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私たちは Black Lives Matter を支持します。 

5 月 25 日、アメリカのミネソタ州でジョージ・フロイドさんが警察官によって殺害された

痛ましい事件をきっかけに、全米、そして世界各地で「Black Lives Matter」を改めて訴え

る抗議運動が行われています。デモ行進が行われるだけでなく、様々な業界で企業や著名

人が支持を公表するなど、大きなムーブメントになっています。 

 

私たち ICYE ジャパンのスタッフ・インター 

ンメンバーで、「Black Lives Matter」について、 

ディスカッションをする機会をもち、各々が 

この問題について学び、考えました。 

 

今回のニュースレターではまず「Black Lives 

 Matter」についての私たちからの声をお届け 

します。 
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私たちは Black Lives Matter を支持します。 

”All Lives Matter” とか、日本では黒人に対する「差別」はないとか、海外の問題よりも注目すべ

き問題がある等、議論の中心をずらしたり、否定的な言論も少なくないと思います。 

また、６月 14 日(日)東京でも Black Lives Matter のデモがありましたが、「日本に黒人に対する差

別がない」という言論は、こうして声を上げる人たちの存在を無視することに繋がると思います。 

日本では、Black Lives Matter が大きな社会運動になっているアメリカとは歴史、社会制度などが異

なるので、問題の注目度に差が出るのは自明でしょう。しかしながら、日本に人種差別がない訳で

は無く、むしろ日本の場合は存在が見えにくく、声を上げられない、当事者や差別の存在自体が無

視されがちなところに大きな問題があると思います。 

日本にはアフリカ系の人は少ないからとか、「日本で人種差別はない」。などと問題の矮小化や問題

自体を否定するのではなく（実際差別はあります。）私たちが今まで蓋をしてきた問題に向き合う

きっかけとしてこの運動を捉える必要があると思います。 

今知らないことは罪ではないと思います。今まで知らなかった、意識したことは無かったけど、こ

れをきっかけに、話を聞きたい、知りたいと思うことが大切です。現在、私たちの近くに情報はあ

るし、気持ちを語ってくれる当事者も多くいると思います。本当に罪なのは「知ろうとしないこ

と」「無かった事にしてしまうこと」です。 

ICYE では世界４０カ国と青年国際ボランティア生の交換事業を行っていますが、事業のところどこ

ろで「人種問題」を身近で感じることがあります。特に、国際に関わる事業では外向きでオープン

な空間、場面に出会う機会多い一方、経験知識の未熟さゆえに、本当に悪気もなく「差別的」な言

動や扱いを目にする場面も少なくありません。私

たちは、そこで、知らなかったことを責めるので

はなく、「情報提供をする」こと、「安心して正直

になれる」、「議論しあえる」、「行動できる」空間

や機会をこれからも作っていきたいと思います。 

海外との派遣・受け入れ事業がそれだけで完結し

てしまうのではなく、そこで気づいたことを考え

続ける、思考を継続させること、社会や個人に対

しての気づきの瞬間を創造し続けることが、私た

ちが担える役割のひとつだと考えます。 

ICYE ジャパン事務局長 又吉 莉奈 
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BLM について聞かれたとき、 

“現状を完全に理解しているわけではないから、自分の意見を言っていいのか分からない。だか

ら、何も言わないことにする。” 

と主張している人が多くいるかもしれません。 

広がり続ける抗議デモで“Silence is Violence（沈黙

は暴力、何も言わないのは暴力行為と同等という意

味）”との文字がよく出現しますよね。 

言うか言わないか、それは個人の選択ですが、  

私たちは残酷な現状が起こっている今こそ、知るき

っかけにしてほしいと思います。 

人前で語らずとも「賛同の意志」を示すこと 

友達、家族とそれについて話題にすることは立派な行動だと思います。 

ガー 

 

 

『黒人、白人、黄色人種』 

世界には大きく分けて 3 つの人種があると言われ

ています。 

しかし全ての人種のルーツは黒人です。 

猿人類から進化して間もなかった頃の我々人間は、

全員肌が真っ黒のいわゆる黒人でした。 

そして環境に適応するために肌の色が変化していっ

たのです。それだけのことなんです。 

我々は同じ人間です。隣にいる肌の色が違うだけの同士に対してどうして差別ができるのでしょう

か。私には全くわかりません。肌の色以外に何が違うんですか？ 

隣の白人に優しくできるなら、同じように肌の色関係なく他の人種の人にも優しくできませんか？ 

僕らに違いなんてありません。偏見にいつまでも囚われないでください。 

Tommy  
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今、たとえ遠く離れた国に住んでいても、技術の進歩によ

