakness, Opportunities, Threatsの４つである。その４つに自

分を当てはめてみて、自分がそれぞれについてどうであるかを振り返った。人により各項目にあてはまるものが

異なるが、それでいいのであり自分をよりよく知るための方法の一つである。 

 

（橋上祥太） 

■セッション４ 

トレーナーへの道 

トレーナーになるにはなにが大事かを確認し、参加者に対してどのように接したり教えたりすればよいのかを考

える。トレーナーは最終的に参加者がどうなってほしいかゴールを設定しそのゴールが達成できるようにしていく。

トレーナーになった際に重要なのが参加者に対してどうフィードバックをするかであり、その方法を教えてもらい

実際に今回のディレクターが実践してくれた。一人ひとりにしっかりとしたフィードバックをすることにより参加者

のよい点、悪い点が明白にわかる。そして最後には自分たちがトレーナーになり参加者に対してトレーニングを

する。この際今までのトレーニングを踏まえてグループでプレゼンテーションをしていく。 

 

（真鍋澄子） 

■セッション４ 

引き続き自己を知るセッションである。目を閉じて話を聞き、その後その話の内容を一つずつに分けてそれぞれ

についてどのように感じたのかを確認しあった。Comfortable, Anxiety, Panic のゾーンがあり、その時の気持ち

がどこにあてはまるのかを各自が確認しあった。 

また、trainer, participants, climateのお題について３つのグル－プに分かれ,話し合いを行った。私たちのグル－

プではclimate について肯定的な面と否定的な面とを話し合い発表を行った。トレ－ナ－として良い環境作りに
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精を出せる原点になるトレ－ニングである。 

 

（大門 樹久世） 

■セッション９ 

Giving and Receiving Feedback 

グループに分かれ（１グループ５人）プレゼンテーションの準備。 

プレゼンテーションの内容：CISVのプログラムを説明。 

（どのプログラムを説明するかは予めグループ毎に決められた） 

グループで決める事：説明対象者、プレゼンの内容、グループ内で発表する時の役割等。 

 

私たちのグループ（group 1）はビレッジについて説明する事に決まった。説明対象者は保護者とし、内容は参加

対象児童の年齢、子供達はどのように学ぶかなど。スライドを使って、発表内容を準備した。参加者は既に各支

部でCISVの説明をしている人達が多かったので、それぞれ使用しているスライドを持ち寄り、それらを修正しなが

らプレゼンの準備をした。 

 

（大門 樹久世） 

■セッション１０ 

各グループの発表。Group1から発表した。Group2が発表した後に、指導者のAlvin, Noviから発表者一人ずつに

ポジティブなコメントがあった。Group3の発表後のコメントは一人ずつ、非常に厳しいコメントが伝えられた。

Group4には一人ずつ良い点と改善点が伝えられた。 

 

受講者は途中から、どうしてGroup3には厳しいコメントで、Group2には良いコメントばかりだったのだろうと心の

中で気にしていたが、最後に指導者達の説明で全て意図されていた事が分かった。つまり、Group1にはコメント

なし、Group2には、良いコメントばかり、Group3には厳しいコメントばかり、Group4には、良い点、改善点バラン

ス良いコメントを意図的に行ったという事だった。 

 

その後、それぞれのグループがどう感じたかを話し合った。 

Group1：多分指導者がコメントを忘れたんだな、と感じた。 

Group2：励まされた。自信を持てた。 

Group3：かなりショックを受け、落胆した。 

Group4：満足した。しかし人の前でいい点も悪い点もい

われるのは、いやだと感じた 

 

まとめ 

フィードバックをうまく伝えるには？ 

フィードバックをするのに、適切な時間と場所をえらぶ。 

抽象的ではなく具体的なフィードバックをする。 

フィードバックを受ける人の反応を注意して聞く。 

フィードバックを受ける人に感謝し、励ますようにする。 

 



2016 APRW/JASPAC TTT (Train The Trainers) p.38 
 

フィードバックを受ける時 

フィードバックをしてくれる人の話をよく聞く。 

別の観点から見てくれたと思い、過剰反応しない。 

あまり上手なフィードバックでない場合もしっかり聞く。 

フィードバックを無視せずに、何かに役に立つという意識で聞く。 

チームの目標を達成する為の自分の役割に責任を持つ。 

 

