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ごあいさつ 

2015-16期 ユース事業主任 

浅羽俊一郎 

  多くのワイズメンのご支援のもと、アジア地域ユースコンボケーション

（AYC）は 7 月 29 日から 8 月２日までの５日間京都・あうる京北で開催され、

1日のアジア会長ナイトと最終日の閉会式には地域大会参加メンと合流し、交流

しました。今回はアジア地域から 48 名、内 6名のユースが東日本区から参加し

ました。その一人はモンゴルのユースで武蔵野多摩クラブの推薦で参加出来ま

した。具体的な内容は以下ユースの報告・感想に預けたいと思います。 

  さて、IYCと AYCとは交互に毎年開催されますが、その趣はここ数年かな

り変化してきたように見受けます。AYC が近隣諸国のユースの交流・親睦・多

文化体験を重視してきたのに対し、IYC は徐々にですが、参加ユースのグロー

バルイシューズへの関心が高まり、ユース同士が議論し、それを通して今後の

地球市民として YMCA・ワイズの活動にどう貢献するか考えたいように見えま

す。今後は AYCもその方向に進む可能性があります。実に、今回参加したユー

スからは台湾からの参加者のコミュニケーション力の高さ、また英語でなされ

た基調講演の難解さに強いインパクトを受けたという話しを聞きました。 

  IYC・AYC への東日本区のワイズ全体としての取り組み方（募集、Y との

連携、事前準備）を見直し、同時にこのプログラムの魅力を再確認し、場合に

よっては参加させたいユースを中高生時代から発掘していくことも検討してい

いと思います。 

  最後に、ユース事業委員・主査、実行委員の皆様、募集段階からユースへ

のオリエンテーションまで関わって下さいました。また札幌、宇都宮、埼玉、

武蔵野多摩、たんぽぽ、山手の６クラブは推薦クラブになって下さいました。

本当に感謝いたします。今後より多くのワイズメンがこのプログラムを支えて

下さることを祈念するものです。ありがとうございました。 



 

参加者一覧 

 

 

 

氏名 所属 推薦 Y’s Men’s Club 

釜坂 聖 

Hijiri Kamasaka 

東日本 獨協大学 東京山手ワイズメンズクラブ 

金子 彩奈 

Ayana Kaneko 

東日本 社会人 埼玉ワイズメンズクラブ 

渡嘉敷 太海 

Taka Tokashiki  

東日本 武蔵野大学 東京たんぽぽクラブ 

船越谷 充昭 

Mitsuaki Funakoshiya 

東日本 札幌 YMCA 英語・コ

ミュニケーション専門学校 

札幌ワイズメンズクラブ 

永坂 仁 

Jin Nagasaka  

東日本 獨協大学 宇都宮ワイズメンズクラブ 

 

Mungunbat Myagmarjav 

 

ウランバートル YMCA 東京武蔵野多摩クラブ 

 

 



 

 

プログラムスケジュール 

 

Day1 7/29 Day2 7/30 Day3 7/31 Day4 8/1 Day5 8/2 

 起床 起床 起床 起床 

 朝食 朝食 朝食 朝食 

 インフォメーション インフォメーション 礼拝  

到着 礼拝 礼拝 京都市内観光 ウェスティン都ホテル

到着 

登録開始 セッション１ セッション３  礼拝 

 ワークショップ/講演１ 

(ロニー・アレキサンダ

ー氏） 

講演２(スティーブン・

リーパー氏) 

昼食  

オープニングセレモニ

ー 

昼食 昼食 ハートンホテル到着(※

服装着替え/セミフォー

マル） 

AACにて AYRレポー

ト発表 

インフォメーション インフォメーション セッション５ ハートンホテル出発  

施設案内 エクスカーション（か

やぶきの里＆鮎つか

み） 

インフォメーション アクションプラン発表 AAC閉会 

夕食（BBQ）  AYR選挙・開票   

   APナイト参加準備  

アイスブレイク 夕食 各国文化発表準備  関西空港・京都駅への

バス出発 

  夕食 APナイト参加  

インフォメーション セッション２ 各国文化発表   



  サークルオブライト

（キャンプファイア） 

閉会  

 

