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2017-2018 年東日本区　ユース事業主任
長津徹（写真　後列左より 4番目）

アメリカでワイズメンズクラブが誕生した 1922 年の次の年、1923 年カナダで初めてジュニアワイズメンズクラブが
設立され、それ以来ワイズメンズのクラブユース事業が発展してきました。ワイズのユース事業、その最重要事業の
一つが IYC・AYC、すなわち様々な国のユースが他地域のユースと交わり、次の世代へユース活動を繋げて行くこと
だと言えるでしょう。今回の IYC は東日本区への割当て 4名のところ、追加が認められ 6名の参加者を送り出すこと
ができました。開催地韓国のヨスに渡るまで何回かの打ち合わせ、先輩やワイズからの研修 etc. を経て参加者全員無
事に帰ってきた集大成がこの報告書です。今回の参加者それぞれがこの報告書提出で終わらず、次に続くユースの為
に貢献していただきたい。その為にワイズは支援を惜しみません。今回ユース派遣に尽力されたユース委員各位・推
薦クラブのお働きに感謝いたします。引き続き今後のご支援をお願いしてごあいさつとさせていただきます。

Ⅰ　巻頭挨拶
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・日程：2018 年 8月 6日～ 12 日
・開催場所：韓国　麗水
・参加国数：23
（スリランカ、ノルウェー、ルワンダ、ボリビア、タイ、カメルーン、韓国、
ナイジェリア、チリ、ザンビア、ロシア、カナダ、ケニア、日本、エジプト、
アメリカ、ブルガリア、マレーシア、タンザニア、ジャマイカ、ウガンダ、
台湾、インド）
・参加者数：87 人
・主会場：CHONNAM UNIVERSITY YEOSU CAMPUS GLOBAL CENTER

Ⅱ　開催概要
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Ⅲ　基本情報

 

・YMCA

1844 年、ロンドンで創設されました。YMCAを作ったのは、ロンドンで働いていた
20 代の若者達でした。その中心人物に、ジョージ・ウイリアムスがいます。彼は、
キリスト教信仰に基づいた青少年の育成活動を目指しました。また当時、貧富の差が
大きくなっていたイギリスの現実の改善にも取り組みました。このような活動が広ま
り YMCA（Young Men's Christian Association：キリスト教青年会）が作られました。
その後 YMCAは世界各国に広まり、キリスト教信仰の下に１つとなって活動するこ
とをパリで確認しました。日本では 1880 年に初めて、東京 YMCAが作られました。
YMCAのブランドロゴは、鳥が飛び立とうとする瞬間の姿を、アルファベットの Y
が想起される形に重ねあわせています。右上の赤い逆三角形には、YMCA正章に記さ
れた「全人」の精神と、YMCAが約束するブランド価値「みつかる。つながる。よく
なる。」の両方が込められています。曲線と赤い色によって、生命の息づかい（生命感）
と、希望ある豊かな社会を実現して行こうという YMCAのポジティブな姿勢を示し
ています。愛称” ポジティブ Y”。

・Y’ s Men’ s Club（ワイズメンズクラブ）

【Y’ s の前身：トリムカクラブの誕生】
1920 年、アメリカのオハイオ州トレドの YMCAの中に、ポール・ウィリアムス・ア
レクサンダー判事が中心となって会員増強の同志によるランチョンクラブ（昼食を共
にする社会人のクラブ）が発足しました。このクラブはトレドの TOL と YMCAをくっ
つけて、TOLYMCA クラブ（トリムカクラブ）と名付けられました。これがワイズメ
ンズクラブの前身です。この YMCAをサポートする運動は、YMCAと共に地域奉仕
を行う運動として、全米そしてカナダに広がりました。

【トリムカクラブからワイズメンズクラブへ】
トリムカクラブはこの運動にふさわしい「ワイズメンズクラブ」（Y’ s Men＝YMCA
の人）と名称を変えました。1922 年、アメリカ・カナダのクラブが集まって「ワイ
ズメンズ国際協会（Y’ s Men International）」を設立しました。その後、世界各地に
クラブが結成され、地域における奉仕活動を行うとともに国際間の友情を育てていき
ました。当初会員になれるのは男性のみでしたが、のちに女性も平等に入会できるこ
とになりました。

