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１．巻頭挨拶 

チェンマイAYC報告書発刊にあたり 

東日本区理事   栗本 治郎 

 

 ２０１７年７月１９日～２３日に開催されましたチェンマイでのAYC（アジア太平洋地域ユース 

コンボケーション）の報告書発刊にあたり、お祝いを申し上げます。 

 今アジア太平洋地域大会には、ユースは東日本区から７名、西日本区から４名、他に台湾、 

マレーシア、タイ、韓国から総勢３６名の参加者でした。東日本区各クラブのユースに対する 

ご理解のお陰で多くのユースを派遣することが出来ました。 

 大会の２日目の２２日のAPナイトで初めてユースの皆さんとの交流が有り、各テーブルに数人 

ずつユースが入りました。同席した女性ユースに促がされ、積極的に会話を試みようとする 

日本人ユースの姿勢に、AYC参加の意義を強く感じさせられました。前日のIPAPナイトの各区 

のカルチャーナイトでの懐メロの音楽やダンスのパフォーマンスも楽しい時間でしたが、ユース 

が加わることにより雰囲気がすっかり変わり、ユースパフォーマンスで私達も若返ったように 

感じました。 

 翌２３日のAYCレポートで、CS活動の見学、ユースとワイズについて、新ユース設立の仕方、 

RBMの理解等の活動報告がありました。今後に生かされることと思います。また、今期の代表 

に東日本区の永坂 仁（埼玉推薦）さんが選出されました。 

 今回参加された７名の皆様は、文化の違いや英語によるコミュニケーション等で、ものの見方 

やこれからの自己研鑽について強く感じるところがあったのではないでしょうか。このユース 

コンポケーションに参加されて得たものを、今後の実践の場に生かし更なる活躍をされることを 

期待します。 

 さて、私どもワイズメンズクラブは、YMCAをとおして青少年の健全育成を図る目的を持って 

いますが、AYC・IYCに関しましてはワイズが独自にユースに働きかける事業として、ユース事業 

委員会が各クラブに理解を求めご協力頂いております。今後、ユースとワイズメンズクラブとの 

関係をより強くし、ワイズの活動の中に生かされますことを願い報告書の発刊を楽しみにして 

おります。 



１．巻頭挨拶 

2016-17 ユース事業主任 

大久保 知宏（宇都宮） 

 

 数多くのワイズメンズクラブメンバーのご支援をいただき、2017年9月19日から9月22日まで 

タイのチェンマイYMCAを会場として開催されたアジア・太平洋地域ユース・コンボケーション 

（以下AYC）に7名のユースが東日本区並びにクラブ推薦を受けて参加いたしました。具体的な 

内容は後述するユースによる報告書に委ねることとし、ユース委員会で実施した参加までの 

準備作業についてここではご紹介いたします。 

 ユース・コンボケーションは、国際大会とアジア・太平洋大会と併催されることから交互に開催 

されます。そのため、毎年、ユース委員会では複数年度の事業主任が中心となって、送り出し 

準備を行うことになります。今年度においても11月開催の第3回ユース委員会までは国際ユース・ 

コンボケーション（以下IYC）の評価・振返りが行われ、2017年3月開催のユース委員会において 

AYC参加募集が話し合われ、準備がスタートしました。およそ1か月間の募集期間を経て、参加 

希望者のクラブ推薦書が集まりました。AYC、IYCはクラブからの推薦を原則としていることから、 

参加者を出すためには日頃、担当主事との連携や支援するYMCAとの協働、ユースとも協働 

して活動することが求められています。多くのクラブにAYC、IYCをユース育成の絶好の機会と 

考えてクラブ活動を構成いただければと考えます。準備段階では、集合研修として4月22日の 

オリエンテーション、5月14日のオープン・フォーラム・Y、6月3日の東日本区大会ユースの集い 

の３日間を設定しました。 

 それぞれの会では、過去のIYC・AYC参加者がファシリテーターとしての中心的に対応して 

いただきました。また、利根川直前理事、甲府クラブのピーター マウントフォードさんによる英語力 

向上のための時間を作ることができました。本紙面をお借りして深く感謝申し上げます。 

 一方、参加者は学業や仕事の都合で全員が同時に参加する機会を作れませんでした。次回以降 

の課題と考えています。それを補うためにLINEグループやメーリングリストを作成し、最低限の情報 

共有は図られましたが、より有効な使用方法があったと思います。今回のAYC参加者からの引継 

事項として考えていただきたいと思います。 

 最後に、今回の派遣に当たりご協力いただいた皆様と推薦をしていただいた、宇都宮、宇都宮東、 

埼玉、茨城、東京北、東京八王子、東京武蔵野多摩のクラブの皆様に深く感謝申し上げます。 

数多くのワイズメンズクラブメンバーの引き続きのご支援をお願いいたします。 

 



