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ＦＩＷＣ関東 定例委員会報告

２００８年９号

２００８年 ９月 定例委員会
2008 年 9 月 20 日(土)、 FIWC 関東委員会定例委員会が行われました。
場所：河合塾コスモ別館５A 教室
時間：13 時～17 時
参加者：
A班

雨宮広樹、鈴木美和子、児玉裕史、大山由佳、水野翔太

B班

近原弘芳、高橋真代、大山由貴、国分伸浩、松川祥吾、松浦萌、

C班

菅原聡子、小関太朗、佐藤豊、五十嵐美穂子、菊池静華、瀬川霞、熊倉愛里

D班

吉田亮輔、矢口晃士、矢部顕、キムヒョンチル、山本奈央、小林亮太、三浦勇太

E班

緒方健太、佐藤正明、清水あゆ子、宮崎学、前川わかな、吉田順平

内容：第一部

ディスカッション風景

各キャンプ報告

第二部

ディスカッション『ワークキャンプとは何か』

第三部

ゲストスピーカー/矢部顕氏

『私の中の FIWC』

韓国キャンプ報告 （文責 佐藤正明）
日本人と韓国人が共に汗を流して働き、協力して食事を作り、どこまで
も語り合う。そんな光景がこのキャンプに戻ってきました。2008 年 8 月 8
日より 18 日まで、韓国全羅北道イクサン農場にて韓国キャンプが開催され

年齢高めの韓国キャンプ、通称「Ane キャン」

ました。通常のワークに加え、新たな試みとして韓国のハンセン病療養所
である小鹿島スタディーツアーを企画し、また村の教会の中高生たちと一
緒にサッカー大会や村人への出し物をするなど、交流やハンセン病の理解
にも重点を置いたキャンプとなりました。参加人数、韓国人 24 名、日本人
16 名（途中参加含む）。学生だけでなく、社会人の初参加もあり、新しい形
のキャンプとしてこれからの展開が期待できるつながりが生まれました。

中国キャンプ報告 （文責 高橋真代）
[渡航日]2008 年 8 月 2 日～8 月 19 日
[場所]広東省土光村
[人数]日本人：11 人 中国人：13 人
[ワーク内容]屋根の修理・道路の舗装

写真を見せて村人とコミュニケーション

ワーク内容も全て完成し、大きな怪我・病気もなく日本人 11 名無事帰国しました。
2008 年 9 月 14 日に日本人キャンパーでの反省会、
OBOG ともに打ち上げをしました。
細かい報告は 10 月 18 日の報告会に行います。夏キャンプのために準備、ご協力、
本当にありがとうございました。

フィリピンキャンプ報告 （文責 雨宮広樹）
8 月 23 日～9 月 12 日に、
レイテ島ルンダッグ村でワークキャンプを行いました。
今回のワークは貯水タンク建設でした。村人がとても協力的で、天候にも恵まれ、
予定よりも早いペースでワークを終えることができました。
キャンパーも予定通り無事に帰国することができ、今は報告会の準備を行ってい
ます。キャンプの詳しい報告は、そちらで行います。ぜひ足をお運び下さい。ホー

フィリピンで初めての共同作業♪

ムページにも、キャンプの写真を更新していきます。

国内キャンプ報告 （文責 緒方健太）
群馬キャンプ 8/9（日）～12（火）
群馬県片品村で自然農法を実践する桐山さん＆瀬戸山さんの畑のお手伝いを行いまし
た。参加者は社会人 10 名、学生 3 名、赤ちゃん 1 名の計 14 名。今回のキャンプのコン
セプトは「食」。朝昼晩の食事をいかにおいしくいただくかに焦点を当てました。ワークで
土に触れ「食のルーツ」を、ディスカッションで「食の意味」を、朝昼晩の食事で「食への感
謝」を。頭と体と舌で「食」を体感するワークキャンプとなりました。次回キャンプは 10/25
（土）・26（日）を予定います。
詳細は総リーダー・五十嵐美穂子までお願いします。

