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巻頭挨拶 

 “インターナショナルユースコンボケーション(IYC)での素晴らしい体験をできるだけ多くの人
に伝えたい” そんな参加者の強い想いから、帰国後、さっそく西日本区・東日本区の参加
ユースメンバー全員で1つのIYC報告書を作成することとなりました。 
 今回のIYCの開催地である、インドのチェンナイ(旧マドラス)は、インドの中でも有名な大都
市として知られている場所です。8月３日(月)から8月10 (日)にかけて、世界26カ国から約84
名の参加者ユースたちと寝食を共にしながら、文化や価値観、言語も異なった環境で、笑い
あり、涙ありの濃厚な一週間を過ごしました。そのIYCでどのようなプログラムが実施され、参
加者メンバーが各々にどんな学びを得てきたのか、この報告書を通じて、ワイズメンズクラブ、
YMCAスタッフの皆様へご報告させていただきます。そしてコンボケーションを知らない、参加
したことのないユースの方々が、少しでもこのプログラムに興味を持っていただくことに繋が
ればと思っています。私たちの想いの詰まったIYC体験記をぜひ楽しんで読んで頂ければ幸
いです。 
 このプログラムは、15歳から30歳までのユースを対象に参加資格が与えられます。毎年送
り出されたユースの良き成長の変化の様子を見て、実際にユースコンボケーションで、彼ら
はどんなことをしているのかと、少なからず興味を持たれている方もいると思います。私は昨
年フィリピンのマニラで開催されたユースコンボケーション(AYC)が、初めての参加でした。そ
こでは、アジアのユースたちのみが一ヶ所に集うわけですが、今回参加したIYCは、同じユー
スコンボケーションでもプログラムの規模や雰囲気も昨年のものとは全く異なっており、プロ
グラムの理解を深めるとてもいい機会となりました。 
 私自身につきましてもユースコンボケーションの理解が十分でない部分もありながらの参
加となり、初めて経験することばかりでしたが様々なご縁を経て、AYCでアジアの地域ユース
代表(AYR)に選任され、こうして２つのユースコンボケーションに参加させていただく運びとな
りました。 
 コンボケーションの一番の魅力は、人生を変えるような素晴らしい仲間たちとの出逢いがあ
ることです。国際が注目している問題に対して、自らアクションを起こしたいと、ハングリー精
神とパッションを持った世界各国のユースたちとの交流は大変貴重な経験だと思います。だ
からこそ、より多くのユースたちに、同じように素晴らしい体験をしていただきたいと願ってい
ます。これまでのコンボケーションを通じて生まれた多くの方との絆を大切にしていきながら、
ユース活動のさらなる発展の為、今後も精進していきたいと思います。 

アジアエリアユース代表 
沖 麻実 



開催概要 

 日程：2014年8月3日〜2014年8月10日 

 開催場所：インド／チェンナイ 

 参加国数：２６カ国 

 参加者数：８４名 

 主会場：ヒンドゥスタン大学 



実施日程表 

セッション１：リーダーシップについて、良いリーダーとはなにか 
セッション２：コミュニケーションについて 
セッション３：YMIとYMCAの関係性とあるべき姿について 
セッション４：ディベート、YMIとYMCAはどうあるべきか 
セッション５：プロジェクトワークについて 
セッション６：プロジェクト作成のエリアミーティング 
 



参加者一覧 

No. 東西 所属 氏名 

1 東 ワイズ・ユースクラブ 横浜−Y3 石井 悠紀子 

2 東 中央大学YMCA 岡本 淳史 

3 東 茨城YMCAボランティアリーダー 川崎 真由子 

4 東 ワイズ・ユースクラブ 東京−Y3 関 彩也香 

5 東 中央大学YMCA 藤永 嵩秋 

6 東 とちぎYMCA さくらんぼ幼稚園 職員 宮島 未来 

7 西 広島YMCA専門学校 職員 沖 麻実 

8 西 広島女学院大学 学生 二之方 良枝 

9 西 ワイズ・ユースクラブ 姫路−Y3 山田 麻里 

10 西 関西大学 学生 吉村 尚馬 



会議報告・プログラム報告 

 Local to Global, Global to Local 

 コミュニケーションについて 

 リーダーシップについて 

 YMIとYMCAの関係について 

 ユースの新アクションテーマについて 

 AYR/IYRの任務用件定義の改訂について 

 

 インド小学校訪問について 

 市内小旅行について 

 参加者の生活サイクルについて 

 

 



会議報告：Local to Global, Global to Local 

今回のユースコンボケーションでは、「Think Global, Act Loca」をテーマとして全て
のセッションを行ないました。 
 
「Think Global, Act Local」、これは古くからある概念で、直訳すると「世界規模で考
えて、現地にあわせた活動をしよう」という意味になるかと思います。 
しかし、今回のユースコンボケーションにおいてこの言葉は、様々な意味合いがあり
ました。 
 
例に挙げますと、「世界規模で考えて、地元から活動しよう」、「世界への影響を考
えて地元で活動しよう」、「世界のために、地元から活動しよう」など、一つの言葉
から多くの意味が見いだせます。 
 
その中で私たちが一番重要だと考えたのは、掲題の「Local to Global, Global to 
Local」です。自分たちの周りで起きている事が世界にどう繋がっていて、その事を解
決する事で何が起こるのか。 
実際に世界のどこかに繋がる事が必ずしも必要だという事ではなく、自分たちが出来
る事をすることで、何かしらの行動を起こす事で、自分たち以外の何に良い影響をも
たらす事が出来るのか、もしくは悪い影響を与えてしまうのか、ということです。 
 
これのテーマは、知ったからといってすぐに目に見える結果が出るものではありませ
ん。しかし、今後私たちが行動を起こす際には必ず必要になる概念です。 
このユースコンボケーションでは、全員が基本に立ち返り共通理解をする事ができた
ので、今後のユース活動に期待大と言えるかもしれません。 



会議報告：コミュニケーションについて 

 良いコミュニケーションとはなにか、どのようなコミュニケーションが望ましいの
かに焦点を当ててチームごとにディスカッション行ないました。 
 まずは、よくお題が掴めないままいきなり議論をすることは困難でしたので、ＩＹ
Ｒ2012-2014のステファン氏と元ユースインターンのシャナにより一度悪いコミュニ
ケーションの例が実演され、それによって起こる失敗などが分かり易く解説されまし
た。ラップのリズム調で“2 4 6 8,how do you communicate?”と繰り返されていたの
は、今でも脳裏から離れません。 
 
