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➣１．主催者挨拶

一般社団法人出雲青年会議所

理事長 成瀬 公平
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一般社団法人出雲青年会議所は1957年（昭和32年）に創立されて以来、『明るい豊かな社会』の

実現を目指し、青少年育成・ひとづくり・まちづくりの分野で幅広い活動を実践しております。創立60周年目

を迎える2017年度は、「独立自尊（どくりつじそん）」をスローガンに掲げ、己の尊厳を自覚し、熱き志を抱

いて、主体的に運動を行っております。

本年度青少年事業では、「力漲る自主自立した次世代の育成」を目指し、知識や教養よりも、もっと今の

子供たちに必要な「一生懸命に生きる力」を育んでおります。そして、自らの尊厳を大切にし、利他の心をもっ

た大人へと成長してくれることが、今の若い世代に求められていると考えます。そこで、私たちは人間の根源た

る「命と生き方」をテーマとして、日本だけでなく世界の様々な環境を通して自らの生き方を考える青少年事

業「Boys be ambitious」～みんな同じ空の下～を実施致しました。

本事業では、プログラムⅠ・Ⅱ・Ⅲの三部構成で、7月から9月の約3ヵ月間に亘り実施してまいりました。

プログラムⅠでは、「命の尊さと命のもつ力強さ」をテーマに、命の誕生・命の繋がり・命の現場を学習致しまし

た。プログラムⅡでは、懸命に生きる人々の姿や環境を通し、命の尊さ・懸命に生きる意思を育む「フィリピン

研修」を行いました。プログラムⅢでは、プログラムⅠ・Ⅱを経験して、何を感じたのか・どういうことに気付いたの

か・これからどういう風に生きていくのか、参加者の率直な想いを伝播する「報告発表会」を行いました。

命について考え、フィリピンの過酷な環境で生きる人々の姿や環境から、参加高校生が本事業を通じて懸

命に生きる大切さ・当たり前の事に感謝する気持ちが向上したと考えております。そして、周りの人への思いや

りや積極的に活動する姿勢を家庭・学校など様々な場で発揮してくれると確信しております。さらに、青少年

事業に込めた私どもの想いを広く地域に発信させて頂くことで、子供たちの「懸命に生きる力」の向上の一助

になればと考えております。

最後になりますが、本事業の開催にあたりご支援・ご協力を賜りました全ての皆様に、心より感謝申し上げ

ます。



➣２．開催要綱
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１．事業の目的 一般社団法人出雲青年会議所では、「力漲る自主自立した
次世代の育成」を方針として掲げ、命について考え、そしてフィリ
ピンの貧困地区で懸命に生きている人々の姿や環境を通して、
生きていくことへの力強い意思を醸成し、主体的に行動できる人
財を育成することを目的に開催致しました。

２．実施期間 プログラムⅠ ：2017年 7月 2日（日）
プログラムⅡ ：2017年 8月 5日（土）～ 8日（火）
プログラムⅢ ：2017年 9月 3日（日）

