C I S V日本 協 会ニュース
ご挨拶

C I S V日本 協 会 会長 岩間陽一郎

2020年は、
新型コロナウイルスの影響で国際国内プログラムの全てが
中止という、
CISVにとってこれまでに経験したことのない年になりました。
3月29日、CISV国際の会長と事務局長の連名の
メールが届き、
「国際理事会は、不可抗力事態と
して、2020年6月〜8月のすべての国際プログラ
ム、国際イベント、
（ 複数国にまたがる）地域イベ
ントを中止するということを全会一致で決めた」
ことが告げられました。
「 今後も非常に多くの不
確定要素がからんでくることが予想される。今、
全体で決断を下すことで、私たちはグローバルな
組織として一丸となり、
この状況からの回復策や
クリエイティブな代替案を求めるよう私たちの力
をシフトチェンジすることができる」
と。通常、
プロ
グラムの開催可否は当事者が一番適切な判断が
できるとしているCISVとしては、設立以降初めて
のことでした。
その後9カ月が過ぎましたが、残念ながら新型コ
ロナウイルス蔓延の状況は今後もしばらく落ち
着きそうもなく、全世界のCISVが直面している
試練は変わりません。今年の冬は一斉中止では
なく、
ヨーロッパでいくつかのユースミーティング
を開催しようと努力しましたが、欧州における感
染者の急増によって結局は全て中止となりまし
た。2021年6〜8月のプログラムの開催可否に
ついては、
3月20日までに国際理事会が決定する
ことになっています。

このように非常に厳しい状況でありますが、
コロ
ナ禍においても、CISV日本協会の会員の皆様の
ご努力により、内外の会議はオンラインで続けら
れ、
ジュニア会ではオンラインのプロジェクトを開
催、
また、CISV Japanの歴史を振り返るウェビ
ナーも始まり、今年度末には関東支部でオンライ
ン・プログラムの開催が計画されています。会員
の皆様のこのような前向きな姿勢と創意工夫に
よって、
この難局を通り抜けられると確信してい
ます。
最後に、冒頭のメールの次の結語をご紹介しま
す。
「これはCISVファミリーのみならず、多くの家族
やコミュニティがここ数年で直面している中では
間違いなく最大の試練です。私たちが
（創始者）
ド
リスのレガシーを生き続け、
そして次の70年に引
き継いでいくためにも、CISVをCISVたらしめる
価値観や強さがこの数か月の間必要不可欠にな
るでしょう。
ボランティア、各国、各支部、国際事務
局、地域デリバリーチーム、国際理事会、私たち
誰もがCISVです。共に立て直していきましょう。」
（引用文は野田百合子訳）
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追悼：第2代会長中曽根康弘氏を偲んで
岩﨑統子（CISV日本協会副会長）

創立期から長年に渡り、CISV会長としてご活躍くださった中曽根康弘氏のご
逝去のニュースが昨年11月29日に伝えられたとき、大変残念に思うととも
に、CISVerとしてご一緒させていただいたときの思い出を、
これからも大切に
したい気持ちで胸がいっぱいになりました。
1961年春、
お子様の美恵子さんをCISVのアメ
リカでのビレッジに派遣なさることが決まった
とき、
同年開催のイギリスのビレッジのリーダー
になった大学生の私は 、会長様に初めてお目に
かかりましたが、その堂々たるお姿と美声に圧
倒されました。
もう60年近く前になります。桑野
達平氏の後を引き継いで、第２代会長にご就任
なさった翌年1962年夏、国際基督教大学のキ
ャンパスで第一回日本大会が開催され、大会委
員長をお引き受けくださいました。
私もスタッフとして参加しましたので、開会式でのウエルカム・
スピーチから始まって、
いろいろな行事やプログラムに積極的
に関わって下さったお姿を、
いまでもはっきりと覚えておりま
す。
暑い夏空の下で、
子供たちに竹馬の乗り方を披露したり、
プ
ールで一緒に泳がれたりして、世界の子供たちとのひとときを
とても楽しまれていらっしゃいました。箱根に一泊旅行いたし
ましが、その時も参加してくださり、
夕食後に浴衣姿の各国リ
ーダーと気軽に話され、友好の輪を広げられたことでしょう。
副会長でいらした故渥美健夫氏をはじめ、会員のご父母の方々と共に日本での初めてのキャンプを成功裏
に導かれ、CISV日本協会の土台を築かれた功績は計り知れません。会長を辞任なされた後も、CISVに対
するご関心を持ち続けてくださったことは、首相官邸にビレッジに参加しいる子供たち、
そして創立者故ド
リス・アレン博士をご招待くださったことでよくわかります。
CISV日本協会50周年記念誌の作成にあたり、久しぶりにお目にかかりましたが、会長をなさっておられた
ときと変わらないCISVへの篤い思いが伝わってきました。記念誌に掲載されているインタビュ―で、海外
の国際プログラムに子供を派遣するのは大変難しい時代に、美恵子さんを送りだされた決意を語っておら
れます。同時に会長のCISV理念への共感と経験が原動力になって、戦後の日本の政治に新しい１頁を開
いた有名な出来事も記されています。
2007年10月開催の50周年記念式典ではお祝辞を述べてくださり、
その中でCISV SONGを、
’Here in this
village you may see..’と 朗々と歌い上げてくださいました。参列者一同、思いもかけないプレゼントに、
拍手喝采でした。
その歌声は、名誉会長様の忘れられない思い出として、多くの方々の記憶にいつまでも残
ることでしょう。
中曽根康弘名誉会長のご逝去を心より悼み、哀悼の意を表わすとともに、CISV日本協会の発展へのご貢
献に心より感謝申し上げます。
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Virtual General Meeting報告