 この実例を踏まえた上で、下記4点について重点的に話し合いを行ないました。 
１：最も重要なのは情報発信者か受信者か 
２：コミュニケーションにおける障害とはなにか 
３：人前でのプレゼンを上手くするためには 
４：Y’sにとってコミュニケーションの重要性とは 
 言語の壁（social contents:ある言葉が他国では異なる意味を持つことがある）や
嘘っぱちなメディアによる誤解、興味関心を示さない聞き手の姿勢など、コミュニ
ケーションはそんな危険性を孕んでいる一方で、しっかりと相手の目を見て話すこと
や再度伝えたいことをフィードバックやリマインドする（再度認識させる）ことが良
いコミュニケーションには欠かせないとの意見もありました。 
 又、プレゼン発表の際には自分が伝えたいことを明確に理解した上で、伝え方・発
表するための十分な下調べが重要だという意見で一致する場面もありました。 
 ここで一つ工夫を加えるなら、自分が見慣れた人の顔を見つつ自身の好物を考えな
がらプレゼンすると大分気持ちが楽になるというアドバイスもありました。 
 さて、ディスカッションでは列挙される様に意見が出され続けましたが、私はある
一つの意見に引きつけられました。「多くの情報受信者（聞き手）は勘違いしていて、
待つ姿勢だけで自ら情報を聞きに行く姿勢が欠落している。盲点ではあるが、聞き手
の積極性が良きコミュニケーション（又は良き情報伝達網）に繋がる」というもので
す。この意見には非常に共感する部分がありました。 
 IYCの開催へ向けた連絡網も、毎回IYR・AYR・Youthインターンが発信をしていま
したが、彼らが何を考えていて、現在の動向はどうなっているのかはほとんど教えて
くれず、それは確かに彼らのコミュニケーションのミスとも言えるかもしれないが、
一般メンバーである我々が自分から情報をもらいに行く姿勢を見せるだけで、団体と
してのコンセンサスが取りやすくなるのではないかと考えを新たにさせられました。  
 情報を知りたければ、まるで団体運営に参加するかのように、全員が積極的に質問
する、私はこの姿勢を肝に銘じていきたいと感じた会議でした。  



会議報告：リーダーシップについて 

 この会議では主に２つのテーマについて、ディスカッションを行ないました。 
 
 一つ目は、自分の身近にいるリーダー像はどんな人物か？というテーマです。その
答えに、あるファシリティエーターの名前が出たり、友人の名前が出たり、はたまた
父親の名前が出たりと、人によって様々でした。 
 しかしその理由はおおよそ、憧れというものが含まれていたように感じます。思い
返してみると、リーダーとは憧れられる、尊敬されるような人が担う傾向が多いよう
です。どのような人がどのように尊敬されるかはそれぞれ人の感じ方次第なので、世
界には様々な種類のリーダーがいると考えます。 
 
 そして二つ目ははボスとリーダーの違いについてです。こちらにはみんな苦戦をし
ていたようですが、ある意見として、ボスは身分的に上の人がなるもので、リーダー
は選ばれてなるものだ、ということがありました。この意見をもっともだと思う節も
ありましたが、この質問に対して私は別の明確な意見を持っていました。それはボス
とは命令を下して人を使う存在で、リーダーとは人を率いて働く存在だということで
す。ボスは人を使うので自分は働きません、言い換えればその人に適した仕事を与え
ることができる人がなるもので、リーダーとは現場において率先して物事に取り組み、
その背中に人がついていくという形をとるものだということです。 
 このやりとりについては様々な意見があるかと思いますが、自身でこのやりとりを
反芻をしてみると、「ボスである人が現場においてリーダーを任命し、リーダーは人
を率いて物事に取り組む」というのがこの質問に対する最高の答えではないでしょう
か。ボスとリーダーは同じ枠ではなく全く違った役職であり、それは同時に存在して
いるものである。そういう解釈もあるのではないでしょうか。 
 このように、その場で決まった答えがみつかるということではなく、考えるきっか
けを得た後に少し離れてからもう一度思い返して考えてみると、また違った新しい意
見が出るような内容の深いディスカッションができたと思いますので、自分なりの答
えが出るまで 各自で突き詰めて考えを深めていきたいと思います。 



会議報告：YMIとYMCAの関係について 

 このセッションではまず、全体でディスカッションテーマであるYMIとYMCAの関係
についてのプレゼンテーションを聞き、その後、ホームグループに分かれてディス
カッションを行いました。プレゼンテーションではYMIとYMCAの歴史や概略の説明、
その2つの関係性などについて詳しく知る事が出来ました。 
 世界中には約1600のワイズメンズクラブと11000 以上のYMCAの拠点があり、その
関わりは国や地域によって多様な差があります。グループに分かれて行われたディス
カッションでは自分の地域のYMIとYMCAの関係について語ることで、その差を知り実
感することができました。その後YMIとYMCAが連携するメリット・デメリットについ
て話し合いましたので、下記にまとめます。 
 
《メリット》 
 YMCAは人材を、YMIは資金を援助できる 
 YMIはYMCAという世界規模の認知度が高く信頼度のある団体を支援するという

ことで、人員や募金を集めやすい 
 
《デメリット》 
 時間の経過と共にYMIとYMCAの運営方法が変わり、関係が悪化する可能性があ

る 
 互いのルールの違いによって亀裂が生じる可能性がある。 
 
 その後上記について、2か所に分かれてグループ対抗でディベートを行いました。
論点としては、①YMIとYMCAは「完全に分離して活動すべきである」②「YMIの目的
はYMCAをサポートすることであり、YMIだけがYMCAをサポートするべきである」③
「互いに持続可能で対等な関係を築くべきである」④「互いに干渉すべきではない」
の4つです。 
 誰しもがYMIとYMCAのより良い関係を望んでいたため、「完全に分離して活動すべ
きである」の立場に指名されたグループはとても苦労していましたが、改めて2つの
組織の良い関係性が互いの活動や発展に必要だということを実感しました。 
 また、海外のユースたちは私たちに比べ、自身のクラブやワイズやYMCAのこと、
ユースの組織について詳しい知識をもち、理解をしており、それがとても印象的であ
りました。 
 それぞれのグループ内は非常に仲が良く自身のチームの発表になると身振り手振り
で応援し、このセッションはとても盛り上がりをみせました。 
 現状は国や地域によってYMIとYMCAの関係に温度差がありますが、YMI・YMCA両
組織の発展を願い、より良い関係を祈っていることはみな同じです。このセッション
を通して改めてYMIやYMCAユースのことを考え、深く学ぶことが出来ました。  



会議報告：ユースの新アクションテーマについて 

 IYCでは通例として、IYCが開催された後の数年間に世界中のユースクラブで共通の
アクションテーマを持ち、プロジェクトを進めていきます。 
 
そして2014年から次の2年間のアクションテーマとして制定されたのが「次世代の
ユースに私たちができること」です。 
 
YMIの定義としては、１５歳から３０歳までをユースとして定めています。私たち
ユースは次世代を担うべき者として常に様々な活動に取り組んでおりますが、その
ユースが更に若い「次世代のユース」に向けて発信をするということは決して簡単な
ことではありません。 
 
自身の成長過程において多感で発展途上な若者が、更にまっさらな若者に向けて何が
出来るのかしっかりと考えること、その発展途上な2種類の若者がかかわり合う事で
互いに成長をする、それはYMCA・YMIが共に大切にしていることであります。 
 
そのような事を踏まえ、今回日本ユースとして掲げたアクションは、ケニアユースと
恊働し孤児院（養護施設含む）にいる子供たちの生活を安定させるべく資金協力を行
なうというものです。 
事の発端は、ケニアユースが活動をしている孤児院が水道代を滞納してしまい、いつ
水が止まるかわからない状況で先生方もボランティアも常にその状況に怯え、資金繰
りに必死になっているという話を聞いた事でした。 
現在、ケニアユースは実際にその場所へ出向いて活動を行っているだけではなく、外
部で資金を集めようとしているということを聞いた私たちは、それなら自分たちでも
協力出来ると思い、これを日本ユースのアクションにしようと考えました。 
 
資金を集めるというと、街頭募金、特定の人からの集金、チャリティ活動など様々な
方法が挙りますが、このアクションについて大事な事はただ資金を集める事だけが目
的ではなく、今回のユースコンボケーションのテーマでもある「Global to Local, 
Local to Global」が重要であり、この事に関していえば一方に有益な活動をするので
はなくケニアにも日本にも有益な活動ができるかがポイントとなってきます。 
 