オープニングセレモニー 

文筆：永坂仁 

 

東京駅から京都駅まで夜行バスで 10時間、そして京

都駅から AYCの会場である、あうる京北に到着する

まで 2時間かかった。自分はその間、とてつもない不安を感じていた。日本語があまり

通じない現実、5日間ものあいだ英語でコミュニケーションをしなければならないこと、

文化の違い、どうやったらアジアのユースの方々と積極的にコンボケーションできるの

か考えていた。オープニングセレモニーが始まる前の部屋割りでは、たくさんのアジア

のユースの方々と相部屋になり拙い英語で緊張しながら挨拶を交わした。そして、自分

が緊張を感じている中で台湾ユースの方が日本語で話しかけてくれた。自分はそのこと

がきっかけで、それまで感じていた緊張感や不安感から解放されたような気がした。そ

のあとのオープニングセレモニーではAYRの沖さんと台湾のユースのCandy Linさん

が積極的に司会進行役を行い、開会に際しての祈祷、讃美歌斉唱などを行った。その後、

スタッフの紹介や AYCのプログラムの説明、ハウスルームの説明などを行った後にオ

ープニングセレモニーを終えた。私は今回の AYCで多くのことを学び、そして感じよ

うと決意した。 



 

Icebreaker 

文筆：金子 

 

初日の夜、みんなで一緒の初ご飯 BBQで少し緊張がとけてきてもっとコミュニケーシ

ョンをとりたいと思い始めた頃、プログラムをみると次の予定は「Icebreaker（アイス

ブレイク）」とありました。 

アイスブレイクって何だろう、何をするんだろう… 

少し不安を感じながら BBQのお肉と期待でお腹と胸を膨らませて講堂へ集まると、机

と椅子がはじに寄せられていて、靴を脱いだユースコッミティのメンバーに迎えられま

した。 

何が始まるんだろう…！こわい……まだ知らない仲間ばかりの空間、様子見をしてしま

う私。 

フォラ（IYRの Afolabi Ajomaleさん）が陽気な曲をかけ、私たちを３つのグループに

分けました。陽気な曲は１～２分で切られ、繰り返し流されます。急に、グループごと

にダンスを作るミッションが与えられました。 

そんなこと言ったって、まだ仲間の様子見をしてしまう。どうする？誰やる？そんな目

線を交わし合ううちにどんどん時間が過ぎてしまう。残り５分！うーん・・・こういう

ところ、日本人なのかな？それともアジア？若さ？国によって反応は変わるだろうか！



世界中のユースと試してみたい！！ 

その中から、華麗に踊りだす台湾の男の子ハオユーが現れました。我がグループの救世

主です。みんなで真似して、ハオユーを中心にダンスを作ります。そして各グループ発

表！他２チームも似た感じだったのでしょうか、誰かを中心にダンスは作られていて、

みんなが真似する、そんな構成でした。グループで少ない時間で何かを完成させるとき、

リーダーは自然にみんなで作り出され、またリーダーシップって大事なんだなと感じま

した。 

ちょっと照れてしまったアイスブレイクでしたが、こ

の目的は Iceみたいに心を溶かすための時間のようで

す。みんなで同じ音楽にのって踊って考えて照れて笑

って、このみんなが私の仲間なんだ、チームなんだと

今回の AYCで最初に感じたことでした。

 

Excursion（Study Tour） 

文筆：金子 

 

7 月 30 日、AYC 二日目ランチの後、みんなで観光バスに乗ってまず「かやぶきの里」へ向

かいました。バスで 40 分ほど行くと、広い緑の中にふかふかそうな三角の屋根がいくつも

浮かぶ気持ちいい景色が目の前に広がっていました。お天気も最高！現地の方の案内を、

それぞれ仲間に通訳しながら、かやぶきの里を回りました。 

かやぶきの歴史、今残っているもの、火事にならないための設備・訓練、昔使ってた看板

…みんな興味深く見て聞いて回って、最後に博物館になっている民家に入りました。手作



りのお茶をごちそうしてもらい、囲炉裏を囲んだり、蔵や二階の茅葺きをためてある倉庫

をみて屋根に触りました。 

今は囲炉裏の代わりにシステムキッチンが入っていると聞いて、そんな風に進化しながら

も伝統を残してあることに感謝です。AYメンバー皆、良き日本を感じることができたと思

います。 

 