り、リアルタイムで繋がり交流することができます。さらに

新型コロナウイルスの存在によって、国境とは地図に引

かれた線であって、私たちは同じ地球に暮らす者同士で

あることを強く感じました。 

もはや『他の国の出来事だから』と言うことが他人事でい

られる理由にはならないのではないでしょうか。 

自分と何か違う部分がある他者は、「ただ違いがある」と

いうだけです。何か優劣をつける必要はありません。そし

てその「違い」を理解するには、まず相手をよく知ることが大切です。 

当事者ではない私は「彼らの気持ちが分かる」と軽々しく言うことはできません。それでも、自分でよく見て、聞

いて、調べて、知って、学んで、感じて、考えることはできます。理解に努めることができます。 

もちろん、日本国内の現実問題についても、調べ、知り、学び、理解し、行動に繋げていくことができます。 

世界には、目を背けたくなる悲しい・辛いことがたくさんありますが、愛や思いやりもたくさんあります。 

違いを恐れず、学ぶことを躊躇せず、相手を尊重する気持ちを忘れずに、まずは自分にできることから行動す

ることで、愛と思いやりにあふれる世界にしていきたいです。 

一人ひとりが行動すれば、必ず変わると信じています。                             

 あやか 

 

 

人間という点で同じだけど肌の色は違う、これは事実です。もちろん肌の色だけで分類されるわけではないです

が、住んでいる場所や所属している集団によって異なる文化が存在して、異なる価値観が人の数ほどこの地

球上にあります。 

ただ、その「違い」が私たちの生活を豊かにし、文字通りモ

ノクロではないバラエティーに富んだ社会を創っています。

遠い昔に渡来人が技術を教えてくれたように、明治時代

の最初に西洋文化を取り入れて発展したように、いつだっ

て異なる文化が異なる文化の発展を育ててきました。 

私が強調したいことは「違いを受け入れること」の大切さで

す。日本でもヘイトスピーチなど、他民族を排斥しようとす

る運動があります。「島国だから」、「日本には関係のない

問題だから」は理由になりません。インターネットが物理的な距離をぐっと縮めたこの時代、世界中どこに住んで

いようが、世界で起こる問題に関して発言する権利は誰しもあります。 

1人の行動がきっと世界を変えるはずです。 

うめけん 
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今回は、昨年夏より派遣されている２名のニュースレターをお届けします！1 年間の派遣を終える

今、感じていること・考えたこと等の現地からの生の声をどうぞ♪ 

 

 田尻昌弘さん 派遣先：フィンランド 2019 年 8 月～ 

【一年を通して】 

最初はどの言語も分からず、日本で教育に携

わる事もなかったのでの大変な思いをしまし

た。しかし今となっては自分の役割をこなし、

子どもたちと上手く関わることができるよう

になったと思います。子どもと関わることは

これから先ずっと続いていくと思うからいい

経験になりました。コロナウイルスの影響で

一時はどうなることかと思いましたが約 1 年

間ボランティアを続けることができて良かったです。 

ホストファミリー、ボランティア先、ICYE スタッフの皆さんに感謝しています。 

現時点で残りの活動は 1 ヶ月をきりました。最後までやりきろうと思います。 

 

 

 

民本彩華さん 派遣先：デンマーク 2019 年 8 月～ 

【なぜ幸福度が高いの？ヒュッゲって何なの？】 

デンマークは幸福度が世界の中でも高いと言われています。 

日本でも、「ヒュッゲ」という言葉は聞いたことがあるかと思います。 

でも、そもそも「デンマークはなぜ幸福度が高いのか？」 

デンマークの人が大切にする「<ヒュッゲ＝<雰囲気が良い>とは何なのか？」 

 

と私は思っていました。 

今回は、私がデンマークで１年暮らして感じた 

この「ヒュッゲ」と「幸福度」の背景に紐づく、デンマークの文化や風習を 

【デンマークの魅力１０】という形で紹介していきたいと思います。 

現地からお届け！ 
～長期派遣生より～ 
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私が 1年暮らして感じた心が豊かになる 

デンマークの魅力 10 

 