【そして日本にも】
日本には、当時大阪 YMCAの主事であった奈良伝によって紹介され、1928 年に最初
のクラブである大阪クラブが設立し、国際協会に加盟しました。その後ワイズメンズ
クラブは、神戸、横浜、東京など大都市に結成され、1932 年日本区を設立、1997 年
には東西二区となりました。



 

・YMCAと Y’ s の関係

YMCAと Y’ s Men’ s Club はパートナーです。それぞれの特色を生かしながらも、お互いに協力し合いながら、社会奉仕を行って
います。

・ユース

YMCAやワイズメンズクラブに関わる 15 歳から 30 歳までの若者のことを「ユース」と呼びます。YMCAボランティアリーダー
（YMCAの提供するプログラムを中心になって実施するボランティアのユース）、ワイズコメット（ワイズメンズクラブのメンバー
の子供）、学生 YMCA（YMCA活動の中で、特に全国の大学及び学生寮、また専門学校を拠点にした学生中心の活動）、その他のユー
ス、これらすべてがユースと呼ばれます。

・IYC
【世界のユースの集い】
IYC（International Youth Convocation：インターナショナルユースコンボケーション）とは、世界中のユースが二年に一度一か所
に集まり、これからの活動や決められた題目について話し合う大会です。また、IYR（International Youth Representative：国際ユー
ス代表）の信認選挙が行われます。その他、各国々の文化紹介や開催地の観光、レクリエーションなどもあります。同時開催され
ている、ワイズメンズクラブの国際大会（IC：International Convention）に参加されたワイズメンと交流する機会もあります。
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Ⅳ　参加者一覧

 

・永坂 仁　Nagasaka Jin
・AYR (Area Youth Representative)
・所属：なし
・推薦：宇都宮クラブ

・宮内 蒼也　Miyauchi Soya
・団長
・所属：中央大学 YMCA
・推薦：東京八王子クラブ
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・須郷 利貴　Sugo Toshiki
・所属：中央大学 YMCA
・推薦：東京八王子クラブ

・平川 真友美　Hirakawa Mayumi
・所属：清泉女子 YMCA
・推薦：東京北クラブ

・新井 美帆　Arai Miho
・所属：立教大学 YMCA
・推薦：埼玉クラブ

・泉明寺 さくや　Senmyoji Sakuya
・所属：熱海クラブ　コメット
・推薦：熱海クラブ
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【Y’ slympics 】 （1・2・6日目）

参加者同士の交流を兼ねたスポーツイ
ベントが開催されました。チーム別に
ポイントを競い合うゲームや、韓国式
の騎馬戦のようなもの、綱引きなど、
座学以外の活動としての時間を楽しみ
ました。

【Culture Night】（1～3日目）
カルチャーナイトとは、IYC 参加者が自国の文化を他国からの参加者に発表し、その
国のことを知ってもらうことを目的としたプログラムです。各国とも自国の有名な
風景や建築、あるいは食文化などを紹介したりしていましたが、中には歌やダンス
を披露する国もあり、会場は大いに盛り上がりました。
日本は東西日本区合同で日本についてのクイズを行い、ソーラン節を披露しました。
「ソーランソーラン」をいう掛け声は、IYC が終わるまでの流行語となりました。

【Y’ s Devotions】（2～6日目の朝）
毎朝、30 分程度の devotion= 祈祷の時
間が設けられました。日によって、違
うエリアによって行われており、歌や
発表、スピーチなどの様々な方法によっ
て祈りが捧げられました。

Ⅴ　プログラム報告
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 【Opening ceremony & Orientation】