ネパールキャンプも活動中！ビバ☆フリマ

ネパールキャンプ報告 （文責 鈴木美和子）

《定例会参加者の感想》

ネパールは今キャンパー募集を始めています！！興味を持った方、興味のありそ

■ＦＩＷＣって組織の全体像を見れた感じで面白か

うな方が近くにいる方、お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
《説明会日程》

ったです。ただ聞くだけの会じゃなかったのもよかっ
た。やっぱり、直に話すと色んな話しが聞けて勉強に

◆10 月 25 日（土）18：30～20：30 場所：東京ボランティア・市民活動センター

なる。また行こうかな。（Ｊ．Ｙさん）

◆10 月 29 日（水）18：30～20：30 場所：渋谷区初台区民会館

■現役だけだったらディスカッションの話の濃さが

◆11 月 8 日（土）13：30～15：30 場所：東洋大学

薄かったと思うから、若い OB からお年寄りまで幅広

白山キャンパス

◆11 月 27 日（木）13：30～15：30 場所：渋谷区千駄ヶ谷区民会館
そしてメンバーが作ったネパールの食事を皆さまに振舞いつつ、ネパールキャン

くいてよかった。これから続けていくならもっと大人
数になることを期待してる。（Ｓ．Ｍさん）

プの支援金を募らせていただく「カヌスの会」を１１月１５日【土】１８時から行

■ディスカッションのなかや、各班の報告のなかから、

います。場所は最寄駅成城学園前のとあるキャンパーの家です。おいしいネパール

自分自身で考えたいことや考えるべきであることな

料理を召し上がっていただけるよう頑張りますので、ぜひ皆様いらして下さい！！

どが沢山見つかったような気がします。色々な方の話

参加希望・ご質問は fiwc.nepal@gmail.com まで。

を聞き、色々な考え方があることに刺激を受けました。

ディスカッション (文責：鈴木美和子)

FIWC のことについて前より知れたこともこれからの

以前から計画を温め続け、今回の定例会から本格的に始動したディスカッション

FIWC に参加していくうえで有意義なことだと思いま

計画。記念すべき初ディスカッションのテーマは『ワークキャンプとは何か』でし

した。帰国以来、ワークキャンプについてや、それを

た（テーマ決定理由は第８号報告書に記載）
。各新旧キャンパー、OB,キャンパーの

通して感じたこと考えたことを話す場がなかったと

友人などたくさんの人が参加し、５つの班に分かれてのディスカッションとなりま

思うので、今回の様に正直に色々なことを言い、それ

した。キャンプから帰ってきたばかりのフレッシュな意見やキャンプ経験を積み重

に対して他の人の意見が聞ける場があったことはと

ねてきての熟成された意見を、各キャンプの情報交換をしながら熱く語り合い交換

ても良かったと思います。また参加したいです。
（Ｍ．

しあいました。最終的に各班の出た意見を発表しあったものを以下にまとめます。

Ｍさん）

○キャンプを終えて「ボランティアをさせてもらった」感覚がある。
・・・ボランティアって言いたくない！実感と異なる。
一緒に喜びを作る
感謝でつながれる

これを信じあえる関係を作った。
お互いに与えあう関係性だった。

■中国やネパールなどの他のキャンパーやＦＩにず
っと係わっているＯＢさん達と話が出来て良かった。
ディスカッションでは、他のキャンプ地の活動内容や
魅力を聞けて、とても興味を持てた。自分が今回のフ

○「ボランティアとワークキャンプの違いって？」なんだろう…。

ィリピンキャンプに参加して感じたことや考えたこ

○自己満足なのでは？→物質的ニーズより精神的ニーズに応えている気がする。

とから意見を発言して、みんなと共有出来たことが嬉

○出会い・交流がキャンプにはある。

しかった。ＯＢの矢部さんがワークキャンプの起原な

キャンプ後もキャンパー同士の交流を続けたい。

どについて話してくださったことの感想は、正直、自

「楽しかった」で終わらせず、
「これからの生活にどう生かせるか」が大切！！

分には難しくてよくわからなかった。しかし、昔から

…これを考えなければただの体験。体験を消化・吸収して経験にしよう！

ＦＩがあって矢部さんが今でもＦＩに対して熱い思

○社会人組に質問→「もしワークキャンプに参加してなかったら？」

いを抱いていることから、今の世代の自分達がＦＩの

…そんな生活はあり得ない！キャンプでの経験が生活の他の面に生かせている。

メンバーとして中途半端な活動することはあっては

以上のような意見が出ました。次回は『ボランティアとワークキャンプの違いとは』

ならないことだと改めて認識した。飲み会では、ＯＢ

についてディスカッションする予定です。右欄に参加してくれた方の意見を載せま

の方などと和やかな雰囲気で話せて楽しかった。また

す。
（一部抜粋）

個人的には、今年のフィリピンキャンプの下見に行っ

会計

（文責：田中三津子）

た方や一緒にキャンプを行ったメンバーと話しを出
来て楽しかった。（Ｓ．Ｍさん）

＜収入＞
日付

摘要

金額

8 月合計収入

備考
0

差額

(153,340)

合計

1,200,602

＜支出＞
2008/8/8
2008/8/28
2008/9/7
2008/9/19

群馬キャンプ レンタカー代
フィリピンキャンプ

緊急用

53,340
100,000

8 月合計支出

153,340

農業キャンプ

2,603

フィリピンキャンプ 緊急用

100,000
97,397

200/9/19 現在

1,297,999

次回の定例会のおしらせ
＆るつぼキャンプ開催！！
【場所】 泉岳寺キリスト教友会
（地図)http://navitokyo.com/03-3451-7002/
【時間】 １０月１８(土) １０時半～２時
【司会】 緒方健太
【るつぼ】 １６時半 武蔵五日市駅集合
(駅からは車で移動します)
宿泊場所 「ロッジ神戸岩」
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