１、家族との時間を大切にする 

家族や恋人、友達、自分の大切な人と共に過ごす時間と共に体験する経験を過ごすことに重きを置

いている。 

この「同じ体験を共有する」という点を特に大切にしていて、日々の中で「家族の時間」の優先順位

の高い。家族との時間を大切にすることで心が温かくなる機会が増え、1 日の幸福につながることが

多かったです。 

 

 

２、情報と人間関係の透明性 

オープンマインド。役職、年齢、性別、国籍関係な

く、情報や人間関係への開示性が高い。 

文化や歴史の中で、一人間に対しての「平等」、「信

頼」、「尊重」が国として深く浸透しているので情報

や人間関係に関してもシンプルでクリアに感じ

る。問題解決や意見交換においての解決が早く、生

産性の高いコミュニケーションが取れる。 

 

 

３、寛大さ 

「完璧を求めない。求めていない。」、「自分も完璧ではない」 

デンマークには、様々な国の人がいます。様々な国籍や文化を持った人、両親で出身国が異なる人

も多くいます。複数の国がデンマークに隣接していることで仕事や生活の中で、母国とは異なる環

境や人に出会う機会が多くあります。 

さらに、デンマーク国内でも、地域ごとに発音や話し方、使用言語が異なるため、デンマーク人同士

でも聞き返したり、一度で完璧に意思疎通をとることが難しい事が日常にあります。「人に１００％

を求めること、求められることは難しいこと」、そして「自分も完璧ではない」ということが、人や

物事に対しての寛大な気持ちにつながっていると暮らしていて感じます。 

 

４、 創造力と独創性 

完成された物や既製品よりも、自分たちで考えて、自分たちが素敵(幸せ)と思えるものを作り出す。 

時間、アイディア、知恵、人とのコミュニケーション、共同作業があって初めて完成するから、１つ

１つのモノに物語と思い出と愛があります。一人一人が唯一無二であるからこそ、どこに行っても、

誰と会っても創造性やオリジナリティーに溢れているし、他者との違いが自分の新たなアイディア

や発見にもつながります。個性を素直に「美しい」とか「綺麗」とか「新しい刺激」と思える感性が

深くなると感じます。 
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５、対話 

デンマークでは、本当によく対話をします。日

常の何気ない話から問題解決まで、日本にいた

ときの何倍も対話をしているように感じます。

この対話とは、話が一方通行ではなく面と向か

って、言葉のキャッチボールをちゃんとしてい

ることを指します。 

「うまくいかない時はどうするの？」と質問す

ると「相手と一緒に話し合うんだよ」と毎回誰

に聞いても返答が返ってきます。デンマークで

は、話合うことでの解決の選択肢に重きを置きます。困難や問題や意見の違いがある度に必ず、対

面して話合う事を大切にしています。そこに時間の制限も回数もありません。うまくいかないとき

は一緒に話し合う。そしてお互い、もしくは問題の折り合いがつく着地にもっていく。目の前の問

題や課題に対して全うに話合うことができるので、ちゃんとその都度、解決に着地します。デンマ

ークに来て、本当の意味での「コミュニケーション」というものを教えてもらえた気がします。 

   

 

６、感性 

・いろんな体験や経験をする。⇒そこに価値あることと思える価値観。 

・新しいことに挑戦する。⇒変わることを恐れない気持ち。 

・自然に触れる。⇒季節の変化を五感で触れる。 

・感情を表現する。⇒嬉しい、悲しい、楽しいという感情を素直に表情や言葉にして表現する。 

・自然体でいる。⇒背伸びせず、自分らしく生きる。 

・健康⇒規則正しい生活を送る。よく食べ、よく動き、よく眠る。 

➡ 自分の感性を磨き光らせるポイント 

 

 

７、 花(植物)が日常にある生活 

デンマークでは、外食よりも人を家に招き、家

で人と食事をすることが多いです。 

共に食事をする際、誕生日、お祝い、訪問におい

ても、お花を贈ります。 

また、庭を所有していることが多く、自分たち

でお花を植えたり、育てて、部屋に飾ることが

日常の中にあります。家の中に花が当たり前の

ように存在し、人と生活と共同しています。花

や植物、自然を通じて、コミュニケーションの

幅も広がります。 
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８、雰囲気のよい(ヒュッゲ)な空間と時間への価値を置く 