初日。世界各国のユースが集まり（何か国かは到着が遅れていましたが…）、国ごと
の紹介を行い、韓国のユースの方が、オープニングセレモニーで演奏を披露してくだ
さり、また今回の IYC 運営チームの紹介が行われました。
全員共通した今回の参加にあたっての約束ごと (The IYC Law) があり、①No Alcohol
( 建物内の規定によるもので、館内はお酒禁止、外ではOK)。②Don’ t go alone( 迷う
から一人で行動しない )。③Be on Time( 時間を守ること )。④Participate in the 
Sessions( セッションに参加・発言するということ )。以上の 4つを守るよう伝達もあ
りました。なぜ IYC2018 に参加したのかについて、一人ひとり考える時間もあり、
個人個人の目標達成のために 5日間を過ごしていきます。
この時間に「久しぶり！」と 1，2年ぶりの再会を果たす人もいれば、「はじめまして！」
と新たな友達をつくることもでき、他の国のユースとコミュニケーションを楽しむ時
間でもありました。
いよいよ、IYC2018 の開幕です！

8月 6日（1日目）　担当：平川

IYC が始まるので、IYC についての
紹介・共有がメインの 1日となりま
した。

【Session1：YMI＆IYC Basics】

オープニングセレモニーがおわり、すぐに始まったセッション 1。YMI(Y’ s men 
International) と IYC(International Youth Convocation) についての説明です。ここで
はグループにわかれず、一人ひとりが説明を聞くというスタイルで行われました。ファ
シリテーターの方がしてくださった説明を、パワーポイントの写真を撮ったり、メモ
をとったりしながら学びました。途中には、カンニング禁止！のクイズもあり、そこ
で Y’ s についての基礎情報や人物についても学習することができました。
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8 月 7 日（2日目）　担当：泉明寺

地域の子供達と交流したのち、セッ
ションを受け、ICMの方々とお会い
しました。

【Community Service】
海岸沿いにある観光地へ移動し、集合
写真を撮りました。その後、地域の子
供達と一緒に自転車のような遊具に乗
り、海岸の景色を楽しみました。

【Session2 Gold2.0】
コミュニケーション、プレゼンテーショ
ン、ファシリテートスキルなどリーダー
シップを発揮するために必要なことに
ついて講義を受けました。
また、ワイズメンズクラブを知らない
人へ 30 秒でそれを伝えるためにはどう
すればよいか（エレベーター・ピッチ）
ということをグループで話し合い、発
表しました。
様々なコミュニケーションのとり方を
学ぶために、二人一組になって話し手
と聞き手にわかれ、背中合わせになっ
て言葉のみで同じ図形を書く作業も行
いました。
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8 月 8 日（3日目）　担当：平川

UNプロジェクトについて取り組み、
市内観光をしたあとに、国際大会の
開会式のフラッグセレモニーの練習
を行いました。

【Session 4 UN Project <Say No to 
Violence>】
このプロジェクトは事前の課題として
も出されていた、社会にある暴力につ
いて考えるものであり、子供の誘拐、
少年兵、売春、ネット上の暴力から一
つを選び、現状と解決策をグループ内
でシェアするというものでした。

【Field Trip1】
フィールドトリップ1では、ちょっとした市内観光をしました。
Hamel Lighthouse の塔の前で全員の記念写真をとったり、ロー
プウェイにのって上からの市内を見たり、ミュージアムに行っ
て麗水の歴史について学んだりしました。ミュージアム内の
表記はハングル文字のものが多く、理解に苦しむ場面も多く
ありましたが、韓国人スタッフの方が英語で通訳してくれて、
なんとか学ぶことができました。
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8 月 9 日（4日目）　担当：須郷

フェアリーテールプロジェクトでは寄
付する絵本の内容を発表しました。午
後は国際大会の開会式に出席し、夕食
は韓国式の辛い鍋を食べました。夜は
ヨスの夜の街を散策し、各自が思い思
いに楽しんでいました。

