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1977 年に「平和」ということについて深く考え、
国際交流を図ることを目的にスタートした広島
ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナー（以後ピース
セミナー）。
日本中の高校生・大学生はもちろん、海外のユー
スも広島に集まり、毎年 8 月 4 日～ 8 日の 5 日
間のプログラムを行いました。
同じ日本人の高校生でも育った環境が違えば
戦争・平和に関する考えが違います。海外ユー
スの考え方に驚かされることもしばしばです。
このプログラムをとおし、参加者は考え方の
違いを受け止め、平和について自分たちにでき
ることを見いだし、そして、核兵器廃絶の必要
性を強く胸に刻みます。
特に、広島県原爆被害者団体協議会理事長の
佐久間邦彦氏による被爆体験講話やノーベル平
和賞を受賞した ICAN 国際運営員の川崎哲氏によ
るゲストスピーチ、平和創作劇「I PRAY」の鑑賞
など、例年にも増して充実したプログラム内容
を提供することができたと感じています。
今年は第 40 回を迎え、国内外の 80 名の若者
が広島に集い平和について学ぶとともに、かけ
がえのない国際交流体験を行なうことができた
ことをご報告申し上げます。
国際コミュニティーセンター
事務局

中奥

岳生

第 40 回広島ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナー
主なプログラム

〇被爆体験講話

〇平和公園フィールドワーク

〇ウエルカムパーティー
〇平和創作劇「Ｉ

〇平和資料館見学

〇フェアウエルパーティー

ＰＲＡＹ」観賞

〇平和のとうろう流し

〇広島タウンウォーク

【期

間】 ２０１8 年 8 月 4 日（土）～８月８日（水） 4 泊 5 日間

【宿

泊】 シンプルステイ平和公園前

【場

所】 広島市（広島ＹＭＣＡ

〇ワークショップ

〇平和祈念式典参列

〇宮島ミニトリップ

広島市平和記念公園） 廿日市市（宮島）

【参加者】 国内：広島の高校生・大学生

東京ＹＭＣＡ、横浜ＹＭＣＡ、千葉ＹＭＣＡ、熊本ＹＭＣＡ
学生ＹＭＣＡ（関西学院大学・京都大学・清泉女子大学）

海外：テグＹＭＣＡ、ウルサンＹＭＣＡ（韓国）
シンガポールＹＭＣＡ（シンガポール）
台南ＹＭＣＡ（台湾）

ホノルルＹＭＣＡ（アメリカ・ハワイ） 総勢 80 名

【運

営】 公益財団法人広島ＹＭＣＡ

国際コミュニティーセンター

【協

力】 広島県原爆被害者団体協議会、バプテスト広島教会、ワイズメンズクラブ・メネット

殿納隆義、中奥岳生、スティーブ・コラック、伊藤調、三浦友里恵、国際リーダー

8/3 海外から広島にユースメンバーが到着しました。ホノルルか
らの 14 名が加わり、8/4 からＹＭＣＡ国際青少年平和セミナーが
始まります。

他

他

今年も宿泊でお世話になったのがシンプルステイ平和公園前さん。
多くのユースが８月６日に集える場所として、ＹＭＣＡにとって、
なくてはならないパートナーです。
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第 40 回 広島ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナースケジュール
現地時間
12：00

交通機関

13：00
15：30

広島市

17：30
19：00
9:00 集合
午前

広島市

徒歩

午前

広島市

原爆死没者慰霊祭（平和祈念式典）参列
平和ワークショップまとめ

徒歩

休憩・フリータイム（買い物や観光など）

午後

廿日市市

平和の灯ろう流し

子ども達と交流等
【宿泊：シンプルステイ平和公園前】

8:30 集合

貸切バス

貸切バスで宮島へ移動

午後

貸切バス

広島市内にもどる

午前

（宮島町）
広島市
広島市

受付開始 広島ＹＭＣＡ３号館２階多目的ホール
国際青少年平和セミナー 開会式 ( セミナー開会礼拝）
オリエンテーション 被爆体験講話
アイスブレイク
平和創作劇「I PRAY」鑑賞
ウエルカムパーティー
【宿泊：シンプルステイ平和公園前】
平和記念公園フィールドワーク
原爆資料館見学 原爆慰霊碑めぐり
原爆ドーム・原爆の子の像など
お好み焼きランチ / 平和ワークショップ
広島タウンウォークと夕食
【宿泊：シンプルステイ平和公園前】

