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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

ョップだ。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 Annual 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：   2018年3月23日～28日  

●開催地とテーマ：フィリピン セブ 

今年のテーマは「PUSÔ」。文字通り訳せば「心」だが、セブの伝統料理の名前でもある。

ココナツの葉を織ったPUSÔの中でお米を調理するのだそう。CISVの今年のテーマ「多

様性」の象徴として選ばれた。 

今年のAPRWは、会場のBai Hotelがオープンする前から格安で押さえていただけあっ

て、この参加費では考えられないほどの豪華なホテル、食事、パーティ、遠足だった。 

そしてなんといってもハイライトは遠足のア

イランドホッピング。小舟に分乗して海原へ

繰り出すこと約2時間。海の真ん中にぽつ

んと現れたサンゴ礁の浅瀬に舟を係留して、

みんなで海とバーベキューをエンジョイした。 

参加者もかなり多く各国から192人が集まった。 

これだけ規模の大きいAPRWを各支部の支援とほ

ぼ6人だけで運営したというところもまたすごい。

様々な場面でフィリピンらしさを実感できるAPRWだった。 

 

●参加国： 20カ国+1  

アジア太平洋地域：フィリピン、インドネシア、日本、インド、オーストラリア、中国、シンガポー

ル、ニュージーランド、タイ、ベトナム、韓国、モンゴル、香港、ミャンマー（人数の多い順） 

その他：ブラジル、イギリス、カナダ、デンマーク、コロンビア、ホンジュラス、カンボジア（CISV

未設立） 

●参加人数： 192名  
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●日本からの参加者： 24名  

APRW 18名 関東支部：小此木恵里香、坂田綾、藤田耕司、今西淳子（部分参加）、○関口里絵、

○西恵里奈、○＊そんさんひょん、＊千田奈穂、＊鈴木勇貴、＊木村緑、＊平洋一、

☆野田百合子 

 東海支部：池内広明、＊大門樹久世 

関西支部：松原郁子、○<関東の補助>小田島（松尾）早恵、＊深井美貴子 

九州支部：河合真理 

JASPARC 6名  関東支部：○＊新井一麦、＊花田衣梨、＊青木采里奈、▽＊福徳滉太 

東海支部：＊武藤有為 

関西支部：☆山田野乃 

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

●日本人トレーナー：2名 

  関東支部：野田百合子（APAC） 

  関西支部：山田野乃（JASPARC） 

●参加費:  APRW：US$350 JASPARC：US$290  

●開催ワークショップ：  

 JASPARC 

 平和教育の本質（Essentials of Peace Education） 

 How To Promote CISV 

 ユースミーティングトレーニング 

 セミナーキャンプトレーニング 

 Chapter Development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： 

 

 

 

 

支部開発地域コーディネーター（CD 

ReCo）と新 JB地域代表チーム（APJB） 
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II.  参加者の感想 

 

新井一麦（ズータン） 関東JB 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

初めてCISVのプログラムに参加した小学生の私にとって、JASPARCは大人

たちが行く遠い存在のものでした。それがいつの間にか近い存在のものに

なり、そして今年初めて参加することになりました。 

初めての参加で胸が弾む一方、どんなものになるのか全く予測できない

ことに不安の気持ちもありました。セブの豪華なウェルカムパーティーに始ま

り、今まで体験したことのない何が起こるかわからない毎日が始まりました。 

VL やSUのようなこれまでの国際キャンプでは国際問題や各国で問題視されていることを中心に話し合いまし

たが、JASPARCのセッションでは、CISV やJBの役割についてに焦点を当てることが多かったです。特に、

neighborhoods time(アジアの中でも隣国と情報を交換したり、お互いの国のCISVが繁栄していけるように影響し

あったりして提携していこうという話し合い)が印象に残りました。日本のJBを盛り上げるためにも隣国を知り広い

視野を持つことが大切だと気付きました。全体のセッションを通して、自分個人の力を見つめ直し、その力をどの

ように伸ばしてCISVに還元していけるかということを考える良い機会になったと感じています。 

今回は例年より人数が多かったようで、多くの国からいろいろな意見が出たことにより濃い話し合いができま

した。また多くの参加者が国や性別、年齢に関係なく自分の意見を伝えようとしていたことに強いインスピレーシ

ョンを受けました。自分ははっきりと積極的に意見を言うことができず、後悔しています。 

このように、セッションからたくさんのことを考えて学ぶだけでなく、海外からの参加者との交流から刺激を受け、

それが自分を成長させる大事な要素になっていくこともJASPARCの醍醐味です。これから先、JASPARCにより多く

の日本のJBが参加して、日本だけにとどまらずアジアのJBを盛り上げられるようになってほしいと思います。 

 

 

花田衣梨（えり）  関東JB 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

高校生のときから興味のあったJASPARC。今回初めての参加となったが、

想像以上に楽しく、学びのあった６日間であった。２年間受験英語しかやっ

ていなかった私にとって、久々の生の英語。久々のJB活動。全てが久々す

ぎて、参加前は申し込んだことを後悔していた。だが、さすがCISV。そんな

不安はすぐに消え失せた。「CISVが大好き」という共通点だけですぐに仲良

くなれる。初めて会った相手でも６日後にはハグして再会を願う。なんて良

い団体なんだ。改めて思った。 

アジア・パシフィックのメンバーで話し合うJASPARC。VillageやStepUp等キ

ャンプでは滅多に出会うことのない近隣諸国であるからこそ、共感したり、

たくさんのインスピレーションを受ける場である。私自身、過去にVillage、

Step Up に参加したが、参加するたびに「頑張らなくちゃ」と思わされる。今回私が強く思ったのは、World Issue
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についての知識が足りなさすぎる点だ。Step Upの時に比べ、日本が抱えている問題については知識が増え発

言できるようになった。だが、いざ世界の問題となると話は違う。なかなか発言できない。来年の韓国で行われる

JASPARCに参加するまでの目標は、世界に目を向けること。自分の言葉で意見を言えるようになることだ。先ほ

ども述べたが、CISVは参加するたびに新たな気づきを与えてくれる。だからこそ、参加すべきだ。もし、参加しよう

か迷っていたり、英語に不安があるからといって参加を諦めようとしている人がいるなら、私は声を大にして言い

たい。「まずは参加しよう。」参加すると次なる目標を与えてくれる。CISVはそんな団体だ。大好きだ。 

 

 

武藤有為（あるの） ジュニアNJR 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

セブ島で３月に行われたアジアパシフィック地域最大のイベントAPRW＆

JASPARC―私はその中のJASPARCに初めて参加しました。今まで国際プログラ

ムにはいくつか参加したことがあったものの、このJASPARCはまた新たな発見

となる経験となりました。 

 特に、私にとって最も大きな収穫となったのは日本のJBが連携をとっていく

国外のJBが明確になったことです。また、日本が中心国の一つとなって行う国

際ワークショップのTEAについても連携を確認できました。このJASPARCは英語

で行われたということもあり自分にはレベルが高く難しく感じることもありましたが、そのようなハイレベルなセッシ

ョンをうけることができたこと、アジアパシフィック地域のJBとの連携を確認できたことなど多くの発見がありました。

また、これがCISVでJBを続けていくモチベーションに一つになりました。様々な面でサポートして頂いた日本協会

の皆様やAPRW&JASPARCに参加した参加者、プランナーには感謝申し上げます。 

 

 

青木采里奈（さりな） ジュニアNJR 

JASPARC初参加 JASPARCに参加 

 

今回JASPARCに初めて参加したが、同じアジアのはずなのに流暢に英語を話す人たちに囲まれ、サポートされ

ながら様々な体験をした。特に印象に残ったのはNeighborhood workshopとJBとは何かということである。 

Neighborhood workshopでは主にTEAのことに関して香港、中国、モンゴルのJBと共に各国の日程やテスト期

間なども考慮してどのように進めていくのか直接話し合えたのは大きな収穫

だったと思う。更に来年度は東京開催となり、自分が歓迎する側なので国際

に参加する度に苦戦する英語、セッションの作り方や日本の良さなど様々な

部分を勉強しなければならないと思った。 

そして今回のJASPARCはJBとは何かを考えるような機会がたくさんあったよ

うに思う。まずJBとは何か、JBの役割とは何かという疑問は誰しもが持つと思

うが、今回それに関してもたくさんの概念を垣間見ることができた。例えば、

JBとは“プログラム”の一つであるかどうか、という問いに関してJBはほぼ全

員ノーと答えた。私は過去にCISVのプログラムにおいてVLしか参加したこと

がなく、CISVでせっかく学んだことをそれ以降の国際プログラムでもっと深め
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ることなく生活を送ってきた。しかし国内JB行事だけでも十分学べることはたくさんあるので、そう考えるとJBとは

そういった学ぶための“プログラム”のひとつであるということを否定はできない。その中でなぜJBたちはノーと答

えたのか、私たちはJBというものに対して使う“プログラム”という言葉に何か無機質なニュアンスを感じ取ったか

らだ。ここで言う“プログラム”は始まりも終わりもちゃんと設定されているが、JBというものに始まりはあれども終

わりはないと私は思い、他のみんなも賛同してくれた。更に私は、自分から何かを知りたいと思えるような姿勢を

持つことはものすごく大切なことだと思っていて、そのようなことを思ったのもJBとして活動するうちにたくさんの人

や思想や生活に触れたからだ。知らなかったことを知ることができるのはとても楽しいことである。もちろんJBとし

てではなく他のプログラムや日常生活においてそのような経験はたくさんできるとは思うが、20年も人間をしてい

るはずなのにまだまだ未完成極まりない私にとってれっきとしたJBとして活動しているうちは、インスピレーション

を与えてくれ、経験値を上げさせ、たまに忍耐力が試されることもあるが、いずれにせよとても人生を豊かにして

くれる存在なのだ。もし私がCISVerとして、JBerとして現在を生きていなかったらと思うと大分違う人生になってい

ただろうなと強く思う。 

今回のJASPARCでは初参加だったがたくさんの人に触れ、たくさんの文化に触れ、たくさんのインスピレーショ

ンを受け、今後自分のやりたいことや学びたいことについて深く考える良い機会だったと思う。こんな素敵な体験

をさせてくれて、たくさんサポートしてくれたJASPARCのみんな、CISVJAPANの皆さんに感謝してもしきれない。本

当にありがとうございました。 

 

 

福徳滉太（こうた）  シニアNJR 

JASPARC 2回目 JASPARCに参加 

 

今回のJASPARCは初めてJASPARCに参加した

去年とは異なる気持ちで臨んだJASPARCとなり

ました。去年はJr.NJRという立場で参加させてい

ただき、JASPARCってどんな感じなんだろうとわく

わくした気分で臨みましたが、今回のJASPARC

は立場も変わりSr.NJR、日本のJB顔として参加し

とても緊張して臨んだJASPARCとなりました。 

そのようなプレッシャーがあったからこそ今回

のJASPARCは収穫の多いものになったのだと思います。その大きな収穫の中の一つがTEAに関して今後の方針

を近隣国と話し合えたということです。現在TEAにはインドネシアとフィリピンとシンガポールのリージョナルワーク

ショップであるWHIP ITやオーストラリアとニュージーランドのリージョナルワークショップであるANZACのように安

定したパートナーになる国がありません。そこで今回のJASPARCではTEAに参加国である、香港、モンゴル、ベト

ナム、日本、中国にさらに、韓国を加えて、その参加国の休暇期間とテストの日程を加味しTEAの開催期間、開

催意義について方向性を決めることができました。 

また、プランナーの多いJASPARCであったためセッション自体の内容も濃く、得たものが多いJASPARCでした。 

最後に、今回お世話になったAPRWの参加者、JASPARCの参加者、開催国のCISVフィリピン、すべての皆さん

に感謝したいと思います。ありがとうございました。 
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山田野乃（のの）  APJB 

JASPARC 3回目 JASPARCに参加 

 