現在、インドから帰国した日本ユースは日本中の各地に帰っていきましたが、共に活
動を行なうと決めた気持ちを大切に小さな一歩からアクションを起こしていく予定で
すので、今後の活動報告にご期待を頂ければと思います。 



会議報告：AYR/IYRの任務用件定義の改訂について 

 以下は、ユースインターン、国際ユース代表そして各地域ユース代表たちによる会
議にてユースリーダー育成向上の為、新たにIYR/AYR業務マニュアルに追加された定
義です。IYC参加ユースの同意を得た上で、8月4日に国際議員の皆様(ICM)の前で実際
に提案を行い、承認を得た項目について記載致します。 

 
 
１：全ての地域において、ユース代表への地域会議の出席及び、議決権を与えること
を奨励する。 
 
２：ユースインターン/国際ユース代表/地域ユース代表は、地域/地方/地区レベルの
地域代表たちをリードしていくための、ユース代表マニュアルの作成を推奨する。 
  
３：地域/地方/地区代表のリーダたちは、ユースメンターとして選ばれた人に相談す
ることを薦める。ユースメンターは、定期的な連絡を積極的にユース代表と取るべき
であり、全面的なサポートしなければならない。 
  
４：地域事業主任とユースメンター、それぞれの役割が混合されている点について見
直を図ることを奨励する。 
  
  
５：国際事業主任及び、他の適任の講師たちは、ワイズメンズ国際教会における研修
を通じ、地域ユースリーダーたちへ、ファシリテータースキル等を学ぶサポートの場
を、ネット上のオンラインや個人的に関わらず、提供すること。 
 



プログラム報告：インド小学校訪問について 

 参加者を２つのグループに分けて、２つの小学校へ訪問をしました。学校では3人1
組に分かれそれぞれ教室で40分間交流をしました。 
 私のグループでは6歳から10歳のクラスに入り、自己紹介をしてから簡単な歌や自
国の挨拶を教えました。メンバーの出身国である日本、ケニア、ジャマイカの説明を
したが、それぞれの国を知る生徒はいませんでした。 
 英語はあまり通じなかったので、わかりやすい言葉でゆっくり伝えるように注意を
して接しました。子供たちは好奇心旺盛で人懐こく、学ぼうとする一生懸命な気持ち
が伝わってくるようでした歌を教えたお礼にと女子児童がダンスを披露してくれたの
ですが、踊りは日常の中にあるようで、幼くても本格的に踊っていたのが印象的でし
た。 
 高学年のクラスに入った友達にクラスの雰囲気を聞くと、知識は高いが精神的にま
だ幼い部分は残っていたようで、英語についてはほぼ話すことが可能で日本の震災の
ことを心配する生徒もいました。 
 教室は蛍光灯が黒板の前に一本あるだけで薄暗いため、読み書きに適した環境では
ありませんでしたが、屋外教室もあり開放的な教室もありました。ロッカーや道具箱
はなく、通学かばんは、自分の席の足元に置いており、机は２、３人掛けの長机で、
教員は女性が多く見られました。 
 校庭は整備がされておらず、石が転がっていたり、整備がなされていなかったので、
裸足で過ごす生徒もいる中では非常に危険だと感じました。また野良犬が敷地内にい
ることは日常だそうで、校長は木の棒を持って子どもを脅す姿も見られました。普段
の授業の様子は見学できませんでしたが、筆記用具、ノート、教科書は一人ひとりが
所有しているようでした。 
 小学校の周りは住宅地で車やバイクが多く走っており、狭い道で歩道がないため安
全に十分注意する必要があります。また、ゴミが沢山落ちていて汚水も流れていたの
で衛生面での考慮が感じられませんでした。環境面もまだまだ発展途上で大人の意識
向上が必要であり、学習だけでなく環境教育にも関心の目を向けてほしいと感じまし
た。 

 市内小旅行では聖トーマス教会とビーチへ行きました。 
 聖トーマス教会は、キリストの12使徒のうちのひとりであったこの地に、キリスト
教の布教に来た後に殉死した、聖トーマスを祀る教会です。白い外壁が目立った独特
の雰囲気で、教会内はイエスに関する彫刻がいくつも壁面に飾られており、ステンド
グラスが印象的でした。イエスキリストの像が中央に建っていて、存在感があり、祈
りを捧げる現地の人の姿が多く見られました。 
  ビーチでは、島国に暮らす私たちにとって海はいつでも見られるものですが、海の
ない国に暮らす参加者にとっては新鮮なものだったようで、とても興奮していました。
広い砂浜にいくつもの売店が並んでいたのも興味深かったです。 
 

プログラム報告：市内小旅行について 



プログラム報告：参加者の生活サイクルについて 

 食事について 
 IYC期間中の食事は、小学校訪問時のお昼のお弁当を除き、すべてビュッフェスタイルで行
われました。朝食、昼食、夕食のすべてにカレーが登場し、参加者たちはみな、「カレーの
国・インド」独特のスパイシーでホットな料理を楽しんでいました。 
 ほぼすべての食事の場で、特に席は決められておらず、食事の時間を通じて他の参加者
たちと自由にコミュニケーションをとることができ、慣れないスパイシーな食事に奮闘しながら
する楽しいおしゃべりを通じ、参加者たちの仲はより深まっていったと感じています。 
  
 
 宿泊施設 
 主会場であったヒンドゥスタン大学の向かいにあるホテルに参加者全員で滞在をしていまし
た。1部屋につき、到着時間が同じメンバー同士が2人〜3人ずつ振り分けられ、期間中寝起
きを共にしていました。 
 ホテルのロビーにはWi-Fiがつながっており、夜になると狭い空間の中で電波を求める参加
者たちがごった返しており賑やかな毎日でした。 
 部屋には、エアコンや、蚊よけのファン、シャワー、トイレ、洗面台など、一通りのものがそ
ろっていたが、かなりの頻度で停電と断水が起き、初めは驚いたが、インドではよくあること
のようで、停電は大学内や、Trade Centerでも起こったため、最終日にはすっかり慣れてし
まっていたということもありました。 
 また、ホテルと大学の間の道路には、牛が寝ており、牛を大切にするヒンドゥー教の文化を
感じることができ、とても面白かったです。 
 
  
 気候 
 開催地のチェンナイは南インドに位置し、赤道に近いということもあり、耐えられないような
暑さを覚悟しての参加でした。しかし、期間中は曇りの日が多かったためか、ひどい暑さを感
じることはほとんどなく、日本の夏とあまり変わらないように感じました。 
 反対に、室内は常にかなり冷房が効いており、そのあまりの寒さから、長袖の服を着てい
たほどでした。 
 しない小旅行の際には、長時間激しいスコールに見舞われるということもありました。文字
通り、バケツの水をひっくり返したような大雨により、道は一瞬で大洪水になり、少し外を歩い
ただけで、傘を持っていようがなかろうが、びしょ濡れになってしまう程でした。 
 チェンナイでは9月から12月にかけて雨季が訪れるそうで、期間外ではあったものの、日本
の梅雨とは違う雨季の天気を体験することができたのも良い思い出です。 
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参加者感想：石井 悠紀子 

ワイズユースとして活動をしていく意味はなんだろう？と私はよく考えます。 
ボランティアができる団体はYMCAやワイズメンズクラブ以外にもたくさんあります。
でもその中であえてYMCAのリーダーとしてワイズユースとして活動をしているのは
なぜだろう？と。 
 