徒歩

午後

6:00 集合

スケジュール

徒歩

安芸の宮島観光＆ピクニック

第 40 回 広島ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナー参加者内訳
内訳

参加者区分

男性

女性

小計

国内参加者

7

19

26

海外参加者

14

16

30

シンガポール・ウルサン・テグ・台南・
ホノルル

広島リーダー

2

11

13

修道大学・県立大学・市立大学・文教女子大学
広島女学院大学・安田女子大学・広島城北高校

引率スタッフ

4

7

11

受入スタッフ

4

1

5

31

54

85

広島・東京・千葉・横浜・熊本ＹＭＣＡ・学Ｙ
（京都大学・関西学院大学・清泉女子大学）

東京（2）・横浜（1）・熊本 (1)・シンガポール (2)
テグ (1) ウルサン（1）・台南（1）・ホノルル（2）
殿納隆義、中奥岳生、スティーブ・コラック、
伊藤調、三浦友里恵

広島ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナー記念Ｔシャツについて

今年度よりブランディング仕様で制作を行うことを日本ＹＭＣＡ同盟と確認を行いました。Ｔ
シャツの選定・デザイン・ロゴの配置等、同盟の担当者の皆さんとやり取りを行ないながら、
いわゆるブランディングの「レアもの」ということで、「キャンプ 100」のＴシャツデザイン
をもとに制作されました。ご協力いただきました日本ＹＭＣＡ同盟の皆様に感謝いたします。

×
夕食
朝食
昼食
夕食
朝食
昼食
夕食
朝食
×

ホテルにて休憩

フェアウエルパーティー / 閉会式
各自チェックアウト

10:00 迄

食事

【宿泊：シンプルステイ平和公園前】
解散

トピックス

夕食
×

８月４日 1 日目
国内外の若者 80 名が参加して国際青少年平和セミナーが開催されました。オープニングとして日本バプテスト広
島キリスト教会・播磨聡牧師による平和祈念特別礼拝が開会の礼拝として行われました。その後、広島ＹＭＣＡ
殿納総主事の歓迎挨拶、広島県原爆被害者団体協議会・佐久間邦彦理事長による被爆体験講話、２０１７年ノー
ベル平和賞を受賞した ICAN（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）国際運営委員の川崎哲氏に
よるゲストスピーチが行われました。参加者の親睦を兼ねたアイスブレイクの後は、平和創作劇「I PRAY」の演
劇鑑賞、ウエルカムパーティーなどの盛りだくさんのプログラムが行われました。

日本バプテスト広島キリスト教会・播磨聡牧師による
平和祈念特別礼拝

広島ＹＭＣＡ殿納総主事の歓迎挨拶

広島県原爆被害者団体協議会・佐久間邦彦理事長による
被爆体験講話。通訳は、ＹＭＣＡ国際通訳者田村先生

ノーベル平和賞を受賞した ICAN 国際運営委員の川崎哲氏に
よるゲストスピーチ「核兵器廃絶に向けて若者ができること」

平和創作劇「I PRAY」の演劇鑑賞

各国ユースからプレゼンが行われたウエルカムパーティー

8 月５日 2 日目
２日目は朝から平和公園フィールドワークに出かけました。各慰霊碑を訪ね、それぞれの由来についてリーダー
から説明がありました。原爆の子の像に千羽鶴の献納し、原爆ドーム前で記念写真の撮影を行いました。その後、
平和祈念資料館で核兵器の実態を学び、ICAN が受賞したノーベル平和賞のメダルなどを見学しました。お昼に
YMCA に戻り、もちろんランチはお好み焼き！！少し休憩を取った後は、ユースリーダーが企画したワークショッ
プで平和について議論しました。
セミナー終了後、食べたいもの別にグループに分かれて夕食に出かけました。（グループ分け：うどん、パスタ、
日本定食、ラーメン、ハンバーグ etc）海外組は初めての日本食チャレンジです。

