
　2015 年度の派遣、受入活動は会員皆様のご協力のも
と全て無事に終了いたしました。ビレッジでは、プラ
ジル ( ベロオリゾンテ / サンパウロ )、インド、コスタ
リカ、エクアドル、オランダ、ドイツ ( ダームシュタッ
ト / ハンブルグ / マインツウィースバーデン )、イギリ
ス ( シェフィールド / 北東イングランド )、オーストリ
ア、ポルトガル、日本の 14 か所にチームを、また、プ
ラジル ( ベロオリゾンテ )、ドイツ ( ダームシュタット )、
日本 (2 名 )、イギリス、オーストリアへジュニアカウ
ンセラーを派遣、ステップアップでは、グアテマラ、
ポルトガル、フィンランド、ドイツ、日本の 5 か所に
チーム派遣、ユースミーティングでは、オランダ、ルー
マニア、ポルトガル、オーストリア、日本 ( 東海 / 九州 )
の 6 か所にチームを、アメリカ ( ミシガン / デンバー )、
イタリア、フィリピン、スイス、スウェーデンに計 10
名の個人派遣をしました。ＩＰＰではミャンマー、イ
タリア、イギリスへ計 5 名の個人派遣がありました。
　日本では、ビレッジ ( 関東 )、ステップアップ ( 関西 )、
ユースミーティング 2 か所 ( 九州 / 東海 ) の開催に加え、
ミャンマーにて IPP を共催、モザイクは東北被災地支
援 STEP( 関東 ) が実施されました。今年度は全支部が
プログラムを開催したことになりますが、会員の皆様
の多大なるご協力のお陰で、すべて無事に終了するこ
とが出来ました。10 月より新しい年度が始まりました
が、引き続きご支援を賜りますようお願いいたします。
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　APRW と JASPARC についてお聞きになったことが
あるでしょうか。これは、CISV の国際事業のうち、地
域別の研修事業としてアジア太平洋地域で開催され
るワークショップ＆会議です。下は 10 代から、上は
6-70 代まで、幅広い年齢層の参加者が、時には全員一
緒に、時にワークショップ（分科会）に分かれ、CISV
の理念、トレーナー養成、各教育プログラムのトレーニ
ングなど様々な内容を学びます。また、平行して、ア
ジア太平洋地域の各国各支部代表者による会議（APAC)
も行われます。このワークショップや会議を通じて、
諸国の人々と諸問題を共有し解決していけるよう毎年
国を変えて開催されています。日本からは、このところ、
毎年 20 人以上参加しており、各ワークショップにおい
て大きな存在感を示しています。ワークショップで学
ぶ内容がその後の CISV 活動にとって役立つのはもちろ
ん、アジアの各国からの参加者や、日本の他支部からの
参加者と知り合いになれるという意味でも、貴重な機会
です。そのAPRW＆JASPARCが、2016年3月18日（金）
～ 23 日（水）に、東京で開催されます。全部は参加で
きないという人のために、ダイジェスト版の週末プロ
グラムもあります。日本開催は 2005 年の九州以来 11
年ぶりです。皆様、是非参加して下さい。また、APRW
＆ JASPARC の開催には、多くの方のお手伝いが必要で
す。そのボランティアも募集中です。全期間でなくても、
一部の期間だけ手伝えるという方も求めていますので、
応募して下さい。

2015 年度活動報告

A P R W & J A S P A R C 
日本開催決定！

APRW&JASPARC 詳細

日程：2016 年 3 月 18 日 ( 金 ) 〜 23 日 ( 水 )

場所：オリンピックセンター

参加するには：詳細・申込み方法等は、国際理事

(trustee@jp.cisv.org) までお問合わせください。

ボランティアするには：Web 登録フォームで受け付

けます。aprw2016-volunteer@cisv.jp まで詳細・URL

をお問い合わせください。

〜参加者・ボランティア募集中！〜

インタビュー特集：
Juliana Buriticá Alzate

　５歳年上のお姉さんが 11 歳のときフィンランドの
ビレッジに参加したことをきっかけに、６歳から CISV 
に参加することを楽しみにしていました。CISV コロン
ビアでは９歳よりミニキャンプなどに参加できるため、
私は９歳から CISV 活動に参加してきました。10 歳に
なりビレッジまであと１年だと楽しみにしていたとき
に、コロンビアで開催されたビレッジの参加キッズが
足りず例外的にですが、初めての CISV プログラムに
参加し、私の CISV 人生が始まりました。11 歳のとき
に再度 Village でフィンランドに行き、サマーキャンプ、
JC、セミナーキャンプなどに参加してきました。スタッ
フやリーダーの経験もあります。その他国際プログラ
ム以外にも 15 歳より JB 活動に携わり NJR やコロンビ
アの運営委員会メンバーとして CISV の活動を続けて
きました。
　日本に来てからも東日本大震災を機に東北での STEP
や IPP のスタッフをやりました。IPP はこれまで参加
したことのないプログラムだったのでとてもよい経験
になっています。