【Session3 Fairy tale Book Project】
各自が持参した英語もしくは母国語の
子供向けの絵本を、グループで紹介し
たり、物語のあらすじを紙に書き、そ
れを発表しました。みんなが知ってい
る絵本もあれば知らないものもあり、
国の文化を知ることができました。最
後に各グループで絵本を寸劇で発表す
る時間がありました。物語をそのまま
寸劇にするものの、登場人物の割り当
てや練習はほんの 20 分くらいしかな
く、大変でしたが、グループ内で力を
合わせることができ、グループ内の仲
もこの時間を通して深めることができ
ました。事前準備として持ってきた絵
本は、カンボジアへ寄付され、私たち
が持ってきた絵本が海を渡って違う国
の子の手に行くという、IYC ならではの
プログラムだと感じた 1つでした。

【IC Opening】
国際大会の開会式に参加しました。ワ
イズメンズクラブのある国の国旗を
持って入場するという、フラッグセレ
モニーを担当しました。開会式の様子
はあまり見ることができませんでした
が、セレモニーの一部を担当すること
ができたことは、いい思い出となりま
した。

【Field Trip 2 Night Sea Tour】
国際大会の開会式が終わった後にも、
会場の近くではイベントが開催されて
いました。少しだけそのイベントに参
加し、その後はヨスの夜の街を散策す
ることになりました。お土産を買った
り、屋台をめぐったり。各自が思い思
いの時間を楽しみました。
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 【Field Trip3】
この日のフィールドトリップは、海洋
警察の訓練所へと行きました。まずは
紹介のビデオを見せてもらい、そのあ
とでスタッフの方に施設を案内してい
ただきました。施設の中には、海洋に
おける非常事態を疑似的に体験できる
設備がいくつも整っていました。船室
の中にいた時に船の揺れの具合を体験
できる装置や、模擬的な消火器を用い
て船内の消火をするためのの装置、ま
た、車に乗ったまま海に沈んでいく恐
ろしさを体感できる装置もありました。
ここでは、参加者はいくつかのグルー
プに分かれて施設内を見学し、各グルー
プが順番に各装置を体験しました。施
設を回った後は、人形を用いて、人工
呼吸や心臓マッサージのやり方を教わ
りました。

【IYR Election Night】
この日の最後には、新たな IYR の選出が行われました。IYR の
選出においては、各地域一票を投じることができましたが、
それぞれの地域内にて全員の意見が一致することが求められ
たため、地域ごとの話し合いの時間は自然と長くなり、人数
の多い地域などは白熱した議論が行われていました。最終的
な投票の結果、インドから参加していた Sherin Wilson さんが
新たな IYR として選出されました（写真左から 1人目）。

【Session5 : Dare to Overcome】
このセッションの時間には、社会にお
けるあらゆる暴力に対して私たちがど
のように立ち向かってゆけば良いのか、
そしてなぜ立ち向かっていくのかにつ
いての講演やセッションを行いました。

【Session6 : Making Club Meetings Fun】
この時間は、前の時間とは内容ががら
りと変わり、ミーティングの進め方に
ついての話でした。この後に行われた
各エリアでのアクションプラン作成の
際の話し合いに活かせるように、どの
ようなミーティングがより良いのかに
ついてのお話がありました。

【Session7 : Area Youth Planning】
この時間には、それぞれの地域でアク
ションプランの作成をしました。アジ
ア太平洋エリアでは、古本や着なくなっ
た洋服を途上国へと寄付することにな
りました。また、それぞれの地域のワ
イズメンズクラブの方々との連携を図
り、より確実にプランを進めていくこ
とで合意しました。

8月 10 日（5日目）　担当：宮内
午前中はセッションを２つ行い、ラ
ンチの後にフィールドトリップを午
後いっぱいかけて行いました。また、
ディナーの後にもセッションが行わ
れました。
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8 月 11 日（6日目）　担当：永坂
※担当者未提出のため、このページ
は空白となります。
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【IYC Report】
ワイズメンズクラブのメンバーの方々
に向けて、ユースの代表によって IYC
での活動報告や決定事項の共有が行わ
れました。