元々私はYMCAのキャンプの参加者でした。そのため、大学生になりリーダーになる
ということは私にとって自然な流れでした。そして学生時代のほとんどの時間と力を
YMCAの活動に注いでいました。大学３年生からはワイズユースとしても活動をさせ
ていただいています。それが当たり前だと思っていたのかもしれません。 
しかし、大学を卒業して自分の人生を見つめなおす中で、今後自分はなにをしたいの
か、どこで何をしていくべきなのかを改めて考えなくてはと思ったのです。 
そんな中参加させていただいた今回のIYCで一つの答えにたどり着いた気がします。 
  
これからもワイズユースとして活動していきたい。そして、今まではインプットが多
かったけれど今後はインプットだけでなくしっかりアウトプットして活動を形にして
いきたい。 
これが私の出した答えです。 
  
今回のIYCで再確認したワイズユースとして活動していく意味。それは、顔が見える
関係の世界中の仲間と共同して活動していくことができるというものです。 
ワイズユースの仲間は世界中にたくさんいます。私たちにとって、その子たちの国は
ただの外国ではなく、大切な友人であり仲間である人達が、そして彼らの家族や友人
が住む場所です。そこに住む人たちの顔も知らない遠くの国がかわいそうらしいから
支援してあげようではなく、自分の友人が困っている、一緒に活動をしたいと思って
くれている、だから一緒に頑張ろうという気持ちで活動することは心の面でも大きな
差だと思いますし、実働の面でも現地に仲間がいて生の声を直接聞くことができたり、
共同することができるというのは国際協力をしていく上で大きなメリットだと思いま
す。 
今回のIYCで日本のユースとしてケニアの学校の支援をしようという話になりました。 
話をしました。で終わってしまうのではなく、どうすれば実現可能なのかを考え、話
し合い、動いていかなくては何も変わりません。今まで学ばせていただいたこと、出
来た多くの関係性を生かし、しっかり活動として成り立たせていけるよう頑張ります。 
今回もこのような貴重な機会を与えていただいたことに心から感謝いたします。 
ワイズメンの方々からのご支援に対する感謝の気持ちを行動で、結果でお返しできる
よう日々努力してまいります。本当にありがとうございました。 
 



参加者感想：岡本 淳 

僕は今回初めて国際ユースコンボケーション(以下、IYC)に参加した。 
昨年のアジアユースコンボケーション(以下、AYC)に続けて参加した。感想と言って
いいのかわからないが自分が感じたことを書くことで来年度以降の参加者への参考に
なればと思う。 
 
今回参加して感じたことは参加の継続の重要性である。 
他国の参加者を見てみると過去にもすでに何回か参加経験がある人が多く見受けられ
た。ここにはユースの活動の活発さが表れていると思う。AYCやIYCに参加すること
で世界のユースの仲間を知ることが出来たりや各国の情報を手に入れたりすることで
コンボケーション後の活動の指針をしっかりたてることができる。 
日本はユースの活動の方針がばらばらであると聞くがこういう連続した参加がこの問
題を解決し日本の各ユースが持っている本来の積極性を引き出すことにつながると思
う。ここで懸念されるのは連続すぎる参加である。連続して参加し過ぎるとその人が
ユースではなくなった時に後任がいなくなってしまうとのである。日本は参加人数が
いる方なのでこの懸念はなさそうだが連続しての参加や参加後の活動方針を決めると
ころがあいまいであると思う。 
参加しても具体的な計画まで結びつかなかったり連続した参加ではなくなってしまっ
たりしていると他国の参加者を見て思った。 
 
自分は始め友に会いたいと思い今年のIYCに行きたいと思った。しかし参加する過程
で研修を受けていると、AYCに参加したことがあるせいかIYCがどんなところか次第
に気になっていった。 
そして参加してみてやはりAYCとIYCは関連があり両方参加することが重要であると
感じた。本来ならIYCを経てAYCに参加することでY’sの意思などを自分の地域に落
とし込んでいく方がよいとは思うが、議論することにおいて難しく感じるところがあ
るのでこれはあまりおすすめできない。もしユースの方々で参加したいと思っている
人がいるのならAYCから参加してIYCに臨むことを勧める。 
 
最後に自分を推薦してくださった八王子ワイズメンズクラブや東日本区のワイズメン
の方々に人生の中でこんなに素晴らしい体験をさせていただけたことを深く感謝した
いと思う。また、今後のユース活動についてもよろしくお願いします。 
 



参加者感想：川崎 真由子 
初めてのユースコンボケーションへの参加を通じて、私は今までにないような充実した一週
間を過ごすことができた。インドという外国の地で、世界中から集まってきたユースたちと
一緒に過ごした一週間は、一日一日がどれもかなり刺激的なものであった。 

この特別な一週間の中で特に印象強かったことが2つある。 

まず一つ目は、コミュニケーションについてである。私は、自分の英語力に自信はなく、大
会直前は、英語をコミュニケーションツールとして過ごすIYCに対して、かなりの不安を抱い
ていた。しかし、IYCが終わった今、自分がコミュニケーションに困ってばかりだったかとい
えば、そうは全く思わない。もちろん、それはほかの日本人ユースたちの助けによるところ
も大きいが、それだけではなく、多くの他国のユースたちが、自分の話し方や聞き方に気を
配り、英語で流暢に自分の意見を発信できない私のことを、常にサポートしてくれた。この
ような経験は、私にとって初めてのことで、彼らの思いやりの気持ちに対して、とても感動
した。 

また、言葉以外にも、IYCで強く感じたコミュニケーションツールがあった。それは、ともに
楽しむことである。これは人と仲良くなるうえでは、当たり前のことであるとは思う。しか
し、IYC期間中に、セッションの合間を縫っては遊び、踊り、笑いあったことで、ユースたち
の間が言語の壁を越えてギュッと縮まったと身をもって実感することができた。この体験は、
私にとってとても喜ばしく、またとても興味深い出来事だった。 

もちろん、英語能力の低さから、自分の言いたいことが自分で伝えきれず、悔しく思うこと
もあった。これについては、今後の自分の課題として意識していきたいと思う。 

次に二つ目は、世界から見た日本の姿についてである。インドの小学生や、各国のY’sとの
関わりの中で、私が日本人だと知ると、よく「Hiroshima・Nagasaki」や、「Tsunami」とい
う言葉が彼らの口から出てきた。彼らの、日本の様子を詳しく知りたがる様子や、もしかす
ると日本人以上に深く日本について考えているような発言に驚かされるとともに、自分が日
本人であるのにも関わらず、聞かれたことすべてに明確に答えることができなかったことが、
とても恥ずかしく悔しかった。今まで、自分が日本人であると意識することはほとんどな
かったが、日本人として、世界や、後世に発信したいこと、できることについて考え直した
いと強く思うきっかけとなった出来事であった。 

IYCで感じ、経験したこと、そして世界や他の日本のユースたちとのつながりはすべて、自分
にとって本当にかけがえのないものになったと思う。この体験を、今後の活動や、自分の将
来に活かしていきたいと強く思う。 

 最後になりましたが、IYCという本当に素敵な機会に参加するチャンスを与えてくださった、
ワイズの皆さんや、茨城YMCA、そしてIYCに関係するすべての皆さんに対して、感謝の気持
ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 

 