今年は、APJB Team(アジア太平洋地域JBの代表として各国のJBをサポートする役割)として、JASPARCに参加し

ました。トレーナーとして参加したのは２回目ですが、 APJB Teamのメンバーとして参加するのは初めてで、 

JASPARCを例年以上により良いワークショップにしたいという強い思いで準備に挑みました。４ヶ月前からプラン

ニングを開始し、他のプランナーとのミーティングやフィリピンのホームスタッフとの連絡のやり取り、そして国際

JB代表であるIJRや 他の地域のJB代表であるEJB TeamとAJB Teamとの度重なるミーティングや連絡のやり取りな

ど、大変忙しい準備期間を過ごしました。 

JASPARCでは昨年同様、国際で定められている４つのJBゴール（Build a Junior 

Branch community, Develop individuals and leadership、Encourage education and 

action、Develop our organization）に基づいてセッションを行い、アジア太平洋地

域のJBがよりJBゴールに近づけることを目的としました。私は、その中の一つであ

るActively develop our organizationのセッションを担当しました。まず初めに、各

国のJBがCISV Missionの達成にどのくらい貢献出来ているか分析し、エバリュエ

ーションを通して自国の弱点を見つけ、これからの発展に向けてCISV Missionの

達成に貢献していくためにどのように活動していくべきかアイディアを出し合う時

間を設けました。また、各自がアジア太平洋地域JB全体の発展のために、どのよ

うに自分の趣味や特技、強みを 活かして、JB活動に対するモティベーションを維

持し継続的に活動していけるか話し合い、具体的なプランを考えてもらいました。 

朝食や昼食中は、NJRやAPACに参加していた大人の方々とのミーティング、夜間はその日のエバリュエーショ

ンや参加者から得たフィードバックに合わせてセッション内容の変更など、開催中は心身ともにヘトヘトになりま

した。今年のJASPARCは去年以上に大変だったというのがまず初めに出てくる私の感想ですが、参加者からは

「素晴らしい経験や知識を得ることが出来た」と、たくさんの良い感想を頂き、非常に大きな達成感を得ることが

出来ました。また、各国CISVの代表者や支部長の方々からもたくさんの的確なアドバイスをいただき、これから

APJB Teamで何をしていくべきか、明白なプランを立てることが出来たのは、今回得ることが出来た大きな成果の

一つです。たくさんの刺激を得て、たくさんのことをAPJB Team内で考えるきっかけになりました。新しく今回選ば

れた２名のチームメンバーと共にこれからもアジア太平洋地域のJBを引っ張っていきたいと思います。開催前、

開催中たくさんの手厚いサポートしてくださったCISVフィリピンのホームスタッフの皆様、そして開催中、お優しい

お声を掛けてくださった日本の参加者の皆様、ありがとうございました。 

 

 

松原郁子（Ikuko）  関西保護者 

APRW 2回目（前回は短いバージョンに参加） 

  Essentials of Peace Educationに参加 

 

APRWを皆様にどのようにご報告したらいいでしょう！！ 

APRW、それは人生において思いがけない発見ができるところか

もしれません。 

子育てや仕事が一段落した時、親の介護に一息つける時等、人
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生の中でふと自由な時間を手に入る方も少なくないと思います。今回私はそんなスキマ時間を利用してAPRWに

参加しました。英会話が特に上手でもなく、海外にて英語でディスカッションするのはかなりハードルが高く、しか

も同じセッションに日本人は私一人と伺って、まさに清水の舞台から飛び降りる、いや古いですね。バンジージャ

ンプで崖から落ちるような気分でした。でもこれを逃すと今後参加する気力も体力もないという思いが頭をよぎり

参加しました。 

結果は想像以上でした。こんなに海外の方々とディスカッションする機会はめったにありません。国も年齢も職

業も違う方々と同じテーマで話す、聞く、アクトする。他の国の話を聞く度に目から鱗の思いが多数ありました。

自分の想像以上にアジア地域の国々は進んでいます。多様性に富んでいます。でもCISVerという同じフィルター

を通すから自分の考えを下手な英語で率直に話せるし、皆が受け入れてくれるから怖くないんです。 

この自由な空気感がCISVなんだと感じ入りました。 

何より今回APRWで楽しく5日間過ごせたのは日本の皆様の温かい心配りのおかげでした。たくさんの方が心

配して優しく声をかけてくださいました。そして少年少女の頃から知っている方々が立派に成長されて活躍してい

る様子を見るにつけて、嬉しくもあり、大いに励まされました。 

改めて日本のデリゲーションのお人柄の良さ、仲の良さに感動すると同時にこのようなまたとない機会を得る

ことができたことに日本協会及び関係者の皆様に感謝いたします。 

最後にいつも支部運営や日本大会の裏方でCISVを支えてくださっているパストの皆様、保護者の皆様もぜひ

APRWへ参加してください。きっとCISVの素晴らしさを再発見する旅になると思います。 

 

 

池内広明（IKE）  パストリーダー、スタッフ 

APRW2回目 How to Promote CISVに参加 

 

1980～90年代にアジア太平洋地域で行われていた1週間のRegional 

Training（APRW）に参加した経験はあるが、00年代にAPRW/JASPARCとして再

構築されてからは、これが初体験。 

セブ島の会場ホテルに到着すると、CISVレセプションで、このイベントのロゴ

入りトートバッグ、収納ポケットを兼ねたネームタグ、デザインの可愛いプラチ

ック製バッグタグ、ロゴ入りTシャツ、記念マグカップ、ロゴ入りノート、各種スナック、イベント資料、ペンなどが入

った参加者セットを受け取った。CISV Philippinesの昔ながらの用意周到さにあらためて感激。グッズは参加者の

心をわくわく高める。何よりテーマの“PUSO”のロゴデザインが黒背景に映えてカラフルで美しい。Welcome Party

のとき地元のキッズにつくり方を教えてもらったが、PUSOとは、ちまきのように米料理を入れて吊せる形にした熱

帯植物の葉の手編み（組紐のようにしてつくるもの）。説明では「“Heart”を意味している」とのことだったが、「実

る」「花」の意味もあるらしい。CebuではPUSOは霊的な意味合いも持っており、日本人が抱く「心」のイメージより

深く広く、セブ島の民俗や精神を具現した装飾性に富んだアイテムとなっている。デザインの視覚や葉を組む行

為プロセスが、魂を込めてCISVを繊細に編み上げていく比喩のようで、テーマの選択・意匠として見事だと思っ

た。   

2018年は“How to promote CISV？”（CISVを外部の人に効果的に伝えるには）というワークショップがあり、私

が現在取り組んでいる「CISVを知らない人のために本を出版する」事業の参考になると考えてコース選択した。

セッションはマーケティング的視点に立って、昔と現在のプロモーション手法を比較検証するところから始まった。

1972年に11歳でVLに参加して以来、“CISV as Life” まるでCISVの内部に人生の時間が経過してるように感じてき
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た私には、外部的・社会的な目で、変容し続けるCISVマターをスパスパ切り取り、目的に応じて課題を的確に言

語化し分類する作業がめざましく新鮮に感じられた。その後、CISVプロモーションの方法を実習することになるが、

2004年からAPRWでTTTのデザインをしているトレーナーMarkからのインプットが微に入り細に入り行き届いてい

て、ワークショップを通して考え、実感した「現代のCISVプロモーションの新基軸」を日本に戻ってどうパイロットス

タディしたらいいか、かえって悩ましくなる着地に至った。グローバルインターネットによる社会活動、オーディオ

ビジュアル、ヴァーチャルリアリティといった手段や選択肢が急速に変化していく時代環境に沿いながら、マテリ

アルにもヴァーチャルにもCISVがこれからの世界でプレゼンスを増していく可能性を予感した。 

アイランドホッピングのエクスカージョンや、海辺で

生演奏とともにダンスしたFarewell party。世代を超え

たActive CISVersと一体感をともなって過ごし、

APRW/JASPARCのお祭り的部分にひたりながら、望ま

しい未来の形は何か、「未来の形に応じたアイテムを

通してCISVの問いを投げかけ続ける作業に熱中する」

ことへ、セブ島の汐の香りと星空の下、思いをめぐらせ

ている自分に気がついた。 

CISVに貢献するということは、CISVからたえず新しい

恵み（問い）を与えられているということなのだと気づ

かされた、濃密で有意義な参加体験（＆参与観察）に

なった。 

 

 

そんさんひょん（さんひょん）日本協会ウェブマスター、関東パストスタッフ 

APRW 2回目 How to Promote CISVに参加 

 

あろは！関東支部のいち、にのさんひょんです。去年の中国に続き2回目のAPRWで

した。今回は関東支部と日本協会、両方で補助金が出たので未だに涙が止まりませ

ん。今年の6月から島根県雲南市に移住することになったので、CISVには遠隔でも関

われそうな”How To Promote CISV?”を受けました。 

参加者は6名の少数精鋭で人数が少なかった分、各チャプターの事情などが色々聞

けたので非常に有益でした。 

一番印象に残ったのは、フィリピンのファーストフードのジョリビーの事例が紹介され

たセッションです。そのままホテルの外のジョリビーに行き、スパゲッティとチキンとライ

スを食べながらセブチャプターの参加者からジョリビーにまつわる愛がこもった経験談

を聞いたり、隣で行われた誕生日パーティで偶然ジョリビーのマスコットの踊りが見れ

たり、ジョリビーと一緒に写真が撮れたりして、スーパーラッキーな体験ができました。

僕はこの時からジョリビーが好きになり期間中、特にフィリピン人とジョリビーネタ(#kwentongcisv)で楽しく過ごせ

たと思います。 

もちろん、他のセッションでも色んな学びがありましたし、他の国のメンバーとも繋がったりして色んな経験が

出来た楽しいワークショップでした。 

来年は母国の韓国で行われるので、みなさんになにかしら役に立ちたい気持ちでいっぱいです！ 
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セブの入国審査員はじめ、ほとんどの人がフレンドリーにしてくれたので、今後南国に移住したいと思ったとこ

ろで、Salamat Kaayo（セブアノ語でありがとう！） 

 

 

小此木恵里香（のぎちゃん）関東パストリーダー、パストスタッフ、2018東海スタッフ 

APRW 2回目 TTTに参加 

 

2年ぶりに参加するCISV。APRWインドで行われた時にビレッジ

トレーニングを受けて以来なので5年ぶり。空港に着くとフィリピン

のCISVスタッフやシンガポールCISVerのみなさんと初めて会うの

にもかかわらず懐かしい気持ちになりました。国籍、文化、世代

も違うとしても不思議とつながっているような力があると思います。

会場に到着後もCISVフィリピンの皆様のおもてなしに日々感動す

るばかりでした。ワークショップは、念願のTTTに参加し、一つ一

つの活動の意味や運営・トレーニングを行う上で様々な人の知

恵や工夫、そして想いを知ることが出来ました。まだ自分の中で消化出来ていない部分もあるので、時間をかけ

ながら自分の物にしていきたいと思います。今回は、APRW後のツアーにも参加することができ、透き通る海でシ

ュノーケルをしたり、ジンベイザメと泳いだりとセブ島を十二分に堪能することができました。今回参加して事によ

ってできたご縁や学びをこれからも大切にしていきたいと思います。まだプログラム的にはビレッジのみなので他

のプログラムにも挑戦したいです 

 

 

西恵里奈（えりん） 関東パストリーダー、2018IPPミャンマースタッフ 

APRW 2 回目（JASPARCと合わせて5回目）

 TTTに参加 

 

2012年マニラ開催の APRW (TTT参加)Iを機にしばらく、CISVの国際の場

から離れていましたが、昨年冬に SU リーダーを経験にまた戻ってくること

ができました。18歳のときに初めて JASPARCに参加してから、今回で

JASPARC & APRW 合わせると、５度目の参加でした。 

当初、今年の IPP ミャンマーの国際スタッフとしての採用が決まり、その

研修の一環として今回のAPRWに参加要請があった際は、１月に SU参加

のために長期のお休みをもらったばかりだし、有休も残り少ないしと悩み

ました。（ちなみに、この２年間で私の有休の９割は CISV に費やされてい

ます。笑）しかし、数多くの新しい出会いと初参加の際の古い友人に会え

るアジア太平地域の CISVers にとっての年間行事はいつ来ても楽しいものでした。 

特に今回の参加は前回と違い社会人になったということもあり、CISV というボランティア組織において、仕事を

休んでまでこんなに多くのメンバーが一度に他国の場に集まってトレーニングを受けるということの大変さ、貴重

さにも気づかされた場でもありました。 
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社会人になって、 せっかくの休みを CISV に…と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、逆に４泊５日と

いう期間はCISV国際プログラムに比べるとかなり短く、その中で濃厚に CISVのことを知れます。例えば、今回の

遠足ではボートを貸し切りサンドバーに行ったり、トレーニング終了後の夜はホテル近くのマッサージやバーに

行くなどトレーニング以外にもリラックスして楽しめる時間もちゃんとあります。 

ですので、仕事で時間がなく日頃の CISV活動から遠ざかっている方、久しぶりに CISV の雰囲気に浸かりたい

と思っている方などにも、私は APRW への参加をお勧めしたいと思いました。 

 

 

小田島（松尾）早恵（さえ） 関西パストリーダー、パストスタッフ、2018IPPミャンマーディレクター 

APRW 2回目 How to Promote CISVに参加 

 