雰囲気がよい(ヒュッゲ)＝幸せになる。という価値観があり、生活の中で、雰囲気が良い空間や時間、

環境を演出したり、取り入れることを大切にしている。 

例えば、部屋を清潔に保つ。食事で使う食器をいつもと変えてみる。部屋に観葉植物を置く。BGM を

流してみる。こんな小さなことでもヒュッゲの１つ。これだけでちょっぴり幸せになったり、ほっ

こりした気持ちになったりするし、一緒にいる人と「ヒュッゲだね」と口に出して、会話することで

更に幸せな気持ちになります。 

 

 

９、家へのこだわり 

デンマークでは、外で過ごす時間よりも、家で過

ごす時間や家という場所を大切にします。 

また、家や家具、インテリアはシンプルで木のぬ

くもりを感じるようなデザインの物 

が多く、落ち着いてゆったり過ごせるような空間

をそれぞれの家庭で、自分たちで手作りし、ヒュ

ッゲな空間を大切にします。 

 

 

１０、 「自分で決める」 

自己決定の機会が非常に多い。年齢、権力、人種、性別関係なく、「自分で決めてね」「自分で決めな

さい」という場面が本当に多いです。そして、その人が決めたことに対して他者は、信頼と尊重す

る。深入りしすぎない。この共存の中にある、互いの尊重と他者に依存し合わないデンマークの絶

妙な距離感が私はとても好きです。自分で選択したことに責任を持つようになり、意味目的は己の

中で存在するので、他者の評価や比較での心理変動がない。自分で達成し、自分で自分を満たすこ

とができる。他者相違があっても、フラットに意見を伝え合えるからこそ、それぞれがちゃんと「自

分」というものを持っていて、自分も自分以外の人にも、より深く愛を持てる気がします。 

 

 

文化や魅力の根本を知る。真の答えは、表層でフォーカスされている事の先にあるかもしれません。

自分が知りたいこと、紐解きたいことを、自分自身が実際にそこで暮らし、現地の物を食べ、現地で

働き、学ぶ。デンマークの人と同じリズムで生活して生きていくことで、日本でフォーカスされる

デンマークの魅力や文化を根本から深く理解することができたように思います。 
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 近年、環境問題や人種問題などに関する社会運動に、積極的に参加する若者・ユースの姿多く見

ることが出来ます。SNS などで世界中の情報を得ることが容易になり、世界規模、地球規模で起こ

っている問題が「じぶんごと」である。という理解が深まり、それが行動に繋がっているように感じ

ます。 

「若者が行動し、世界を動かす」「自分達の未来づくりに責任を持って参加する」この流れをアジア

でも更に広げていきたいという考えの下 ICYE( International Cultural Youth Exchange ) ベトナム委員

会とジャパン委員会でオンライン共同開催プログラム「 I see your Engagement 」開催致します。 

I See Your Engagement プログラムではベトナム・日本の若者がチームとなり、社会の中での Youth

（若者）の役割について話し合い、若者世代のソーシャルアクションへの関心と参加をさらに活発

にする為には、どのような事ができるか議論し、社会に向けて発信していく事を目的としています。 

その中で、国・文化・言葉の違いを超えて若者同士がつながり、友情を育み、より良い社会の為に協

力し合えるプラットフィームを作っていくことも狙いとしています。 

今回のプログラムのメイントピックは「Youth Engagement in Society - 若者の社会参加 - 」につい

てです。プログラム全体を通して、参加者の皆さんと、様々な側面から若者の社会参加について考

え、議論し、現代世界・社会における若者の「実体」と「チャレンジとチャンス」そして「責任」に

ついて共に探求していきましょう。 

 

●日程 

2020 年８月２日（日）〜８月６日（木）全５日間  

●募集人数 

各国 10 名ずつ（日本 10 名・ベトナム 10 名） 

  応募者多数の場合、選考を行う場合もあります。 

●参加資格 

16〜25 歳まで Youth（学生かどうか問いません） 

英語でコミュニケーションがとれる方 

●参加費：無料(ICYE ジャパン LINE@への登録必須) 

 

New イベントのお知らせ、イベント報告、そして、 

新コーナー：インターン’s Voice 等、盛りだくさん！

いつもより多めページでお送りします♪ 

事務局だより 

 ICYE – I SEE YOUR ENGAGEMENT 
ICYE ベトナム・ジャパン共同開催特別企画 
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プログラム概要 

