第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会
第 4 回ユースアッセンブリー
第3報
大会テーマ

“Living Together Within Nature on a Path to Peace”
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ユースアッセンブリーのロゴ

海外からの参加申込みは、
5 月 25 日時点で 120 名を
超えています。
日本からも、大会、ユース
アッセンブリーともに
たくさんの参加をお待ちし
ています。

～プログラム・ミニ情報～

※詳細は別添のスケジュールを参照ください。

9 月 4 日（水）セッション６～８のテーマ―
「オルタナティブ・ツーリズムと社会企業」「ジェンダー
正義」
「YMCA における良いガバナンスと運動の強化」
「生態
系への配慮と気候変動」
「災害支援マネジメント」
「持続可能
な開発目標」「平和と正義」から選んで参加していただきま
す。

アジア・太平洋YMCA大会

2019年9月2日（月）～6日（金）
国際青少年センターYMCA東山荘

〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町 2 番 11 号
Tel 03-5367-6640 FAX03-5367-6641

ユースアッセンブリー（同時開催）
2019年8月31日（土）～9月2日（月）
オリンピック記念青少年総合センター

(18～35歳対象 アジア・太平洋YMCA大会にも参加します)

１． 基調講演(Keynote Speech)者と YMCA

スティーブン・リーパー氏

1947 年アメリカ生まれ。1 歳のとき、両親と共に来日し、幼少期を日本で過ごす。
2007 年、米国人として初めて、広島平和資料記念館を運営する（公財）広島平和文化
センター理事長に就任（～2013 年）
。全米各地での原爆展の開催や核兵器廃絶をめざす
2020 ビジョン・キャンペーンなど、広島から世界に向けて核兵器廃絶を長年にわたって
訴える。現在は、
「豊かさを問う交流の場」として、広島県郊外に平和文化村を開拓し、
持続可能な生活を実践するモデルにチャレンジしている。著書に、『ヒロシマ発 恒久
平和論』他。広島 YMCA 理事。

父親は、北米ＹＭＣＡの主事で宣教師でもあったディーン・リーパー。戦後来日し、
荒廃した全国を駆け回って、当時の学生・青年を勇気づけたが、1954 年、函館から仙台
に向かう途中、台風による海難事故で命を落とす。亡くなる直前まで混乱する乗客を得意
の手品で和ませ、子供に自分の救命胴衣を譲って着せたことが、生還者の証言で明らかに
なりその後、小説のモデルとなる。
2004 年、ディーン・リーパー召天 50 年を記念して、
スティーブン・リーパーを団長にピースキャラバンを企画。
紛争国の青年 5 名と共に寝食を共にし、広島から函館まで
１台のバンで移動しながら、全国の YMCA で平和のメッセ
ージ伝え、若者の交流を行うピースキャラバンを行っていた。
（ディーン・リーパー氏写真）

２．エクスポージャー（フィールドトリップ）

今回の大会テーマでもある環境、また、APAY 大会のテーマ別分科会のテーマに沿って、
次の 6 コースを設けました。お申し込み後、詳細案内とエクスポージャー申込み
フォームをお送りしますので、別途お申込みください。
日程：9 月 4 日（水）午後
コース１：ふじさんぽ（世界文化遺産の富士山の環境を学びながら大自然を感じる）
コース２：キリン富士御殿場蒸留所＋富士山エコパーク焼却センター見学
（御殿場市における企業と行政の環境への取り組み）
コース３：三島スカイウォークおよび柿田川公園（森林の開発と「自然の保護・保全
コミュニティ広場の確保」
）※のんびり過ごしたい方向け
コース４：東京 YMCA 山中湖センター（環境教育）
コース５：横浜 YMCA 高齢者事業見学
コース６：横浜 YMCA チャイルドケア・多文化共生事業見学
コース７：富士山 YMCA グローバル・エコ・ビレッジ（横浜 YMCA）※ユースのみ。

３．第 4 回ユースアッセンブリー

YMCA は正義、愛、平和のコミュニティを創造する運動で、若い人々とともにこれ
らの運動を進めることが必要です。若者、女性のエンパワーメント、あらゆる段階に
おけるリーダーシップと参画を進めることが YMCA に求められています。このユース
アッセンブリーは、平和と正義の担い手となるためにユースが学べるように計画され
ています。
●ユースのリーダーシップ開発のために
ユースアッセンブリーで準備されているさまざまなプログラムを通して、精神的な
豊かさとは何か、教育、価値観形成、キャパシティビルディングを学びます。また、
持続可能なコミュニティ開発に貢献するために、社会課題を学び、ふりかえり、熟考
することや、戦争や紛争、貧困、飢餓、消費主義、デジタル格差、環境、気候変動、
差別、人権侵害、基本的自由、雇用の問題、教育、健康、物質主義への文化的指向性
などの課題に対して、適切な行動がとれるようになることを目指しています。
●大会に向けた準備
大会のプログラムに意味ある参加ができるよう、ユースとしての準備を行います。
ユースは、アッセンブリーと大会の両方に参加することが求められています。