APRWの雰囲気が好きだ。いつだってCISVは久しぶりに戻ってきた人に優しい団

体だなと感じる。ブランクのある人もすっと馴染むあの感じはどこから来るのだろう。

開催地がフィリピンであることも手伝って、初日から全力での歓迎でとても嬉しく感

じた。今回のAPRWはフィリピンの全ての支部が共催で行っていた。今回は「how to 

promote cisv」と言うAPRWのみで開催されているワークショップに参加した。フィリピ

ン人2名、日本人3名、韓国人1名の少人数で行われ、終始とてもアットホームな雰

囲気だった。内容も実践的で支部のSWOT分析をし、weaknessを克服するにはどの

ようなフレームワークを構築するか、そのフレームワークに沿ってターゲットを絞り、

どのような行動を起こすかを考えていくと良いことを学んだ。これらを順に考えることによってプロモーションの方

針が周りの人にも理解しやすく、ほかの人が行動する時にも方向性がぶれないメリットがある。最近全ての人に

響く広報をしてくれと言われ、かなり戸惑っていたので頭の中がすっきりした。また、最近は個人が発信する力が

増し、その人のつながりの中で宣伝したものが広まっていく口コミが大きな力を持っているということで、ワークシ

ョップ中にCISVを口コミで広げていくには、自分のキャンプでの体験を短くまとめて、ハッシュタグをつけて

facebookにあげるのはどうかと提案したところ反応がよかったのでこれからの広報活動で使ってみたい。もうひ

とつAPRWに行ってよかったことは、2018年の12月にIPPのディレクターをする予定のミャンマーの話をひとみさん

からたくさん聞けたこと。9か月前から準備ができるということはとてもありがたいことなので、ミャンマーについて

も勉強してから臨みたいと考えている。 

 

 

河合真理（まり）   九州副支部長、パストリーダー、スタッフ 

APRW 5回目 ユースミーティングトレーニングに参加 

 

今回はYMのワークショップに参加しました。友人が初めてのトレーナーという

ことで参加者ながら半分アシスタントのような形でワークショップを受けましたが、

色々な立場で参加されている方々にどうやって満足のいく内容をお伝えできる

かと考えているトレーナーの考えを垣間見ることができました。今回で５度目の

APRWの参加ですが、ワークショップはもちろんのこと、毎回もっとも楽しみにし

ているのは友達と会うことです。よく考えると数回しか会ったことのない友人も

昔からの友達のような感覚です。 
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私が初めてAPRWに参加したのは10年以上前のことですが、その頃からの仲間や新しい友達との再会が最大

の楽しみといっていいと思います。前回は日本での開催でスタッフとして参加したのでみんなとゆっくり話をする

時間がなく残念でしたが、今回はその分もワークショップが終わっても遅くまでたくさんの話をすることができまし

た。老若男女問わず幅広い世代の友人と過ごす時間は仕事とは違う不思議な距離感でまるで家族との再会の

ような気がします。 

パーティーや遠足などワークショップ以外にもイベント盛りだくさんなので是非皆さんにも気軽に参加していた

だきたいと思っています。年々日本からの参加者が増えていることがとても嬉しいです。来年は韓国ととても近

いのより参加しやすいのではと思います。まるでプロモーションのようになってしまいましたが、毎回各国たくさん

の参加者がいて少しうらやましく思ってしまうことがあります。陽気な仲間たちが笑顔で迎えてくれると思います

ので、たくさんの参加お待ちしております。 

 

 

千田奈穂（Nahoo） ユースミーティング部会長 

APRW 4回目 ユースミーティングトレーニングに参加 

 

今回は4回目のAPRW参加、それも自分がリーダーを務めたことがあり、ここ数年ず

っとかかわっているYMのトレーニングへの参加です。前回のTTTでは、やはりちょっと

緊張しつつの参加でしたが、今回はとてもリラックスしてのぞめました。 

YM部会長ということもあり、最新のYMについてアップデートしたいという思いがあり

参加を決めました。近年、プログラムのトレーニングが開催されることがあまりないので、

YMも8年ぶりくらいでしょうか？数年ぶり。とても貴重な機会です。トレーナーや参加者

にも恵まれ、とてもよい環境の中、トレーニングを受けることが出来ました。受け身ではなく、自分の経験も還元

できたのではないか、トレーニングに貢献できたのではないかと思います。YMについてだけでなく、トレーニング

の進め方など色々得ることができました。CISVに関わるようになって12年目になりますが、もっとず～っと長くか

かわっている方がたくさんいらっしゃいます。その方々のお話を聞くのも楽しいですし、また、最近CISVに参加さ

れた新しいかたのエネルギー溢れるお話しを聞くのも楽しかったです。どうしても現在「しなばければいけないこ

と」に追われてしまいますが、APRWに参加すると、純粋に人と交流することは楽しい！CISVの人たちってなんて

いい人達なの！とってもエネルギッシュで私も見習わなければ！と影響をうけます。言葉で説明してもなかなか

理解できない部分があるの…体験あるのみ！是非一度参加してみませんか？次回はこの報告書を読んでくだ

さっている方々と一緒に参加できることを楽しみにしております♪ 

 

 

関口里絵（サエ）  ステップアップ部会長 

APRW 6回目 TTTに参加 

 

今回で6回目の参加となるAPRWですが、初めて参加した時から変わらず感じる事が

あります。それは…開催国スタッフの優しさと参加者の一体感。国だけでなく、年齢層も

バラバラ、仕事や生活スタイルも異なる人々が一堂に会し、そこには必ず笑顔があって

…素敵な発見があり出会いや再会がある。こんな空間なかなかありませんよね！？ 

昨年の12月で期限切れとなってしまったトレーナーとしてのCertificateの更新の為、
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TTT再受講を決めAPRWに参加させて頂きました。TTTでは、トレーニングを行う上で大切な「流れ」や「様々なトレ

ーニングスタイル」を体感、自分を知り相手を知り始めてトレーニングが動き出す。既に学んだことのある内容で

も、やり方ひとつでこうも感じ方が変わるのか！という事も。そして、海外のワークショップに参加する上で必要

不可欠な英語。私が初めて参加した時も、きちんと話せるのか？相手に通じるのか？など、不安と共に参加した

ものでしたが、参加している人たちはアジア・パシフィックの方々であり、皆が支えてくれるのです。今回ベトナム

から参加された方もトレーナーに相談しながら懸命に学ぼうとしていて、ほんの少しですが、いつも支えられてい

る私もサポートする側になれた気がします。 

本当に様々な出会いがあるAPRWはとても楽しく嬉しい驚きがいっぱいです。より多くの皆さんに参加して頂き、

楽しさを実感して頂けたら嬉しいです。最後になりましたが、この素敵な機会を与えて下さった皆様に感謝致しま

す。 

 

 

坂田綾（あやちゃん） モザイク部会長 

APRW6回目 TTTに参加 

 

 2年ぶりにAPRW に参加した。毎年のんびりと参加している

のだが、今年は自分を律してTTTに参加することにした。研修

は予想していたよりもハードではなかったが、1日目から冷房

に負けて風邪をひいてしまい、日々の研修をこなすことで精

一杯。夜のソーシャル（飲み会）はほとんど諦めざるをえなか

った。それでも、3日間CISVの研修を共に受けていると、友達が増え、チームになっていく。これは、チームで行う

体験的なアクティビティが多いこと。そして、私たちの可能性を信じ、全てを受け入れてくれるCISV的ファシリテー

ターのおかげだと思う。国籍、年齢、バックグラウンドが異なる多種多様な参加者が、少しずつ自分の殻を破り、

自分が出来ることを発揮出来るようになっていった。3日間という短い期間でここまで近くなれるんだ、と改めて

CISVの魅力を感じた。 

APRWは毎回たくさんの笑顔と元気、時に感動を与えてくれる。CISVが大好きで、これからもみんなと一緒にいた

い。活動を続けていきたい、と素直に思える。 

APRWを作り上げてくださっているスタッフの皆様、有難うございました！ 

添付の写真：実は今回のAPRWであまり写真を撮っていなかったのですが、これこそ一番の思い出！の一枚。

研修も大詰めを迎えた2日目PM10時頃。次の日のプランニングをしながらチームのTonoとビレッジについて話し

ていたら、何と私がジュニアスタッフをしたビレッジのキッズだったのです。2日間まるで気付かず過ごしていまし

た。そして、この真夜中のプランニングのふとした会話がなかったら、もしかすると気付かず帰国していたか

も・・・。キッズと判明した途端、突然壁が崩れ、相当距離が縮まりました。キッズとスタッフの関係は大人になっ

ても変わらない。嬉しいCISVあるあるでした！ 

 

 

  



2018 APRW/JASPARC 参加者の感想 p.15 

 

藤田耕司（藤田さん、Koji） 日本協会リスクマネージャー 

APRW4回目 TTTに参加 

 

APRWへの参加は、2年ぶり4回目です(2016年の東京大会は、

参加者ではなくて、運営側)。元運営側の目で見ると、今回の

APRWは、とても豪華。多分、参加費収入では、必要な経費の半

分も賄えないレベルのお金がかかっていると思います(若しくは、

ホテルが、プロモーションのために、極端な値引きをしてくれたか)。

そのため、住環境も食環境も、とても快適で、TTTの合間や夜に本

業の作業をするというスケジュールでも、それほど疲労を感じない

で済みました（夜に一切お酒を飲みに行かなかったこともありま

す)。若者は（および一部の少し年を取った人たちも）夜中までビールを飲みに出かけていましたが、よく体がもつ

なあと思いました。 

以前のAPRWでお会いした懐かしい方に何人もお会いすることができました。顔は覚えているのですが、名前

が出てきません。とくに、聞きなれないアジア系の名前は、難しいですね。若者たちの作ったWhatsappのグルー

プにも入りましたが、そこで交わされている会話は、若者言葉過ぎて、ちょっと参加しにくいですね。 

期間中数回、早朝に、ホテルの近隣を10kmあまりジョギングしました。朝6時前でも、近隣の住民はもう起きだ

して活動を始めていて、家の周りの道路を掃除している人を見かけるなど、あまり東南アジアでは見ない文化レ

ベルの高さを感じました。日曜日の早朝には、セブシティ中心部まで行ったのですが、教会では大掛かりなミサ

を行っていて、信者やら観光客がたくさん出かけていました。 

APRWの後にフィリピン側が用意してくれた2泊3日のツアーに参加しました。初めてのジンベエザメ、久しぶり

の珊瑚礁、滝登りなどのアトラクションも楽しかったですが、宿泊したリゾートの近くの地元の人がテントを張って

止まっている海岸へ出かけて、地元の人と話をできたのも良い経験でした。 

 

 

大門樹久世（Kikuyo） 東海支部長 

   APRW 3回目 Chapter Development トレーニングに参加 

 

今回は chapter developmentに参加しました。参加者の多くはこれから支部を立ち

上げようとする人たちでした。支部を立ち上げようと思っている人たちは CISVに対す

る思い入れも大きく、みんな情熱をもって参加していました。 

まだまだ毎日の生活をするのに精一杯という人たちばかりで、海外に子供達を送

るなどということは夢のまた夢という環境の中でも挑戦している人や、すでに国の中

に成功している支部があり、もう一つ支部を立ち上げようとしている学校の先生達、

大きな国の中にあってもチームを派遣することができないでいる支部など、それぞれ

の問題をききながら、私たちの支部の環境を思うと大変恵まれており、また、毎回多

くのチームを派遣できるのは、これまでの皆さんの CISV に対する思いと、今の委員

の皆さんのご協力のおかげであることを改めて感じました。 

また、開催国であるフィリピンには初めて訪れましたが、歓迎会の時からすごくエ

ネルギッシュな歓迎ぶりで、フィリピンという国に対して認識を新たにしました。CISV
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の活動を続けていると色々対応を迫られる場面もあり、日本人気質で眉間にシワを寄せながら対峙していること

も多いかもしれませんが、このフィリピンの CISVer のように、楽しもうという気持ちがちょっと必要かもしれないな

と思いました。楽しみながらみんなで活動できる CISV でありたいと思いました。 

 

 

木村緑（みどりさん） IPP部会長 

   APRW 5回目 リスクマネジメントトレーニングに参加 

 

５回目の APRW となる今回は、とりわけ楽しみにしていたフィリピンでの開催。なぜかというと、IPP で 2年前に

フィリピンへ行って以来、この国の人々が大好きになったから。暑いフィリピンを体現するように陽気で明るくとて

も面倒見がいいフィリピンの人々。そしてセブ島の美しい景色やフィリピンのベテラ

ンスタッフによる楽しい企画が盛り沢山で、期待以上の楽しさだった。今回はリス

クマネージメント研修に日本からは１人で参加した。個人派遣の担当をしていた頃

よりRMはとても興味ある分野であったが、今回トレーニングを受けてみてこれは、

ぜひ多くの支部の方々に受けていただきたいトレーニングだと思った。CISV らしい

Learning by doing のやり方でケーススタディを多く取り入れたトレーニングはつい

ていくのに必死であったが、経験豊富で陽気なメンバーに助けられ笑いあり、白熱

したディスカッションあり、ロールプレイありの充実した内容となった。いつも行く度

に新たな発見と学びそして友との交流があるAPRWは、もう私の年中行事となって

いる。フィリピンの皆様、ありがとう。日本協会の皆様、ありがとうございました。 

 

 

鈴木勇貴（ユブ）  日本協会理事、広報 PR部会長 

   APRW 5回目 How to Promote CISVに参加 

 