8月 12 日（7日目）担当：新井

IYC が終わるので、IYC の振り返りと
国際大会のクロージングセレモニーに
参加しました。解散後は、日本のワイ
ズの方々と蔚山へ観光しました。

【IC Closing Ceremony】
ユース、ワイズメンズクラブのメンバー合同で閉会式に参加しました。IC 実行委員
からの挨拶や謝辞、2020 年にデンマークで行われる IC 大会のアピール等がありまし
た。時間の関係上最後までは参列できませんでしたが、とても厳粛な雰囲気の式でし
た。

【蔚山小旅行】
閉会式の後、日本のワイズメンズクラ
ブのメンバーの方々と合流して蔚山へ
小旅行に出かけました。蔚山名物であ
るクジラの博物館を一緒に見学したり、
実際に鯨肉のお料理を頂いたりしなが
ら、IYC での活動内容や、普段の YMCA
での活動についてなどについての報告
をしました。
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永坂 仁

※未提出のためこのページは空白とな
ります。

Ⅵ　参加者感想
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宮内 蒼也

東京八王子ワイズメンズクラブの方々の推薦をいただき、私は
IYC2018 に参加することができました。IYC2018 は韓国で 8月 6日
から 12 日まで行われ、東日本区からの参加者は 5日に成田空港を
出発し、13 日に帰国しました。

IYC で初めて経験することが多かった私は「全力で楽しむ」ことを
モットーに大会を迎え、その結果、１つの学んだことと 1つの後悔
がありました。

１つの学んだことは、「自信は準備に裏打ちされる」ということです。
カルチャーナイトの時に急遽日本のクイズをすることになりまし
た。私はそのクイズで司会をすることになったのです。英会話に苦
手意識のあった私にとって司会はあまりにも重い役目でした。何を
言えば進行していけるのか、日本語でやったとしてもあまり得意で
はないのに、それを英語で行うのはわからないことだらけでした。
それでも自分の持てる英語で何とか行い、参加者たちも盛り上がっ
てくれました。そこでまず思ったことは、「何かをやるしかいない
とき、自信をもって臨めばがなんとかなる。」ということでした。
そして次に、「本番で自信を持つためには、その前の準備が大切。」
ということです。日本のクイズをやるにあたって、前日の夜に同じ
日本の参加者の須郷さんと夜遅くまでパワーポイントを作り、打ち
合わせをしました。あの準備で手を抜かなかったからこそ、本番で
自信をもって自分の司会進行に集中することができたのだと思いま
した。また、今回の IYC のセッションでは事前に与えられていた課
題の話が中心でした。そのため、事前の課題をきちんとこなしてい
た参加者にとってはセッションの内容は特に難しいものではなく、
あとはグループの中でしっかりと発言するだけでした。そのことで
も準備の大切さを感じました。準備ができていれば当日は自信を
もって望むことができ、結果はおのずとついてくるのだと、自分の
身をもって感じ取ることができました。

1つの後悔とは、「前回の IYC から参加すればよかった」というもの
です。今回の IYC で英語力を上げるという具体的な課題や、仲良く
なった海外の友人など次につながるような財産を得ることができま
した。しかし、次回の IYC や AYC に私が参加することはできません。
そのことを認識した時、2年前の IYC から参加しておけば、自分の
中での課題をきちんと消化することができたのになと思いました。
IYC は自分の中のスキルを上げたり、海外の人と様々な意見を交換
することができるとても貴重な機会です。その機会を 1年生の時か
ら得ていればどれほど良かったことかと、後悔しました。

今回の IYC は多くの方に支えていただいたおかげで参加することが
でき、大会期間中も多くの人に支えてもらって楽しむことができま
した。こんなにも恵まれた環境で、もしも目の前に何かチャンスが
あるとき、これからは絶対に逃さないと決意しました。支えてくだ
さったすべての方、本当にありがとうございました
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須郷 利貴