その後また少しバスで移動して、待ちに待った「鮎つかみ」です！ 

綺麗な川に早く足を入れたい気持ちを抑えて、Y‘ｓのスタッフの方が鮎を離すのを待ちま

す。およそ 100 匹の鮎は瞬く間に川のどこかへ消えて行きました。鮎、はやいはやい！群

れで移動すること、川上に行く性質があることを学び、いざ勝負！一匹どころか群れすら

見つかりません…あれー？AYメンバー48 人いて、なかなか誰も捕まえることができませ

ん。スタッフの方も焦って手伝ってくれて、もうスタンバイしてある焼いた鮎 10 匹食べて

いいよって、これ捕まえられないってこと！？鮎、なめてました。手ごわいです！そのう

ち川の水位を低くしてくださって、網を貸してくださって、みんなも慣れてきて、その場

で焼いた鮎の塩焼きをお腹いっぱい食べることができました。 

楽しく無事に良き京都の文化を学ぶことができ、スタッフの皆様に、鮎の命に感謝でござ

います。 

ありがとうございました！ 

 

セッションまとめ 

                                 文筆：渡嘉敷 

 

2日目午前に行ったセッション 1では、予め振り分けられた 6、7人のグループで「平和」について

の話し合いをしました。各々が自分に何が加わることで平和になるのかを考えて、それを「◯◯＋

ME＝PEACE」の公式に当てはめて意見を述べました。それぞれのグループが話し合った内容を、

模造紙に書き起こして発表することで意見のシェアをしました。模造紙のまとめ方もグループによ

って違いがあり、様々な色で書いたり、PEACEの単語を中心にその周りにたくさんの単語を出し

ていたりと７つのグループで様々でした。複数で上がっていた単語として、Loveや Respect、そし

て Agricltureなどの意見がありました。 

 



2日目の午後に取り組んだセッション2では、戦争、環境問題、文化の違いの三つテーマから自分

が最も興味のあるテーマを選択して、その具体的な問題と改善する方法を意見し合いました。先

ずは、午前のセッションと同じグループの仲間の中で意見を述べ合いました。テーマや関心は異

なっていても、それぞれが考える身近な問題の意見交換が活発に行われました。午前と同じ仲間

であったため、よりスムーズに発言することができました。次に、テーマごとに別れてグループを作

り、その中で意見の交換を行いました。テーマが同じでも、疑問点や改善点に違いがあり、より深

く話し合うことができました。例えば、「文化の違い」でも、世界規模のことでもあれば国内のことで

あったりと、規模の大きさが違っていました。最後に、所属ごとでそれぞれが話した内容をシェアし

ました。 

 

3日目の大部分を使って行われたこの時間では、セッション 1、2で話し合った内容をそれぞれが

所属するユースメンバー同士でシェアし合いました。そして、自分たちのアクションプランを見据え

て平和について改めて考え、模造紙にその内容を書き起こしました。私たちの東日本区では、

「Imagination＋me＝Peace」という公式でまとめました。これは、平和につながる様々な行動も、

全ては想像することから始まるという意味を込めています。 

 

最後のセッションでは、アクションプランの作成をしました。今まで話し合った内容を踏まえて、トピ

ックを決めることから始めました。浮かび上がる問題は様々かつ広大であっても、自分たちができ

ることを念頭に置いて考えました。そして、理由から方法まで時間いっぱいに熟考してアクションプ

ランを出すことができました。私たちの東日本区は、AYCなどの活動を広めていく取り組みを考え

ました。その後、発表する機会もあり、その上フィードバックの時間も設けられて、それぞれのグル

ープから活きた意見をいただきました。 

 

 

 

 

カルチュラルナイト 

                                    文筆：渡嘉敷 

   