 「APRW は大人のための圧倒的な CISV体験」 

１年に１度開催される、アジアパシフィック地域の CISVer が集まるお祭り。 

しばしばこう表現される、APRW（Asia Pacific Regional Workshop）というワークショップ/会議に参加してきた。開

催地は毎年アジアパシフィック地域の国々で持ち回りで、今年はフィリピンのセブ島開催。 

APRWはキャンプ以上に国際色豊かであり、CISVを実感する場だ。日本や韓国、香港・中国などの東アジアか

ら、タイ・ヴェトナム・インドネシア・フィリピン・ミャンマー・カンボジア・シンガポールなどの東南アジア、オーストラ

リア・ニュージーランドなどのオセアニア、さらにはモンゴルやインドなど、「アジア・パシフィック地域」という何とも

壮大な地域から CISVの仲間が集まる。実際にはこの地域以外からも会議やワークショップ参加者として、ヨーロ

ッパや北中南米からの参加者もいて、非常に多国籍な仲間が総勢 200名近

く集まる場となった。 

私は 2016年に日本で開催された APRWに開催国スタッフ・トレーナーとし

て関わったことを除けば、5 年ぶりの参加であった。毎年行きたくても、なか

なか都合が合わず行けなかったこともあり、懐かしの CISV 友人達から「ご無

沙汰！よく戻ってきたね。」と歓迎されて嬉しい気持ちになった。 

APRW の醍醐味は、「アジアパシフィック地域にたくさんの気のおけない友
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人たちを持つこと」だ。非常に簡単な説明で恐縮だが、「世界中に素晴らしい友人を作る→国際理解・平和」とい

う構図の CISV 体験は何もキャンプだけで起こることではない。キャンプは子ども達がそれを学ぶ場ではあるが、

APRWは大人がそんな CISV を大いに実感する場だ。さらに何度か行くようになると、同じように各国で長年 CISV

活動をやっている仲間との、1 年に 1度の大同窓会のようになる。 

魅力は世界中からの新しい友人だが、彼らが非常に幅広いのは国籍だけでない。10 代から 70 代まの世代、

JB からリーダー・スタッフ、親、各支部ボランティアといった様々な CISV の役割、それぞれが働く分野も本当に多

様だ。ここまで多様な場はそうそうないのではないだろうか。 

では APRWは CISVのどういった人向けなのか。大人の CISVerであれば、その門戸は誰にでも開かれている。

「私は子どもをビレッジに送ったので、所属支部の委員会のボランティアをしているだけで、そんな国際会議は関

係ない」と思っている方で、一度 APRWに参加したら、親が子ども以上に CISVにハマってしまったという日本の方

も実際に何人もいる。 

リーダーやスタッフをやっている人も、支部でボランティアをやっている親御さんも、APRW などにはちょっとわ

からず距離を感じる人も多いと思う。この文章を読んで少しでも興味をもったら、私でもいいし、周りで APRW に

参加した人の話を聞いてみて欲しい。 

人は本来知らない場所に行き、新たな友人を得て、未知の世界を探求することに大きな楽しみを見出す生物

だ。CISVer はなんといっても、非常に明るくてホスピタリティが溢れている。APRW に行かなくても、人生で困るこ

とはないかもしれない。しかし APRWに参加することは私自身そうだったが、自分の想像もしなかったような実り

ある体験をするチャンスだと思う。 

 

 

平洋一（平さん、Yoichi） 国際理事 

   APRW 4回目 APAC に参加 

 

今回のAPRWはフィリピン・セブ島での開催である。ここ数年の恒例であっ

た、各国の代表発表会はなしということであった。到着した初日に行われた

ウェルカムレセプションで、その主催者の意図を想像することができた。手作

りの発表でなく、プロによるパフォーマンスを出して楽しんでもらおうというこ

とであろう。はじめに各国の代表1名がそれぞれの国の旗を持った旗手と一

緒に行進して、舞台であいさつをした。そのあと、踊りと歌、最後に各国の代

表が“I love you all.”というメッセージをそれぞれの国の言葉になおして、壇

上で言うこととなった。そこでメッセージ担当は隣に座っていたJBの3人にお

願いした。彼女たちが訳した日本語は「みんな大好き！」とてもいい言葉で

あった。 

それぞれの分科会が終了したあとで、解散の前の日、遠足があった、遠足といっても、船で3時間ほど行った

サンゴ礁の浅瀬の砂浜での海遊び。周りには何もなく本当にきれいな海の上で楽しい時間を過ごすことができ

た。しかしそのあとが問題、あまりの楽しさに、上から強い日差しが照り付けていることを完全に忘れていた。そ

のあとどうなったかは想像におまかせするが、ここでのレッスンは「出かけるときは日焼け止めを忘れずに」。少

しの間、現実世界から離れて楽しく過ごした日々はあっという間の出来事のように思い出される。 
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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コーディネーター、副国際理事    

APRW 10回目 APACに参加 

 

昨年のAPRWはちょっとイレギュラーな日程で8月に開催した。忙しくバタバタと

走り回りほっとしたのも束の間、秋口から早速今回の準備が始まった。「えっ、ま

たAPRWがくるの？」というのが正直な感想だったが、そこは気持ちを切り替えて、

ReCoやスタッフと一緒に準備を進めてきた。彼らとの連携がスムーズだったのも

一緒に働いていて気持ちがよかった。 

私が担当したAPACではいつも大体同じメンバーが参加するとあって、懐かしさ

や再会の喜びよりも「数か月ぶりだね。最近元気にしてる？」という感じになる。日

本にいても一年に2回も顔を合わせるCISVerはそんなに多くないから、ちょっと不

思議な感覚だ。その分セッションでどこまで新しい発見や学びが提供できたかは

わからないが、こうして毎年顔を合わせて関係を積み重ねていくのはある意味大

切なことだと思う。 

今回のAPRWで個人的に印象に残ったのはやはり遠足のアイランドホッピング。何もない海の真ん中で砂の

上に降り立って遊べる、そんな場所があるなんて。その透き通る海のきれいなこと。これぞセブ！という体験がで

きたのはうれしかった。 

今回日本からの参加者は、2016年の東京開催をのぞけば過去最高の24人。たくさんの人がAPRWの魅力に

ひかれてリピートしているのもうれしい。体験を通して自分の変化を感じられるのもまた醍醐味だ。この明るく前

向きなエネルギーは圧倒的でいつもすごいと思う。ここに来て、刺激を受け、元気になって帰れる。私にとっても

毎年エネルギーをチャージできるかけがえのない場となっている。 

 

 

今西淳子（今西さん、Junko）日本協会理事  

   APRW 14回目 APACに部分参加 
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深井美貴子（ミキ） 関西モザイク委員、関西パストリーダー 

   APRW 7回目  How to Promote CISVに参加 

※来年の APRW の日程はその後

3月末に決まりました。 
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III.  JASPARC 

新井一麦 花田衣梨 武藤有為 

福徳滉太 山田野乃 青木采里奈（文責） 

 

【各セッションリスト】 

① JASPARC101    ② Actively Develop our Organization1 

③ Actively Develop our Organization2 ④ Encourage Education and Action1 

⑤ Encourage Education and Action2  ⑥ Build a JB Community1 ⑦ Build a JB Community2  

⑧ Pace grants and Merchandise  ⑨ Parallel Sessions ⑩ Neighborhood time 

⑪ IJR session ⑫ APAC joint sessions ⑬ Our Passion  ⑭ APJB team election 

 

【報告内容】 

1. JASPARC101 

JASPARC2018、最初のセッションということで、テーマとプランナー紹介、アイスブレイキングとしての簡単

なアクティビティが行われました。 

今回のプランナーは IJR の Flora(ブラジル)、APJB チームメンバーの Gabby(フィリピン)、Michael(中国)、

のの(日本)、Rei(インドネシア)、そして David(香港)、Ben(オーストラリア)、Dan(フィリピン)、PJ(インド)と例年

に比べ多くのプランナーが JASPARC をハンドルしてくれました。 

 

2. Actively develop our organization1 

このセッションでは、デリゲーションごとに集まって自国の JB について話し合った。例えば、自分の国の

JBの仕組みの特徴や、活動の中で特に力を入れていること、改善できること、そして一般の JBと NJRや部

会など役割があるアクティブ JB の仕事などに焦点をおいた。 

日本チームは、サマースクールやユースセミナーなど、国内キャンプの回数と種類が多いことが強みで

あると考えた。また、JBT で新しい JB に JB の役割や活動内容について教える機会があることも日本の JB

の特徴である。しかし、現在のアクティブ JB が元アクティブ JBからキャンプの運営などの JB活動について

のアドバスをもらう機会がないことに気が付いた。このように各国で上がった特徴と問題点を発表し合った。

そして最後に、それらを踏まえたうえで、それぞれの国の JBの数を増やし、彼らのリーダーシップスキルを

上げるために何を実践していく必要があるのかについて話した。日本チームは、２５歳以上の元 JB と現在

のアクティブ JBが交流するイベントを開催するのもよいのではないかという案が出た。それにより、現在の

アクティブ JBがインスピレーションを受け、新しいアイディアを生み出す機会になったり、元アクティブ JBの

リーダーシップ力を勉強したりすることが可能になるだろう。 

私は、このセッションを通して、他国の JB と比べて日本の JB は集まるキャンプが多いため、お互いに影

響しあったり、リーダーシップ力をトレーニングする機会に恵まれていることに気づかされた。だから、その

キャンプでのセッションの質を上げるためにも元 JBとの関わりがより必要になってくる。今回のセッションを

無駄にしないためにも、思いついたこのアイディアを実現させたい。JASPARCで他国の JBと関わりを深める

前に、一度立ち止まって自分たちを振り返ることができたのはよかった。 
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3. Actively Develop our Organization2 

このセッションでは、過去・現在・未来に自分がどのように CISVに関わっているのかラベリングしていくと

いうセッションである。 

VL から始まった人も居れば SU からの人も居る。そして今まさにこの JASPARC に参加している理由はた

くさんある。IJR として、NJR として、APJB として、IJR として、それぞれの責任や役割を担って CISV に関わっ

ているのである。そして最後に、未来において CISV に自分がどのように関わっているのかを考えた。ここ

でもそれぞれで自分が思い描いている未来像がたくさんのパターンになっていて面白かった。リーダーに

なりたかったり、スタッフになりたかったり、Sr.NJR になりたかったりとものすごく近い未来を表していたり、

様々な CISV における関わり方や選択肢があることが分かった。 

 

4. Encourage education and action 1 

与えられた紙に書かれているアクティビティが良いかどうかについてグループで話し合った。それは、ア

クティビティを客観視してエバリュしたのと同じだ。同じアクティビティについて話し合っても、グループによ

って評価は違う。様々な意見を聞いて、一元的ではない考え方をシェアする。一つの考えに固執しがちな

私にとって、多様な考えを吸収することができるのはありがたかった。 

 

5. Encourage education and action 2 

それぞれの国が感じる、他国の不思議な culture についてシェアした。タイ人の子が日本について不思

議だと思ったこととして挙げられたのは、日本人が黒いスーツを着て出勤していることだ。また、マスクの

着用率が高いことも挙げられた。そしてそのあと、自国で当たり前のことは他国では当たり前ではないとい

うことに関する動画をみた。動画内では、アメリカと日本の地図の表記方法の違いなどが例に挙げられて

おり、日本人は共感を持ちやすい内容だったように思われる。その後、例えば日本人の場合は、CISV内で

日本人だからこそ感じた悩みや差別についてをNAで話し、そして小グループに分かれてシェアした。私は

このとき、CISVer にも日本に興味を持ってくれていない、知ろうとしてくれない人がいる悲しさをシェアした。

それに対し、フィリピン人は、フィリピン人が木の上や水の上で生活していると勘違いされがちで辛いとい

うステレオタイプに関する意見だった。同じアジアだからこそ共感できる点が多々あり、普段 Step Up 等の

キャンプではなかなかいっしょにならないアジアでそのような思いを共有することができてうれしかった。 

 

6. Build a JB community 1 

日本における Diversity(多様性)の欠陥/他国と違う部分は何か。’The Diversity Wheel’と呼ばれるグラ

フから二つ取り出しNAで話しあった。内側のグラフに書いてあるのは、年齢や性別、国籍など、変えようと

思っても変えられないこと。外側のグラフに書いてあるのは、家族や信条、収入や教育など、時間をかけ

て変えていけるものであった。我々日本は、前者に「人種」、後者に「言語とコミュニケーションスキル」を選

んだ。「人種」に関しては、日本人が重要視してないことが問題として挙げられた。差別に対しての意識が

低すぎるのだ。日本人は無意識のうちに外国人を見ており、それにより彼らに多大なストレスを与えてい

るのだ。これも単一国家ならではの「差別」である。そして、「言語とコミュニケーションスキル」に関しては

言うまでもないであろうが、日本人は低い。苦手だ。だが、このスキルはグローバル社会といわれているこ

の世の中では必要不可欠である。どんなに学校で英語の学習を行っても、日本の教育、特に受験英語で

はリスニングやスピーキングは鍛えられず、現実世界では役立たない。以上の点が我々日本の欠陥であ

り、改善すべき点と考えた。このように考える機会がないと前者のトピックはなかなか気にかけないため、
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今回話しあったことで日本人の無意識について気にかけるようになり、本当によかった。 