２．開催概要 

  日 程   ： 2017年7月19日～23日 

 開催場所  ： タイ／チェンマイ 

参加国/地域 ： タイ、マレーシア、韓国、台湾、日本 

 参加者数  ： 35名 

  主会場  ： ＹＭＣＡチェンマイ インターナショナルホテル 

        （The YMCA of Chiangmai The International Hotel） 



３．参加者一覧 

１．川口 夏菜子（宇都宮） 

２．田島 亮雅 （茨城） 

３．長尾 真弥 （宇都宮東） 

４．永坂 仁  （埼玉） 

５．平川 真友美（東京北） 

６．廣瀬 匠  （武蔵野多摩） 

７．渡邊 敦  （東京八王子） 

※氏名（推薦ワイズ） 

※50音順 



４．プログラム報告 



スケジュール 

朝 午前 午後 夕方 夜 

7/18 
チェンマイ到着 

前泊 

7/19 朝食 受付 

オープニング 
 セレモニー 

 
オリエン 

 テーション 

アイスブレイク 
ウェルカム 
ディナー 

7/20 ディボーション 
Sao Hin YMCA 

訪問 

学校訪問 
 

寺院見学 
トラディッショナルディナー 

7/21 ディボーション 
Session 
（Gold 2.0） 

Session1 
 

Session2 
 

AYR選挙 

Action Plan作成 
 

APナイト 
打ち合わせ 

カルチュラル 
ナイト 

7/22 
ディボーション 

（東・西日本担当） 

Session3 
 

Acton Plan発表 

AYR決定 
 

クロージング 
セレモニー 

APナイト 
打ち合わせ 

APナイト 

7/23 
Empressホテル 

へ移動 

AYC報告 
 

クロージングセレモ
ニー 

チェンマイ出発 
（翌朝 日本到着） 

Session 1 ：  YMI Introduction  

Session 2 ： Youth Club 

Session 3 ： Youth Movement and Project Planning 



7月19日（1日目） 

◇Opening Ceremony  （川口 夏菜子） 
 
 この日は活動の初日でした。14時からOpening  

Ceremonyが開始される為、それまでの間は外へ 

出て周辺の散歩をしたり、買い物に出掛けたり 

しました。私たちが宿泊したチェンマイYMCA 

国際ホテルの周辺は高級住宅街らしく、治安も 

良く大きくて綺麗な家が多いことが印象的でした。 

また、屋台が軒を連ねていること、日本に比べて 

バイクの交通量が多いこともタイならではだと感じ 

ました。 

 Opening Ceremonyでは、各地域の代表ユースが 

聖書の朗読などを行いました。私は、東日本区の 

代表としてロウソクに火を灯しました。それから 

今回のAYCのテーマについての話を聞き、今季の 

AYRの台湾ユースのCandyさんよりお話がありました。 

  

◇Ice Breaking  （川口 夏菜子） 
 
 Ice Breakingではホストコミティーのタイのユースの方がレクリエーションをいくつか 

行いました。印象に残っているのは、歌やギターを使ったレクリエーションを行うことや、 

体を動かすゲームが多かったことなど、普段私が子どもたちと過ごすプログラムで行う 

ものと似ているものが多かったということです。さらに異なる言語や言葉を持つ5カ国の 

若者が一体となって同じ歌を歌う姿がとても感動的でした。 

  それから、5日間共に過ごすグループ毎に分かれて、22日に行われるAP Nightの 

練習を行いました。参加者のほとんどは英語が母国語ではない為、話し合いは時間が 

掛かり、どこかぎこちない感じがしました。しかし、自分の国で流行っているものや、 

文化について話していくうちに互いに相手の国に興味を持ち、互いのことをよく知る 

きっかけになりました。 



7月19日（1日目） 

◇Welcome Dinner  （川口 夏菜子） 
 

 Welcome Dinnerではタイのユースの方々が普段は英語の教室として使っている一角を 

ライトアップ、幻想的な雰囲気の中、沢山の歌をプレゼントしてくださいました。 

 ギターやピアノ、カホンという木の箱のような楽器と共に響く素敵な歌声は料理の味をより 

一層引き立たせてくれました。 



◇Excursion 1 : Sao Hin YMCA訪問  （永坂 仁） 
  
  

7月20日（2日目） 

 二日目、私たちユースはバスに乗りSao Hin YMCAに向かいました。そしてそこでどのような活動を 

しているかの見学をしに行きました。Sao Hin YMCAでは多くの子供たちが勉強し、そして環境改善に 

対しての活動を精力的に行っていました。そこで彼らが学んでいる環境に対しての教材や資料等を 

多く見させていただきました。その中には水がどのように循環し流れていくのかを模型で分かりやすく 

説明していたり、どのような電化製品がどれだけの電力を消費するのか計算したり、ごみの再利用 

として生徒が作ったクラフトワークの作品を見せてくださったりと、小学校教育としてはとても質の高い 

ものだと感じました。 

 自分たち東日本区のアクションプランもゴミ拾いを通しての環境改善活動をすることに決まり、ここ 

での学びが多く自分たちのアクションプランを作成するのに影響を受けました。ここで学んでいる彼ら 

に負けないくらいの意識でアクションプランを実行していきたいと思います。 

 



