ＦＩＷＣ関東 定例委員会報告
２００９年 第７回 定例委員会
日時：7 月 18 日（土）

キャンプ前の安全管理

13：30－17：30

各キャンプどんな対策をしているのか？

場所：泉岳寺キリスト友会東京月会
参加者：矢口晃士 鈴木美和子
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２００９年 7 号

水野翔太

ルーシア

近原弘芳

佐藤豊

中国

下見で病院の先生を紹介してもらった。
町まで車で 20 分くらい。ハンセン病院

山里真未

の院長が友好的だった。通信いついては

吉田亮

国際電話できる携帯を持っていく。
が、中国の学生に任せてしまっている。

ネパール報告 報告者― 鈴木美和子

（地元だし）

写真展 3 日間で 30 名以上の来場者がありました。3 日目には、OK バジさんに講

胃腸炎になったキャンパーがいた。

演をしてもらいました。中途半端なワークで終わってしまった 3 月のネパールキャ

→通訳できるキャンパーと医者に行っ

ンプ。トイレは、未だ完成していないようだ。2，3 ヶ月後にバジさんから報告が
入る予定。写真展を 8 月にやれれば。

た。係としては？
韓国

ケア係がいる。

保険は一括で絶対入っている
薬等日本のものを毎年持って行く。

フィリピン報告 報告者― 水野翔太

周囲の病院の把握はこれから。

7 月 12 日カオン会を行った。10 月に国内イベント、ホームページ作成を始めてい

フィリピン

る。キャンプに向けてあと一回のミーティング

保険入ってって促している。

下見で病院は近くにある。生水厳禁

中国報告 報告者― 児玉 裕史

危機管理マニュアルがあると聞いたが？

リーダーの荒木が体調不良のためキャンプに行けないことに…。引き継ぎ中。

予防接種

諸準備、保険・航空券は手配中。来週末には、手配完了します。新インフルエンザ

ネパール

については、中国国内であまり問題になっていない為、気にしない感じで。キャン

→煮沸水

→生水と

だんだん基準が落ちてしまう。
国内

韓国報告 報告者― 清水 あゆこ

救急セットを持って行く人がいる。
特に何もしていない。

学生 6 名（全日参加）の予定。新型インフルは韓国でもあ

ボランティア保険に入ったらどうか？

まり心配されていない。誰かがかかって集団感染しないよう気をつけたい。

（500 円だし）ワークによるのでは？保険

航空券・保険手配 OK、ミーティングを後一回。プラス壮行会がある。

に入る必要性はあるのかな？移動車での
怪我は？

国内キャンプ 報告者― 緒方 健太
片品キャンプって

水には気をつけているが、

ミネラルウォーター

プまでミーティングあと一回。

日本人 17 名の参加者

個人に促している。

団体として大丈夫なの？

誰か責任者をセットしとくべきだ。

群馬県の片品村、前代表の緒方が出会った自然農法家の桐山

さん。お手伝いをするワークキャンプをはじめた。去年８月、今年 5 月に行った。

会計

今年も開墾作業。収穫作業もあるだろう。今回は FI メンバーだけでなく、地元の

万円借りて持っていけます。

高校生も参加。高校生参加の件で決まったことは以下。

ワークキャンプの心得をキャンパーに徹底さ

毎日の移動

せて、注意喚起を促すように。

学校側で準備

高校生と大学、海外とはどんなかを話す。

メンバーは確定していないが、7 月 31 日にはメンバー確定。先着順です。直前
参加は不可です。人数は、15 名が限度。高校生は 5，6 名。FI からは、9－10 名。

動 レンタカー
7 月 24 日金曜～

ミーティング

1 万 5 千円位

7 月中または、8 月土日に行う。

26 日（日）最終下見。

FIWC.jp をみると写真がみれる。ブログもあり。

FIWC の会計から 10

懇親会参加のおすすめ

尾瀬高校のイベントとして行うので高校生側の責任は先生が持つ。

あと、2，3 人参加可。日程は 8 月 10 日―13 日の 4 日間 費用

緊急用のお金

移

【場所】さくら水産
【時間】8/29(土)