はじめに、IYC という素晴らしい経験の場へ私を推薦してくださった八王子クラブ・東日本区のワイズメンの方々へ感謝の意を表
したいと思います。特に、八王子クラブの方々には、資金面での援助はもちろんのこと、参加以前から手厚いサポートをいただき
ましたこと、深く感謝しております。今回の IYC 参加以前にも、高雄への STEP 派遣など、八王子クラブの皆様のご支援によって、
貴重な体験をすることができました。本当にありがとうございます。

私が IYC に参加したのは 2回目となりました。前回大会の IYC では、他国のユースの積極性や自己主張の強さ、そしてリーダーシッ
プの強さに圧倒されたことと、英語力の差によって「参加しただけ」という状態でした。その悔しさと経験をもとに、チャレンジ
精神を身につけたいと思い、中央大学 YMCAの委員長になったという経緯があります。委員長を引退してから振り返ると、リーダー
シップや積極性に感化された、という声を耳にするようになり、自分のしてきたことはこうして形になっているのだと感じていま
す。今回の IYC では、事前の課題に力を入れて取り組んだ結果、冊子に掲載されるなど一定の評価をいただくことができました。
前回大会にはない成長した点だと実感しております。

さて、本来であれば今回の IYC で得たことや今後に生かしていきたいことを綴るべきなのでしょうが、他のメンバーも書くと思い
ますので、ここでは IYC に初参加するメンバーのために奔走したことをお伝えしたいと思います。というのも、前回私が IYC に参
加したときは、IYC でどのようなことが行われるのかさっぱりわからず、いざ会場へ飛び込んでみてから「今やっていること」に
精一杯だったという経験をしました。今回は幸運なことに、日本からのメンバーには IYCだけでなくAYCの参加経験者もいました。
その方々の協力も得て、初参加となる人たちへ IYC や YC がどのようなものなのか、参加するにあたってどのような準備をすれば
よいのかを主導的に説明しました。事前研修会には、高雄から日本へはるばる帰り、準備を重ねてきました。これは自分のために
もなりましたし、初参加となるメンバーにとって不安要素を少しでも取り除くことができたのではないか、と感じています。もし、
次回の AYC や IYC に参加するメンバーがいるのであれば、私がしてきたように、参加した経験を初参加のメンバーへ還元してほ
しいと思います。

さて、最後になりましたが、次の IYC・AYC の参加者に対するアドバイスをお伝えしておこうと思います。それは、「迷ったのな
ら難しい道を選べ」になります。これは、私の生きてきた人生から思うことでもありますし、IYC に参加して思ったことでもあり
ます。難しいと思うことや、わざわざ自分がやらなくてもいいと思えることがあるかもしれません。けれど、自分が勇気を持って
一歩を踏み出してみると、意外と簡単に思えたり、「自分の規定していた自分」を超えられる経験ができるかもしれません。迷っ
たのなら、難しい道を選び、そこで失敗したとしても次の成功のために何ができるのか、そういったことを身につけていって欲し
いと思います。
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平川 真友美

はじめに、2年連続で推薦してくださった東京北ワイズメンズクラブの皆様、引退したにもかかわらず参加を許可してくれた清泉
YMCAの皆様に感謝いたします。ありがとうございます。

参加事項が発表された当初、わたしは IYC に参加するつもりはありませんでした。しかし、去年の AYC で出会った友人から「参加
しないの？」と声をかけられたことや 4月には就職活動のめどが立ったので最後のチャンスだと思い、参加することにしました。

去年は AYC に参加し、今年は IYC に参加と 2年連続でこのようなユースの集まりに参加しましたが、今回は AYC では味わえなかっ
たものを感じとることができ、たくさんの収穫とともに帰国することができました。去年とは違い、世界各国からのユースが集まっ
ていること、英語を母国語としている国のユースがいること、私よりもはるかに Y’ s を知っているということ。今回の参加も挑戦
でしかありませんでした。今回参加するにあたって、友達を作りつつ、ディスカッションに参加することを目標にしていました。
去年はディスカッションに全く参加できず、最後にちょっと自分の意見が言えただけで終わってしまい、心残りがあったからです。
英語は得意でもなければ嫌いな私にとってきついことも多くありましたが、理解できなくても自分のために参加して、一緒に考え
たいと思っていました。正直眠かったときもありましたが、去年よりも話せるようになりましたし、なによりも何を言っているの
かを理解できたことが増えたというのが大きいです。ディスカッショングループのメンバーも英語ができないわたしに優しく接し
てくれて、できないなりに意見を言ったら拾ってくれたりと、自分なりにコミュニケーションがとれた気がして嬉しかったです。