◇Excursion 2 : Wat Sri Don Chai School  （田島 亮雅） 
 

 ２日目の午後は、現地の小学校へ訪問した。グループで１クラスずつ訪問し、１時間ほどの 

プログラムを子どもたちと行った。１日目の午後に話し合いの時間をもち、グループの中で、 

各自が知っている子ども向けレクリエーションについて意見を出し合い、時には自分たちで 

やってみて何を取り入れるかグループごとに話し合い決めた。 

 かくして当日、細長いバスで小学校に到着した。校庭や校舎からの子供たちの好奇心 

いっぱいの視線を浴びながら、校舎内に入る。待合室に通されると校長先生始め、たくさんの 

先生方が迎えてくれた。英語は話せないが、笑顔で私たちに接してくれた校長先生の挨拶が 

終わると、いよいよ教室に案内された。 

 前日に時間のない中プログラムを完成させたとはいえみんなの顔には少し緊張の色が見える。 

教室に入ると30人ほどの生徒がそこで待っていた。教室は日本の教室とさほど変わらない 

スタイル。1人一つづ小さい机が割り当てられ、前には大きな黒板がある。先生たちに軽く我々の 

ことを紹介されいよいよ私たちの考えてきたプログラムを行う時間になった。 

 最初は生徒たちも見知らぬ私たちに対して緊張や懸念の色を見せていたが、ゲームを一つ 

づつ行っていくうちにだんだんとのめり込んでくれた。子供たちに動物のお題を与え、それを 

リレー形式でジェスチャーのみで伝えていくゲームではみんなが目を輝かせて後ろの子供達に 

伝えていき、伝わらないもどかしさすらも楽しんでいたように見えた。前日の夜には１時間という 

時間は途方もなく長いものに思えたが、始まってしまえば一瞬であった。校舎から出るときは、 

来た時より多くの生徒が校舎の2階や校庭から手を振ってくれた。先生たちやたくさんの子供たち 

の笑顔に見送られながらこうして私たちはWat Sri Don Chai Schoolを後にした。 

 最初に持ち時間が1時間と聞いた時はとても長く感じたが、始まってしまえばあっという間に 

お別れの時間が来てしまった。どのゲームが一番楽しかったか最後に生徒たちに質問を投げ 

かけると、みんな口々に今日のゲームの名前を我先にと目を輝かせて答えてくれた。 

 短い時間ではあったがとても貴重な経験をすることができた。言葉が通じなくとも、ここまで 

一緒に楽しい時間を共有することができたことに改めて感動することができた。普段の活動で 

子供たちを相手にしている時とはまた違った興奮だったが今後の活動にも活かすことができる 

貴重な機会であった。 

 

7月20日（2日目） 



◇Session1: YMI introduction  （平川 真由美） 
 
 Session1では、YMI(Y's Men's International)に 
ついて取り扱い、ワイズメングクラブのはじまりや、 
Y'sのロゴについての説明、どのように組織されて 
いるのか、どのエリアに分かれて存在しているのか 
を学びました。その後、あらかじめ振り分けされて 
いたグループ対抗でSession1で学んだことの 
おさらいクイズをし、理解を深めることができました。 
 YMIについての説明を受けている際にパワー 
ポイントの写真を撮ったり、ノートをとったりし、最後 
に復習クイズをしたことで自分たちが理解できて 
いなかったところを理解することができたり、また 
クイズを回答する際に答えが分からなくても、 
グループの人たちが助けてくれたりと、グループ間 
の交流を深めることができました。 

 
 
 Session2では、ユースクラブについてを取り扱い、 
ユースクラブとは何か、何にフォーカスを当てて 
いるのかといったことを学びました。その後グループ 
ごとに分かれて、ユースクラブのメンバーとして何に 
フォーカスをあて、どのくらいの頻度で、誰を対象に、 
どのようなことを行うのかという内容をグループごと 
に話し合い、プレゼンテーションを行いました。 
 グループごとに違ったものにフォーカスをあてて 
話し合いが行われており、自分たちが考えたもの 
以外のものを聞くことができた。最後にはグループ 
ごとのプレゼンテーションの内容から、ここの 
グループのフォーカスは何？誰を対象にしてる？ 
といったクイズを行い、他のグループのプレゼン 
テーションを再確認しました。 