ベトナムから２名、日本から２名で１グループをつくり、メイントピックに関連した以下のサブト

ピックから一つ選択し、最終日のプレゼンテーションに向けてチームで「調査、考察、議論、まと

め、発表」に取り組みます。全プログラムは英語で行われますが、日本側のプログラムコーディネー

ター、アシスタントコーディネーターは日本語を話しますので、必要な場合はサポートをします。 

サブトピックス 

1. Youth and Social Media  

2. Youth and Education  

3. Youth and Environment 

4. Youth and Peace 

5. Youth and Traditions  

6. Youth and Virtual World 

最終プレゼンテーション 

各チームはそれぞれのトピックに関して、 

調査した事・社会への発信を「創造的」なプレゼンテーションとして最終日に発表します。 

日時  活動内容 

２０２０年 

８月２日（日） 

13:00-15:00 

(ベトナム時間) 

15:00-17:00 

(日本時間) 

【Youth Talk】 

初日オリエンテーション 

■ プログラム概要説明（ねらい、目的、議題、全体の流れ等の説明） 

■ 参加者紹介 

- 各国プログラムコーディネーター・プログラムアシスタントの紹介 

- 参加者自己紹介（自己紹介ゲーム・チーム決め） 

■ 期待・不安・目的の確認 

■ トピック選択 

２０２０年 

８月３日（月） 

 

【Youth Work】 

チーム作業日 

それぞれのトピックに関して、チームごとに自分達で作業をすすめる。 

コミュニケーションツール進め方それぞれのチームで決める。 

（Messenger, LINE, Whatsapp, Skype など） 

チーム内で解決できない、進行が難しい場合はプログラムアシスタント（ICYE

ジャパンインターン）に相談 

２０２０年 

８月４日（火） 

17:00-19:00 

(ベトナム時間) 

19:00-21:00 

(日本時間) 

【Youth Connect 】 

中間報告・レクレーション 

■ クイズ大会 

- 日本とベトナムの Youth に関連したクイズにチームで挑戦！ 

■ ディスカッション 

- 自分たちが取り組んでいるもの以外のトピックについても話してみよう 

■ 中間報告 

- チームの進捗状況をシェアして、チーム同士で助けあおう 

- コーディネーターからもアドバイスをもらおう 
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２０２０年 

８月５日（水） 

 

【Youth Work】 

チーム作業日 

それぞれのトピックに関して、チームごとに自分達で作業をすすめる。 

２０２０年 

８月６日（木） 

 

17:00-19:00 

(ベトナム時間) 

 

19:00-21:00 

(日本時間) 

【Youth Matter】 

最終プレゼンテーション・まとめ 

■ 最終プレゼンテーション（1 チーム：発表 10 分、質疑応答 5 分、合計 15

分） 

- ４日間チームで取り組んできた結果を発表します。 

- 良いプレゼンテーションとは形式張ったものではなく、「Creative 創

造的」なものです。 

■ まとめ 

- 感想のシェア・チームへのことば 

■ ICYE について 

- ICYE 国際ボランティアプログラムについての話 

- ICYE の意義について 

■ 終わりの言葉・写真 

●使用ツール 

Zoom オンラインミーティング（参加確定後オンラインミーティング URL をお送り致します。） 

●参加あたって必要なもの 

カメラ付 PC（またはタブレット・外付けカメラも可）、マイク、ヘッドセット（またはマイク付

きイヤホン）、長時間の動画送受信が可能なネット環境  

 

 

参加申込 

こちらからお申し込み下さい。⇒ 

（https://forms.gle/xP4VTeATMMMd2a1B7） 

 

留意点 

・チームでの活動が中心となります。 

初日オリエンテーション・中間報告・最終発表（１日２時間程度）はもちろんですが、チームでの自

由作業日（チームによって作業時間は異なる）も、仲間同士でのコミットメントが大切になります。

プロジェクトに集中出来るよう途中参加・途中離団は出来ません。 

・全５日間の日程すべてに参加をお願い致します。 

・全プログラム英語で行ないます。完璧に話せる必要はありませんが、伝えようとする工夫、気持ち

は“とても”大切です。語学力の基準としては英検２級〜準１級、TOEIC600 点程度は必要です。 

 

プログラムに関してのご質問・ご相談は以下までお願いいたします。 

チャン・トゥ・ガー（プログラムコーディネーター）short-term@icye-japan.com 

又吉 莉奈 （ICYE ジャパン事務局長）office@icye-japan.com 

mailto:short-term@icye-japan.com
mailto:office@icye-japan.com
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２０２０年６月１４日（日） 