 

7. Build A JB Community2 

このセッションでは JB のいくつかのグループに分かれて新しい行事について考えました。新しい行事と

しては JB 以外の人や孤児との行事など例などがあり、それらが実現可能か、またそれらの行事の目的な

どを考えました。JB にとって今までなかった新しい行事の企画を考える良い機会となっただけでなく、CISV

や JB の組織や教育目的を再認識することもできました｡ 

 

8. Pace Grants And Merchandise 

この時間は各国の JB が各国のグッズを販売する時間となりま

した。各国とも JB がとても積極的に声掛けを行って売買し、大い

に盛り上がりました。日本からはステッカーのみの販売となりまし

たが、JB だけでなく多くの APRW 参加者の方々の協力もあり予想

よりも多く販売することができました。 

 

9. Parallel Sessions 

この時間は各国の JB が各国のグッズを販売する時間となりま

した。各国とも JB がとても積極的に声掛けを行って売買し、大い

に盛り上がりました。日本からはステッカーのみの販売となりましたが、JB だけでなく多くの APRW 参加者

の方々の協力もあり予想よりも多く販売することができました。 

 

10. Neighborhood time 

アジアの中で特に強いつながりを持つことをもとにした、ネイバーフッドワークショップが３つ（WHIP IT, 

TEA, ANZAC）がある。このセッションでは、それぞれのワークショップで集まり、自分たちの長所と短所、つ

ながりの強さ、今後の目標について話し合った。日本の隣国のワークショップである TEAは、JBの豊富さと

JB がどのくらいサポートされているかに大きなばらつきがあることが分かった。ネイバーフッドとしては、関

係性は薄い。その理由として結果に至ったのは、学校や試験のスケジュールを合わせるのが大変で、ア

クティブ JBの数も少なく、情報共有の術が少ないということだった。そのため、定期的に情報共有をする機

会を設け、より多くの国から多くの人を集められるであろう時期を探して TEA を開催することになった。 

ネイバーフッドのつながりの強さはワークショップごとに大きな違いがあるためとても興味深かった。自

分たちはまだまだ信頼関係がないため、ANZAC のように情報を頻繁に共有しあうなど絆の強さに影響を

受けたし、これからより良い関係を日本のネイバーフッドと築くうえでためになった。TEA は三つの中でもっ

とも多くの国を持つので予定が合わず情報共有にも時間がかかり大変ではあるが、国の数が多いことを

何らかの形で生かすことができれば、インスピレーション与えあい、より大きく濃い活動ができるのではな

いかと思った。これからも JASPARC でできた関係を大切にし続けて、絆を強めていける具体策について話

し合っていきたい 

 

11. IJR session 

このセッションでは、IJR がセッションを行った。まずプログラムを思いついた時点から①Location , Dates ②

Campsite + Risk Management Checklist ③Event Form ④Plan logistics/Plan content ⑤Plan and execute 
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evaluation/(Evaluate) ⑥Submit IJB Report Form を正しい順番の通りにグループで話しあって決めていく。次に

Participants, Content Staff, Home Staff, Regional Teams, IJRs, IJB Team, NA/PA へのそれぞれの対処を考えてい

く。どのグループも IJR が言った答えとは違っていたが、どのグループのパターンを聞いても筋が通っていそう

で穴があることが CISV だけじゃなく日常生活においでもプログラムを作成する上でのスキルを学ぶことができ

た。 

 

12. APAC joint sessions 

このセッションでは APAC の皆さんと JB が一緒になって主に JB について考えるセッションである。緑(賛

成)、赤(反対)、白(分からない)のカードを持って、IJR が項目を提示しそれに従ってカードを自分の意見を

元に提示しいくつかの異なった意見を持つものどうしでディスカッションを行うというセッションである。大人

の考えることと JB の考えることが異なっているようで同じであったり、理解されていないと思いきやものす

ごく理解されていたり、様々な局面を垣間見ることができた。JB はどんなに頑張っていても JB の存在意義

というものはかなりおぼつかない未完成のものであって、どうしても JB だけでなにかプログラムをすること

は出来ないことは確かである。必ず大人の助けが必要なわけであってそういった中で JB のことをより理解

してもらうにはこの上ない場だったと思う。他にも他国の文化に関してのセッションを APAC の皆さんと行え

たのは非常に学びが多かった。 

 

13. Q&A (your passion) 

このセッションは自分が好きなことや情熱を注いでいることを再確認して、それを CISV に還元しようとい

うものであった。まずは自分のパッションが何であり、なぜそれなのかを考えた。次に、自分に似たパッシ

ョンを持っている人を探し、ペアやグループになって、それのいいところや誇りに思う部分、そのパッション

の持ち主だからこそのエピソードを話した。自分の好きなことを、それを理解してくれる人と話しているだけ

あって、大いに盛り上がった。そして、それにパッションを持っているからこそ得られること、自分の力にな

ることは何かについて話し合った。最後に、そのパッションから得られる力を CISVでどのように生かせるか

について考えた。 

自分が好きなことを CISVに生かすことがいかに楽しいかについて考えさせられたセッションだった。CISV

を仕方なく続けるのではなく、自分の好きなことを生かす場として何か意識をもって CISV に取り組むという

考え方にとても共感した。自分らしい CISV の続け方があっていいのではないかと思った。また、自分と似

ているパッションをもつ友達を見つけられたことはとても心強いことであり、JASPARC のキャンプ全体の雰

囲気を良くした一つの大きな要因なのではないかと考えている。 

 

14. APJB team election  

今年まで Sr.APJB チームメン

バーであった Gabby(フィリピ

ン)と Michael(中国)が任期を

終え、新しい Jr.APJBチームメン

バーとして David(香港 ) と

Ben(オーストラリア)が選出さ

れました。 
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IV. 平和教育の本質（Essentials of Peace Education） 

松原郁子（文責） 

 

■対象  

Essentials of Peace Education は、CISV の基本理念、組織、活動内容等 CISV の概要を知りたい参加者向け。

APRW が初めての方や CISV が久しぶりの方にお勧めのトレーニング。 

 

 

■参加者 

トレーナー： デビッド(コロンビア) ジェーク (フィリピン)  

参加者：１３名（シンガポール〈4〉、ベトナム〈2〉、中国〈2〉、インドネシア、オーストラリア、フィリピン、 モンゴル、

日本）  

 

 

■内容  

CISV の概要･･･CISV の歴史、基本理念、組織 

• CISV の歴史 設立から 10 年毎に自分、自分の国の歴史と CISV 史を比較。 

• CISV の基本理念 平和とは何か。 active global citizens とは何か。 

• CISV の組織 

• CISV のプログラムの種類と対象、目的 

 

active global citizensになる為に必要なこと 

• ASK（態度、スキル、知識） 

• Golden Circle（Why,How,What） 

• Learning by doing 

•４つの指針（ダイバーシティ、人権、紛争と解決、継

続的開発） 

 

主なディスカッション 

•今年の指針であるダイバーシティについてグループデスカッション。ロールプレイを考えて、発表。 

•コミュニケーションをとる時に重要なことを話し合い、発表。 

•参加各国のモザイク活動の現状を話し合い、発表。 

•新しいアクティビティを計画、発表等 
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■振り返って  

実質 3 日間英語漬けのセッションで

辛い部分もありましたが、CISV の教

育理念を学び直す機会を得ることが

できました。今までの私自身の活動

を振り返ると大半は子供を軸として

提出書類、渡航ルートや持ち物等キ

ャンプまでの往復や日本大会の安

全な運営に思いを強くして、実際キ

ャンプで何を学ぶかまで実は考えが

至っていないことに気付かされまし

た。このセッションでは CISVの歴史、

組織、教育理念、指針から実際のキャンプの教育内容(Active Global Citizen になるというゴールに向けてどん

なアプローチをとるのか)を知ることができます。私達の多くが苦手とする論理的思考を取り入れてアクティビテ

ィを体験する、討議する、計画する、発表することを繰り返しトレーニングして頂きました。百聞は一見に如かず。

私の持っていた稚拙な常識が覆されることもあり、目から鱗の得がたい体験でした。例えばシンガポールの住

宅事情、中国の SNS 事情、モンゴルの貧富の差、インドネシアのモザイク活動等。このセッションで学んだ CISV

の教育理念、活動方法は CISV 活動に留まらず、私達の日常生活においても大いに役に立つと思います。 
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V. How to Promote CISV 

池内広明 小田島（松尾）早恵 深井美貴子 そんさんひょん（文責） 

 

「How to promote CISV？」を受けて        

関西 LTC副委員長 深井美貴子 

 

1) このセッションを選んだ理由 

a 普段私は「CISV の走る広告塔」と自

他共に認識していて、この内容は支

部にも自分自身にもきっと役に立つ

だろうと思えたので。 

b APRW で初めて行われるトレーニン

グだから。   

c 私が今まで二度トレーニングを受け

た尊敬するフィリピンのMark Floresがトレーナーらしいと聞き、彼がやるなら間違いはない！と確信し

たので。 

 

2) トレーニングの内容とその場の雰囲気 

他のメンバーの記事と私の写真入りの別ページをご参照ください。参加者は意外にも日本人４人とサンタ

ウンキャンプの采配をしている長年のつきあいのフィリピンのAnnaと今回初対面のフィリピンのNeoだけだ

った。マークの英語はわかりやすくジェスチャーを交えてとても丁寧に伝えてくれ、こちらの話もよく聞いて

理解してくれるので、本当に落ち着けてゆったりその場にいることができた。日本人メンバーもイケ、関西岩

手さえとさんひょんという濃い（笑）メンバーだったので、全体に和やか、かつ熱くトレーニングはすすんだ。 

 

3) 学んだこと 

トレーニングのタイトルは「HOW? 」しかし、その前に「WHY?」がある。 

セッション中、何度も問いかけられた。 

「なぜあなたはここにいる？」「なぜあなたは CISV を promote することが必要？」 

「なぜあなたは支部でその役割をしている？」 

「WHAT?」はその後。これはすでに 2015 年のノルウエーでの Global Conference で知り、普段から気をつけ

ていることなのに、つい忙しさにかまけ、WHATに頭が向いてしまうことにあらためて気付いた。「WHY?」を

忘れないこと。 

 

まず CISV は他と何が違うのだろう？たとえば YMCA と何が違う？ 

CISV は何なのか？何を伝えたいのか、なぜ promote したいのか、どうやれば効果的なのか、何を使って伝

えるのか。マーケティングの勉強とも重なるところはあるが、もっと根本的なことをいつも問いかけられ、トレ

ーニング中頭を使った。 

 



2018 APRW/JASPAC How to Promote CISV p.27 
 

私は今まで、いつもチラシを持ち歩き、どんな人にも CISV のことを話してきたが、今の時代にそれがどの程

度有効なのか？ 

カセットテープや鉛筆は、もう過去のもの。Old models no longer work. 