３．実施場所 プログラムⅠ：JCセンター図書館
プログラムⅡ：フィリピン共和国
プログラムⅢ：出雲西高等学校

４．事業内容 １）プログラムⅠとして、「命の尊さと命のもつ力強さ」をテーマに
セミナーを行いました。

２）プログラムⅡとして、3泊4日のフィリピン研修を行いました。
３）プログラムⅡの宿泊ホテルにて、一日の振り返り発表を行

いました。
４）プログラムⅢとして、一般の人々を前にプログラムⅠ・Ⅱ

の経験で学んだ事の報告発表を行いました。

５．実施 主催：一般社団法人出雲青年会議所

協力：SYD（公益財団法人修養団）

東武トップツアーズ東京法人西事業部



➣３．フィリピン渡航での日程表

4

スケジュール
日にち 曜日 現地時間 内容

1 8月5日 土 11:00 出雲空港に集合

12:10 出雲空港発

13:40 羽田空港着

15:40 成田国際空港へリムジンバスで移動

18:00 成田空港発

ニノイアキノ国際空港行き

21:40 空港から専用車でホテルへ

ホテル着

HOTEL JENチェックイン、就寝

2 8月6日 日 7:00 起床・準備

9:00 パヤタス視察

11:00 パヤタス訪問、ホームビジット、ジャンクショップ

14:00 パヤタスのゴミ山周辺

16:00 ホテルへ移動

19:00 ホテルにて休憩、夕食

19:30 一日の振り返り

21:00 就寝

3 8月7日 月 7:00 起床・準備

9:00 スモーキーマウンテン、ゴミ山のコミュニティ訪問

12:00 現地の中間層が食べる昼食（商業施設内）

15:00 マザーテレサ施設訪問

17:00 ホテルへ移動

19:00 ホテルにて休憩、夕食

19:30 一日の振り返り

21:00 就寝

4 8月8日 火 6:30 チャックアウト後、ホテルを出発

8:00 ニノイ・アキノ国際空港到着

自由時間

フライトチャックイン

10:05 空路、成田へ

成田空港着

15:35 羽田空港へリムジンバスにて移動

17:30 自由時間

18:30 羽田空港発 空路、出雲へ

19:50 出雲空港着、終礼、解散



➣４．プログラム内容 ～命とは～
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プログラムⅠ：「命の尊さと命のもつ力強さセミナー」

①「命の力強さ」
人類における生命の誕生、スポーツ選手が夢や
目標に向かい力強く日々の練習に励んでいるこ
とにフォーカスして、命について深く考えると共に、
力強く生きる姿勢を勉強しました。

②「命を見つめる」
私たちは生まれてから、高校生になるまで、両
親や多くの人に支えられ、そして繋がって生きて
いるということを考えました。また、高校までの自
分にいくらお金がかかっているのか計算をし、改
めて両親に感謝する機会となりました。

③「命を考える」
世界の様々な命の現状（国別で平均寿命の
高い国、低い国）などを勉強しました。世界と
日本の環境の違いや、懸命に生きている人々
の姿を通して、今の自分自身を見つめる機会と
なりました。

④「貧困と共に生きる子どもたち」
SYDによる講演を拝聴しました。プログラムⅡで
訪問するフィリピンについて学び、それぞれが現
地での何を見たいか、何を学びたいか課題をも
つ機会となりました。

⑤「プログラムⅡに向けて」
今日一日の振り返りを行い、「命の尊さと命の
もつ力強さ」を改めて考え、今の自分に出来る
ことを参加者全員で共有しました。その後、フィ
リピンに向け結団式を行い、プログラムⅠは終
了致しました。



➣４．プログラム内容 ～幸せとは～
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プログラムⅡ：「フィリピン研修」 ①

1日目は出雲からの移動で、フィリピンに到着し
たのは夜10時でした。その後、ホテルに移動し、
訪問する施設へ提供するお菓子の仕分け作
業を行いました。そして、高校生がリーダー、サブ
リーダーとなって2日目パヤタス地区を訪問しま
した。

最初に、家庭訪問をさせて頂き、貧困地区の
生活環境や都市部との貧富の差を実感しまし
た。現地は気温が高く、日本と違い、この地区
では、扇風機1台で暑さをしのぎ、また家の中に
豚を飼い生活をされていました。

次に、ジャンクショップを訪問しました。ジャンク
ショップはゴミを集めてきて、その中から売れる物
を仕分けして、販売を行っていました。売れない
物は廃棄し、それが積み重なりスモーキーマウン
テンが形成されていました。

次に、SYDが支援している子供たちがいる広場
へと移動しました。そこでは、フィリピンの子供た
ちが手を引いて席まで案内してくれ、歌とダンス
で私たちを歓迎してくれました。そして、一緒に
昼食を食べ、日本の遊びやフィリピンの遊びをし
て交流を深めました。

その後、家庭訪問をさせて頂きました。物資が
豊かにあるわけではなく、先程まで笑顔だった子
供も、この時は表情が暗くなったのが印象的で
した。そして、この地区の子供たちに小さいアイ
スクリームを提供し、とても笑顔で幸せそうに食
べる子供がいれば、少し食べて残りは家族に持
ち帰る子供もいました。



➣４．プログラム内容 ～豊かさとは～
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プログラムⅡ：「フィリピン研修」 ②

3日目、今は閉鎖された第1のスモーキーマウン
テンに訪問しました。そこでも、子供たちが歌で
歓迎をしてくれました。小さい子供が多かったで
すが、みんなとても笑顔が素敵で目が輝いてい
ました。