タンザニア、大阪、東京をつなぎタンザニア国際ボランティア元派遣生のお二人とおしゃべり   

リターニートーク開催しました！今回お話してくれたのは 

白川 千尋さん 

1992 年生まれ。2014 年夏に ICYE を通してタンザニアで６ヶ月間活

動。活動先は障がい児福祉施設。 

“自分の足で行って、目で見たい。そんな気持ちが初めて芽生えたの

は、大学一年生のとき。その後、アフリカはルワンダとタンザニアへ。

またいつか帰ってくる場所と思い続け、今はタンザニアの旅行会社で

働いています。” 

 

上西 佑衣さん 

1992 年生まれ。2014 年冬に ICYE を通してタンザニアで １年間活

動。活動先は女性支援施設。 

“幼少期よりアフリカの魅了に取り憑かれ、学生の頃にタンザニア

へ。「アフリカの水を飲んだ者はアフリカへ帰る」という諺のごとく、

どうしてもアフリカが頭から離れず、日々帰りたがっているフリー 

ランスデザイナー。” 

以下、今回のリターニートークの内容を少しだけ公開します！ 

【なぜ ICYE？なぜタンザニア？】 

旅行でアフリカへ→どハマりアフリカに住んでみたい！ 

国際協力を大学で勉強していて、現地に深く入って行ける国際ボランティアで行くことを決めた。 

長期的に比較的安い金額で行ける ICYE の国際ボランティア ボランティア＞留学 

【アフリカあるある】 

物がよくなくなる。。。盗まれているのでは無く、そこにあったから使っただけ、物はみんなでシェ

アするもの！自分の物がなくなったら、「無いものは無い。」苛立つことも、怒ることもなくただ事

実をうけいれる。。。 

【同僚たち】 

プロジェクト先のマネージャーと上手くいかなかった。 

周りの職員の人達が優しくそして明るく慰めてくれた。「気にすんな！」重く考え過ぎるのは時間の

無駄だね！ 
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【アガった話】 

憧れのマサイに会えた！ 

タンザニアの広大な大自然！ 

【強烈なあの人】 

同期 ICYE ボランティアのジェーン...... 

【強烈なあの体験】 

クリスマス前夜の悪魔降臨プロジェクト先の施設の

女の子が悪魔に取り憑かれた！？ 

素手で蜂の巣撤去するおにーちゃんたち 

タンザニアで歯が欠ける？！ご飯の中に石が、、、 

【タンザニアご飯】 

タンザニア飯と日本調味料の組み合わせにハマる 

 

【ファミリー】 

ご近所さん・地域の人もみんな家族！いつでも家誰か

がいる。 

ホストブラザーの大学の卒業式にも参加！ 

街中では「日本人は自分だけ」目立つのでみんなに覚

えられる。 

 

【死ぬかと思った話】 

マラリアにかかった！？ 

盗賊に襲われる。。。 

【恋の話】 

憧れのマサイに逆ナン！ 

お隣のおじさんから求婚される！ 

 

【Special Guest 登場！】 

ICYE タンザニア事務局長の Hassan 登場 

 

【帰国後のキャリア】 

普通に就職したものの合わず、デザイナーとしてフリーランスで活動中。今後はまだまだわからな

いけど、ICYE で出会った世界中との繋がりを活かした道を選んで行きたいな。 

大学卒業後、旅行会社に就職、数年勤務した後にその会社のパートナーであったタンザニアの会社

に就職し、タンザニアライフを満喫中 
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【今後の目標】 

社会問題の側面だけに目を当てすぎず。自分が好きな、クールなアフリカ広めたい 

タンザニアライフを「お腹いっぱい」になるまで経験する 

 

全編は ICYE ジャパン Facebook ページからご覧頂けます。 

（https://www.facebook.com/icyejapan） 

 

動画の中でも語っていますが、アフリカと聞くと 

「国際協力」「援助」「支援」といった言葉だけが先行

し、そこに住む人々の日常や生活文化に目を向けにく

くなっていることが多いと思います。国際協力、社会

問題の解決の為に力を尽くす事はもちろん大切です。 

でも、その前に、その根っこに無くてはならないもの

は、その人たちが好き、その国が好きだという事。 

 