平洋一（国際理事）
（2020年8月22日開催）

CISV国際総会がオンラインで開催され、
これまで議論されてきた「CISVの国際教育プログラム見直し案
（Program Review Recommendation）」
の採用などについての決議が行われました。 その結果、
「全て
の国際プログラムは18歳未満を対象としたキャンプの形態で行い、
それぞれの年齢のグループは１つだけの
国際プログラムに参加できるようにする」
ということが決まり、2022年から実施されることとなりました。
イン
ターチェンジは徐々に廃止、IPPは2021年を最後に廃止、
セミナーキャンプとユースミーティングは18歳未
満となります。会議は8月22日
（土曜日）夜9時より約4時間弱の間、
オンライン
（Virtual）
の型式で開催されま
した。
会議で投票権を持つのは加盟国協会（National Association）
とIJR（International Juniour Representative）
であり、計53名が参加し
（内5つは委任）、過半数は27でした。
会議では、最初にCISV Internationalの総会（General Meeting）
をオンライン開催することと、
その方法
について満場一致で承認し、次に3つのCISV Regions (Americas, EMEA（Europe, Middle East and
Africa), Asia Pacific)それぞれの地域の代表として、Yurek Mc Kelligan (Mexico)、Andrew Elder (GB)
Yoichi Taira (Japan)の3名を議長にする案が承認されました。
以下各議案の内容と採決結果を示します。
議案１
（下記3つに分けて採決）
1a-(i) 【可決】IPPの廃止
1a-(ii)【可決】19歳以上のYMの廃止
1b 【可決】SCと16-18歳のYM の参加者の年齢を18歳未満にする
議案２
【否決】 CISVの国際プログラムはキャンプ
の形態で行う
（つまりICのようなホームステイを基準
とするものはやめる）

議案３
【可決】 それぞれの年齢のグループは1つだけの国際
プログラムに参加できるようにする
（現在はある年齢の人は
YMとSUなどの選択の余地がある）

議案6【可決】 国際プログラムの参加者の保険料
を参加費の一部ではなく実際にかかる費用として徴
収する。
（これまで保険料として固定額を徴収してい
たが、
今後保険料の上昇の可能性があり、
現在のま
まだとCISV Internationalが想定外の費用を負担す
る恐れがあり、
これを避けるため）

議案7
【可決】 特別費用の徴収 2021-2024の4年間参
加者は1日当たり1.5ポンドを払う。
（2020年はCISV International の実質的な収入がなくなり、
これまでの蓄積を取り
崩して維持してきた。
今後新たに余裕資金を確保する必要が
あるのでこれが提案された。
）

議案８
【否決】 リーダーの年齢を引き下げる

議案９
【否決】 ICを廃止するかどうかの決定を1年延ばす

議案４
【可決】 SUの1つのキャンプが受け入れる
チームの数を１つふやす

議案10
【取り下げ】 IPPの年齢条件の変更とIPP
の廃止案が通過したため

議案５
【可決】 YMを参加者4人の8チームのキャンプにする

議案12
【可決】 CISVの説明文の書き方を修正

以上11の議案すべてについて予定の4時間内に討議が終了しました。
なお各議案の提案内容はCISV.ORGの 2020 General Meeting and Motionsを参照してください。
https://cisv.org/resources/running-cisv-international/meetings-and-communications/motions/