そして、ゴミ山のコミュニティに家庭訪問をしまし
た。そこの家庭には冷蔵庫がなく、食べるものは
その日その日で調達し家族で食べていました。
日本では当たり前の事が当たり前ではないこと
を実感しました。

次に、近くの市場を訪問しました。辺り一面たく
さんのゴミが散乱しておりました。足元に注意し
ながら現地の生活環境を見て回る中で、学校
に行けない子供がおり、勉強したくても出来ない
現実を目の当たりにしました。

続いて、市場周辺にある学校を訪問しました。そ
こで、日本から持ってきた文房具を子供たちにプレ
ゼントすると、とても喜んで受け取ってくれました。
この時に、3つのT（TEACHER・TEXTBOOK・
TEACHINGROOM)が足らないという話を伺い、
勉強できることも有り難いことだと実感しました。

その後、商業施設へ移動し、現地の中間層が
食べる昼食を頂きました。午後はマザーテレサの
施設「死を待つ人々の家」を訪問しました。障
害や身寄りのない人が多く、でもとても強い生き
る意思を肌で感じることが出来、命の尊さと生
きていることへの感謝の気持ちを抱きました。

※マザーテレサの施設では、撮影禁止の為、記録がご
ざいません。



➣４．プログラム内容～自分に出来る事～
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プログラムⅢ：「報告発表会」

報告発表会では、一般の高校生や学校の先
生、地域の大人達に向けて、プログラムⅠ・Ⅱ
を通して、懸命に生きる大切さを伝えていきます。
はじめに、プログラムⅠ・Ⅱでどういうことを行った
のか振り返り報告を行います。

続いて、4名の参加高校生がプログラムⅠ・Ⅱ
を通して、参加前と参加後で変わった事、フィリ
ピンに行ってどういう経験をしたのか、印象的だっ
たことは何か等、座談会形式で振り返り、報告
発表を行いました。

今回参加した4名の高校生が、当たり前の事が
当たり前ではない、何事にも感謝して懸命に生
きていきたい、いつか支援が出来る人になりたい
等、彼らの想いを一般来場者の前で話しました。

一般来場者の方も真剣に発表を聞いて頂きま
した。発表の後、グループディスカッションを行い、
各人が、4名の高校生の発表を聞いての感想
と今後の抱負を発表し、大人も学生も全員で、
懸命に生きる大切さを学びました。

最後に、解団式を行いました。副理事長影山
晃司より、長期に亘る本事業に多くの皆様より
ご支援・ご協力を頂いたことへの感謝の気持ち
を述べさせて頂きました。



➣５．クラウドファンディングについて
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１．募集期間 2017年 4月27日（木）～ 5月26日（金）

２．結果 ¥802,000（目標金額30万円に対し267％）

３．使用用途 １）海外渡航費用（移動交通費、宿泊費、フィリピンでの
専用移動車、セキュリティポリス、海外旅行保険、現地
通訳、添乗員他）

２）高校生用統一衣装代（ポロシャツ）

４．連携企業 READYFOR株式会社



➣６．写真集①
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プログラムⅠ 結団式 プログラムⅡ 1日目 お菓子仕分け作業

プログラムⅡ 2日目 パヤタス地区の子供たちが広場で歌とダンスでおもてなしをしてくれました。

プログラムⅡ 2日目 地元で有名なファーストフード店「ジョリビー」でチキンとライスを子供たちと一緒に食べました。
昼食後、子供たちが通う学校に訪問させて頂きました。教室の様子を見たり、歌とダンスで歓迎をしてくれました。



➣６．写真集②
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プログラムⅡ 3日目 20年以上自らの給料で運営されている学校へ訪問し、鉛筆やノートを配りました。

プログラムⅡ フィリピン研修では2日目・3日目の夜に、一日の振り返りを参加者全員で行い、感想を共有しました。

プログラムⅢ 報告発表会では、当日約80名の学
生、一般の方々を前に、フィリピン研修を通して自分
の生き方、日本の若い人たちに伝えたい事を発表し
ました。

プログラムⅡ 3日目 第1のスモーキーマウンテンの近くにある学校に訪問し、子供たちにおやつを配りました。

9月24日（日）創立60周年記念式典の記念事
業発表の場で、4名の高校生は堂々と体験した感
想を発表してくれました。



➣７．参加高校生感想文
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市居 和佳奈

島根県立出雲高等学校 1年生

私がこの青少年事業に参加した理由は、テレビや教科書で目にしている、貧しい
生活をしている人に会いに行ってみたいと思ったからです。そして、もう一つは、この青
少年事業の数カ月前に祖父が亡くなり、このプログラムの「命と幸せを考える」という
テーマに惹かれたからでした。