参加者感想：関 彩也香 

今回のユースコンボケーションは通算4回目の参加となり、自身の成長と「日本人」
の変化をどの時よりも感じられる時間となりました。 
 
初めてユースコンボケーションに参加したのは、2008年のデンマーク大会の時でした。
幼少期からYMCAの活動に参加し、大学在学中はYMCAのボランティアリーダーとして
活動をする等、YMCAには関わりのあった私ですがそのすぐ傍で活動をしていたYMIの
事は一切知らずに過ごしていました。 
そんな私の初めてのユースコンボケーションでは、何の話をしているのか、何をすれ
ば良いのか全くわからず、プログラムに参加をするのにも恥じらいがあり、あっとい
う間に１週間は終わってしまいました。 
 
その時から６年後の今大会では、どの時よりも目的意識をもって全てのセッションや
プログラムに参加をする事が出来ました。 
日々のセッションでは必ず一つないしは二つの大きなテーマが設定されており、その
事に関しての発言であればどのような意見が出ても間違いではないのですが、これま
での「日本人」のディスカッションにおける対応としては「同調」「（とりあえず）
わからないと言う」「当たり障りのない事を発言」という３パターンが目立っていた
かと思います。しかし今回多く見られたのは、自身の体験や状況を振り返り本当に発
言したい内容を発言しようと試みる場面でした。 
文面に落とすと至極当たり前のことですが、言語も異なる、それぞれの状況も異なる、
出会って間もない他人に自身の考えを主張するという事は、多くの人にとって簡単な
事ではありません。 
そのような発言をしっかりとできる日本の若者たちが、世界の若者に馴染むのに時間
がかかるはずもなく、セッションにおいても、プログラムにおいても、またフリータ
イムにおいても中心には日本人がいるという状況はこれまでにはあまり見た事の無い
光景であり、日本人はシャイだから、日本人は大人しいから、と言われている時代で
はなくなったんだという、半ば誇らしい気持ちを感じる事がありました。 
 
自身の参加姿勢についても、今何をするべきか、自分は何がしたいのかという考えを
常に忘れず、後々振り返ってみても真剣に取り組んだといえる結果を残す事が出来ま
した。人に評価をされる事は容易ですが、自身で本当によくやったと言える経験を残
せた事は非常に誉れであり、今後の人生において間違いなく何かの糧になると思いま
す。そしてその経験を人のために生かす事で、更なる成長に繋がるであろうと期待し
て止みません。 



参加者感想：藤永 嵩秋 
 この感想文では日本代表の一員としての視点と、いち学生としての視点を伝
えいこうと思う。 

 今回のインドＩＹＣに参加する第一目的とは、日本ユース代表としてＹＭＩ
の動向を確認してくること。そのため、この報告書も「楽しかった」などと綴
るだけで終わってはならない。私はそのことを意識して各セッションに臨んだ。 

 さて、そのセッションでのことだが、私個人にとしてはあまり生産的な議論
はなされていなかったように思える。英語を母国語としない方々が集まるため
話を纏めづらいからなのかもしれないが、毎回抽象的なディスカッションで終
わっている。言い換えれば、「そんなの当たり前だろ」と言えてしまう意見ば
かりで、私一人で考えてしまえるようなものだった。ただ、そんな抽象的な意
見でも国際的な舞台で各国ユースと再確認した、コンセンサスが取れたのだと
すれば、国際大会としては非常に有意義だったのであろう。 

 ただ、この報告書での「コミュニケーション」パートで述べたように、私に
深く突き刺さった言葉（考え・意見）はあった。それは「人と関わる上では聞
き手の積極姿勢が実は大切だ」ということ。この考えはリーダーシップとも繋
がるもので、リーダーについて行く「仲間」に焦点を当てたものだ。自分から
情報を求めに行く、又は逆に情報を発信するといった積極性は、リーダーへの
サポートにも繋がる。今後も継続的にこの考えを念頭においていきたい。 

 次にいち学生として感想を述べようと思う。実はこのＩＹＣ期間中で私は関
心を示していた省エネについて、インド学生に質問したいと考えていた。内容
はインドでの省エネの実態はどうなのか。具体的には無駄にエアコンを稼働さ
せない、又は省エネ性能が高いエアコンに取り換えることは現実的であるかど
うかを伺ってみた。返答は、インドの熱い気候の下ではエアコンの節電は不可
能。又、長期的目線では省エネ製品を買う方が電気代を安くするメリットがあ
るのだが、省エネ製品が高すぎて買う気にもなれないとのことだ。本当は学生
の内にこの続きとなる解決策を見つけたいのだが、今後は環境ビジネスの舞台
で働く道を選んでいるため、解決策を見つけることは私の社会人としての課題
としたい。 

 この大会ではインドにおける省エネ事情についてインタビューが出来たため、
いち学生としてはこういった国際大会の場というのは貴重で有意義なものと
なっている。このような機会に参加の支援をして頂いた方々に是非感謝の気持
ちを伝えたい。ありがとうございました。 

 



参加者感想：宮島 未来 
YCについて何も知らなかったので、事前に情報交換やオリエンテーションで参加メンバーと
の交流があったことで不安を取り除くことができた。参加するにあたって課題があり、その
内容が難しいと感じたが、ディスカッションで課題と同じ内容を話し合い参加者の意見や考
えを聞いて、趣旨を理解でき納得する部分があった。 

さまざまな国の人々と交流できる機会はめったにないことなので、すべてが新鮮だった。文
化も生活習慣も違う人たちが一週間同じ空間で過ごすことでお互いの理解につながり、絆を
深めることができた。国によっては参加者が1人だったところもあったが、国境や年齢関係な
く、皆が仲間という雰囲気があった。私は英語がうまく話せないので控えめになりがちだっ
たが、それを察してゆっくり話してくれたり、わかりやすく訳してくれたり面倒がらずに優
しく接してくれたので楽しく過ごすことができた。ただ、ディペートなどで意見を出し合う
場では、付いていくことができずに傍観しているだけだった。 

スケジュールが時間どおりに進まず、日に日に朝の集まりが悪くなるのはそれぞれの文化の
違いを感じるひとつであった。遅刻をしても遅れたという意識はないので、受け入れるしか
なかった。そこで責めることは誰もしなかったが、ちょっとしたペナルティをゲーム感覚で
やらせるところは日本人の考えでは出ないことだと感じた。 

4日目の小学校訪問は、教育に携わる者として興味深かった。整列の仕方や座席は男女別、先
生の存在の大きさなど今の日本との違いがはっきり出ていた。子どもにとっての先生の存在
は逆らえない存在で、特に校長は怖い存在のように見えた。言うことを聞かない生徒に対し
て棒を振り回す姿は昔の日本の様子に似ていると思った。校庭はでこぼこで整備されていな
い、教室の蛍光灯は一本のみで学習に十分な環境ではなかった。しかし、子どもは好奇心旺
盛で学ぶ姿勢は素晴らしかった。私が入ったクラスは低学年で6歳から10歳のクラスで皆人
懐っこく元気だった。笑顔が可愛くて、楽しいことが好きで、純粋な子どもらしい姿はどこ
の国も違いはないと感じた。学べる環境を整えることは大切だが、それ以上に子どもらしく
生活できる場を作るほうが子どもの成長を伸ばすことにつながるのではないかと感じた。 

社会人になりこのような機会を与えていただき感謝している。社会人になってから気づける
部分があり、人とのコミュニケーションの大切さを、異国の人々との交流で再確認すること
ができた。日ごろはあまり意識せずに行っている会話や行動を見直し、相手に理解してもら
えるように相手の立場をよく考えて行動した一週間だったので、これを仕事で生かしていき
たい。人と関わる仕事についているからこそ、見直せたことだと思う。大人の目線ではなく、
子どもの目線に立つことを忘れずに保育をしていきたい。また、保護者と気持ちを共有して、
一緒に子どもたちを見守っていきたいという気持ちが強くなった。 