今回の二人からは、ツッコミどころ満載そんなタンザニアの暖かさに惚れてしまった！という気持

ちが強く伝わって来ました。 

旅行でもなく、留学でもなく、協力隊でもなく、その国の深くに入り込んで家族のように生活する。

支援どころか、右も左も分からない自分のほうが助けてもらってばっかり。そんな国際ボランティ

アだからこそ気づける事、繋がれる人たち、たくさんいると思います。 

 

乾燥した空気を、砂埃を肌で感じて、人々の喧噪をホストファミリーや町の人たちとの何気ない会

話、その一つ一つに「気づき」があるのだと思います。 

国際協力、社会問題の解決などに関しての、知識を詰め込むのは、やる気が起きれば後からいつで

もできる。でもこの肌で感じる経験は、その時のその場所でしか味わえない感覚や気づきです。そ

してそれは一生残る感覚だと思います。 

 

自分のアフリカ１年間経験も重なりながら二人との会話は盛り上がっていきました。 

 

ICYE On AIR | Returnee Talk | では、お話を聞かせていただけるリターニーの方を募集しています！

ご自身の体験をオンライン対談形式で語っていただける方は ICYE ジャパン事務局  又吉

（office@icye-japan.com）までご連絡下さいませ♪  

 

  

https://www.facebook.com/icyejapan
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ニュースレター読者の皆様  

 梅雨空の中、東京では感染者数の再増加がみられ、気が休まらない日々がしばらく続いております

が、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

  

先日、EU への入域制限が、日本を含めた十数か国で解除されるという情報を見て、徐々にではあり

ますが、希望が見えてきたなと感じました。希望を持ちながらも、今できることに最大限取り組ん

でいきたいと感じる今日この頃です。 

  

国境を越えた往来が制限された今、ICYE 連盟本部、各国の ICYE 事務局も難しい状況にありますが、

日本や欧州など先進国の ICYE 事務局は、行政からのサポート、体制の調整をしながら状況の回復を

待っています。 

 

一方、特にアフリカ、中南米、東南アジア地域の ICYE 委員会、国際ボランティア生をお世話してき

たホストファミリーや学びの場となってきた受入プロジェクト先・パートナー団体の方々が今厳し

い状況に置かれています。 

  

世界規模の影響が出ている中、その影響に耐えられる人とそうでない人がいます。 

耐えられる制度を持っている国とそうでない国があります。 

規模の大きさを考えると微力かもしれませんが、ICYE の繋がりの中にいる方々で新型コロナウイル

スの影響で経済的に厳しい状況に置かれている人のサポートになることができたらと思い、ICYE ジ

ャパン会員の皆様にも「ICYE コロナサポート寄付」ご協力の賜りたいと思いここに筆を取らせて頂

いております。 

  

皆さんからの寄付は、次のような状況の方々に送られます。 

  

◆収入が減り食費が払えない親の代わりに ICYE パートナーの学校が子どもの食費を負担していま

す。皆さんからの寄付で学校の負担を軽減することができます。 

  

◆ ある国の ICYE 委員会は事業が完全に停止し、専従職員として働いていた方々に給与が支払われ

ない状況となっています。皆様からの寄付はそのような職員の方々の家賃の一部になります。 

  

◆ ホストファミリーを引き受けいていた家族もコロナの影響で職場にいけなくなりました。皆様か

らの寄付はその家族の生活費の一部になります。 

  

  

コロナサポート寄附のお願い 
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コロナサポートについて 

 コロナサポートは、ICYE スイスのリターニーの Katharina Kummer Reiry さんが 2 年前に自分がお

世話になったホストファミリーに支援を贈りたいと言う発案から始まりました。 

ICYE ではプログラム運営費の送金等をＩＣＹＥ連盟の本部があるドイツ国内の金融機関を通して行

っていますが、その支払いシステムを利用することで、支援を必要としている方に寄付を届ける手

段として活用します。 

また Facebook グループで、寄付者と受益者が直接の連絡を取り合うことができます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【寄付申請フォーム】 

https://forms.gle/f5DYHzKnFE43DFH5A 

 

 

【ICYE コロナサポート FB グループ】 

https://www.facebook.com/groups/836056866902448/ 

  

寄付は 1000 円から行うことができます。 

ICYE ネットワークの支えあいの輪を一緒に広げませんか？ 

  

ご不明点ご質問などございましたら、 

office@icye-japan.com 

03-5389-5041（事務局長 又吉）までご連絡いただけますと幸いです。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

https://forms.gle/f5DYHzKnFE43DFH5A
https://www.facebook.com/groups/836056866902448/
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インターン’s Voice 