プログラムⅡのフィリピン研修では、実際に活動したのは約2日間という短い間でし
たが、日本では決して出来ない貴重な体験をさせてもらいました。

フィリピン研修2日目、私たちはスモーキーマウンテンのふもとの町、パヤタスに行きま
した。バスを降りて最初に感じたのは、蒸し暑さときつい匂いでした。パヤタスでは町を
歩いたり、ジャンクショップに行ったり、ホームビジットをさせてもらいました。特に、豚を
家の中で飼っていたことにとても驚きました。パヤタスの広場では、歓迎セレモニーをひ
らいてくれて、歌やダンスを披露してくれました。この日一番強く感じられたことは、パヤ
タスの人たちの笑顔のすばらしさでした。家を見せてもらった時も、セレモニーの時も、
その後遊んだ時も、彼らはいつも笑顔でした。一緒にいるだけでこっちまで笑顔になれ
て、とても楽しかったです。「私の名前はビューティフルよ」と言ったヘンディーはとてもお
もしろい子でした。でも、その後ローズマリーちゃんの家に行った時、ローズマリーちゃん
の顔に笑顔はありませんでした。自分は、彼女の人には見せたくないであろう部分を
見せてもらっているんだと、胸がしめつけられるような思いになりました。もう一人、ア
レックスの家にも行きました。家には二部屋しかなく、だいぶ暑かったです。彼は少しの
間しかいなかった私たちのために扇風機を回してくれて、お母さんも笑顔で迎えてくれ
ました。フィリピンの人たちのおもてなしの意識の高さに驚かされました。

はじめは、パヤタスの人たちと触れ合うのが少し怖かったです。日本とパヤタス、住ん
でいる環境が違うからか、なんだか遠い存在に感じて自分がどう思われているのかが
気になりました。だけど、パヤタスの人たちは優しく明るく接してくれて、それがすごく嬉
しくて、全然遠い存在なんかじゃなかったんだと思いました。

「笑顔の力」
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また、パヤタスで会った子供たちの中で、大学に行ったのは数人で成績が良い人が
SYDの奨学金を貰えるという話を聞きました。私は進学校に通っているので、大学に
行くのが当たり前みたいな空気の中にいました。私はなんとなく大学に行くのかな、等と
気楽に考えていて、勉強できることの有り難さをあまり考えていなかったんだなと反省さ
せられました。帰り道では、マニラ市内のビルが立ち並ぶ中心地を通りました。あのパヤ
タスの町から車で数十分の所にこんな豪華なビルがあるんだと思って、格差を感じて悲
しくなりました。

3日目、午後はマザーテレサの施設に行きました。大人の方の施設で会ったおばあさ
んが、私の手をしっかり握って笑ってくれたこと、25歳からずっと施設で暮らしているとい
う女性と話したこと、すごく大切な思い出になりました。シスターがここでは毎日のように
人が亡くなっていると言っておられました。亡くなる人へは、最後に好きなものを食べて
もらって、その人の宗教でお葬式を挙げることも聞きました。それを聞いて、お祖父さん
のことを思い出しました。死ぬことは怖いけど、家族や大切な人に看取られるというのは
幸せな最後だったのかもしれないと思いました。出会ったおばあさんの手の力強さ、施
設にいた人たちを思い出して生きようとする力の強さに気付きました。

子供の方の施設では、親がいない子供や障害のある子供たちがいました。親がいな
いというのは私にはうまく想像出来なかったけど、子供たちには親の代わりにシスターが
いました。シスターはきっと子供たちに愛情をもって接していて、誰かを好きで、誰かに
好きでいてもらえるというのは、すごく幸せなことだと思いました。

今回の青少年事業に参加して、たくさんの人と触れ合うことが出来ました。行く前は
貧困の中で暮らしている人たちは、かわいそうだと思っていました。だけど、実際はそん
なことはなくて、会った人たちはすごく心が豊かで幸せそうでした。家族をすごく大切に
思っている所、いつも笑顔な所、生きようとする力の強さ、毎日を一生懸命に生きてい
る所、たくさんの事を教えてもらいました。フィリピンで学んだ事を胸に、毎日を一生懸
命に生きたいです。そして、将来は周りの人たちを笑顔に出来るような人になりたいと
思います。