7月21日（3日目） 

◇Session2: Youth club  （平川真由美） 



◇Cultural Night  （渡邊 敦） 
 
 3日目の夜は自国の文化を紹介するCultural Nightが行われました。隙間時間を使ってそれぞれ 

の国ごとに準備を進め完成させました。タイはキックボクシングの紹介と竹を用いた伝統的な踊り 

を他国のユースも参加できる形で披露しました。マレーシアはスライドと動画で様々な民族衣装と 

現代のマレーシア文化を紹介後マレー系と華人系の踊りを披露しました。台湾はスライドを用いて 

現代の文化が形成されるまでの歴史を振り返りつつ、日本に大きく影響を受けたフエラムネなどの 

駄菓子を他国のユースに配り、その後それらの駄菓子を用いた寸劇を披露しました。 

 日本は西日本ユースが着物を実際に着て紹介をした後東日本ユースがハッピとハチマキを身に 

まとい, 昨年大流行し世界的に有名となったピコ太郎さんの「PPAP」を披露しました。まず全員で 

通常のPPAPをやった後で「今日はスペシャルゲストに昨日レストランで素敵なダンスを披露して 

くれた踊り子さんに来ていただきました！」という体で, 私がベッドシーツを体に巻き付けた姿で 

タイ風PPAP「ペン・マンゴスチン・マンゴー・ペン」を披露しました。2日目の夜行ったレストランで 

希望者が踊り子と一緒に舞台の上で踊れるチャンスがあり私が男で唯一参加したという流れを 

汲み、前日にみんなで練り上げた内容です。初めはベッドシーツの上にハッピを着ていたので非常 

に暑苦しかったのを覚えています。その後は他国のユースも巻き込みみんなでPPAPをして最後に 

クモの巣投げテープを放ちフィニッシュ。他国のユース達も自分達も楽しめる内容となりました。 

7月21日（3日目） 



◇Session 3 : Youth Movement and Project Planning  （長尾 真弥） 
 

 Session3では、プロジェクトプランニングについて学びました。初めにプロジェクトを計画 

する上で考えるべきポイントを学び、その後、実際にグループごとにプロジェクトを考えました。 

今回、プロジェクトを作る上で考えるべきポイントは下記の６つでした。 

 ①テーマおよび、プロジェクトを通して利益を得る対象 

 ②スポンサー 

 ③参加対象および人数 

 ④実際にイベントをするうえで考えるべきこと（交通・会場等） 

 ⑤周知する手段 

 ⑥プロジェクトを評価する視点 

プロジェクトを考えるにあたり、各グループには設定を書いたカードが配られました。そして 

その設定をもとに、自分たちが抱える問題状況を解決するためのプロジェクトをグループで話し 

合って作りました。 

 私のグループに与えられた設定は、「メンバーが30人ほどの規模のユースクラブで、そのうち 

3分の1のメンバーの参加状況が芳しくない。彼らの参加状況を改善するためのプロジェクトを 

考えなさい。」というものでした。私たちは問題を改善するために、「自分が必要とされている」 

ということを、参加状況が芳しくないメンバーが感じられることが必要だと考えました。そして 

そのことを達成できるようなプロジェクトについて話し合い、計画を作りました。 

 

7月22日（4日目） 



Purpose 

YMCAとして活動をし、それを発信することでYMCAを知り・ファンを増やす。 

ユースメンバーの獲得。 

  

Do 

地域のゴミ拾い活動 

レクリエーション 

  

次回AYCまでの約2年間を最低継続期間とする。 

持続可能であるためには大きなことをするよりも、できることを行うことに加え、 

“楽しい”要素を入れる。そのため、活動後にレクリエーションの時間を参加者と持つ。 

  

Who 

誰でも。 

  

参加者は今期AYC参加ユースメンバーを中心とし、その友人・興味のある人へ 

幅広く告知を行う。告知方法はワイズ公式Facebookを利用。 

  

How often 

3か月に1度の活動を目指す。 

第1回目の活動は9月に開催予定。 

  

Report 

活動内容はSNS（ワイズ公式Facebook）を活用し、写真と合わせて発信する。 

 

Action Plan 



５．参加者感想 



川口 夏菜子(Kanako Kawaguti) 
  

 