また4時間にわたる会議の模様はhttps://youtu.be/fS_Oq-rClTAで動画として視聴可能です。
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C I S Vウェビナー（ウェブセミナー ）報 告

”CISV Journey” - Steps during the Last 70 Years, Now and Beyond –
池内広明（広報プロモーション部会ウェビナー実行委員）

会員のみなさん。
あなたのCISVの物語はいつから始まりましたか？ 初めてCISVを知ったときから、
あなたは、
そ
してあなたの人生は、
どう変わってきたでしょうか？ 20世紀の折り返し点に誕生したCISVが私たちにもたらし
たものって、
いったい何だったのでしょう？
2020年、
新型コロナウイルスのパンデミックによって、
世界的に前例のない長期的な休校が続き、
CISVも従来
の国際プログラムはすべてが中止になってしまいました。
私たちは
「できない時間中」
にいったい何を考え、
感じ、
悩み、
喜び、
学ぼうとしたのか……。
それらを共有し、
視界が不明瞭で不安が先行しがちな移行期の橋をともに
渡っていけたらと思い、
オンラインで何ができるかを試行錯誤してきました。
こうして練り上げ誕生させた”CISV Journey”は、
「できない時間」
の前で足を止め、CISVへの確かな理解を
共有しようと開始したオンラインによるセミナーで、
みなさんとめぐるCISVの旅なのです。
2020年9月〜11月はウェビナー第Ⅰ部「創設の頃」
として、1950年代初頭にCISVを創設したドリス・アレン
博士が、
当時何を願い、
どのような構想を抱いてCISVを芽吹かせたのかを、
日本のCISV草創期に活躍された
リーダーやキャンパーによるオーラルヒストリー、体験から涌き出す肉声で語り継いでいただきました。
いわば
CISV70年の大樹の根です。
CISVから学んだ柔らかな知性を用いて、視聴参加者の中にもあるCISV特有の感受性がいつしか揺さぶられ
る、
感動的で貴重なアーカイブがいくつか生まれました。
第1回〜3回までの録画は日本協会に保存されています。
未見の方は
「見逃し配信」
（QRコード①②③）
をご利用ください。
CISVをめぐる旅は、
来年2021年には第Ⅱ部へ。
20世紀のCISVを総覧できる大海へと船出します。
70年の歴史の中で誕生した各プログラム
（VL、
IC、
SC、
LW、
SU、
YM、
IPP、
Mosaicなど）
の成り立ちとその意
義、
活動が拡大していった経緯を確かめていきます。
時代性と折り合いながらCISVやそのカルチャーがどこへ向
かってどのように進展していったかを通史的に解き明かしていく旅です。
この旅でみなさんは、
CISVの幹の部分
を体感することになるでしょう。
第Ⅲ部では70年の歴史を経た
「CISVの21世紀〜現在地点とその未来」
がテーマになります。
根を張り太い幹に育った樹木。
ついこのあいだまで陽当たり良く豊かに繁ってきた緑の枝葉や、
うれしそうに風
に揺れていた花や果実である21世紀CISVにぱったりと太陽の光が射さなくなってしまった現在……。
アフターコロナへ向けて、
私たちはどのようにこの現実と取り組み、
CISVの新芽を発見していけばいいのでしょう。
“CISV Journey”は、
「できない時間」
の現在、
CISVの過去〜現在まで活動してきたメンバー個々それぞれが、
固
有に見えていた風景を持ち寄り、
分かち合い、
共感や確かな知識を必要としている人のもとに届ける役割がある
と考えています。
こんな時代だからこそ、
ちょっと深く考え、
心を動かし、
感覚をビビッドにして、
これまでの歩みを確かめながら共
に未来を描いていきませんか。
すべての世代の会員のみなさん、
CISVをめぐる旅
（ウェビナー）
をまだまだご一緒させてください！

①第一回配信

②第二回配信

③第三回配信
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JASPARC
（ジュニアアジア太平洋地域会議）
参加報告