貴重な体験を出来る機会をくださった青年会議所の皆様、両親、山口さん、小関
さん、高校生のみんな、本当にありがとうございました。
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板倉 愛美

学校法人水谷学園 出雲北陵高等学校 1年生

「生きていることに感謝を忘れない」

私は、今回初めて貧困と共に生きている人々について学びました。初めて見る風
景にとても戸惑いました。道を見るとホームレスの人たちが寝ていて、普段見ている、
感じている景色と全く違いました。
とても緊張している中、1日目の活動が始まりました。日本語が通じない人と話す

のは初めてで、とても不安の中パヤタスに着きました。バスから降りた時、きつい匂いと
普通にゴミが落ちている道があり、とても驚きました。自分がもし、この場所で生活す
ることになったらと考えてみましたが、未知の世界のことだったので全く想像出来ません
でした。しばらく歩いていると、一つの家に着きました。そこで見た家は、家と呼んで良
いのかわからないくらいの家でした。そして、その家の中を見学させてもらいました。一
番衝撃を受けたことは、家の中に豚や鶏といった家畜を飼っていたことです。家畜が
いる部屋に入った瞬間、驚くぐらいの悪臭を感じました。でも、住んでいる家族の顔を
見てみたら慣れているのか平気そうにしていました。私は、生まれた環境が違うという
ことに、ここで改めて痛感しました。そして、その家族にお菓子と洋服をプレゼントしま
した。お母さんがとても嬉しそうに笑ってくれたので、私もとても嬉しい気持ちになりまし
た。その後、パヤタスに住んでいる子供たちが歓迎会を開いてくれました。着いたら、
私よりも年下の子が椅子を置いてある場所まで手を引いて案内してくれました。フィリ
ピンの人たちの親切心を感じました。きっと今の日本人の大半が忘れている感情の
１つではないでしょうか。たくさんの歌とダンスを披露してくれました。一生懸命に取り
組んでいる姿に心を打たれました。私は、いつも一生懸命に取り組んでいるフリをして
いたんだと気が付きました。そして、一緒にご飯を食べていた時、半分くらい食べた後、
家に持って帰ろうとしまっている女の子がいました。家族と食べる為だと思います。私
が、彼女と同じくらいの年だった時、絶対にそんな事は頭になかったと思います。私は、
この風景を写真に収めようとカメラを持ち歩いていました。カメラが珍しかったのか一人
の女の子が興味津々で近づいてきました。突然の事で驚きましたが、名前もわからな
いその子と一緒に風景を撮りながら歩きました。カメラの使い方を教えるととても嬉しそ
うに写真を撮っていました。フィリピンの人たちはカメラを向けられても嫌な顔をせず、む
しろ嬉しそうにとても素敵な笑顔を見せてくれました。この1日で一番感じた事は、環
境や生活のつらさを感じさせない笑顔と人間性の素晴らしさを感じました。日本で出
会った人の多くは自己中心的な人でしたが、フィリピンの人たちは年下の子に順番を
譲るといった思いやりの心を持っています。
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同じ人間として、今までの自分が恥ずかしくなりました。
2日目は、フィリピンで初めて出来たスモーキーマウンテンの近くにある学校に行きまし