フィードバックを伝える時に重要な事 

ハンバーガーのように伝える。 

最初に良い点を伝え、次に改善点、最後にまた良い点を伝えるよ

うにする。 

 

（橋上祥太） 

■まとめ（個人へのエバリュエーション・TTTの総まとめ） 

まず一人ひとりにエバリュエーションをしてもらい次に、今回のTTTでなにをしてき、なにを学んだかを復習し、1番

最初に行ったGETS・GIVE・CONCERNが達成できたのか確認を行った。 

TTTで学んだことを次にどう活かしてかを考え行動を起こしていくことによりTTTがどのようなものだったのかわか

るものであり参加しただけでは得れるものが少なくなる。 
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VIII. アジア太平洋年次会議（APAC）   

 野上良治 藤田英子 野田百合子 平洋一（文責） 

 

2016年 3月 19日（金）～3月 22日（月） 

日本、長野県茅野市鹿島の森 東京フォーラムホテル および 東京都渋谷区オリンピックセンター 

参加人数：41人（NA・PA代表者、支部代表者、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 2015年助成事業報告等 

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 

 

 

1. APRW開催予定について以下のように合意がなされた 

 2017年 中国が開催を確認。（開催地：広州）期間 8月 23日～27日 (最初の Infopackは 2017年 4

月中旬に発行予定)；トレーニング内容として Chapter Development, TTT, Essentials for Peace Education, 

Leadership Training, Youth Meeting, CISV Orientation 等を検討する。未定であった 2019年の APRWを

韓国で行うこと。この結果 2018年以降次のようになる。 

 2018年 ニュージーランド（オークランド）⇒後にフィリピンに変更 

 2019年 韓国（ソウル） 
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 2020年 フィリピン⇒後にニュージーランドに変更 

 2021年 インド 

 2022年 オーストラリア 

2. PACE 財団のファイナンスについての報告（2015年 APRW以降 2016年 APRWまでの期間について） （昨

年度の報告を参照） 

 2015年度のプログラムに参加したアジア太平洋地域（AP）参加者 943人から計 4715米ドルを集金 

 2016APRW/JASPARCの参加者から 20 ドルを集金 

 結果として 2つに収入源からの 9115米ドルがこの期間の総収入となった。 

 支出として、JASPARCのスカラーシップ、旅費、参加費としていくつかのトレーナーに計 4898.70米ドル

を拠出 

3. アジア太平洋地域の参加国同士の現状報告と情報交換 

 AP地域の 2016年のプログラムキャンセルは出ていない。 

 韓国 Village、中国 StepUpでのキャンプディレクターと International Staff等が募集中であることと、候

補者の可能性について議論した 

4. 現在、John Gayoso (Philippines), Dharmesti Sindhunatha (Indonesia)が務めている新デリバリーチームメン

バー選任を行う Regional Representatives の後任の選出。 

 いつくかの候補者についての議論の結果 Viral Shar (India)、Tom Adarme (Philippines) が APRW2016

から APRW2017 までの期間、務めることが合意された。 

5. AP地域の開催計画の集計と確認が行われた。（表 CISV Japanの提出した 5年間の開催計画）こののち

Chapter Development ReCoが必要な修正を施したのち、最終的なプランが配布される。 

Japan 2017 2018 2019 2020 2021 

Village 1 2 1 1 1 

Interchange      

Seminar      

Step Up 1  1  1 

Youth Meeting 2 1 2 2 2 

IPP 

 

1 

 

1 

 Mosaic 3 3 2 2 2 

     表 開催プログラムの 5年計画― CISV Japanの提出した 5-year Hosting Plan 

  

（参考 2015年度の PACE財団についての 2015年 4月の今西国際理事よりの報告の抜粋） 

① PACE Foundationの 2015 年度助成事業報

告と 2016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） 
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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 50000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 3770 ドル決定 

 

 

APRWの開催を支えた ReCo & IOスタッフ（左）とトレーナーたち（右） 