中でも一番印象に残っているのは「ダンス」です。カルチャーナイトの時間やバスの移動中、FieldTrip で船に乗ったときにインド
人のユースが音楽を流してみんなでフリースタイルで踊ったあのときが本当に楽しかったです。ラテンダンサーでもあるし、踊る
ことが好きでもあったので一人で集団に混ざりに行っていましたが、言葉が通じてなくてもダンスするという共通点があるだけで
つながれたことに幸せを感じました。また、日本がカルチャーナイト披露した「ソーラン節」をほかの国のユースが真似して一緒
に踊ったこともいい思い出です。

IYC に参加して、自分の英語力はもちろん、Y’ s やユースのことについてさらに知ることができ、自分はまだまだであったと再確
認できたと同時に、学んだことを日本に持ち帰って今後に生かしていきたいと思っています。そして何よりも、この 2年にわたる
参加を通して、私のこの活動が清泉 YMCAの後輩たちにつないでもらえることを願っています。

7日間ありがとうございました！
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新井 美帆

私は、IYC に参加させて頂くのは今回が初めてでした。昨年度、報告書や他大学の YMCAの先輩の報告を通して IYC というプログ
ラムについて知り、様々な国のユースと交流ができ、ディスカッションを通して社会問題についての知識を深められる点に興味を
持ちました。自分の英語力にあまり自信が無かったため、きちんと自分の言いたいことを伝えきれるか不安もあったのですが、か
ねてより世界中にネットワークを持つ YMCAならではのプログラムに興味を持っていたので、先輩からの後押しもあり、今回参加
を決意しました。
 
今回 IYC に参加するにあたって、IYC のセッションにより意識的に参加するために三つの目標を立てました。
1. 異文化交流
2. 英会話能力の向上
3. 理想のリーダー像を確立する
 
①異文化交流という目標を達するために、他の国のユースにとにかく積極的に話しかける事を心がけました。分からなくてもリア
クションをとったり、その国の表現を少しずつ覚えたりする事で徐々に打ち解けることができました。色々な国のユースとの 7泊
8日の共同生活を通して、他の国の文化に深く触れる事ができたのも面白かったです。
 
②英語能力の向上という点に関しては、まだ現時点では課題が多かったように思います。特に、なまりのある英語を聞き取ったり、
ネイティブのユースの話すスピードについていけず、悔しい思いをした場面も多かったです。自分のスピーキングの能力以前に、
リスニング能力の増強を図らなければ英語でのコミュニケーションが成立しないのだという当たり前のことを改めて強く認識しま
した。これから更にコミュニケーションを円滑にするために、8月末に参加するGCP や、これから英語を勉強する際の課題の 1つ
として位置づけて強化を図ろうと思います。今回 IYC に参加したユースの中には、ノンネイティブでも英語や日本語を流暢に話せ
る子が沢山いて、とても刺激を受けました。
 
③リーダー像について考える
 
自分の中での理想のリーダー像は、人を惹きつけて話ができる人、決断力のある人です。私は、大学の YMCAで役職を任されてい
るため、人前で話す機会が以前に比べて増えました。しかし、人前で話すことに依然として苦手意識を持っているので、IYC では
今回はディスカッションの機会があったら積極的に議論に参加する機会を作ることで自分の中での短所を克服したいと思っていま
した。しかし、いざディスカッションが始まってみると、会話のスピードが速く、議論に参加するどころか話について行くことが
できない、という壁にぶつかりました。唯一、フェアリーテールプロジェクトの時に発表の機会を作れましたが、議論になかなか
参加できなかったのが今回の反省点です。
 