た。校舎の横に大きな川がありました。茶色く濁っている川でしたが、その周辺にはたく
さんの家が建っていました。このような場所にもたくさんの人たちが暮らしていると考える
と何とも言えない気持ちになりました。学校では子供たちの歌とダンスを見ました。見た
目では4～5歳くらいの子でした。一生懸命に踊ってくれて嬉しかったです。その後、私
たちは子供たちにおやつを配りました。マカロニにトマトソースをかけたものと豆が器に
入っていました。おやつと呼んでいいのかわかりませんでしたが、とても美味しそうに食べ
ていました。その中の一人の男の子の家を見せてもらいました。その子の家はとても狭く
て驚きました。その子の家はスモーキーマウンテンにあったからです。そして、フィリピンは
電気代がとても高いという話も聞きました。過酷な環境の中、一生懸命生きている事
が生活の風景を見ることによって、より鮮明に記憶に残りました。実際に見ることは聞く
事よりも記憶に残ることを実感しました。次にマザーテレサの「死を待つ人々の家」を見
に行きました。通訳のジョジョさんが、つらい気持ちになるのであまり見たくないとおっしゃ
られて、大人の施設の方には来られませんでしたが、実際に見てジョジョさんの気持ち
がとても良くわかりました。寝たきりのお年寄りの方や子供の頃からずっとマザーテレサの
施設におられる人等、たくさんおられました。その中でとても印象に残ったのが目の見え
ないお婆さんの手を握った時、とても嬉しそうに微笑んでくれたことです。誰が触っている
のかもわからないはずなのに、とても優しい顔を見せてくれたことが今も頭から離れませ
ん。子供の施設では、赤ちゃんなど様々な年代の子供がいました。病気で育てられな
くなった子や施設の方が良い生活が出来るからといった理由で捨てて行く親が多いと
聞きました。何とも言えない、とてもせつない気持ちになりました。
2日目で学んだ事は、命の大切さです。マザーテレサの施設でも言われたように、生

きたいという強い意思がないといけないということも学びました。意思がないと2，3日で
死んでしまうと聞きました。日本では、生きる事、死ぬ事を意識していなくても簡単に
死ぬ事はありません。死というものを初めて意識したように思います。命と向き合って生
きている人たちを見て、自分がどれだけ恵まれた環境の中で育っていたかという事を痛
感しました。
私は今回、フィリピン研修へ行った事はとても良い経験だったと思います。聞くだけで

は伝わらない何かを感じ取る事が出来たからです。言葉で表現することはとても難しい
ですが、どこか今までより成長出来たと思います。そして、私は今までと少し考え方が変
わりました。私は以前、人と関わることが苦手でクラスのグループ活動等、ほとんど参加
していませんでした。ですが、この活動を通して人と関わることの大切さ、協力、支え合
うことの大切さを学び、自分から行動することが出来るようになりました。まだ少しうまく
いかない所もありますが、積極的に人と関わり、自分を主張出来るようになりたいと
思っています。そして、今を生きている事に感謝を忘れずに一生懸命に生きていきたい
と思います。
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桐原 勇斗

島根県立大社高等学校 3年生

「フィリピンの景色」

僕は、この事業に参加する前から貧しい人々の何か力になりたいと思ったり、
世界の国々に興味をもっていました。この事業は、学校に掲示してあるものを見
て知りました。僕がこれを見つけた時、校内の締め切りの日でした。ですが、心の
底からこの事業に参加したい！と思い、すぐに行くことを決意しました。

この事業のプログラムⅠでは、命について出雲青年会議所の人たちと話し合っ
たり、発表を聞いたりして、改めて命の尊さや自分が置かれている環境を知るこ
とが出来ました。また、SYDの山口千恵子さんのお話を聞いて、益々フィリピン
へ行きたいという想いが強くなる1日になりました。この時、僕はフィリピンについて
あまり良い国だとか好印象とか持っていなかったと思います。

そして、フィリピン研修であるプログラムⅡがやってきました。ちなみに、このフィリ
ピンへ出発する1日前に陸上のインターハイから帰ってきたところでした。

フィリピンへ飛行機で行き、フィリピンへ降りる時にマニラの夜景が見えて、とても
綺麗だと思った事を覚えています。飛行機から出て見える景色全てが新鮮で、
眠たいながら興奮していました。

フィリピン研修2日目には、パヤタスへ行き昔のスモーキーマウンテンや学校等
でたくさんの経験をさせてもらいました。スモーキーマウンテンでは、スカベンジャー
の生活について話を聞いたり、そのスカベンジャーが実際にゴミを売りに行くジャン
クショップ等も見ることが出来ました。日本では考えれられないような生活をして
おられる方がたくさんいて、不思議な気持ちになりました。ここで行った学校では、
初めに歌やダンスを披露してくれて本当に嬉しくて泣きそうになりました。その後、
急にステージ上から促され、「一緒に踊ろう」と言われ、とてもフレンドリーな人た
ちだと思いました。そして、本当に楽しかったです。