平和公園フィールドワークにて各国の代表が
原爆の子の像に千羽鶴を献納

午後からのワークショップでは、活発なディスカッションが
行なわれました。

広島タウンウォークで、「広島で食べたい夕食に行こう」を
開催。グループに分かれて街に出ました。
台湾チームは、日本の尾道ラーメンを選択！！

ノーベル平和賞・受賞メダルを資料館で見学

この頃には緊張も解け、多くの仲間ができました。
（ユースリーダー・学Ｙ・横浜Ｙ留学生とスナップ）

韓国（ウルサン・テグ）・東京ＹＭＣＡ・学Ｙ合同で
「和定食」を食べました。

８月６日 3 日目 午前 平和祈念式典
朝５時起床、６時に平和公園にむかい出発。手続き後、式典の席につきました。式典では松井広島市長、湯崎広
島県知事、中満国連代表のすばらしい演説を聴くことができました。特に印象的だったことはこども達の「平和
への誓い」のスピーチでした。午後からセミナーのまとめとして、ワークショップの最後は、自分達が考える平
和を人形劇として発表しました。家族・差別・貧困などがテーマとして取り上げられて、すばらしい発表となり
ました。セミナーのまとめは各国の代表からセミナーを通しての感想を話してもらいました。
セミナーのまとめが終わり、最後の平和プログラム・ピースランタンが行われました。世界中のこども達から届
いた平和のメッセージでとうろうを作り、ピースセミナーに参加した世界の若者で元安川に浮かべました。

平和祈念式典に参列のため、朝５時起床 ６時に朝食を持っ
て出発、６時 45 分ごろ外国人席につきました。

ワークショップの最後は、自分達が考える平和を人形劇とし
て発表しました。

最後の平和プログラム・ピースランタンでは、世界中のこど
も達から届いた平和のメッセージでとうろうを作りました。

子ども代表 平和への誓い。市立牛田小６年、新開美織さん
（１２）市立五日市東小６年、米広優陽さん（１２）

セミナーのまとめは各国の代表からセミナーを通しての感想
を話してもらいました。（写真は台南ＹＭＣＡ）

今年で１４回目を迎えるピースランタン。毎年、セミナーの
参加者が平和への祈りを込めて元安川に浮かべています。

８月 7 日

4 日目

宮島観光とフェアウエルパーティー

最終日はみんなで交流プログラムを行いました。世界遺産の宮島では各自フリータイムで観光を楽しみました。こ
の時はちょうど引き潮で大鳥居の下までみんなで行けたようです。広島に戻って夜のパーティー。フェアウエルパー
ティーはレストランでバイキング料理を堪能し、仲良くなったユースで会話を楽しんでいたようです。ＹＭＣＡか
らは各国代表にプレゼントとして、佐々木禎子さんの折鶴の物語の絵本を母国語ごとにプレゼントしました。また、
テグＹＭＣＡからは韓国の幼稚園のこども達が描いた豪雨災害にあった方々を励ますメッセージが贈られました。
これには広島ＹＭＣＡのスタッフのみんなも感動しました。最後にこの４日間の思い出をビデオで見たあと、シン
ガポール参加者のギター伴奏で「カントリーロード」を全員で合唱！お別れのセレモニーでは、みんな抱き合って
別れを惜しんでいました。