 私は今回のAYCに参加する前に、自身の英語力に 

不安を感じていました。ついていけないのではないか 

という心配や、そもそも参加者と話すことができるの 

だろうかという不安が拭えませんでした。そこで行く 

]前に２つ目標を定めました。１つ目は他の人の話を 

よく聞くことです。自分の意見を英語で述べることは 

私にとってとても難しいことなので、まずは理解出来る 

ようによく聞こうと努力しました。2つ目はより具体的な 

もので、参加している国全ての言語の挨拶を覚える 

ということでした。結果としてこの目標両方を達成する 

ことは出来ました。後者は、他の参加者と話すきっかけ 

にもなりました。しかし、プログラムが進み、様々な 

ディスカッションを通して感じたことは、他の参加者の 

ほとんどは英語が母国語ではない為、互いに伝えよう 

と努力して話していることに気付きました。英語を話せないことに負い目を感じるのではなく、話そうと 

努力する姿勢が大切なのだと気付かされました。 

 今回のプログラムの中で印象に残っていることはCultural NightとAP Nightです。まず、Cultural Night 

は自分たちで準備した発表も勿論ですが、衝撃的だったのは台湾ユースの発表です。彼らの発表は 

台湾の歴史についてでした。その中で「日本の時代」というものがあり、それは日本が台湾を支配下 

においていた時代の話でした。彼らの発表の中ではそれについて深く触れていたわけではなく、台湾で 

売られている「駄菓子」を振舞ってくれました。それは日本で昔よく見かけた駄菓子で、私にとっても 

馴染みのあるものでした。戦後70年経った今でもこんなにも１つの国の影響が色濃く残っているとは 

知らず、またその過去を知らないことに対して非常に申し訳ない気持ちになりました。AP Nightについて 

は、初日から練習を重ねたダンスの発表の機会でした。グループとしての一体感と参加者全員でYMCA 

のダンスを踊ったのはとても楽しかったです。沢山ワイズの方々がいる中で、AYCに参加するユースと 

顔を合わせると不思議と安心感がありました。 

 最後に、「知る」ということがいかに自分の世界を広げていくかということを強く感じました。タイ、台湾、 

マレーシア、韓国について知りたいと思ったし、知らなければいけないと思いました。更にこれから沢山 

の人に出会う機会がありますがその人のパーソナリティや文化、考え方を尊重して関わることで良い 

関係を築くことが出来るのだろうと感じました。 

 本当に貴重な5日間でした。参加させて頂き、ありがとうございました。 

 



田島 亮雅（Ryoga Tajima） 
 
 
 私は７月末に、タイのチェンマイで開催されたユースコンボケーションに東日本代表の 
1人として参加してきた。海外で開かれるYMCAのプロジェクトに参加するのはこれが 
初めてではない。スリランカ、フィリピンに続く実に3回目である。スリランカやフィリピンの 
時とは違い、自分と同年代の若者がしかも様々な国からやってくる初めての経験であった 
ため出発する前は少し緊張していた。しかし、2回の反省を踏まえて目標を設定して臨む 
ことにしていた。それは、積極的に国が違う人に話しかけ日本人で集まらないことである。 
この目標はよく達成することができたように思う。どの参加者も皆優しく話しかけてくれ、 
この1週間の様々なプログラムを通してとても仲良くなることができた。 
 私が今回の経験で最も印象に残ったプログラムは小学校へ訪問したことだ。プログラム紙 
上には記載があった小学校訪問。グループで１クラスずつ訪問し1時間ほどのプログラムを 
自分たちで考えなければならないと言う。グループでの話し合いの時間、animal gestureや 
自分たちのIBの時間に行ったじゃんけん列車がいいのではないなど、様々な意見が飛び 
交う。私は今までそれほど意見を出すことができないでおりそんな自分が嫌だったが、この 
話し合い以降は積極的に話し合いに参加することができるようになったと感じた。今まで 
自分がYMCAで行ってきたたくさんのゲームやIBの知識を役立てることができ、誰よりも 
意見を上げることができた。またグループ内でも、子供たちが喜ぶものは何なのかを全員が 
真剣に考え、今までで一番議論が白熱して行った。こうして、生徒たちと一緒に楽しめる 
ゲームをいくつか考え練習を重ね、本番当日を迎えた。 
 学校に到着すると、校長先生をはじめたくさんの先生が出迎えてくれた。先生たちの話し 
が終わるとグループごとに教室に案内された。教室に到着すると、たくさんのタイの現地の 
生徒たちが座って待っていた。先生からバトンタッチされ、自分たちで1時間進めることに 
なり用意してきたゲームを一つづつ進めて行った。準備の時は、自分たちのゲームが本当 
に言葉が通じない子供達が気に入ってくれるのか、1時間もの長い時間をだれずに 
進めることができるのかとても不安だった。しかし、いざ子供たちの前に立ち進めていくと 
その心配は杞憂に終わり、子供達はとても楽しんでくれていたようだった。子供たちに動物 
のお題を与え、それをリレー形式でジェスチャーのみで伝えていくゲームではみんなが目を 
輝かせて後ろの子供達に伝えていき、伝わらないもどかしさすらも楽しんでいたように 
見えた。自分が前に立って説明した忍者手裏剣というゲームは、フィリピンを訪問した時に 
一度子供達と行ったことがあったこともあり、自信を持って進めることができた。トーナメント 
形式にしようと1人が提案してくれ、みんなひっかかるととても悔しそうに、勝つとガッツ 
ポーズをしてとても嬉しそうにゲームにのめり込んでいた。最初に持ち時間が1時間と聞いた 
時はとても長く感じたが、始まってしまえばあっという間にお別れの時間が来てしまった。 
どのゲームが一番楽しかったか最後に生徒たちに質問を投げかけると、みんな口々に今日 
のゲームの名前を我先にと目を輝かせて答えてくれた。短い時間ではあったがとても貴重な 
経験をすることができた。言葉が通じなくとも、ここまで一緒に楽しい時間を共有することが 
できたことに改めて感動することができた。普段の活動で子供たちを相手にしている時とは 
また違った興奮だったが今後の活動にも活かすことができる貴重な機会であった。 
 今思えば、夜一部屋に集まり恋愛から各国の政治状況まで熱く語り合ったあの時間は 
かけがえのないものであった。昨今、グローバルという言葉がしきりに叫ばれているが、 
本当のグローバル人材とはどういう人物のことを言うのかをとてもこの機会に考えさせられた。 
いくら言語が流暢に喋れると言えどもそれだけではグローバル人材とは言えないだろう。真の 
グローバル人材とはどれ程言語が喋れるかではなく、どれほどその土地の文化を理解し尊重 
できるかではないだろうか。育った国の違いがある以上日本人と交流する以上に外国人との 
交流は難しい。しかし、互いの違いを理解し尊重することができたその時、本当のグローバル 
人材に一歩近づけるのではないかと私は今回の経験で感じた。 
 