ICYE ジャパンインターンメンバーから今の声をお届け♪ 

こんにちは☺ICYE プログラムを利用して、デンマークに行く予定のゆいです。ICEY ジャパン

のスタッフの皆さんがとてつもなく素敵な方々だったので、日本での活動にも携わりたいな

と思い、7 月からインターンとしても活動させて頂くことになりました。よろしくお願いいた

します！ 

6 月末まで自然保護活動に従事する国際 NGO で勤務していた関係で、国境を越えてノウハウ

や価値観を交換することの重要性を日々実感しておりました。一方で、新型コロナウイルスの

影響もあり、今はいつになく「国境」の存在感が増しているようにも感じます。秩序や安定を

保つことももちろんですが、「外」の世界に足を踏み入れて不確実性を楽しむことが、様々な

困難を乗り越えていく糧になると勝手に信じています（笑）。自分含め、ICYE プログラムに関

わる方々がユニークな経験を通じて豊かな生き方を模索する過程を学び、少しでもお手伝い

が出来るよう、頑張ってまいります(*ﾉωﾉ)                   【ゆい】 

お久ぶりです！インターンのトミーです。 

前回記事を書いてからだいぶ時間が経って 

僕の状況にも色々と変化がありました。 

 

まず、 

Youtube 用の動画編集をはじめましたーー！！ 

ICYE ジャパンのオンラインイベントのアー 

カイブや実際に現地で活動しているボラ 

ンティア生の生の声を載せていたりします！ 

是非一度チェックしてみてください！ 

【トミー】 

 

今すぐ 

ICYE ジャパン YouTube チャンネルを

チェック！ 



 

18 

Newsletter Vol.178 

  

こんにちは！インターンのうめけんです。梅雨もそろそろ終わり、暑さと汗と格闘する日々が

やってきますね。気温の変化で体調を崩さないように、「いっぱい食べて、いっぱい寝る」を

モットーにこれからの季節を乗り越えて行きたいと思っています。 

さて、私が SNS（主にインスタグラム）を担当し始めてから約 3 か月が経ちました。その間に

フォロワー数の減少、それによる緊急ミーティングの開催など様々な試行錯誤を重ねて、今も

日々頭を抱えています。でも困った時に周りを見ると温かいメンバーばかりで、いつもために

なるアドバイスや励ましをくれて助けてもらっています。色々なことを精一杯頑張って、自分

もいつかは誰かを支えられるような人間になりたいと強く思いました！ 

また、BlackLivesMatter をきっかけにメンバー同士で社

会問題について考える機会が増えました。今まで私は

「知識があまりないから話すのは気が引ける」と思って

いました。でも、ディスカッションを通して知識が深ま

ったり、他の人の意見を聞いて「自分の意見を言うこと

がなによりも大切」だと学びました。「意見を言うこと」

は社会に参加するということ、つまり社会で生きる私た

ちの”義務”ですらあると感じました。これからもその

ような認識をもって社会問題に対して向き合っていき

たいと思います。 

【うめけん】 

リモートワークにもすっかり慣れた 6 月。5 月末のオンラインイベントを終えて燃え尽き感

がある中、ICYEジャパンのアニメーション動画を作成中です！HPのリニューアルを終え、よ

りたくさんの方に ICYE のことを知っていただけるように、『視覚的にも分かりやすく』かつ

『長すぎない！（とっても大事。）』動画にするべく、 

鋭意作業中です。 

ここで、先日完成した試作その①の画像をちらり⇒ 

 

完成した暁には HP や YouTube、SNS 等で派手に宣伝 

しようと思っていますので、楽しみにしていてくださ 

いね♪                   

【あやか】 

様々な社会問題について 

「Fresh Voice」として 

積極的に投稿していきます！ 

【編集後記】 

７月４日、３カ月強ぶりに事務所にみんなで集まってミーティングをする予定でしたが、ま

だ叶っていません。これも「新しい生活様式」の一つと諦めるしかないのかと思いつつ、1 日

も早くみんなに会いたいし、会えるようになってほしいと願う気持ちは変わりません。私が

大好きなディズニー映画の曲中「Just do the next right thing(やろう 今できることを)」という

歌詞があります。暗くて辛い、未来が見えないときは、今できることをする。今にぴったり

だなあと思い、「離れていても今できることをする。」が最近のモットーです。(あやか) 
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