3日目の夜は自国の文化を紹介するカルチュラルナイトを行いました。本番に向けてそれぞれが

空き時間に練習している様子が伺えられていたため、全員が楽しみにしていることを皆が知って

いました。ナイジェリアはみんなが踊れるダンスを踊って、モンゴルは自国の迫力のある歌を歌い、

中国は民族楽器を上手に奏でて、東日本は妖怪をモチーフにしたダンスを踊り、西日本はアイド

ルの明るいダンスとソーラン節を踊りました。中でも、台湾チームは次回に IYC開催国であること



も宣伝しつつ、映画の有名な踊りとお祭りを模した非常に盛大な踊りを披露しました。発表する側

はもちろん、見ている側も楽しみながら、時には一緒に踊ったりと笑顔あふれる時間となりました。 

 

キャンプファイヤー 

 

カルチュラルナイトの興奮も冷め止まぬまま、ファイヤープレイスに移動して、みんなでキャンプフ

ァイヤーを囲みました。そこではダンスを踊ったり、歌を歌ったり、カルチュラルナイトの踊りも合わ

せて皆で楽しみました。火が小さくなり始めると、一人ひとりがこれまでの AYCの感想を述べて、

笑い合い、涙ぐむ場面もありました。全員が感想を言い終わる頃には火が消えかかっていました

が、心の中はとても明るくなり全員の一体感を感じることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都観光＆APナイト 

                                       文筆：船越谷 

 

京都観光では金閣寺と京都の寺町界隈を散策した。当日の天気はほとんど雲のない快晴で

とても良い天気だった。そして、相変わらずの暑さだった。自分にとって京都は将来住みたい

と思っている程好きな場所だったので今回の観光は個人的にとても楽しみにしていたプログ

ラムだった。 

金閣寺では正面の門をくぐった瞬間から風情豊かな景色でいっぱいだった。そこには、和を

感じさせる日本庭園やきれいに整えられた道などがあった。私はここを訪れるのが初めてだ

ったので、このような細かい部分を見学出来てとても有意義に感じた。 



そして、いよいよ金閣寺を目の前にした時、私は全ての光景が美しく見えた。金閣寺と自然の

緑、青空、水面に映る逆さの風景がみごとに合わさり協調し、日本の和の感覚を演出させて

いた。そこには、テレビやパソコンなどで見る画像などには

無い、空気や雰囲気などもあって、より鮮明に感覚としての

印象を残させた。そのあとも、他の歴史的建造物を見学した

が、全て回り終えて、改めて自分が京都を好きなこと、平和

であるということがどれだけ尊いものなのかを実感し、また、

様々な国の文化を知って理解するということは世界平和や

国際理解において重要な役割を果たすものだと確信した。 

その後、私達はバスに乗り京都新京極・寺町界隈の散策

開始場所へと移動した。特に印象的だったのが錦小路通

の散策だった。そこをまっすぐ歩きながら、お店を見て

いった。そこには色々な種類の京都土産品がありとても興味深かった。気になるお店が

あると、少し立ち寄ってみたり、そこで買い物をしたり、錦天満宮を参拝したりと、少

しゆっくりとした時間を過ごした。こうした少し違った趣を持つ場所へ行くのも色々な

考え方を生み出すためには重要なことなのかもしれない 

最後の夜に行われたプログラムの APナイトでは AYC メンバーで、そのとき京都で同時に行

われていた AAC(Asia Area Convention)のパーティーに参加させていただいた。そのパーテ

ィーには何百人もの Ys関係者の方々がご参加されていた。私達はそこへはスーツやドレス

に着替えて参加した。そのパーティーで、この三日間練習してきたダンスを披露した。曲は三

代目 j Soul brothersの流星だ。皆等しくとても緊張をしていたが曲が始まってしまうとその緊

張はいつの間にか楽しさへと変化していた。終わったあとは皆良い表情を浮かべていて、私

自身とても皆と共に踊りきったという達成感と一体感で胸がいっぱいだった。そのあとは他の

Ysの方々と一緒にお話をしたり、AYCのメンバーと踊ったりした。 

皆最後の夜のプログラムとしてめいいっぱい楽しんでいた。 

 

 

 

Closing Ceremony  
文筆：永坂仁 

 