私にとっての CISV は、、、

「いつも新しい世界の扉を開けてくれる、
いつも新しいことを見せてくれる扉」。
　「日本への扉」、「大学への扉」、「奨学金への扉」を開
けてくれて、CISV を通して私は CISV 以外のこともた
くさん経験することができました。

　アルゼンチンでのビレッジに JC として参加した際
に、日本デリゲーションと仲良くなり、キャンプ最終
日にキッズからひらがなで手紙をもらったことがきっ
かけで日本語に興味をもつようになりました。その手
紙を読みたく、週に１回の日本語教室に通うようにな
りました。
　また、セミナーキャンプに参加した際に日本人の参
加者よしさんと出会いました。キャンプ中に簡単な日
本語を話し、より日本語や日本文化に興味をもったの
で、大学入学時に日本語を専攻し言語と社会文化につ
いて勉強しました。

 Q：CISV 経験について

名前：Juliana Buriticá Alzate 

出身地：コロンビア

所属：国際基督教大学博士課程後期

CISV役職：アジア太平洋Regional Delivery Teamメンバー
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　今回のインタビューではコロンビア出身、現在は東京

の国際基督教大学の博士課程に在籍する傍ら、日本でも

精力的に CISV 活動に参加しているフリアナ さんにお話

を伺いました。

4 年間コロンビアで日本について勉強したので、実際に
日本に行ってみようと思い、文部科学省の奨学金に応
募しました。セミナーキャンプで出会ったよしさんに
相談すると、当時彼が通っていた国際基督教大学のパ
ンフレットなどをわざわざ日本から送ってくれました。
奨学金の面接では CISV でのボランティア活動などに
ついても話しました。大学院修士課程では比較文化論、
博士課程ではジェンダーとセクシャリティの視点で文
学を研究しています。
　また、日本に来たことで JC のときの日本デリゲー
ションのキッズとも再会でき、よしさんには今年７月
の私の結婚式にも参加していただきました。

 Q：「日本との出会いは？」

 Q：なぜ日本に留学を？

 Q：あなたにとっての CISV とは？

東北地方での STEP に参加。



　今年の日本大会関東支部のビレッジは、国立信州高
遠青少年自然の家で行われました。東海支部のイケさ
んが 5 月末にディレクターを引き受けるまでは、私を
含め CISV 経験の浅いメンバーしかおらず、不安の大き
な幕開けでした。その後、経験のある 2 人がスタッフ
に加わり 8 月を迎えました。
　今年のビレッジの舞台となったキャンプサイトは国
立のキャンプサイトのため、CISV が占有することはで
きず、いろいろな制約を受けました。まずアクティビ
ティに使う部屋は予約制で、好きな時に好きな部屋を
使うということはできませんし、朝は 6 時 30 分に起き
なければなりませんでした。ほかのビレッジとは少し勝
手の違う環境で、どのようにリーダーたちを味方につ
けて動いてもらうかが、最初の課題でした。そんな課題、
難題が山積みだったビレッジでしたが、素晴らしいリー
ダー、JC 達の協力をえて最高のものにすることができ
ました。個性豊かなスタッ
フメンバーがうまく絡ま
り機能し、がっちりスク
ラムを組んで 1 か月を走
り抜けました。大会委員
の皆様や、応援してくだ
さった皆様のおかげで、ビレッジ内のことに集中する
ことができました。ありがとうございました。