全体として、ディスカッションよりもフィールドトリップや、現地での体験が想像より多く、ユースとの交流の機会も沢山設けら
れていたので、本当に楽しい 8泊 9日でした。自分の中での課題は本当に多かったですが、英語力向上と理想のリーダー像の確立
に関しては、今回の IYC で学んだことを生かし、日本に帰ってからの課題として引き続き努力していこうと思います。
 
最後に、支援してくださった皆様、この様な素敵な機会を頂きました事、重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
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泉明寺 さくや

17 歳の掛け替えのない夏のひと時、私は韓国で過ごした。ワイズメンズクラブユースの活動意義は理解しつつも、初参加とあっ
て当初は躊躇と遠慮の気持ちが小さく いていた。

今回私は単に英語を得意とする、という一点によって推挙していただき、派遣の栄に浴したので、できるだけたくさんの外国人と
会話し文化の理解に努めようと思った。その為にも、やはり昼夜問わずに交流せねばならない。だから私は大いにナイトアウトに
精を出した。夜遊び、ともいう。行く前にヨスは熱海の網代（風光明媚な海の街）と伺っていたが、比べればやや都会的なヨスに
あった夜遊びスポットは日本が生み出したカルチャー「カラオケ」のみであった。学校の先生には内緒だが、毎晩繰り出しては各
国の友人達と友好を深めた。

睡眠時間は毎日 4時間程度。しかし、なんといっても私は 17 歳 眠っていてはもったいない。朝は 8時に起床して、全体会場まで
長い道のりを歩く。お陰で 1日 1万歩はゆうに超えていた。

日々のプログラムはどれも魅力的だった。例えば、暴力を世界からなくすためにはどうすればいいかをテーマとしたセッション。
各国で実際に起こってる暴力をあげ、それに対して自分たちがどう対応すればいいのかを考える。改めて他国の若い世代が認識す
るバイオレンスの深刻さを知り、自分の恵まれた環境に感謝する思いが募った。

この他には絵本プログラム。自分に影響を与えた絵本を持ち寄り、グループで話題にし、劇にする。私は幼稚園の頃に親しんだ、
英語で書かれたネズミの本を選びプレゼンテーションした。

この他、リーダーシップをとる事、各国のリーダーになる事について学んだ。私はこれまで自分がその様な気質にあるとは思って
いなかったが、この学びによってリーダーとなって力強く先導してゆきたいという気持ちが芽生えた様な気もする。生き方に影響
をうけたプログラムである。

そしてカルチャーナイト。毎晩の友好的活動によって各国の友人ができた私はこの場で大いにその成果を発揮する事となった。ソー
ラン節を踊る日本人の私と、サリーの裾を翻して舞踊を披露するインド人と心が一つになった夜であった。

IP ナイトには、来場者数 3000 人を超える中から、熱海のワイズの皆様を見つけた時、私は本当に嬉しく、そして感謝の思いで胸
がいっぱいになった。異国の地で会う同郷の人、というのは何故か親しく感じるものなのだという事を知った。

今回の派遣を通じてワイズの皆様に申し上げたいのは、心からの感謝である。私を選んで送り出して下さったお陰で私はとても充
実した日々を送り、沢山の学びを得た。今後、大学生になった暁にはユースのサークルに入り、積極的に活動してゆきたいと思う。
もちろん熱海ワイズメンズクラブにもコメットとして力を尽くしてゆきたいと思う。

本当にありがとうございました。
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Ⅶ　編集後記

「全員変人」

このフレーズに驚くかもしれない

けど、世界を変えてきたのはいつだって変人だ

日常に満足することなく、変化をもたらす人

そんな人が、この世の中を変えてきた

つまり、「変人」が世界を変える

世界を変えてきたのはいつだって変人だ

「全員変人」

IYC の参加をきっかけに「変人」となれるか

いや、すでに皆は「変人」であろう

きっと世の中を変えてくれるだろう

全員変人、楽しみでしかない

須郷利貴
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