長尾 真弥（Shinya Nagao） 
  
 
 今回、ＡＹＣに参加させていただき、大変貴重な学びをさせていただきました。私自身、ワイズ 
メンズクラブによるプログラムに参加させていただくのが今回初めてでしたが、国際的な組織 
として、様々な活動を展開していることを実感しました。また、事前研修やAYCのプログラムを 
通し、ワイズメンズクラブの歴史や目指すものについて丁寧に説明していただき、改めて理解 
を深めることができました。また、様々なバックグラウンドを持つユースと関わり、本当に様々な 
刺激を受けました。 
 まず印象的だったことは、アジア諸地域の参加メンバーの、英語やその他の言語への心理的 
なハードルの低さです。もちろん、AYCに参加するようなメンバーだからこそ、語学教育を 
受けた人が多かった、ということもあるかも知れません。ただ、それだけではなく、他の言語 
や文化を持つ人と触れる環境が身近にあったり、第二言語を使う必要性があったりすることも 
関係しているのではないかと思います。そして、そのような彼らの姿から、あくまでコミュニ 
ケーションをとることが重要で、言語はそのひとつの手段であること、相手への敬意は言葉を 
上手に話せなくても伝わることを学びました。 もちろん、言語が大切なコミュニケーション手段 
であり、できるに越したことはないとも感じています。だからこそ、もっと気軽に、上手ではなくても 
素直に話すことで、もっと話せるようになっていくのではないかと感じています。 
 次に、印象的だったことは、キャリアに対する考え方の多様さです。私が今回、深くかかわった 
タイのメンバーの将来の話が特に印象的でした。彼は大学卒業後にフロリダのディズニー・ 
ワールドで働き、経験を積んだ後、将来的にはディズニー・クルーズで働きたい、ということを 
話していました。彼がそういったキャリアを描くもとには、単なるディズニーへの憧れではなく、 
ホスピタリティーを学び、実践したいという思いが強くありました。あくまでその手段として、そう 
いったキャリアを描いていました。彼のように、自分の願う生き方がまずあって、その上での 
キャリアがある、という価値観は、いまの日本に必要なものなのではないかと、個人的に 
感じました。 
 最後に、今回、タイに行き、参加メンバーとかかわることで、アジアの諸地域がより身近に感じ 
られるようになったことを、本当にうれしく思います。私は、実際に行った場所や、知っている人が 
いる場所というのは、何かそこであったときに、自分のことのように感じられる場所になると 
考えています。それは悲しいことの場合もそうですが、喜ばしことがあれば尚更で、そういうこと 
を分かち合える場所、人が広がったことは、本当に豊かなことだと思っています。 
 終わりに、今回、このような機会を与えてくださったワイズメンズクラブの皆様、運営にかかわり、 
支えてくださった皆様に心より感謝を申し上げます。本当に貴重な経験をさせていただきました。 
ありがとうございました。 