8月 2日、長いようで短い京都でのアジアユースコンボケーションが終わった。自分は

この 5日間で多くの体験をし、自分の中の知見を広め、海外に対する考え方や平和に対

する考え方をそれまでの自分と比べ大きく変えることができた。様々なセッションを通

じて、色んなバックグラウンドを持つ人たちと一つのアクションプランについて吟味し、



話し合い、どういったことが問題なのか、解決策に繋がるのか議論し、そしてその経験

を経て自分の視野を広げることができた。 

閉会式では、みんなそれまでの AYCでの思い出を振り返っているかのように、深く祈

祷し、厳かな態度で閉会式に臨んでいた。私は今回の AYCでの経験を忘れずに来年の

台湾で行われる次回の IYCに生かしたい思った。 

 

 

 

 

東日本区アクション・プラン     

 

What Title: Learning＆Imagination 

 



 

 

 

Why:  

For making world peace, we have to learn and imagine about global issues  

and how was it gone. So we planning to provide for youth people such kind of 

opportunity to concern about global issues.   

 



Who:  

By who (Member):  

Jin Nagasaka Hijiri Kamasaka Ayana Kaneko 

Mitsuaki Funakoshi Taka Tokashiki  

   

   

For whom? 

For many Youth people.                                                                    

 

When: 

STEP 1: WHEN November      , WHAT We would like to share about AYC on SNS. 

 

STEP 2: WHEN December      , WHAT We try to advertise about AYC.   

 

STEP 3: WHEN Next year     , WHAT We planning to gather member of next IYC. 

 

GOAL: WHEN Next year   , WHAT Our goal is many youth people will interest in IYC. 

 

How:  

First: we try to share about our activities of AYC on SNS. 

Second: we advertise about our clubs. 

Third: many people interest in Y’s mens clubs and activities. 

Goal: many people participate in next IYC!! 

 

参加者の感想 

東日本区ユース 参加者一同 

 



 

 

 

永坂 仁 （Jin Nagasaka） 

 

今回の AYCは、私の初めての体験となるユースコンボケーションであり、それは感動

の連続でした。 

アジアの中の様々な地域の方々が集まり、英語を使ってコミュニケーションを取らなけ

ればいけないことに若干心配していましたが、AYCで活動していく中でその心配も無



くなっていました。 

初日のコンボケーションではみんなでダンスをしたり、アイス

ブレイクとしてゲームをしたり、とても楽しい気分で緊張もほ

ぐれ、積極的に海外のユースの人たちとコミュニケーションが

取れたと思います。そして AYCの課題である、アクションプラ

ンを話し合うセッションでは、とても深くまで掘り下げた議論をし、自分自身のアクシ

ョンプランの改善点も多く見つかり有意義な時間を過ごさせていただきました。最終的

には東日本区でのアクションプランにおいて、自分のプランは採用されませんでしたが、

色んなバックグラウンドを持つ人たちと一つのプランについて議論し、計画表を作って

行く過程はとても楽しかったです。 

このような貴重な経験をさせて頂き本当にありがとうございました。そして今回の

AYCに参加した台湾のユースの方々に来年開催される台湾での IYCも絶対に行くと約

束しましたので、是非来年の IYCにも参加したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

釜坂 聖 （Hijiri Kamasaka） 

 

 

この度、AYCに参加させていただいた、釜坂聖です。 

今回の AYC京都は主に、日本、台湾、中国、モンゴル、ナイジェリアからの参加者で開催

されました。同じアジアの国々であり、隣国でもある国々ですが、同じ年代の若者が、一



箇所に会して交流できる場はほとんど無く、私にとってこ

の AYCは非常に貴重な体験でした。 同じアジアのとは言

え、話す言葉はそれぞれ違います。なので、AYCでの共通

言語は英語です。しかし、私も含めてすべての参加者が英

語を流暢に話せるわけではありません。そうした中、お互

いを思いやり、そして助けあうことで AYCを無事に行うこ

とができ、また、お互いのことをより深く知ることができ

たと感じています。セッションやプレゼンテーションでは、普段、考える事のない、平和

について考えました。私は、日本は平和だと思っていましたが、AYC を通じて、少し考え

が変わりました。日本にも、いじめや偏見は残っているし、それは必ずしも日本人同士だ

けではなく、外国人に対してもあると思います。これから、平和について考える良いきっ

かけにもなりました。AYC京都は終わってしまいましたが、AYCを通じて出会った友人や、

友人と話したことは私にとって一生の宝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船越谷 充昭 （Mitsuaki Funakoshiya） 