新しいやりかたで伝えることが必要。 

Out of Box  頭をやわらかくし、効果的に人を震わせるにはどうすればいいか。 

 

自分の支部の SWOT も書き出した。 (Strength, Weakness, Opportunities, Threats）  

他支部や他国の状況を知ってみると、当たり前と思っていたことが、強みと言えたりする。他を知ることで自

分を知ることになる。 

 

以下の三つの動画を見た。 

a. ALS（筋萎縮性即索硬化症」https://ja.wikipedia.org/wiki/のアイスバケツチャレンジ 

b. ユニセフの Tap project  

https://www.youtube.com/watch?v=RyjTg4w-J7A 

c. フィリピンの国民食ファーストフード店のバレンタイン CM シリーズ 

 https://www.youtube.com/watch?v=7kAOvTFA5rs （再生回数１５４万回など） 

 

これらを皆で比較して見ることができよかった。 

 ALS－従来とは違う方法で多くの人が ALS のことを知り、寄付も驚くほど沢山集まった。willing to do  

面白い、やってみたいの要素がここにはあった。 

 ユニセフ－「現状を伝えて、こうしてほしい」というメッセージが明確。しかし少し押し付けられている感

が私には生まれた。willing とは少し違う。私も何かしなければという義務感に似たもの。「頭で知るか、

心で知るか？」 

 Jollibee－このシリーズの CMには商品の説明は一切ないが、Jollibeeにはちょっとほろ苦いけど素敵

な幸せがそこにある感覚が生まれた。そのセッション後実際に店舗に行き、注文し、食べて、よそのお

子さんのお誕生日会での彼のダンスを見て、一緒に写真も撮れた。トレーニング参加者全員（今回は

日本人が。フィリピン人は多分元々）が Jollibeeに恋に落ちた。まさに大人の Learning by Doing 

 

最後には各人、CISVをプロモートするために自分が実際にやってみたいこと、実現可能なこと（イベント等）

を一つ決めて表にし、支部の役員に扮した参加者の前でプレゼン、審議してもらい、フィードバックをもらう

というセッションを行った。私は、意外に従来通りのやり方しか思いつかず、どうもピンとこないままでのプ

レゼンとなった。夫所属のロータリークラブでの CISVのワークショップを開催することを企画提案した。ただ

応募者を獲得するためだけでなく、企業の社長さんたちに CISV のことを理解してもらうことで、社員が会社

を休んでプログラムに参加しやすい環境を整えることに通じ、その人物がリーダースキルを会社に持って

帰ることができるという状態を生むことが狙いだった。しかし、ワークショップの日程が不確実で、本当に実

現できるか不明であるのは、アウト！とのフィードバック。確かに！ 

このあと、もっと自分らしく素直にやれること、と考えたら、夏のグローバルカンファレンスで参加者に

「PEACE」をイメージした表情をしてもらって撮影し、PEACE ONE DAYに発表することを思いついたので、実現

したいと思う。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyjTg4w-J7A
https://www.youtube.com/watch?v=7kAOvTFA5rs
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4) 心に残ったこと・新しく知ったことば 

最後の最後に Jack Frostの映画の一部を見た。登場人物が問いかける。   

「What’s your center?」   https://m.youtube.com/watch?v=CHABdkw8eMg 

自分の真ん中は何？ 私は何者で,何を中心に持っていて、

それをどう伝えたいのか？ 

トレーニングのラスト、このことが心に響いた。 

 

relevant・・・意義ある 適切な  ex. Social relevant issues    

jolt・・・encourage よりもっと強い ex. jolt them to increase 

awareness    

つよい言葉を選ぶのも大切  

１０degrees・・・３６０度すべての人にと門戸を広げすぎず、１０度だけで考えてみる。 

鍼治療のツボのように、その一点が思いがけないところにまで深く影響を与えることがある。私は普段つい

つい「どんな人にも」と思ってしまうところがある。１０度だけにターゲットを絞って考えてみよう。 

 

5) 興味はあるけれどトレーニング受講に自信がない人へ 

いつも伝えていることだが、英語に自信がなくても、CISV のトレーニングはなんとかなる。レクチャー形式で

なく、Learning by Doing のワークショップ形式であることと、トレーナーは各国の癖のある英語を聞くことに

慣れた人がほとんどだし、参加者同士も CISV精神にのっとって助け合う。終わるころには「やりきった自分」

に自信がもてるし、ぜひチャレンジしてほしい。 

 

松尾さえ 

今回受けた「how to promote cisv」の研修で一番考えさせられたのは、「Is cisv still relevant?」という質問だった。

cisvは長年同じ手法で、同じことをずっとやってきているけれど、日々進化し続ける世界の中でまだ価値のある

ものなのか?という問いである。価値観が変わってきている中で同じことを続けていていいのか?時代のニーズ

にあったものに変えていかないといけないのではないか?などトレーナーの質問はとても印象に残った。アクテ

ィビティをやるときも決まったルールでやることよりも、みんなで創造して新たなルールでやる方が面白いので

はないか、今までのやり方で時代にあっていないことはないか、などいろいろ考えた。これから活動をしていく

中で常にこの質問を頭の中に置きながらやり方を考えていきたいと思う。また、プロモーションをするときのター

ゲットを絞ることの重要性を再確認した。すべての世代に響くように宣伝して欲しいと言われることが最近多か

ったが、ターゲットを絞らない広報は存在しないことを学んだ。 

 

さんひょん 

僕は今回のトレーニングでいろんなことの再確認ができました。ターゲットを絞る、時代の変化、ユーザーの共

感などです。 

そして、トレーナーの Tito Mark のファシリテーションにも学べる事が多くて今後の自分のセッションがあったら

真似しようと思いました。 

カセットテープが今になっては使えないものになったように、時代によって考え方や、やり方を変えなくてはなら

ない。 

日本協会にも過去にとらわれずこれからの時代に向き合うことが大事と思いました。 

https://m.youtube.com/watch?v=CHABdkw8eMg
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池内広明 

＜“How to promote CISV？” ワークショップについて＞ 

  

▼全体を時系列で大まかに分けると 4 つのパートで構成されていた。 

1) マーケティング的視点から「昔の手法と現在の CISV promotion の課題」について検証と考察（座学） 

session 1-7（session7-8 は各支部事情・課題の洗い出し） 

2) プランニングの実習 session 8-12 

→CISV プロモーション企画のターゲットと目的を明瞭にするためのプランニング 

3) プレゼンテーションの実習 session 13-16 

→2に基づいたプロモーション・アクティビティのプランニング→自国の支部ボード（＝役員）を想定対象にし

たプレゼン実習  

4) まとめ session 16  

  

▼Notes：前半の「昔の手法と現在の課題」を学ぶパートで印象的だったこと 

 Why does not understand CISV？ CISV はなぜちゃんと理解されないのだろうか？ 

 CISV は Peace Organization だとされているが、それはどういったものなのか？（どう表現したら外部的に

伝わる？） 

 プログラムで ”Magical experience” を共有するが、（それは CISV の伝統的な美点だが）カルトな響きを受

けない程度に CISV を知らない人たちに伝えられる事柄だろうか？ 

 多くの団体が独自の website をもっているが、その活動団体を知らない対象に、どうやってそのサイトまで

たどり着いてもらうのか？（website があっても情報が多すぎると機能しないことも） 

 プラットフォームには Innovation がつねに必要 

 Old models no longer work……古い手法ではこの時代に実用しない → have to be innovated  刷新され

ていなければダメ 

 かつてはお金をかけてフライヤーを用意していた→今では紙の印刷物は、古くなったらすぐゴミ箱へ（メデ

ィアはグローバルインターネットへ） 

 昔は「声の大きな人」（コカ・コーラのように資本力のある企業）が loudest voice で broadcast な広告を打

つことが効果的だった（宣伝量が多く周知度を上げられたが、非常に予算がかかる）  

→今は individual advertisement /Intercommercial が有効 

 バイアスのかからない素人

的なクチコミ Real people's 

conversationが情報伝達に

有効  

 現代は anybody can be a 

freelancer 誰もが自在な

発信者になり得る  

 TAG： 情報はタグ付けされ

て拡張される。素人がタグ/

シェアしたくなるコンテンツ

をつくり、リアルタイムで着
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信されている状態をつくる 

→そのためにはコンテンツが very clear message / repeatable / simple / convenient であること 

 募集活動のターゲットはミレニアル世代 (Millennial Generation)  →その特性を知る  

 

★ソーシャルメディアの活用 ～Win Win で経費削減に～ 

今回の APRW/JASPARC の会場ホテル（Bai Hotel Cebu）は格安で契約できた。国際的なイベントであるため、参

加者が自発的にソーシャルメディアを通して多くの位置情報付き発信をすることになるから。（そのため

Philippines の Staff は期間中、せっせとリアルタイムで FB に投稿していた） 

------------------------------------- 

■ Private Opinion  

○ CISV Japanは 60年の歴史をもち、経験と知恵を蓄えている。しかしCISVを知らない人を対象にした発信者と

なるとき、まずは旧来の常識を捨てて、環境変化にファンタジスタな適応をしていきたい。上記●ポイントを考

慮し、伝えたいことが効果的に的を射て伝わっているかどうかチェックしてみては。 

○ 深井美貴子さんがリンクしている 3つの動画のようなバイラル化した事例から CISV が学べることはたくさん

ある。日常でソーシャルメディアを私的に利用しながら、ふと、「今どんな趣味性や遊びに乗った表現で CISV の

ことに触れたらバイラルな”波”に乗っていけるんだろう？」「何が募集や認知度向上に結び懸けられるのだろ

う？」といった問いを個々が立て掛けてみること。発見と即時的な「最初の一歩」が大切だと感じた。 

○ テクノロジーもトレンドもバズワードも、あまりにも日々刻々動いている。私生活を過ごしながら CISVが乗れ

る軽快な波が周りにたくさん起こっていることに敏感でありたい。 
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※上記記事内のジョリビーの綴り

は正しくは Jollibeeです。 
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VI. ユースミーティングトレーニング 

河合真理 千田奈穂（文責） 

 

 ■概要■ 

ユースミーティング（YM）は、YMを開催・派

遣させる支部役員、新規スタッフ、新規リー

ダー、個人派遣関連、トレーナー、すべての

YMに関わる、YMをとは？を知りたい方を

対象としたトレーニング。 

トレーナー：Naranzaya Narashka（モンゴル） 

参加者：10名（香港2名、インドネシア2名、

インド 1名、ベトナム 1名、フィリピン 1 名、

ニュージーランド 1 名、日本 2 名） 

  

 

■内容■ 

［CISVについて紹介］ 

［自分自身を知る］ 

＊セミナーキャンプ（SC）トレーニングと合同。 

・パワーポイントで CISV のベーシックな事柄について紹

介。 

・その後、CISV の年表に世界（各国）のオフィシャルな

出来事、自分のパーソナルな出来事をポストイットに各

自書き、貼っていき、最後にシェアした。（You, Me, We 

and CISV）CISV には歴史があり、そこに自分のパーソナ

ルなイベントの発生時期もからめてみるという視点が

新しく面白く思った。パーソナルなことと絡めると CISV

がより身近に感じられる。 

 

 

［モチベーションとバリュー（価値）］ 

＊チャプターディベロップメント（支部開発）トレーニング、SC トレーニングと合同 

・あなたにとってのValueは？ということで、自分を構成する欠かせない価値観 3つをあげ、ペアになりなぜそれ

が大切なのか等話し合う。 

CISV にも 5つの Value（Cooperation, Friendship, Inclusiveness, Enthusiastic, Engagement）があるが、では、CISV

で活動する上で、その 5つの中で何が一番あなたにとって Valueがあるものか？自分が選んだ Value毎にチー

ムになり、理由を話しあう。そして、全体へ向けても理由のシェア。もちろん、5つともすべて大切なのだが、どれ

をより大切と思うか…。どれも「そうだよねぇ～」と納得する理由ばかり。みな、CISV 活動頑張っているんだなぁ、

と聞いていて嬉しくなり、最後には、CISV の Value やっぱり素敵。みんなで頑張ろうねという雰囲気になれた。 
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［ピースエデュケーション、ASK］ 

＊チャプターディベロップメント（支部開発）トレーニング、SC トレーニングと合同 

3 チームに分け、各チームにそれぞれ①トレーナーがボールの知識を話す（Knowledge：知識を与える）、②何

も言わず突然トレーナー自らボールで遊びだす（Skill：技術を与える）、③トレーナーがボールを使ったアクトを

教え、実際にしてみるが、うまくできない。参加者みずから話し合い改善してアクトを成功させる（Attitude：態度、

姿勢） 

各チームにそれぞれ①～③やってみてどうだったかをシェア。 

実際に各チームが①Knowledge、②Skill、③Attitudeを体感。この ASK（態度、スキル、知識）の 3つの要素が、

CISV が求める“行動する地球市民（Active Global Citizens）”になるためには不可欠であることを学ぶ。 

 

 

［CISVについて・YMについて紹介］ 

クイズ形式で CISV・YMについて知る。 

クイズ形式なのでついついみんな必死になって考えた。こ

のように面白く、CISVが知れて、情報が得られるのは良かっ

た。是非、支部でのリーダー・スタッフ・個人派遣研修で利

用したいと思った。 

＊セミナーキャンプ（SC）トレーニングと合同。 

 

 

［グループダイナミックス（Forming, Storming, Norming, 

Performing, Adjuring）］ 

YMに限らず、どのプログラムでの上記の 5段階の段階がプログラム期間中やってくる。必ずしも前段階が順番

にくるとは限らず、また、Formingから Stormingになり、Normingへ段階が経ていったと思ったら、また Storming

へ戻る…ということもありうる。それはいけないことではなく、大事なことは今どの段階にあるか、そして今後ス

タッフ、リーダーとしてはどこへ導いていくかを考えることだと思った。 

これを体感させるためにまず行ったアクトが面白かった。ある絵について

の①説明文を読む人、②ある絵を知っている。そして、Yes/No 質問に答え

ることが出来る人、③①が読む文章を頼りに絵を描く人（2 人）、④Yes/No

質問をすることが出来る人と役割がふられる。みなで協力してある 1つの

絵が出来上がる。ただし、その過程で Forming：チームにわけられて課題

を渡される、Storming：役割分担。まだ何をすればよいのかわからずに手

探り状態…のように 5 段階をアクトを楽しみながら実際に体験できた。ま

た、それが実際のキャンプに当てはまるということで、実体験をキャンプに

あてはめて考えることができるので、未経験者にとってはわかりやすかっ

たと思う。 
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［ルールと責任］ 

［スケジュール］ 

①リーダー、②スタッフ、③派遣者、④派遣者の親御さん、⑤支部役員に

2 人ずつなり、各々の役割を考える。派遣する前は？派遣中は？派遣後

帰国したら？を考えた。 

ちょうど、香港やインドネシアなどはこの夏に YM プログラム開催を予定し

ており、このトレーニングで得たことをスタッフや支部に伝える役目がある

ため、みな真剣に考え、確認していた。日本からの参加者が一

番経験値があり、自分たちの経験や知識をシェアし、他の参加

者たちにためになった。トレーニングは「Take：得る」だけでなく、

このような「Give：与える」ことも出来るので、一方通行でない相

互からの、トレーナーからだけでなく、参加者自ら発信すること

ができるよいトレーニングになったと思う。 

 