宮島口から宮島桟橋まで１０分の船旅！風が心地よい。

フェアウエルパーティーでセミナーのまとめを行います。

佐々木禎子さんの折鶴の物語の絵本を母国語ごとに各国に
プレゼントしました。

宮島観光 大鳥居の前で記念撮影

明日の帰国を前にみんなで「カントリーロード」を合唱

各 YMCA へ広島 YMCA からプレゼント

テグ YMCA からは韓国の幼稚園のこども達が描いた豪雨災害に
あった方々を励ますメッセージが贈られました。

最後のセレモニーでは、みんなハグをして別れを惜しんでいました。

これには広島 YMCA のスタッフのみんなも感動しました。

国内外のユースを引率してくれたスタッフ同士も仲良くなり、最
後の記念撮影。各ＹＭＣＡに戻っても広島の日々のことを思い出
してください。

たくさんの思い出を胸に、8/8 全員帰国しました。若者一人ひとりが深くつながり、共に語った平和への思いが将来花開くことを期待しています。

参加者の感想 1 部ご紹介

みなさんこんにちは。
千葉ＹＭＣＡ現役リーダーの髙野ななみ ( アロハ ) です。
8/4〜8 に広島で行われた国際ピースセミナーに参加して来ました。
世界中の YMCA から若者が集まり、平和とは何か、核兵器の恐ろしさ、次世代を担う我々になにができるのかといっ
たことを話し合いました。
国によって価値観や考え方が異なっていて、とても面白かったです。
このプログラムは基本が英会話でした。ディスカッションする際に少し手間取った時もありましたが、わかりやす
い英語にして話直してくれたり本当にみんな優しくてフレンドリーでした。
広島は原子爆弾によって世界で初めて被曝した都市です。たくさんの罪のない子供や人々が一瞬のうちにして亡く
なり、今でも被曝によって苦しんでいる人がいます。終戦から 73 年の今、戦争体験をした人たちは高齢となっていま
す。私たちが語り継ぐことによってもう 2 度と同じ過ちを繰り返すことのないよう、あの夏の出来事を風化させない
ようにしていかなければなりません。
広島ＹＭＣＡのスタッフの皆さんをはじめとする、広島ＹＭＣＡの国際ボランティアリーダーのみなさんのおかげ
でこのプログラムを無事終えることができました。
頑張れと背中を押してくれた千葉ＹＭＣＡのみなさん、そして 5 日間お世話になった東京ＹＭＣＡのみなさん、本
当にありがとうございました。
来年また参加したいと思います！！ Thanks for the people concerned of this program.

It is already a week from the end of the seminar, don't you feel that time is so fast?
At ﬁrst I was very nervous and worried about the seminar, but everyone who participated in
this Peace Seminar was so kind and I think we did good communication with our warm heart
even though we couldn't speak in foreign languages well.
Also we started with each role as a citizen from each city and nation, but ﬁnally I felt that we
became Earthcitizen who live in earth together. So I was really thankful and felt achievable.
Thanks to everyone, I learned and felt a lot of important things like peace and harmony and I
was always really fun and happy. Thanks a lot. I already miss you.
I hope you do your best for our Earth and peace and be more possible and achievable person,
LOVE YOU GUYS.
Daegu YMCA Yoon Tae-Gyeong
セミナーが終了してすでに 1 週間が経ちますが、時間の流れがとても早いと感じないですか？最初私はセミナー
に関してとても緊張して心配をしていましたが、参加した人達はみんなとても親切でした 。
私たちは外国語（英語）は話せませんでしたが、私たちが心から接することで良好なコミュニケーションをとる
ことができました。ワークショップでは、私たちはそれぞれの違う国や都市に住む者としての議論を行ないまし
たが、最後には地球に住む地球市民としてお互いを理解できる存在になったと感じました。だから、今はセミナー
に参加できたことに感謝して、達成感を感じることができています。
私は、みなさんのおかげで平和と調和という重要なことをたくさん学びました。いつも本当に楽しく幸せを感じ
ることができました。ありがとうございました。
私はセミナーに参加した皆さんが私たちの地球と平和のために最善を尽くし、平和を実現できる人になることを
心から願っています。
テグ YMCA Yoon Tae-Gyeong

公益財団法人

〒780-8523 広島市中区八丁堀7-11

広島 YMCA

Tel 082-228-1151

Fax 082-211-0366