4．環境に「優しい」大会に向けて

（Towards a climate-friendly assembly）

第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会は、環境に「優しい」大会を目指しています。
温室効果ガスの排出をできるだけ抑える工夫をしたいと考えています。
紙やプラスチックを使わない、ということを目指します。プログラムや諸情報は
ウエブサイトで見ていただくことになります。基調講演、アジェンダ、会議書類、
ワークショップの資料、礼拝の式次第などが含まれます。
ぜひ、皆さんそれぞれのラップトップやスマートフォンなどを持ってきてくださ
い。配布資料は基本的にありません。ノート、ペンなども配られません。
食器類、コップやグラスなどは再使用できるものを使い、紙コップやプラスチック
カップは使用しません。マイボトルをご持参ください。
館内、室内の過度な空調も控えたいと思います。食事も日本食が中心になります。

～告知～
大会期間中、ジョージ・ウィリアムズの
映画上映を予定しています！
「The Soul in the Machine Sir
George Williams YMCA Founder」
日本語字幕あり

５．ポロシャツサイズについて

大会申込みの際に、ポロシャツサイズを選ぶ欄がありますので、以下のサイズを
参考にお選びください。

ポロシャツサイズ一覧
S

M

L

XL

XXL

XXXL

丈(cm)

64

68

71

75

70

82

身幅(cm)

46

50

54

58

63

67

肩幅(cm)

40

43

46

49

54

58

メージしています。

大会ロゴ～大会のテーマである自然、環境、平和をモチーフに、角の部分は平和の
象徴であるオリーブの木をイメージしています。

第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会 参加要項
日
場
集
解
対

程
所
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散
象

2019年9月2日（月）～6日(金)
国際青少年センターYMCA東山荘（静岡県・御殿場市）
2019年9月2日(火) 14時までに集合。＊受付後15時より日本の参加者オリエンテーション
2019年9月6日(金) 昼食後
年齢問わずＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブのメンバー、リーダー、スタッフ
＊大会の主言語は英語です。講演など全体会議には同時通訳がつく予定です。

参加費 670USドル（所属ＹＭＣＡを通して日本円にてお支払いただきます）
宿泊費

＊日本からの参加者には補助があります。ユース（35歳まで）4万円、ユース以外2万円
日本円（東山荘に直接支払）＊1名当たりの料金・4泊分

① 東山荘

1号館 シングル バス付き 28,000円 共用バス 22,500円

満室

1号館 ツイン 共用バス 20,000円2号館 ツイン バス付き 24,500円
3・4号館 シングル 共用バス 20,000円

3・4号館 ツイン バス付き 22,000円

②

＊部屋割は、海外参加者との

調整をさせていただきます。

満室

ツイン 共用バス 17,000円

6号館 ツイン バス付き 24,500円

5・6号館 6人用ドミトリー（ユースのみ） 14,500円

ホテル・アルファーワン御殿場インター
シングル 30,800円

ツイン 36,400円

ダブル 30,200円

主 催 アジア・太平洋YMCA同盟 大会ホスト：日本YMCA同盟
＊キャンセルについて 7月までは全額返金 8/1-15登録費の半額以外を返金
8/16以降は登録費＋100ドル以外を返金

第 4 回アジア・太平洋 YMCA ユースアッセンブリー 参加要項
日 程
場 所
集 合
対 象
参加費
主な内容

2019 年 8 月 31 日(土)～2 日(月) ※東山荘での本大会に合流・参加します。
オリンピック記念青少年総合センター（東京都・渋谷区）
2019年8月31日(火) 16時集合。＊日本の参加者オリエンテーション後、受付
18歳から35歳までのＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブのメンバー、リーダー、スタッフ
無料 現地までの交通費は負担ください。＊遠隔地の参加者には交通費の一部補助を予定
基調講演 グループワークなど

申し込み

所属YMCAに連絡の上、日本ＹＭＣＡ同盟を通してお申込みください。

締切： 2019年6月15日（土）
手順： 各ＹＭＣＡに連絡の上、下記リンクよりＷＥＢを通してお申し込みください。
https://goo.gl/forms/No9mkV7qTUzMWY9e2
お問合せ：日本ＹＭＣＡ同盟 ポジティブネット創造部
〒160-0003
山根・上條

〒160-0003

東京都新宿区四谷本塩町2-11
kamijo@ymcajapan.org

東京都新宿区四谷本塩町 2 番 11 号

Tel 03-5367-6640

FAX03-5367-6641

電話03-5367-6640