 

［リスクマネージメント］ 

＊セミナーキャンプ（SC）トレーニングと合同。 

リスクマネージメントは参加者を守るためになる。それだけではなく、同時に立場は各々違えど「自分たち」を守

るためにある。という点になるほどと思った。 

「こういう場合そうする？」ということで、起こりえるとても現実味のあるトピックについてグループにわかれて話

し合った。全体でもいくつかピックアップして考えをシェアした。 

支部や部会での研修でも大変役立つと思うので、活かしたい。 

 

 

［エバリュエーション］ 

［フィードバック］ 

・エバリュ―エーションの様々な形態をまなぶ。絵にかいた入り、指で 5 段階中何段階かを表したり、円のなか

で自分はどのくらいの位置にあたるか点を描いて表す等。 

8 日間 YMだとあっという間だが、15日間 YMの場合、1 週間を過ぎたあたりで一度エバリュエーションしてもよ

いかもしれない。 

・フィードバックは与える側は、批判ではなく、基本的には次回につながるよ

うな建設的アドバイスを。①褒めるなど、肯定的な意見、②改善点について

指摘したりアドバイスを与える、③肯定的に、励ますなどがよいだろう。どう

しても人のことだったりすると色々目についてしまったり、経験者ならではで

あれもこれもと色々言いたくなってしまうが…。受けても受けたアドバイスは

次へのステップとして、個人の否定ではないので、拒むまずにどんどん活か

してもらいたい。 
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［トレーニングのまとめに・・・］ 

＊セミナーキャンプ（SC）トレーニングと合同。 

この APRWで学んだ中からトピック 4つを選んで、チームごとにミュ

ージカル仕立てで発表することに。 

何を学んだか、端的に楽しく誰にでもわかるように…それもミュー

ジカル！？ということで、難しかったが、楽しかった。最終的にチャ

プターディベロップメント（支部開発）トレーニング参加者を観客に

発表を…。楽しみながら、体験から学ぶ…CISV ですねっ。最後は

YM、SC、チャプターディベロップメント参加者全員で“I love Cebu”の

音楽に合わせて dancing♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■最後に… 

今回の YM トレーニングでは、先にも書いたとおり、支部に持ち帰ってすぐに夏開催に活かさなければならない

香港やインドネシアなどが参加していたため、どのセッションにおいても、「では、香港の場合は現状こうなのだ

けれども、どうなるのかな？」「こうしたらいいかな？」など具体的な話になり、とても実践的だったと思う。参加

者全員が積極的に参加していたこともよかった。また、性格的にも穏やかで温かい性格の参加者が多く、とて

も一緒にトレーニングを受けやすい状況でした。今回、日本からの参加者は私を含め 10 年以上 CISVに関わっ

ている人でしたが、是非、これから活躍する若手、お子さんを派遣させたご父兄にも参加していただけたらきっ

と良い体験になると思います。実際、

ベトナムからの参加者はご父兄でした

し、インドからの参加者もきっかけはお

子さんの派遣です。また、フィリピンか

らの参加者は CISV へアクティブに参加

されている奥様からの強い勧めです。

色々な立場の方でもWELCOMEなのが

CISV です。そして、体験から学ぶのが

CISV！次回の YM トレーニング開催が

いつになるかはわかりませんが、次回

開かれた際には是非ご一緒に参加し

ましょう♪  
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VII. Chapter Development トレーニング 

大門樹久世（文責） 

 

トレーナー：Rose Marie（インドネシア） & Christina（オーストラリア） 

参加国：韓国、ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、モンゴル、日本 

 

(Chapter Development は他のグループと合同で行うセ

ッ シ ョ ン も あ り ま し た が 、 こ こ で は 、 Chapter 

Development のみで行った内容から主なものを２つ紹

介します。) 

 

１）CISVが大切に思っている価値観： 

＊Friendship 

＊Inclusiveness(受け入れること)  

＊Enthusiasm (熱烈な興味を持つこと) 

＊Engagement(（ボランティアとして)従事すること) 

＊Cooperation 

 

この価値観のうちで自分が一番大切に思っていることについて話をした。それぞれの思いが伝わる話し合いだ

った。総括では、一番大切に思っているものこそが、今もそれぞれが CISVを続けている理由だろうということだ

った。確かに私たちはこれらの価値観に惹かれて、今も CISVを続けているのだと思う。 

 

支部の委員のみなさんとこのような点を話す機会は今までになかったが、委員の方も CISV のこの部分に惹か

れて子供を参加させた、という思いはあると思う。その最初の気持ちを思い出してもらうことで、CISV への思い

も新たにしてもらえるだろうし、ほかの保護者の方の思いを聞くことも発見につながると思うので、ぜひ支部でも

一度時間をとって話し合いをしてみたい。 

 

２）新会員募集について 

アクティビティ： 

それぞれの対象に対して、何をして、どんな情報を伝えればCISVに参加してもらえるかをチームに分かれて考

えた。 

 

 

１１歳児の親を対象 

１１歳児の将来にどんな良い影響があるか 

過去の参加者の声 

親が心配に思うだろうことを前もって伝える 

（費用、キャンプサイト、食事など） 
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大学２年生 

 将来どのような役にたつか 

 なんだか楽しそうと思える企画をする 

 実際に体験できるミニキャンプを行う 

 過去のリーダーが話をする 

  

 

具体的に対象を決めて考えることで、どんな情報が必要か、またどのようなことをすれば興味を持ってきてくれ

るか対象によって有効な方法を考えることができた。 

 

重要なことは： 

わざわざ足を運んでもらえるくらい、魅力的な企画をする 

それぞれの対象に合った、情報の伝え方、メディアを採用する 

それぞれの対象に合った情報内容を提供する 

 

終わりに 

 

今回新しく支部を立ちあげようとしている参加者が多かったので、

CISV の基本的なことから復習し、また、CISV の仕組みなども詳しく

知ることができた。長い歴史の中で、色々なことがうまく回るような仕

組みが構築されてきたのだと再認識するよい機会となった。 
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VIII. リスクマネジメントトレーニング 

木村緑（文責） 

 

 セブ島の APRWで行われたリスクマネージメントトレーニングは、各支部でリスクマネージメント（以下 RM）の

有資格者を増やすという国際からの要請を受け、参加者は９カ国から 20名と大人数でのセッションとなった。

内訳は、リーダー・スタッフ・ディレクターなどの経験者や支部の役職にある者などが殆どであった。RMトレーニ

ングでは状況に応じたケーススタディが多く取り入れられ、参加者自身が経験に基づく発言や議論をすること

になり、それ自体がとても役立つ内容となった。また、RM というと思い浮かべるのは何か問題が起きた時にど

うするか、ということであったが、このトレーニングに参加して、RM とは事前に周到に準備すること、プログラム

に精通していること、コミュニケーション能力が重要なことだと改めて気づかされた。 

 

主なトレーニング内容： 

1 日目 CISV 機構概略、RM の役割、R―７、ネットワーク（誰が関わるか） 

    ドキュメントの扱い方―分類方法 

2 日目  問題が起きた場合の対処方法「SOLVE」 

     児童保護―虐待、いじめ 

    ケーススタディ（危機の場合など） 

3 日目 プログラムに関わる書類全般（保険、PDPEF、Incident Report） 

Digital World への対応（R-11 Social Media Guideline） 

 参加者全員による RM プランの発表 

 

トレーニングの中から以下にいくつかの手法や内容を取り上げる。 

1. ネットワークの４分類 

必要に応じて誰に連絡すべきか、すべきでないか、機密事項かも考慮する。 

キャンプ前に関係先を調べ、連絡を取っておくことが問題発覚時に役立つ。 

CISV 内部 

 支部の RM(プログラム委員会、支部役員) 

 国レベルの RM（アジア地域の RM） 

CISV 外部 

 地域の RM（医者、弁護士、警察、メディア、保険代理店など） 

 国レベルの RM（外務省、大使館など） 

 

2. 「SOLVE」問題対処手法 

S-Select(問題点を見つける) 

O-Observe（何が起きているか） 

L-Learn（事実を把握） 

V-Visualize （何が問題となるかを視覚化） 

E-Employ（解決、今後取るべき手段を明確化） 

（ケーススタディ） 

Jr がキャンプのオープンデイで、不適切な文言

の入った CISVロゴ入り Tシャツを着ている。 
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この手法を有効なものとするには、普段より RM として良好なコミュニケーションをとることが重要。同時

に支部の中では、いい距離感を保つバランス感覚も求められる。RMは時には「NO」と言えなければいけ

ない。 

 

3. Child Protection(児童保護) 

虐待、いじめなど問題が発覚や懸念されたら、RM として落ち着いて行動し、12時間〜24 時間以内に素

早く対応する。子供には、誰と話したいかを聞き、周りに探りをいれることはしない。児童には「他言しな

いから」というような安易な約束はしないようにすべきである。 

 

4. その他―ロールプレイ（支部 RM、国 RM として） 

参加者がキャンプのスタッフ、支部 RM、国の RM に扮して問題に対処する。 

 

 

  

（ケーススタディ） 

インターチェンジで、ホストファミリーの父親が、男子２人が着替え中に部屋に入ってきて話をし

たまま出ていかない。→プライバシーがなくて、男子は不安を感じる。 

解決策：ホストファミリーオリエンテーションで何が普通で、何がすべきでないかをはっきりさせ

ておく。注意しても２回同じことが起きたら、児童を守るため、ホストファミリーを替える。 

（ケーススタディ） 

設定：平均的な国で、都心から７キロ離れた郊外の学校を借りてステップアップキャンプ中、１週間後の時点 

・夜 8時に銃を持ったまま逃走した犯人３人がキャンプ地近くに潜伏したというテレビのニュースを見た場合ど

う対処するか。 

・夜 10時に犯人が 2キロ地点にいるという情報。 

・夜 11時半 １人が撃たれ、２人が逮捕された。 

↓ 

スタッフとして児童をどのように落ち着かせるか、どのように状況を話すべきか 

支部 RM として何をすべきか（自分も同じ町にいる場合どうすべきか） 

国の RM として何処に働きかけるべきか 

などについて議論が交わされた。 
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IX. TTT (Train The Trainers)   

 関口里絵 小此木恵理香 鈴木勇貴 西恵里奈 坂田綾（文責） 

 

Trainer:  Novi Safitri, Nadya Gayatri 

 

報告① トレーニング概要 

TTTはCISV国内外でトレーニングをするメンバーのための研修です。国際レベルの研修のトレーナーになるため

には、履修が必須となっています。“研修”といっても、さすがCISV。座学はほとんどなく、体験的にトレーナーとし

ての心構えや気を付けるべきポイントなどを学ぶことができました。様々なアクティビティや話し合いなどを通し、

個々の強みや弱みを引き出して、たくさんの気付きを与えてくれたトレーナー。3日間という通常より短い期間で

開催されましたが、中身がぎっしり詰まった学びの多いTTTだったと思います。Novi, Nadyaありがとう！大好きな

仲間と共に、これからもCISVを盛り上げていきます! 

 

報告② TTT感想 

受講なしでTTTの魅力を伝えるのは難しい！そこで今回はTTT参加者が何を学び何を感じたか、写真と共に紹介

します。 

 

TTTに参加して         関口里絵（サエ） 

Train The Trainer(TTT) に参加して思う事は・・・Learning by Doing!! 