 



今回AYC京都に参加して、私はとても貴重な経験が出来、充実した時間を過ごすことが出来

ました。 

 

AYCが始まる前の準備期間中、私は少し不安でした。それは他の東地区の方々と離れてい

るというのもありましたが、違う国の方々としっかりコミュニケーションがとれるのか、各プログ

ラムについていくことが出来るのかなど、自分なりに考えを巡らせることが多々ありました。と

ころが、実際に参加し始めるとそのような不安は一気にふっ飛びました。(笑) 

そのようなことを考えていたのも忘れてしまうくらい、自分にとってとても濃い時間がそこには

ありました。 

 

“Learning to have peace”のテーマで進んだ各 Sessionでは他のアジア地域の人々の様々

な角度からの意見を聞きましたが、住んでいる国が違っても平和に対する考えの芯となる部

分はやはり皆同じものなのだなと感じました。 

 

また、AYC京都は自分の成長する良いきっかけにもなりました。そういった意味で、今回の全

プログラムには楽しく参加出来たのですが、その分自分自身についての課題も見つけること

になりました。まず、自分の意見を述べるための語学(英語)力が足りないと強く実感出来まし

た。そして、平和に対する考え方も変える必要があると感じました。 

 

また他には、プログラム以外にも違う国の人と話をする機会が沢山あって自国のことを英語

で色々話したりしてとても有意義で楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

 

長くなってしまいました。 

まとめたいと思います。 

自分にとって大変なことがいくつもありましたが、その分学び成長し、楽しむことが出来ました。

これらの経験はこれからの人生を生きていく上で、大いに活かされることだと思っております。 

また、最後になりましたが、このような素晴らしい経験が出来たのは、AYC committee 

membersの方々やそのほかの AYCのスタッフの方々が早期より様々な準備をしてくださっ

ていたおかげだと思っております。また、AYC京都の参加者皆様にも大変お世話になりまし

た。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。AYC

京都に参加出来て本当に良かったです。 

 

金子 彩奈 （Ayana Kaneko） 



 

新しい世界と出会うこと、新しい知識を得ること

だけにめいっぱい時間を使うことができたこの５

日間は、とても贅沢で幸せな毎日でした。 

私の拙い英語でコミュニケーションはとれるのだ

ろうか、そんな不安は一瞬で吹き飛び、想像して

いた以上に沢山の友人ができました。 

友人はとても熱心に話を聞いてくれました。とても優しく話

をしてくれました。 

新しい友人とまわった日本は、新しい発見がたくさんでした。 

台湾の女の子たちはドラッグストアに行きたくて、いつもと同じそこはその時ワンダー

ランドになりました。 

知らないカードゲームをいっぱい教えてくれました。 

将来の夢を一晩中語り合い、いろんな歌を身体中でうたいました。 

５日間で得たもの、経験は私の大切な宝物です。 

願わくば、来年台湾でみんなに再会できますように。そして、もっと多くの友人が参加

し出会いが広がりますように。 

関わってくださった全ての皆様、素敵な日々をありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉敷 太海 （Taka Tokashiki） 



 

今回の京都 AYCでは、今まで自ら交流することのなかった外国の方々と話し合う機会をい

ただいたことに非常に感謝しております。自分の中で印象に残っている出来事として、友

達から人柄を褒めてもらったことがありました。乏しい英語力をカバーするために、ジェ

スチャーで伝えたり、明るく接することを意識して取り組みました。すると、「君は、い

つも笑顔でいるから優しい人だとすぐにわかるよ」と言ってくれました。また、他の友達

からは「君は白い心を持っているね」という表現をもらい、今もその言葉が自分の自信と

なっています。その時から壁を感じることなく、より楽しく過ごすことができました。こ

のような特別な喜びを感じることができた経験に感謝しながら、今後の人生に活かしてい

きたいです。 