この学校で、ここの生徒たちと昼ごはんを食べて、一緒に会話をしてとても良い
経験になりました。フィリピンの遊びとか早口言葉等も教えてくれました。
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ここで仲良くなったAJにかなり心を動かされました。AJは、僕たちが来て「日
本人は疲れているから僕たちがダンスや歌で楽しませてあげる」と言っていて、
本当に嬉しく思ったしすごいとも思いました。決して豊かとは言えない生活をし
ていると思うが、心の豊かさを持っていて僕たちはこれがフィリピンの人たちかと感
心したはずです。

フィリピン研修3日目には、また違う学校を訪問し家にも訪問させてもらいまし
た。どの家庭や学校も快く招いてくれて、温かい人たちだと思いました。

マザーテレサの施設では、それとは一変して悲しい気持ちになりました。シス
ターさんのすごさや、フィリピンの現状を知ることが出来ました。

1日の終わりにみんなでその日思ったことを発表して、みんながどう思っていた
か知ることが出来たり、新しい発見があったり、そして何より人前で話をするのを
慣れていたことが僕自身成長したことです。

このフィリピンでの経験を発表したのがプログラムⅢです。出雲の学生や大人
の方が、たくさん集まってくれました。少しでも多くの人にフィリピンのことや他の貧
しい国のことを知ってもらって、興味をもってくれると僕としても嬉しいです。僕の
兄は、僕の話を聞いて千恵子さんの「パヤタスに降る星」を買っていました。

この事業に参加して、僕は夢や目標も変わってきました。AJが言っていた夢
は、誰かに灯りを灯すことと言っていました。僕もAJの夢のように、誰かに灯りを
灯したいし貧しい人たちに希望や夢を与えられるような人になることが今の僕の
夢です。



➣７．参加高校生感想文

18

「この夏みつけた“宝物”」

山田 利奈

島根県立出雲高等学校 1年生

私は、今回の「Boys be ambitious」に参加して、様々なことを見て、聞いて、
感じて、考えました。

プログラムⅠでは、命と幸せについて時間をかけてじっくりと考えました。そこで私は、
幸せは誰もが感じることの出来るもので、一人ひとり住んでいる環境や経験したことが
違うから、その幸せと感じるものに対する価値観に違いが生じるのは当たり前なのだと
思いました。また、その違いが幸せのモノサシの目盛りの基準に大きく関わっていると
感じました。しかし、プログラムⅠでは、命とは何か、幸せとは何か、についてのハッキリ
したものが出てこなかったので、しっかりとそれを感じようという想いを持って、プログラム
Ⅱのフィリピン研修に臨みました。

私は、現地の子供たちに会う前、嫌な目で見られたらどうしよう、うまく関われなかっ
たらどうしようという不安がありました。しかし、彼らの笑顔はそんな不安を軽く飛ばして
しまうほど、向けられた私たちに安心感と幸せと笑顔を与えてくれるものでした。それは
現地の人たちが、私たちに不安などを感じさせないよう幸せになってもらえるようにと思
い、向けてくれた思いやりのようにも感じました。ゴミ山に住んでいる人は、日本ではも
う使われないような廃れたトタンや木材を組み合わせて作った小屋のような家に住ん
でおられました。見学させてもらった家の中には、たった3畳程度の家で4人で暮らし
ている所もありました。私はそれを見た時、自分の家は広くてモノが溢れ返っているけ
れど、家族と過ごす部屋が別々だったりと関わっている時間は少ないという事に気が
つきました。現地の人は、家族と共に生活出来ている事に、とても幸せを感じておら
れていました。私たちが見直すものの一つに「家族との時間」というものがあるのではな
いかと思いました。また、私が触れ合いの中で最も感じたのは心の豊かさです。私は、
自分や家族がどうしたら豊かに暮らせるのかを考えた時、追い求めるのは経済的な
豊かさだと気付きました。しかし、フィリピンのゴミ山の人たちは、家族や自分がどうした
ら生きれて、笑顔で幸せに生きれるのかを考えているのだと、関わっていく中で気付き
ました。一人ひとりの生きていく目的が幸せになる為、笑顔でいる為、夢の為だからこ
そ、今を生きよう、楽しもうと必死になれるのだと思いました。小さな事に幸せを感じ、
感謝しながら生きていけるのは心の豊かさがあってこそのものだと強く感じ、私にかけて
いる、その心の豊かさがうらやましくなりました。