2020年5月6日～10日開催

河野光咲（みさき）
（ Jr. NJR）
2020年5月6日〜10日にかけてDiscordという
オンラインプラットフォーム上で“JASPARC
From Home”が開催されました。
オンラインとい
う特性上、
自宅から参加できるという利点があっ
た為、日本からは２名のNJR（国際ジュニア代
表）を含めた12名ものJBがJASPARCに参加
し、全体では例年の参加者数と比べてもかなり
多い200名以上のJBが集結しました。
また、入
退室自由という参加形式が、
より多様なJBへの
機会の提供に繋がり、多くの日本の高校生JBの
参加が実現しました。
JASPARC(Juniors Asia-Pacific Regional
Conference)はアジア太平洋地域のJBが一同
に会し、
アクティビティやディスカッションを通し
て、JBやCISVの発展の為に意見交換をする国
際JB行事です。今年度のAPRW&JASPARCは
本来なら2020年4月21日〜26日にかけてニュ
ージーランドのウェリントンで開催される予定でしたが、
新型コロナウイルスの影響により、
現地に集まる従来
のスタイルでの開催は叶いませんでした。
しかし、
オンラインで行われたセッションやカンファレンスは工夫が凝らされたものが多く、新型コロナ禍によ
る問題を様々な観点から見つめ直すなどのタイムリーな議題が中心に扱われていたことが印象的でした。特
に、各国のJBが現時点で持つ動機などを共有することで、
自国のJBの強みや問題点を見つけ、
その改善のた
めの取り組みを考える議論は白熱しました。
また、国際ジュニア代表のIJBチームから1年間の取り組みや今後
の活動方針が発表されたことに加え、
アジア太平洋地域のジュニア代表であるAPJBチームの選挙により、
フ
ィリピンから２人のJBが新たにAPJBチームに加わることが決定しました。
さらに、google earthを用いての
ウェリントン観光や、
それぞれの国からの参加者が出し物をする“Party of Nation”などのアクティビティが
行われ、実際に開催地にいるような感覚も楽しむこともできました。
それ以外にも、来年の2月香港で開催予
定のTEAについての話し合いや、JASPARCでの経験をどのようにCISV Japanに還元するかを考える機会
もあり、
日本の参加者にとっても非常に有意義な５日間でした。
今年度のJASPARCは従来のスタイルでの開催は叶いませんでしたが、派遣の準備段階において国際理事を
はじめとする多くの方々がサポートしてくださいました。
この場をお借りして感謝を申し上げます。
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We Are the World 2020 ~For A Better Day~

ジュニア部会活動報告

2020年5月11日にJB JAPANのメンバーで歌
った “We Are the World” の動画をYoutube
にて公開しました。
コロナウイルスの感染拡大により様々なイベ
ントが延期/中止される中、私たちJBが例年
開催しているWinter School等の行事も中
止となりました。
たくさんの楽しみや期待が込
められていた行事が多く中止になり、家の中
での生活が強いられる中、私たちがJBとして
CISVerとしてできることを模索した結果、今
回の動画作成に至りました。
私たちも今回の社会情勢に合わせて、
オンラインのみでのMTGで行いました。
これは私たちにとって初めての
試みであり最初は不安もありましたが、今までとは異なり支部を超え、年齢の垣根を超えたスタッフが集まる
ことができました。
この状況だからこそ生み出せたことであり、
これからの支部を超えた新たなJB活動の可能
性を探れたようにも思います。
今回の動画には
「みんなで協力してこの困難を乗り越えよう」
「下を向かず今だからこそできることに取り組
もう」
という意図が込められています。動画を公開すると、懐かしいCISVerからもコメントが寄せられ嬉しか
ったです。
また国内外から
「我慢しているのは一人じゃなくてみんな一緒ですね、
ありがとう」
「This brought
tears to my eyes! We feel the love, JB JAPAN!」
などのコメントをいただきました。少しでも誰かの家で
の時間を豊かなものにできたかと思うと、
とても嬉しい気持ちと共に達成感が湧いてきます。
動画作成に参加してくれたJBのみんな、動画をご覧いただいた皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。
下記にURLを掲載いたしましたので、
よろしければ是非ご覧ください。各支部のJBが出演していますので、誰
が出演しているか、何人知っているかを見ることも楽しんで頂けたらいいなと思います！また、今回の動画にて
使用したオリジナル音源(稲津遥太郎・関東支部 作)のURLも掲載させていただきますので、皆様も歌って楽
しんで頂けると幸いです。
このメルマガが届く頃に社会がどのようになっているかは分かりませんが、1日でも
早くコロナウイルスが収束し皆様とまたお会いできる日を心待ちにしております。
“We are the world” の動画はこちら
https://youtu.be/J35HMBYfefA

オリジナル音源はこちら
https://drive.google.com/file/d/1wWMBhYBbP0oKZJp6IT_HIfBdpo-8X1gT/view?usp=sharing
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スタッフトレーニング報告