私たちがいつもCISVのトレーニングを説明する時に使う言葉ですが、それを実際に体感できる場であり、例え

同じゴールであってもアプローチの仕方一つで全く違った顔を見る事ができるとても学びの多い場であるという

事。今回もすぐにでも使えそうなトレーニング方法がたくさん

あり、一緒に参加した8ヶ国の参加者の表現方法もQ&A・ス

キット・Power Point・音楽など様々で、自分だけでは浮かば

ない方法も多々ありました。 
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また、今回の受講中に感じた事は、私自身の物の見方や考え方が変

わってきたという事。今までの研修では、チームで何かをプランニングす

る際、自分の考えを伝えるのが精いっぱいだったり受け身だったりしてい

ましたが、今回で3回目のTTT受講という点や日本国内でのスタッフトレー

ニング等に係っている経験値などからでしょうか、TTTで学んだ”Starting 

with Why“＝物を考える際、Why-How-Whatの順に考えるというものが、

自然にできている自分がいました。そして、チーム内でFacilitatorとして動

けている時があったり、学んできた事が少しですが実践できている事への喜びを感じる事ができた機会となりま

した。 

 

 

ＴＴＴに参加して         小此木恵理香（のぎ） 

今回やっと念願のTTTに参加することが出来た。セッションが大変だとよく耳にしていたので正直不安もあった

が、久しぶりにCISV活動に参加できる方が大きかった。参加者は様々なプログラムを運営・参加している経験豊

富な人たちから最近CISVに加入した人まで幅広い人たちがいた。セッション自体は三日間だけだったが、とても

内容の濃い物だった。実際に活動してからディスカッションをしたり、レクチャーを受けながら様々な事を学んだり

とCISVだけではなく、多様な場面で生かせる技術を学ぶことが出来た。セッションが終わったから終わりではなく、

今回学んだことを活用しながら、自分の中で消化し、身につけていきたい。 

 

 

TTT感想          鈴木勇貴 （ゆぶ） 

実はTTTに参加するのはこれで、2度目。なぜかというと、TTTは3年で失効するライセンスのような形式をとって

いるからだ。CISVではパストリーダーが新リーダーにトレーニングをする時など、TTTを持っていることが推奨され、

特にインターナショナルでトレーナーをする時にはTTT資格は必須となる。 

私の場合はこれまで国内の研修の他、国外でプロファイル・レイジング、YMトレーニング、CISV101（CISVをあま

り知らない人に行うCISV紹介のセッション）などのワークショップをトレーナーとして提供してきた。実は今回もトレ

ーナーの依頼が来たのだが、TTTが失効しているとトレーナーはできないということで、もう一度TTTを受講するこ

とになったのだった。 

TTTワークショップの詳細は他の人も書くので控えるが、TTTは人にものを説明したりするときに、どうすればよ

いかを学ぶワークショップだ。誰にでも役立つ内容といえ、そういう経験や学びが欲しい人にはお勧めだ。私自



2018 APRW/JASPAC TTT (Train The Trainers) p.43 
 

身は仕事で人前で話す機会は多いとはいえ、自分を見つめ直すという意味で、非常にいい機会だった。 

とはいえ２回目のTTT受講ではあるし、これまでの経験もあるので、今回のワークショップでは自分が学ぶだけ

ではなく、このＴＴＴのワークショップのレベルアップに向けて貢献できるように心がけた。具体的には、自分の経

験や知識から皆に参考になりそうなことは、できるだけ積極的に共有するようにした。 

正直現役でトレーナーをやっている人のTTT資格が、たった3年で失効してしまうという仕組みは改善の余地が

あると思うが、TTT自体はCISVのクオリティを保つ上で大切な役割を果たしているので、年々パワーアップして、さ

らに希望と能力の溢れるCISVerをどんどん輩出して欲しい。 

 

TTT初参加          坂田綾（あや） 

今年度こそは、とTTTを初受講した。印象的で興味深かったのが、やはりCISVらしく体験型アクティビティが多

かったこと。Disabilityの役を与えられた人が混在したチームでCISVの教育テーマを扱ったアートワークを作成し

たり、経験豊富な参加者によるレベルの高いスキットをしたり。座学もあったが、意見交換は常に活発に行われ

ていた。最終課題はチームで30分のトレーニングをプランニングせよ、というお題。発表後、トレーナーからのア

ドバイスをいただける。夜から朝までの数時間で、文化・年齢・背景が異なるチームをまとめ、テーマ・内容を決

めることはかなりハードだったが、最終的には満足のいく内容となり、素晴らしいチームが生まれたと思う。 

トレーナーのNoviは最初から最後まで愛情深く、丁寧に接してくださった。最終日には、人前で話すときには出

来るだけ表情豊かにしましょう、と適切なアドバイスもいただいた。TTTで学んだことを復習し、よい良いトレーナ

ー、発表者になるよう、今後も経験を積んでいこうと思う。 
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TTT 参加報告          藤田耕司（Kof） 

TTTの内容については、他の参加者から詳しい報告があるだろうと思うので、私の観点から、感じたことを書き

ます。 

今年のTTTは、日本人の参加者が20名中6名と最大勢力でしたが、年齢性別で分類すると、20名中男性は6人、

そのうち4人が20代の若者なので、中高年に属する私は圧倒的少数者としての参加でした。 

少数者は、黙っていると埋もれてしまうので、何とか目立とうと思い、全員が何となく納得している様でも私は

納得しきれていないというような場面がくると、何か反対意見を言って議論を巻き起こすように努力しました。そ

の結果、KOJIはあまりしゃべらないけれども、しゃべるとなかなか筋が通ったことを言うとの評価を、他の参加者

からいただくことができ、参加した甲斐がありました。 

印象的だったのは、エバリュエーション・フィードバックの重要性についての話です。エバリュエーションは問題

点を指摘するためにあるのではなく、だからといって、空虚な賛辞を並べるのでもなく、評価対象の良い点を探し

てそれを指摘し、そのうえで、さらに改善することでよりよい利用状態に導くことができるようなことを言うべきだと

言うことです。 

今まで、人の話を聞く際に、積極的に褒める点を探しながら聞くという習慣はなかったので、これは、とても新

しい学びでした。 

APRWに参加するのは3回目ですが、今回のAPRWは、今までで一番学ぶことが多く、しかも、学んだ内容を、

（CISV活動だけでなく）今後の生活に活かせるだろうと感じたので、非常に有意義でした。 

 

5年ぶり2度目のTTT        西恵里奈（えりん） 

IPPのスタッフ研修の一環としてAPRWへの参加要請があったときに、どのセッションにしようか悩んだ。仕事

柄、”How to promote CISV”のセッションはかなり興味が惹かれたが、前回のTTT@マニラが５年前ということもな

りリニューアルも兼ねてTTTを受けることにした。 

一度受けているため情報としてそこまでフレッシュな印象はなかったが、５年間で忘れている部分や、また逆

に アクティブなCISV活動から離れていた分より客観的に見ることができた部分や物足りなさを感じる部分もあっ

たことは自分の中での発見でもあった。 

また、TTTのトレーニングだから、自分がトレーナーになった際の改善点や注意点を実際にTTTを受けながら考

えることができることはこのトレーニングの面白い点の一つかもしれない。また、参加者にはJBとの二足の草鞋を

履く人から子供をキャンプに派遣した親御さんとしての立場の人もいらっしゃり、かなり多様性に富んだ参加者に

も刺激をもらった。 

現在私は関東支部LTC委員会の所属であり、実際支部に戻った際には新リーダーをトレーニングする立場に

立つわけである。そのため、IPPスタッフ研修としてだけでなく支部のトレーナーとしても学ぶことができお得感も

あったTTTであった。 
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X. アジア太平洋年次会議（APAC）   

 今西淳子 野田百合子 平洋一（文責） 

 

 APAC では、主に各国代表およびそれぞれの支部長が集まって、CISV の現状と課題等について議論をする。

APACはトレーニングとしての位置づけはないが、自己紹介をしたり、議論に返答したり、グループにまとまって

課題について議論するというやりかたは、ほかのトレーニングと雰囲気はほぼ同じである。 

さて、今回は昨年 8月末の中国山東省の 7か月後の開催となったので、各国の事情に大きな変化は感じら

れなかったが、場所が違えばいろいろな国の事情の理解が深まる。今回のフィリピン・セブ島へは成田からの

直行便を使っていったが、会場までの短い道のりでもフィリピンが少し理解できたような気がした。会場はまだ

完全開業前のホテルであったが、料理等充実しておりとても居心地のより滞在ができた。3月 23日に現地に到

着、28日に解散するまでの間、主に 24日から 27日までの 4日間を使って、参加者全員の自己紹介にひきつ

づいて、１）PACE財団の助成金受領事業の報告、２）Circle of Nations、３）Regional Interaction、４) リーダーシ

ップのための特別講演、５) Regional Meeting、６) APJB との共同セッション、７) Governing Board (GoBo)とのセ

ッション、そして８）Regional Coordinators (ReCos) とのセッションがひらかれた（長さはまちまち）以下各セッショ

ンの内容について要約したものを記述する。 

 

1. PACE Foundation の助成金を受けた事業の報告 

日本からは JBチームがベトナムと共同で TEAを開催したことを報告 

2. Circle of Nations  

各国の現状報告であるが、インドが発表しかなったことを除けば前回の APRW とほぼ同じ内容であるの

で詳細は省略する。なお韓国は次回の APRW 開催国として、計画を入念に行っていることが報告された。

またニュージーランドおよびシンガポールからは初めてそれぞれの国の会長が参加していたことが注目

される。 

3. Regional Interaction 

John Gayosoの Regional Chairの任期が終了するので次期の Chairを投票で選出、タイの Jiroが次期

Chair となった。 

4. リーダーシップのための特別講演 

このため、昨年 5月に Baliで開催された PACE財団主催の Cross Cultural Leadership Conferenceで講

演を行った Milalin Javelianaが Empowerment というテーマで講演した。要約すれば組織の運営には

Empowerment（権限移譲とも訳される）が重要であること、Empowermentを適切に実施することが組織

の維持や健全な発展に重要であるということの説明があった。このような考えに自分の経験を照らし合

わせるのも有意義と思われた。 

5. Regional Meeting 

来年の APRWの開催について韓国代表より説明があり、また希望する開催日時についての議論があっ

た。この結果もともと提案されていた 2月開催はなくなり 4月または 3月開催で調整することとなったが、

今のところまだ確定していない。 

今後の APRWの開催国について、2019年の韓国につづいて、ニュージーランド、インド、タイと決まって

いたが 2023年の開催国をどこにするか議論し、立候補したシンガポールに決まった。このほか、各国ご
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との 5年間の長期プログラム開催計画の確認、2018年のプログラム開催プランの変更、国際スタッフの

募集・応募状況の確認が行われた。 

さらに、APリージョンの新しいチームメンバーを選出する際の面接等を行うRecruitment Panelとして、現

在の Janと Jiroの任期が切れたので新たに 2名選出することとなり、Ippitと平の 2名がこれからの任に

当たることになった。そのほか AP リージョンの新たな人事案について討議したが結果はまとめて別途報

告される。 

6. APJBチームとの共同セッション 

このセッションでは Jasparcの参加者と一緒になって、JBの存在価値、JBはどうあるべきか等について

小グループに分かれて討議した。いろいろな JBのメンバーと話すことによってさらに相互理解が深まっ

たと思う。なお、JBのルール等については今後新しいMotionが CISV Internationalに出されることとなっ

ている。 

7. Governing Board とのセッション 

ここでは、CISVの Mission、Vision、Strategic planの再確認をおこなった。特に、Vision として合意されて

いる”By 2030 we will be well-known for creating educational experiences that reach at least twice as 

many people as we do today (2015)” について詳しく討議した。この課題はいかに影響を受ける人の数

を増やすかということであるが、そのまえに影響を受けた人という言葉の定義を実際に教育的プログラ

ムを経験した人ということしにて計上する条件の人を明確にした。またどのようにして影響を受ける人数

を増やすかとい点について現在のプログラム参加者の動向の統計結果等についての報告があった。こ

の結果の一つとして、Youth Meetingのような期間の短いプログラムでの参加者の伸びが大きいことが

報告された。一方、Villageは CISVの基礎となる Flagshipプログラムであることに疑問の余地はないが、

ほかのプログラムをより充実していくことの重要性が強調された。 

最後に、Global Conferenceで APから一人議長役を出す要請があり、フィリピンの John Gayosoがその

役として推薦され選出された。 

 

共通セッションでは他のコースの参加者と一緒に食事をし、来年の韓国での APRWの案内がなされた。そのあ

と、ダンスのレッスンも行われたが、参加者の半数以上は日本からの参加者であったことが面白い。 

 

プログラム 5日目は遠足の日で

ある。買い物を選ぶこともできた

が、ほとんどの人は Island 

Hopping という船で 2-3時間か

けて移動する浅瀬での海遊び

を選択した。楽しい海遊びのあ

とは、海辺のホテルに移動して

大団円ともいえる終了式とお別

れ会が開かれた。  
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XI. コモンセッション 

福徳滉太（文責） 

 

【What can CISV and I do for each other?】 

4日目のディナータイムの後 APRW/JASPARC参加者全員を対象としたコモンセッションが行われました。 

ディナータイムの後そのままの会場で行われたため、座る場所によってはファシリテーターの声が聞き取り

にくかったり、スクリーンが見にくかったりとネガティブな面もあったものの、とても盛り上がったセッションとなり

ました。 

今回のコモンセッションの内容は CISVで活動していく中でのあらゆる場面を想定したケースに関しての対応

についてファシリテーターが解説するという内容でした。 

ファシリテーターが用意した 15個のケースから参加者がケースを選択し、そのケースに関する対応を参加者

が挙手制で回答するという内容で一見すると自分に関係ないようなケースに関してもファシリテーターが面白く

解説してくれて、参加者全員が十分に楽しめる内容であったと感じます。 

 

 