19

また、現地で最も衝撃を受けたものは、子供たちのキラキラと輝いている笑顔でした。
決して良い環境とは言えない所で生きている人たちが、こんなにも眩しいキラキラの笑
顔をもっているんだと驚きました。私はその時、この笑顔は、この子たちの一生の宝物だ
なと思いました。なので、例え、環境がどれほど良くなって、価値観が変わっていったとし
ても、その笑顔だけは変わらずに持っていて欲しいと心の底から思いました。

このプログラムを通して私が感じた事、考えた事を伝えるプログラムⅢでは、子供たち
の素敵な笑顔の話やシスターさんの話等を話しました。この時に私が意識した事があり
ます。それは決して、現地の子供たちが『かわいそう』では『ない』という事を一緒に伝え
る事です。今までに講演会やTVで観た内容は、どれも『かわいそう』という気持ちで見
ている人たちに感じさせるようなものばかりだった事に気が付いたからです。しかし、確か
に現地は貧しいですが、心は私たちよりもはるかに豊かで、幸せを全身で感じて生きて
おられました。なので、その事を伝えるのが今の私の役目だと思った事が意識した理由
でした。

また、私たちの言葉で伝えようとするとどうしても軽く聞こえてしまいます。なので、発
表の最後に、機会があればぜひSYDさんの活動に参加して、フィリピンに行き、自らの
身と心で感じて欲しいと伝えました。

私は、懸命に生きている人たちを見て、努力している時、人の命は輝くんだと感じま
した。今までの私は毎日を当たり前に過ごし、大きな出来事がないと充実感をなかな
か味わう事はありませんでした。けれど、この事業に参加して、考え方が変わり、今後の
私の生き方を後悔しないものにしようと思いました。その為に、周りの人への感謝を常
に持つ、笑顔を忘れない事、目標に向かって一生懸命になる事の3つをしていきます。
そして、毎日を主体的に活動し、これからもボランティアに参加しようと思います。

今回は、このような貴重な経験をさせて頂き、ありがとうございました。

私の人生に大きな影響を与えるようなもので、勉強よりはるかに大切なものを学ばせ
て頂きました。この経験を次に繋げていく為に、私が、今回決意した3つの事をしっかり
と守っていきます。ありがとうございました。
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2017年（平成29年）9月 5日（火）島根日日新聞
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2017年（平成29年）9月 5日（火）山陰中央新報
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2017年（平成29年）9月22日（金）島根日日新聞



➣９．総括

一般社団法人出雲青年会議所

青少年委員会

担当理事 児玉俊介

委員長 江角彰則
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昨今の社会では、若い世代の主体性の低さや自己肯定感の低さが問題視されています。この問

題は、若者たちの命の尊さ、重みに対する意識の低さによって、懸命に生きようとする意志の弱体

化が起こっていることが一因であると考えられます。このままでは、日本の未来を担う人財の活力が

失われ、社会の発展の可能性を萎めてしまいます。よって、若者たちに、懸命に生きる人々の姿を

通して、命の尊さ、生きることの大切さを考えさせる必要があると考えます。

そこで、青少年事業では、「命と生き方」をテーマに、今までとは違う環境や人々、価値観に直に

触れることで命の尊さと懸命に生きる大切さ、多様な社会の中で生きていくのに必要な主体性、協

調性、積極性を身に付けてくれることを目的として実施致しました。

4名の高校生は本事業に参加前と参加後では、とても前向きに日々の生活を送るようになりまし

た。彼らの心の成長が随所に発揮してくれていると確信をしております。私たち一般社団法人出雲

青年会議所メンバーにとっても、今回の経験は生き方や考え方を大きく見つめる機会となりました。

そして、高校生と共に命について学ぶことで、彼らの成長から日本の未来を担う人財を育成する力

強い意識を抱き、明るい豊かな社会の実現に向け、これからも青年会議所運動に一層邁進する

覚悟を身に付けました。

本事業の開催にあたりご支援・ご協力を賜りました全ての皆様のおかげをもちまして、多大な成果

を上げ無事終了することが出来ました。プログラムはどれも、普段経験することが出来ない素晴らし

い内容ばかりで、参加者にとっては忘れることが出来ない貴重な経験となりました。

最後になりましたが、本事業実施にあたり、多くの皆様よりご支援・ご協力を賜り誠にありがとうご

ざいました。これからも私たちは、力強く社会の問題を解決する為に運動を展開し続けてまいります。
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