　今年の夏は関西支部にとって初めてのステップアップ
を開催しました。プログラム開催準備という点では他の
プログラムと共通する点は多いですが、ステップアップ
特有のイベントや問題点、ステップアップらしさって何
だろうと手探りの状態から準備がスタートし、経験者に
助けてもらいながらようやくプログラムの開催に漕ぎ着
けました。私自身ビレッジプログラムの経験しかなく、
14歳って11歳と比べて、どれくらいおマセなんだろう？
思春期の子って素っ気ないのかな？と少し身構えつつ子
ども達を迎えたのですが、実際にやって来た子どもたち
は、フレンドリーで明るく素直な子たちでした。なんだ
心配することはなかったのか、11 歳と差はあまりないん
だなと思い過ごしていたのですが、キャンプ開始から数
日たち、子どもたちが中心となり日々のアクティビティ
が行われるにつれ、しっかりとした考えを持ち、それを
上手に表現する姿を見せてくれ、良い意味で裏切られた
ような気分になりました。
　またステップアップ特有のイベントである「ローカル
インパクトディ」ではスタッフが老人ホームへの訪問を
企画しました。14 歳の子どもたちを言葉も通じない老
人たちの所へ連れて行っても、戸惑ってしまうのではな
いかという不安があったのですが、ここでも予想は大き
く裏切られ、子どもたちは自らお年寄りの方に歩み寄り、
日本人スタッフや日本チームの子どもたちにも「通訳し
てして」と積極的にコミュニケーションを取りに行きイ
ベントは大成功に終わりました。3 週間のロングプログ
ラムなので、もちろん問題やすれ違いもありましたが、
素敵なリーダー、ユース、スタッフメンバーに恵まれ、
52 人のキャンパーにとって思い出深い夏となりました。
ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。

Kanto Village

Kansai
Youth Meeting
Reported by HASHI Masumi, Camp Staff

Reported by AOYAMA Yuhi, Camp Staff

2015 年度
日本プログラム
活動報告

　ディレクターを務めさせていただきましたタロウで
す。関東支部からの日本チーム、ドイツチーム、イン
ドネシアチーム、モンゴルチーム、ベトナムチームを
スタッフ６名で迎えた総勢 41 名のユースミーティング
(YM) でした。
　テーマは Living In Harmony、調和をもって生きる。
キャンプの仲間との調和、お互いの国文化を伝え知る
中で生まれる調和、各国 CISV のモザイク活動や IPP プ
ログラムで活躍している方々とのインタビューを通し
て、他団体や地域との調和を考えました。
　スタッフと大会役員とのミーティングが 1 月からス
タートでき、キャンプ当日までとても有意義な研修を
持ち、十分な準備をすることができました。支部会員
の皆様のホームステイやキャンプサイト設営撤収のサ
ポート、大会役員の皆様のお力添え、スタッフみんな
の理想とチームワークと献身のおかげでキャンプは大
成功に終わりました。
　わずか 8 日間の YM でしたが、参加した子どもたち
一人ひとりが思いっきり楽しみ、友情を育み、成長で
きたキャンプとなりました。心から皆さんに感謝です！
ありがとうございました。 

　2015 年 8 月 9 日から 16 日に福岡県久留米市でユー
スミーティング（YM）が開催されました。参加国は5カ国、
スタッフ含め総勢 40 名で行いました。
　今回のキャンプテーマは「和」でした。「和」という言
葉を辞書でひくと、「平和・友情・調和・足すこと・日本」
などの意味があり、私たちスタッフが作りあげたいキャ
ンプにふさわしいと思いこのテーマに決めました。私た
ちが子どもたちに伝えたかったことや感じてほしかった
ことの全てが全員に伝わったかどうかは分かりません。
しかし、子どもたちはきっとそれぞれに何か思ったこと
があり、そこから自分なりの答えを見つけていってくれ
たと思います。こうして振り返ってみると、何度注意し
ても決してスリッパを履いてくれない子たち、消灯後に
違う部屋に移動して汗だくでトイレに隠れていた男の子
たち、全てがいい思い出です。
　ビレッジのリーダーしか経験したことのない私は、
もっと背伸びをした子どもたちを想像していましたが、
彼らはまだ子どもっぽい部分をたくさん持っていて、そ
んな時期に CISV でキャ
ンプに参加できたこと
は、彼らにとって素晴ら
しい経験になったと思い
ます。
　最後に、全力で取り組
んでくれて助けてくれた
スタッフ、迷惑をたくさ
んかけてしまってもずっ
とサポートしてくださっ
た支部のみなさま。心よ
りお礼申し上げます。あ
りがとうございました。

Tokai Step Up Kyusyu
Youth MeetingReported by OKAI Taro, Camp Director

Reported by SAKAI Momoko, Camp Director
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