永坂 仁（Jin Nagasaka） 
  
 
 タイ、チェンマイにて行われたAYCは自分にとって 
挑戦の連続でした。まず、AYCに参加するにあたり 
AYRであるCandyさんからファシリテーターの役を 
お願いされたことだ。今回のAYCは初参加の方が 
多く、特に日本からの参加者は自分を除き全員が 
初参加だった。そのこともあり、今回で三度目の 
ユースコンボケーションだった私は、英語力などの 
不安もあったが、その役目を引き受けさせて 
いただいた。 
 実際にユースコンボケーションのプログラムが 
はじまったとき、いつもはプログラムに沿って参加 
する立場と、実際にプログラムを作り進行していく 
立場とでは全く違うことが分かった。今回のAYCに 
参加しているメンバーには英語があまり得意では無い参加者も多かったので、その参加者たちに 
正しくプログラムの内容が理解できているか確認し、リソースパーソンの説明が解らなかった 
場合は通訳などもした。そして一日のプログラムが終わった際にはファシリテーターたちで 
行われるミーティングもあり、寝る暇もないほど忙しくプログラム作りに奔走した。その甲斐あってか、 
二日目からはスムーズにプログラムが進み、各国のユースたちやタイのYMCAが運営している学校 
の生徒たちとも楽しく交流することが出来た。 
 そして、すべてのプログラムが終わりに近づいて来たころ、Candyさんから次期AYRとして立候補 
してほしいと言われた。AYCがはじまる前から自分の英語力に自信が無かった私は最初断ろうと 
思ったが、ファシリテーターをした経験が思った以上に自分を成長させてくれていると感じたので、 
何事も経験だと思いAYRに立候補した。立候補した時の演説は緊張や不安で自分の伝えたいこと 
がすべて話せなかったが、AYRになった際は、英語が得意ではない参加者たちも積極的にプログラム 
に参加できるようにすると約束した。そして最後に行われた各国ユースたちで行われた投票の結果、 
AYRに選ばれた。 
 最後にこのAYC に参加するにあたり、多くの不安や困難があったが、ファシリテーターの経験を経て 
それらが自信に変わった。私はYMCAやY’sメンズクラブの活動について、まだまだ知らないことが 
たくさんあるが、AYRとして、今までの経験と繋がりを次回のAYCに繋げることが大切で、そのために 
自分に何ができるのかこれからも試行錯誤しながら頑張っていきたいと思います。 
 



平川 真由美（Mayumi Hirakawa） 
 
 
今回初めてAYCに参加し、自分にとって何もかもが新鮮でとても充実した5日間でした。 
開催地であったタイに今まで行ったこともなかったし、英語も得意ではなく、メンバーも 
初対面の人しかおらずという状況で、行く前はとても不安に感じていました。人見知りを 
してしまうところがあって、最初はあまり馴染めずにいましたが、時が経つにつれて、 
グループ間の会話にも参加できるようになり、他の国のメンバーとも仲良くなることが 
できました！ 普段は学Yとして活動しているため、ワイズメンズをあまり知らずにいましたが、 
AYCでのSessionを通して、学ぶことができて良かったです。 
活動の中でもチェンマイの小学生との交流がとても印象的で、クラスで楽しくゲームが 
できたし、ゲーム後のガールズトークや写真を撮ったりと自分自身も楽しむことができました。 
不安からはじまったAYCでしたが、過ごした5日間はとても濃く、学ぶことも多くて参加して 
良かったと感じました。学んだこと、感じたことを生かして今後に繋げられたらと思います。 
5日間ありがとうございました！ 



廣瀨 匠（Takumi Hirose） 
 
 
 私はYMCAのキャンプに小学生から参加し、ボランティアリーダーを経てスタッフとして働く今、 
日本国内におけるYMCAネットワークの広さを感じてはいましたが、世界へ目を向けることは 
ありませんでした。今回AYCに参加したことは、YMCAの世界的規模を知るきっかけとなりました。 
またYMCAの歴史、Y’s Men’sクラブの歴史を学び、誰に支えられ、何のために運動しているのか、 
理解を深めることができました。 
 初めて訪れるタイは、私にとってAYCの魅力の一つです。学生時代は外国の歴史や文化、 
経済について学んできました。東南アジア地域としてタイは有名ではありますが、これまで旅行 
ではもちろん、文化も言葉にも触れてこなかったタイに大きな楽しみと少しの不安を持って旅立 
ちました。異文化を知ることに興味があった私にとって、現地の小学校を訪れて子どもたちと 
ゲームや話をして過ごした時間はとても楽しいものでした。文化は違くとも、楽しいことには笑顔 
になり、言葉を互いに上手く伝えられなくとも、何とか想いを伝えようと努力をする。異文化交流 
とは、歴史や土地を知るだけではなく、現地の人々との触れ合いこそ大切であると感じます。 
 各セッションでは定められたテーマを基にグループごとに意見を出し、まとめる時間がありました。 
言葉の壁という難しさはありますが、勇気を持って踏み込んで話せば誰もが受け止めてもらえます。 
壁を作っていたのはある意味自分自身であったのでないかと気付く瞬間でもありました。 
 私たち日本のユースは4日目朝にディボーションを担当しました。テーマは「過労死について」。 
これまでこういった問題に知ってはいても向き合うことはありませんでした。それは他のユース 
メンバーも同じではないでしょうか。疑問に思っていたこと、日本における取り組みを調べて話して 
いくことで、私たち自身が問題意識を持つようになり、気がつけば日付が変わるまで夢中に話して 
いました。AYCは課題に目を向け、向き合うきっかけを与えてくれるものとなっています。 
 4日目夜に参加したAP Nightでアジア各国の会員が大勢集う中、YMCAを通して国境を越えた人 
との繋がりが生まれるパワーを感じました。そしてその内の一人として私がこの場にいれることも 
嬉しく思っています。 
 アジア地域5カ国が参加をし、30数名とアットホームな環境によって人と人との距離が近くあり 
ました。ここでしか出会うことのない仲間と良い時間を過ごせたことを大変嬉しく思っています。 
貴重な機会を与えてくださったことに感謝しております。 
ありがとうございました。 
 