  

 



参加者感想：沖 麻実 
ユースコンボケーションを一言で説明すると、ユースが話し合いを持つ場です。 
地域と国際の２種類あり、私はこの度初めて、国際のユースコンボケーション（IYC）に参加
させて頂きました。 
 
IYCでは、世界中のユースが二年に一度一ヶ所に集まって、ディスカッションや、各国の文化
紹介を行います。世界26カ国から約84名のユースたちが参加していたIYCは、わたしの想像を
はるかに超えた規模でした。 
 
長いようであっという間に過ぎたインドでの11日間を一言で表しますと“サバイバル” と
いう言葉が当てはまる気がします。唇が腫れ上がる程の辛い料理、信号機・横断歩道がない
道路、車内にまで潜む大量の蚊、突如起こる停電。ネガティブな点ばかり上げているようで
すが、母国では体験できない環境下に置かれることで、逆に毎日が新鮮に感じられました。 
 
今回のIYC参加目的の１つとして、私はコンボケーション開催３日前に一足先に現地入りし、
各地域のユースリーダーたちとユースクラブの活動状況の共有や、意見交換を行うといった
貴重な機会を持つことが出来ました。地域によって差はありましたが、幅広い分野で、その
地域のニーズにあった活動をユースが主体的に企画、実践していました。またユースクラブ
のサポート体制やクラブのまとまりがしっかりしている印象を受けました。知識と経験のな
さに加え、言語の壁から全ての内容が理解できたわけではありません。実際とても悔しい想
いをした場面も幾度かありました。しかしここでの経験は今後の自分にプラスになると思っ
ています。コンボケーションでは、個人のレベルにあった学びと挑戦の場があり、自らが主
体となることを自然と身に付けることができます。 
 
主体とは、「自ら学び、考え、創造すること」です。そういった意味でコンボケーションは
“最高の学びの場”であるとIYCを通じて改めて思いました。常にエネルギッシュな参加者
ユースたちには、圧倒されていたものの、気が付けば彼らと一緒に熱く語っている自分がい
ました。 
 
“IYCでの素晴らしい体験を多く人に共有したい” “もっと多くのユースに体験して欲し
い”というのが私たち参加者全員の願いです。コンボケーションへの参加もある意味 “挑
戦” ではないでしょうか。一歩踏み出す勇気を持ってみるだけで、目の前に違った景色が広
がっていることに気が付きます。 
 
私は今回のインドを含め、地域と国際のコンボケーションを体験させて頂きましたが、参加
前と後の自身の変化で感じていることは、やはり考え方の幅がとても広くなったことだと思
います。これもパワフルなユースたちとの交流から受けた影響でしょう。今後は、私たちが
ユースにそんないい影響を与えられる側に立てればと思っています。 
短い期間でしたが、辛いことも楽しいことも共に分かち合うことができた仲間たちはかけが
えのない存在ですし、この貴重な繋がりはこれからも大切にしていきます。 
 
日頃よりユース活動にご理解頂き、常に親身になってサポートをしてくださるワイズの皆様、
YMCAスタッフの皆様、またAYRの活動を支えてくれているユースの仲間たちに心より感謝し
ております。ありがとうございました。 
 



参加者感想：二之方 良枝 
今回のIYCは私にとって、人生で二度目のインド滞在でした。 
一度目は大学2年生を目前にした3月、授業の一環でラクナウでの10日間。ラクナウはチェン
ナイよりも｢田舎｣で滞在中は何度日本に帰りたい、と思ったか数えきれません。しかし帰国
後、なぜかその空気が忘れられず、私の中でいつしかインドが｢一番帰りたい国｣になってい
ました。 
そんな中で、このインドで行われるIYCのお話。｢世界中のユースが集まる｣｢私たちユースが
担う未来の話をしよう。｣全てが魅力的でした。 
  このIYCは終わってみると私にとって、大きな「飛躍」でした。自分自身、自分の成長に
驚くことすらありました。そのひとつは、人前で発言すること。最初はたった20人のグルー
プの前に立つことすら、本当に怖くて手が震えました。しかし8月6日、何人かのユースに｢今
日がヒロシマに原爆が落とされた日だって知ってる？｣と聞くと誰も知らず、ヒロシマについ
て思いの強い私はいつの間にか｢ヒロシマについてみんなに知ってほしいから、1分だけみん
なで黙祷する時間が欲しい。私がみんなの前で説明するから！｣とお願いしていました。する
となんと、土曜日の朝の礼拝の時間を日本チームで15分、話して欲しいとのこと。たった20
人の前で2分話すのが怖くて仕方なかったのにいきなり100人のユースの前で15分も！でも、
その依頼を聞いたとき私の中には怖さではなく、みんなに話が出来る！という喜びだけで、
そのことに気づいたとき私は自分自身の成長に自分で驚き、素直に嬉しかったのです。 
   もうひとつ、私自身成長したと感じたのは、他の人の活躍を素直に尊敬して喜べるように
なったことです。IYCに行く前の私はどこか他人の活躍をうらやましく思うことがあり、実際
IYC参加当初、英語もネイティブみたいに喋れないし…と卑屈になることもありました。しか
し、IYCを通してユースと関わることで、みんなの活躍を素直に尊敬して自分も頑張ろう！と
いう糧にすることができるようになりました。なぜならそれは、みんなが私のことも認めて
くれて、素直に喜んでくれたからでした。20人のグループの前に2分話すとき、正直緊張で英
語はたくさん間違っていたけれど、みんな｢よく頑張った、すごかった｣って言と言って、ハ
グしてくれました。そんなみんなの暖かさに触れ、心の重荷が降り私もちゃんと素直に他の
人を認めて一緒に喜べばいいんだと、それがお互いのためなのだと感じたのです。 
  私の将来の夢はインドで社会起業することです。どんなことをしたいかも決まっていま
す。今回のIYCでの世界中のユースとの出合いや関わりがこの夢を決意に変え、情熱をさらに
燃やしてくれました。彼らの行動力、発言力、情熱は本当に圧巻でした。｢負けてはいられな
い。｣彼らと過ごす１日１日、彼らと交わす1言1言が私を奮い立たせたのです。 
  Bloom where God has planted you.” 「置かれた場所で咲きなさい。」今回出合った仲間
たちは、もしかしたら、二度と会うことがないかもしれません。しかし、世界中のどこにい
ようとも、私たちがこのIYCで築いた絆は壊れることはなく、世界中のどこにいようとも、こ
のIYCで得た経験や想い出は常に私たちの糧となります。少なくとも私は、ここで出合った仲
間が世界中のそれぞれが置かれた場所で咲いている、と思うことが、自分の力となっていま
す。そして、他の仲間たちも同じように感じているように思うのです。距離は離れていても、
いつもお互いが想い合い、それぞれの力に、勇気になっていると感じます。IYCの期間中に直
接関わる中だけでなく、終わった後もずっと続いていく彼らとの出合いに、心から感謝の気
持ちでいっぱいです。 
  まだまだ世界では差別や貧困、紛争や飢餓など課題が絶えません。そのために私に出来
ることは本当に小さいことです。しかし、常に仲間が世界のあちこちで咲いていることを信
じて、私も自分の置かれた場所で精一杯出来ることをやっていきたいと思います。 
  最後になりましたが、この素晴らしい出合いと彼らとのかけがえのない時間、経験を与
えてくださったワイズの皆様に、心から感謝申し上げます。この出合いと経験を生かし、未
来を担うユースの一人として自覚を持って行動していきたいと思います。本当にありがとう
ございました。 
 