開催期間：2020年10月24日～25日 開催地：東京

森嶋（松原）由季（関東支部スタッフ研修委員長）

10月24日～25日、東京代々木オリンピックセンターにて宿泊スタッフトレーニング研修(Super Weekend)
を行いました。
この研修はスタッフがキャンプを行う上で必要な準備や知識の習得、
チームビルディング等を
目的として、支部のパストスタッフ(スタッフ研修委員会：STC)が中心となり、毎年開催されています。
今年はコロナの影響で、対面で行う日本開催のキャンプは全て中止となりましたが、関東支部では8月の中止
決定直後から、初の試みとしてオンラインキャンプをしようということになり、
キャンプ開催に向けて、
スタッフ
6人（こうせい、
あっきー、
イングリット、
えばちゃん、
えみ、
さくら）
で準備を進めてきました。研修当日に参加し
たSTCはオンラインを含め8人！当日は参加が難しくプランニングだけでも、
と参加したのはさらに4人！多く
のパストスタッフが、現スタッフを支えようと頑張りました。STCのみなさん、
ありがとうございました！
研修当日はオフライン参加者11名、
オンライン参加者3名で進めました。1日目はオンライン参加者がいる中
で
「ハイブリッドネームゲーム」
というアクティビティをしました。
また、個人の性格や今思っていることをシェ
アし、
チームとしてやっていこう！とチーム力を高めました。2日目は実際キャンプをするにあたり、
テーマを多
角的に考えたり、
どのように参加者を集め、決めるか、招待する国に対してどんな情報があれば良いのか、
どの
ようなことをしたいのか、等を具体的に考えたり、
オンラインならではのリスクマネジメントについても考えま
した。
オンラインと対面、
どちらの参加者もいる中でセッションをするという、
トレーナーにとっても新しい試み
で、試行錯誤して進めた研修でしたが、新しい可能性を多く発見することもできました。
研修開始当初は、何を準備すればキャンプが開催できるのかがなかなか明確にならず、
スタッフたちは時間が
ない！と不安になることもあったようですが、研修が進むにつれ、
「これをやらなきゃ！」
と自分たちで率先して
決めていくようになったことが頼もしく、研修を通して変わっていく様子にCISVの良さを改めて感じました。
スタッフたちは、
これから各国に連絡を取り、開催に向けて本格的に動いていきます！どんなキャンプになるか
楽しみです！新しいCISVの形として、世界に名を刻もうとしている彼らに、応援、
ご支援の程、
これからもよろ
しくお願い致します。
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モザイクプロジェクトSTEP2020参加報告
開催期間：2019年11月23日～24日

宮田聖未（関東支部指導者養成委員会）

開催地：宮城県

今回、STEP2020への参加を機に、人生で初めて東北の地に足を運びました。宮城県の魅力と復興への歩み
を、
目・耳・口(食)を使って学ぶことができました。STEP経験者の話を聞く限りでは、今までのSTEPでは被災
した方々のお話を聞く機会が多かったようですが、STEP2020では被災地を回りながら、
「借り上げた1万坪
の土地の活用方法」
について考え話し合い、具体的にどのような取り組みができるのかということに焦点を当
てて、活動を行いました。
２日間を通して、1万坪の土地の活用方法について議論を行いましたが、地域の人たちが集える空間づくりを
実現するためには、地域に住む人たちもプロジェクトに関わることができる体制を構築することが必要です。
南三陸でセッションの発表を行った際に、
「よそ者だけで集まってよそ者だけで盛り上がるのではなく、地域の
人たちと一緒に取り組むことが重要である」
というお話を聞きました。
そこに住む人がどのような生活を営み、
何を望んでいるのかを知ることで、地域にあった空間づくりの実現が可能となり、人々の憩いの場として機能
していくと思います。
また、人々を巻き込むという観点で、実際に女川では、小学生を含めた若い人たちがアイディアを出し合い、街
の復興に大きく貢献をしていました。上の世代が、
しっかりと議論する場を設け、
アイディアの実現の後押しを
したため、
このような街作りが可能となったと思います。
今回の土地の活用方法についても、世代を越えて持続可能な活動としていくためには、地域に根差して皆で
手を取り合って進めていくことが大切であり、STEPでは今後どのような活動ができるのかということを考える
と、
とても前向きな気持ちになりました。
最後に、移動中のバスの車窓から道路や橋、防波堤などの工事を行っている様子を眺めながら、東日本大震
災はまだ終わっていないということを体感しました。宮城県の被災地は着実に復興を進めており、
その地域に
住む人、
その地域に住んでいた人、
その地域に移動してきた人、
その地域には住んでいない人など、様々な立
場によって、復興のためにできる役割は異なることを実感しました。
STEP2020に参加したことは、東日本大震災からの復興について考えるとても大きなきっかけとなりました。
またぜひ来年も参加したいです。
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