泉岳寺駅前店
18 時頃

【参加日】3000 円前後
毎月定例会後、懇親会を行っています。
懇親会だけの参加者も多数います！
お誘い合わせの上ご参加ください。

ディスカッション 定例会とは？

ピーターバラカンさん 講演会

矢口 こうしていきたいってのがあれば。それぞれがどうとらえているか？

日程

児玉 接点としての定例会

希望テーマ案は以下

相談する場所

11 月第 3 土曜（定例会の日）の希望

矢口 ただ集まって話してるだけな気がして。

・アジアの音楽と民俗紛争

児玉 OB 社会人から学ぼうってことがしたい。

・ビートルズがアジアに与えた影響

関東委員会としての方向性が欲しい。

・世界の和解の音楽（軍歌はどこにもあるが…）

佐藤 機能としての役割は果たしてると思う。連絡をきっちりする。公にする事は
やれているのでは？キャンプのリーダー個人に責任が問われてしまう事を
フォローできる環境がととのいつつあるのでは？

・郵送計画

水野 各キャンプから一人くるのが義務!?。

吉田 キャンプに行っただけじゃ何にもならん。消化・吸収して、実生活に活かし
てなんぼ。私は○○だからここにいる。ここにいる理由。それを育ませる会
にすべきでは？
短い期間楽しんで、あー楽しかった、で終わっちゃいけないと思うけど、学
んだ事をいつの間にか忘れてしまう。自分個人で村に行った時とワークキャ
ンプで行った時では違う。キャンプでいくと村に活気が出る。やっぱりワー
クキャンプで行ったほうがいい。
吉村 矢口の言っていることはなんとなくよく分かる。枝分かれした先に関東委員
会がある気がしてて。話し合いする必要ないことを話あってると思う。

・ブログ

管理者募集。

使いたい方は吉田まで。

・プロジェクター購入
スピーカーも買えました。
・FIWC 後援会総会
7 月 31 日（金）午後 2 時半～４時

次回の定例会のおしらせ
【場所】キリスト友会東京月会
【時間】８/２９(土)13 時開場,1３時半開始

次回のランチ会のおしらせ

さっきの鄧ちゃんが話したことを話すようなのはどう？
進んだこと

もあるけど。
澤田

名簿完成がまだです。

・メーリングリスト

矢口 委員長だから来る事務的に。でも、もう少しなりたいな

この話し合いずっとしてるけど、やってないこと多くない？

・内紛（ウイグルと漢民族等）は何故起こる？

その他プロジェクト報告等

澤田 前回来たときにかっこよかった。それに混ざりたい。

児玉

白人と黒人の間で。

来週土曜 25 日に品川で打ち合わせです。

近原 一番居心地のいい場所にいたいってのは当然でしょ？

鄧

・マイケルジャクソン

【場所】キリスト友会東京月会
【時間】８/２９(土)１２時頃
【献立】韓国料理
【会費】５００円前後

キャンプにいくと目的があって、他に得られるものがある
定例会もスローガンを掲げてやる必要はないのでは？

今月は昼には中国キャンプのメンバーが

矢口

試行錯誤で。

カレーうどんを用意してくれました。

佐藤

定例会もキャンプの一つだよ。今ある計画（報告会、講演会）を一つ一つ
やっていくことが大切なのでは？

合同報告会 報告会プロジェクトリーダー 矢口 鈴木
内容 中国、韓国、フィリピン、国内のキャンプ報告。

各キャンプの報告持ち時間について

日時 10 月 17 日 第 3 土曜日に全体報告会

澤田

矢口 それに合わせて報告書の制作を。要望あれば、二人に連絡。

前回の反省から、30 分で短く、1 時間で長いのなら
45 分でいいのでは？

雨宮 こんなことをやってくれを伝えて欲しい。目的・時間等。

雨宮

目的がないと時間を決めても何を話すせばいいのか…

佐藤 行った意義の報告

清水

目的がないとやれないの？

児玉

それぞれが決めればいいんじゃない？

キャンパーにとって、

現地にとって。

バラカンさん講演は公だし、その前に一回公でやってみて
はどうか？またワークキャンプの社会的な活動として
伝えてみては？
児玉 公にしよう。
（一般の人にも呼びかけよう！）
矢口 時間も守れない人達が人を呼んでいいものか？
木下 何かがはじまるからまずはやってみてはどうか？
知人・友人・家族レベルの公でやることに。

事象を伝えた

り・感情を伝えたり。
近原

それぞれのキャンプが伝えたいことを伝えてほしい。

矢口

では、その方法で。時間は追って連絡します。