参加者感想：山田 麻理 

今回のIYCは、私にとって4回目のユースコンボケーションになりました。不安な面も
ありましたが、新たな出会いと再会に心を弾ませていました。今回の会場となったイ
ンドは、毎日が日本の真夏日という感じで、じっとしていても汗が滴り落ちるような
天候でした。普段から運動不足の私には過酷な環境でしたが、常に楽しい気持ちの方
が勝ち、疲れを忘れてしまうような充実した毎日を過ごすことができました。 

私は、ユースコンボケーション4度目の課題の１つとして、1度目のIYCで全く歯が立
たなかったディスカッションやセッションに積極的に参加し、少しでも多くの内容を
理解することを目標にしていました。グループセッションでは、内容は理解できてい
ても、自分の意見を上手く英語にして伝えられなかったり、ニュアンスがわからず理
解できていなかったりと、落ち込む瞬間が多々ありました。英語力もさながら、
YMCAやワイズについての知識を持っていることも大切なのだと改めて実感しました。
他国のユースたちは自分の意見をしっかり持って主張しているのを見ると、英語力だ
けではない、世界の問題やボランティアについての自分の知識が足りない事も痛感さ
せられました。この経験は、自分が、今後どう過ごしていくのか問題提起をしてくれ
たような気がします。 

IYCの最大の魅力といえば様々な国々のユースとの交流ではないかと思います。今回
26カ国のユースとの出会いがありました。1度にこんなにたくさん人々と出会い、共
同生活を送ることは、他では味わえないものだと思います。その出会いは、今までは
ニュースなどで見る遠くの国を、友達の住んでいる場所に変えてくれました。SNSや
ネットで簡単に繋がることのできる世の中ですが、こうして顔を合わせて交流するこ
とはとても大切なことだと感じました。こうした個々の繋がりが、本当の平和を生み
出すのではないかと感じています。 

今回、日本のユースたちともたくさん交流しました。18歳の頃から歯科という狭い世
界で生きてきた私にとって、様々なバックグラウンドを持つ日本のユースたちと語り
合う機会が持てたのは、大変貴重で良い刺激になりました。今後もこの出会いを大切
にしていきたいです。  

ユースコンボケーションに参加するたびに、毎回違う、多くの学びがあります。その
経験は、私を少し積極的にしてくれたり、考え方を広げてくれたりします。今後は、
たくさんのユースにこの経験を伝え、機会があれば参加してもらいたいと思います。 

このような貴重な機会と、たくさんの宝物を与えて下さったワイズメンズクラブの皆
様、並びにメントークラブの姫路グローバルワイズメンズクラブの皆様、たくさんの
ご支援とサポートに、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 



参加者感想：吉村 尚馬 
今回のＩＹＣ、他の参加者はどのような心で臨んだのでしょうか。他国との交
流を深めるため、自分の視野を広げるため、世界について考えるため、他にも
たくさんあると思います。そして、ＩＹＣはそのどれをも満たしてくれたはず
です。 
グループに分かれてディスカッションをするときは、様々な人の意見を聞くこ
とができました。その議題も世界について考えるものもあり、また各国特有の
意見、気候や経済状況を踏まえた上でのもの、も聞くことができたと思います。 
きっとそれぞれが明確な目標を持ち、それを達成して自分たちの国に帰って
行ったに違いないでしょう。そして自分たちの国を盛り上げるために自分たち
の能力を活かして自分たちのためだけでなくいろいろな人のために今までより
よりグローバルに行動することをＩＹＣは可能にしたはずです。 
 
 そんな中私は何を学んで帰ってきたのかというと、世界とか、外国とか、そ
んな大それたものではなく、ただただ自分のことばかりでした。今回知り合っ
た人たちと一緒に何かをしようとか、あの国では今こんなにも大変なことが起
きていてどうにかしないといけないとか、そんな大きなことではありません。
今自分に何が足りていないのか、何ができないのか、何を知らないのか、そし
て何をしたいのか。私がＩＹＣから学んだことはそのようなことだけなのです。 
 たとえばＩＣのオープニンングセレモニーのときに韓国人が自分の国旗の行
進のときに拍手をしたことを、不躾にも礼節をわきまえてないと思っていまし
たが、他の日本人から愛国心故にということを聞かされて、なるほど、と納得
しました。 
 
日本人だけで平和について話し合う時、次々と自分の意見と解釈を述べていく
彼らを見て、私は日本について何も知らないということ、無関心であったこと
を学びました。 
 
グループでディスカッションをするときに自分一人だけ話についていくことが
できなくて、いかに自分に語学力がないのか、どれだけ英語が必要なのかを知
りました。 
 
 これは普通にＩＹＣで得られることではありません。なぜならＩＹＣに参加
する人は世界を見ているからです。世界には何が必要なのか、ということです。
それに比べて私は私自身というとてもちっぽけな存在を実感しました。自分に
何が必要なのか、このＩＹＣでずっと考えていました。 
 
 世界からするとちっぽけですし、大きな結果とは言えないと思います。しか
し、私からすると得たものはとても大きかったと思います。 
 
 これからしたいことはたくさんあります。まだ具体的に整理がついていない
ので当面は自分の気持ちをまとめることを目標にしていこうと思います。 
 
 最後に、このような経験をさせて頂くために快く私を送り出してくださった
ワイズメンズの皆様にはこの場を借りて感謝の気持ちを表したいと思います。
ありがとうございました。 



IYRレポート 

ナイジェリアのラゴスからごきげんよう！私はこのyouth worldを通してあなたたちに
挨拶できることを光栄に思います。私の名前はAfolabi Ajomaleと言いますがみなさん
は私をFolaと呼びます。私はアフリカの北西部にあるナイジェリアのグリーンランド
というところから来ました。 
 
インドのチェンナイにて開催された第15回国際ユースコンボケーションでみなさんに
お会いできたこと、旧友と再会する機会や新しい友に出会う機会を持つことが出来た
ことをとても光栄に思います。また、2014年の国際ユースコンボケーションは私があ
なた方を代表しユース～ユース活動、ワイズユースの活動を誘導することを助けるた
め2014-2016のIYRに任命されました。 
 
わたしはわたしを信じてくださったすべての人々に心から感謝の念を捧げたいと思う
のと同時に、みんなで力を合わせて今年の私たちの国際的・世界的なプロジェクト
テーマでもある今年の【未来を救おう】、【one young person at time】などの運動を
前に推し進めることが出来れば光栄に思います。 
 
 私たちは息をのむような、思い出深いインドのチェンナイの学校を訪問で前進をす
ることができた。この数か月のうちに若者を巻き込む、目を見張るようなプロジェク
トを皆さんからお聞きすることはとても有意義なことになるでしょう。 
私たちの活動が明らかになることは欠かすことはできません。それはEメールやSNSを
使って友に協力を仰ぎコミュニケーションをとり続けたり、私たちが地域のYMCAを
サポートしたり、地域の共同体へ影響をおよぼしたりする活動である。ユースイン
ターンであるドミニクと私はユースの問題が確実にビジョン2022の中に位置づけられ
ている間に世代を超えてユースの活動を支援するために働き、あなた方の興味を代表
します。 
 