 寛容なのは時間だけではありませんでした。遅刻した日の前日、実は別の部屋で夜遅くまで 
語らっていたのですがその時に調子に乗った私が部屋の中で踊りだし、床に置いてあった飲料 

のビンを蹴飛ばして割ってしまいました。その時も怒る人は誰一人おらず、むしろ申し訳なさで 

いっぱいになったのを覚えています。 

 集合時間に相手が5分遅れた。故意ではないにしても物を壊された。そういったことをやらか 

した人に対し必要以上に責め立てる風潮が今の世の中にはあると感じます。もちろんやらか 

した本人は反省すべきでしっかりと謝罪はすべきですがどんなに謝られても許せないという人 

が世の中にはいます。「謝れる人」になることも大切ですが「許せる人」になることも同等に重要 

だと思います。許されるような謝罪をすることが第一ですが、どんな謝罪も受け付けないという 

頑固な態度は誰も得しない未来しか生まないでしょう。 

 もう一つ日本と違うなと感じたことがあります。AP nightで私のグループは台湾の踊りを披露 

しましたが、あれはグループ内で台湾の踊りか日本の「恋ダンス」どちらが良いかを投票で 

決めたものです。台湾の踊りは台湾ユースが、恋ダンスは私が提案したものです。そして台湾 

ユースは全員台湾の踊りへ投票、一方私も含め日本ユースは2人とも恋ダンスではなく台湾の 

踊りへ票を投じました。他国のユース達から目を丸くして驚かれましたが、私は自分が提案した 

ものに投票することに違和感しか湧かなかったのです。ズルをしているような気もするし、気恥ず 

かしくもあり、むしろ台湾ユースの行動が不可解でなりませんでした。「持ち票を投じられるくらい 

自信を持って提案したんだろう？」という考えなのでしょうか。今後そういう考えの人が世の中に 

いることは頭で理解できても身体は受け付けないように感じました。 

 一方「これ同じだ！」と思えたことがあります。移動中の車の中で行ったゲームが小学校の時 

流行ってた「みのりかリズム4」とほぼ一緒だったのです。「みのりかリズム4」とは2000年代 

初期にTBS系列で放送されていたバラエティ番組「学校へ行こう！」で紹介されたゲームで 

「○○、から、はじ、まる、リズ、ムに、合わ、せて」という決まり文句から始まるプレイヤーの名前 

を用いたリズムゲームです。英語でルールを説明されたときはいま一つゲームの全体像が 

つかめなかったのですが「膝叩き→手拍子→右手握り→左手握り」という4拍子の動きを見た 

途端わかりました。車内でずっとやっていたのですが小学生の時の感覚を思い出した私は一度 

もアウトになりませんでした。 

 初日に荷物を開けシェービングジェルの津波にスーツが襲われていたのを見て抱いた絶望感。 

そこから始まった異国の地で過ごした非日常の5日間。あっという間に過ぎ去りましたがそこで 

感じたことはすべて心に刻まれています。それらはトイレで腹痛に悩まされる度に思い出される 

ことでしょう。ありがとうございました。 

渡邊 敦（Atsushi Watanabe） 
 

 滅多に行かない海外、初めてのタイ、英語ができない。 

様々な不安を抱えながら降り立ったチェンマイ。どんな 

5日間が待ち受けているのだろうかと蓋を開けてみると 

難しいこと、苦しいことよりも楽しくて穏やかなことばかり 

の世界が広がっていました。 

 時間に対してはみんなルーズ。スケジュール通りに 

いかないことの方が多く驚きました。そんな私も最終日 

に遅刻をやらかしてしまいます。本来7時30分には 

Empress Convention Centerへ向けてホテルを出発しな 

ければいけないところ、8時10分にノック音で起きると 

いう大遅刻です。一緒にやらかしたルームメイトと一緒 

にロビーへ向かうと私のグループだけ待っており、その 

まま車へ乗り込みました。「待たせてしまってごめん 

なさい」と言うと「全然気にしなくて大丈夫だよ」と誰も私 

を咎めませんでした。日本だと考えられません。 
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