 さらに私たちは活動が活発でないクラブを活性化させ、新しいクラブを勢いのある
地区や地域で始めることを願っています。Y’s youth: あなたたちの協力とすべての
活動への積極的な関与は活気のある活動の中で私たちの成長にとって重要かつ不可欠
である。 
 
 いつでもご連絡ください。私はあなた方にフィードバックをし、また反応を聞くた
めにいます。人生が私たちの妨げになる限り、この運動への私たちの参加を思い出さ
せ、望むような変化を自分たちのコミュニティーにもたらし、一つの動きとして世界
に広がるようにしてください。 
 
Yours Y’sly 
Fola Ajomale 
International Youth Representative 2014-2016  



寄稿 
国際本部 
書記長 西村隆夫 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
IYC１４参加の日本のユースへ、 
インドでのワイズメンの国際大会に併せての国際ユースコンボケーション、いかがでしたか？ 
個人やグループの旅行ではなかなか行く機会がないインドそれも南のチェンナイ、年配の方にはマド
ラスという名前のほうが馴染みがあるかもしれません。 
 
今回のユースコンボケーションは色々な面で意味のある大会だったと思っています。１０年前の２００
４年のコーチンでの大会で日本のユースが初めてＩＹＲ、国際ユース・リプリゼンタティブに選挙で選ば
れましした。（当時・橋崎頼子さん・姫路）そして、ユースクラブが日本のみならず、各地でスタートして
いきました。 
そして今年のコンボケーションを担当したユース・インターンはアイスランドＹＭＣＡ出身のティナ、彼女
の後任でユース委員としても参加した、カナダのトロントＹＭＣＡのドミニクというＹＭＣＡからのユース
が大活躍してくれました。 
そして、ＹＭＣＡ世界同盟が提唱して２年間の間研鑽をつんだチェンジ・エージェントもコロラド・エステ
スパークＹＭＣＡでの世界大会に参加し、その中から初めての試みとしてワイズのユースコンボケー
ションにも参加してくれました。加えて、ファシリテーターとして、ワイズでもＹＭＣＡでもない、イギリス
のＹ・ケア・インターナショナルからロビーが参加してくれました。 
いままでかってない、ステージが多くのＹＭＣＡに連なるユースで企画され、ワイズが学長のヒンダス
タン大学の寛大なホストによって活発なコンボケーションとなったのであります。 
当然ながらワイズ国際本部や区、部、クラブなどが費用の一部を援助をして実現したものであります
が、皆さんがどのような感想や動機をうけたか、報告書を読むのが今から大変楽しみであります。 
 
英語は勿論ですが、世界の仲間と、地球人としてコミュニケーションすることの大切さを体験していた
だいたと思っています。つぎのアクションに期待大です！ 
 
ワイズリー、 
 



寄稿 
ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 
2014-15期 ユース事業主任  
衣笠輝夫 様 
 
 
 
 
 
 
 
～Think Global, Act Local～」のメインテーマで、世界のユースと５つのセッションを通じて、意見交換、
議論が行われました。 
 
今回のテーマの重要な点は、視野を広く持ち「世界規模で考えて」、「世を見据えて」、「世界への影響
を考えて」、「世界のために」、そして私達の足元、地元・現地をしっかり見据えて、実効的なプランを
計画することだと思いました。 
アフリカ・中東含めた世界の情報は日本では豊富に提供されているとは言えない現実があります。そ
れらの正確な情報を得て、今何が起きているのか、私たちに何ができるのかを考える絶好の機会
だったと思います。 
 
机上の空論に終わらないためには、まず私たち自身をよく知る必要があります。「地元から」はそのよ
うな意味が込められているのでしょう。一つの具体的な活動プランが提案されました。 
・15歳以下のユースへ向けたアクション 
・ケニアの養護施設・孤児院への金銭的支援 
  
次世代を見据えて15歳以下のユースへ向けたアクションは我が国においても大変重要な課題です。
そしてアフリカのケニア養護施設・孤児院への金銭的支援を実行するためには、多くの方々の理解と
支援を必要とします。 
計画のプロセスは大変重要ですが、パフォーマンスのみで終わることなく、計画から実行へ、そして評
価し次の世代へ引き継がれることを期待します。 
 
私たちも、同じ課題を共有し共働したいと願っています。 
2015年にはＡＹＣが日本の京都で予定されています。ここでプランの進捗を報告し、その課題をさらに
多くのユースと共有できると良いと思います。 
大会運営に尽力された国際協会事務局、支援していただいたワイズメンの方々、ＩＹＣ をリードしてく
ださったファシリテーターの皆さんに心から感謝いたします。そしてＩＹＣに参加された皆様の今後のご
活躍をお祈りいたします。 
 



寄稿 
西日本区YMCAサービス・ユース事業主任 
藤本義隆 様 （阿蘇クラブ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
はじめまして、西日本区のユースコンボケーションを担当いたします、藤本義隆です。 
今回、2014年8月開催のインターナショナル・ユース・コンボケーション（IYC）を支援するにあたり、直
前の正野忠之ワイズ、下村明子ワイズをはじめ、多くのワイズメンの協力がありました。ここでお礼申
し上げます。ありがとうございました。 
 今回西日本区から参加のユースは、沖さん、二之方さん、山田さん、吉村さんの4名となりました。
ご推薦いただきありがとうございました。 
  
最初にIYC出発の1ヶ月前にオリエンテーションを行いました。私がその時感じた事は、「参加ユース
全員がIYCに対して前向きで、とても楽しみにしているなぁ」と感じました。これは、私からするとすごい
事だとでした。私も現在30歳でワイズでは、若手の方です。私は、YMCAリーダーOBでリーダー時代
に熊本YMCAから“インドスタディツアー”へ参加しないかと誘われたことがありましたが、その時は、
躊躇してしまい学業を理由に断ったことがありました。今思えば、参加していればと後悔があります。
だから、世界へ羽ばたこうとしている彼ら、彼女らを見ていると、たくましく素晴らしいと思いました。 
  
そして、帰国後に4名から報告書をいただきました。その内容を一言で表すと、二之方さんの報告書
にある「飛躍」と言う言葉がぴったりだと感じました。4名それぞれが何かを感じ、人として一回りも二
回りも成長し、自分を見つめ、考え方や視野を広げ、成長していると感じ取れました。この報告書の中
で印象的だったのは、沖さんが「最高の学びの場」とあらわしています。ユースコンボケーションは、そ
んな経験が出来る場所なのです。そして全員が参加して良かった、と言っています。私たちも支援し
て良かったと感じましたし、これからも多くのユースをユースコンボケーションへ送り出したいと思いま
した。 
YMCA同盟の柱の一つに「ユース・エンパワーメント」という言葉があります、APAYの山田総主事は～
若者がその力を発揮するきっかけを作る働き～と言われています。各クラブで行われているユース支
援こそが、そのきっかけになり、ユースコンボケーションもその一つのきっかけだと思います。 
  
次は、AYC in京都、日本での開催は、巡ってもないチャンスです。西日本区では、今までは各部より
数名と言っていましたが、今回は各クラブから1名くらいの気持ちでの参加をお待ちしたいと思います。
AYRの沖さんをはじめ、参加した、4名の他にも前回のAYC参加ユースが中心となってAYC in京都を
盛り上げていってくれると思います。この報告書を見て頂くと、どんな経験ができるか感じ取れると思
います。 
最後にワイズメンの皆様にお願いです。コメットや身近のユースに声をかけ、ユースコンボケーション
の素晴らしさを伝え、お誘いください。若者にきっかけを与えてください。 
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