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国際会議の様子 

ユース実行委員会広報（兵庫県三田市立藍中学校新聞部）デイリーニュースから） 
 

 

防災世界子ども会議 
デイリーニュース 

（報告：藍中学校新聞部） 

～１日目～ 
集合時の様子 

3 月 25 日午前 9 時。参加者は「しあわせの村（神戸市北区）」の本館玄関に集合しました。  
 

  

 
 

海外から参加している人は宿泊先のホテルから集合しました。日本人も三宮に集合し、そこからこ

の「しあわせの村」へやってきました。今日から 4 日間、メインである会議もそうですが、世界が“自

然災害・防災”を通して交流を深めるこの行事を楽しみにすごしたいですね。  
いよいよ始まった「防災世界子ども会議」。同じく今日から愛知県では万国博覧会が開かれています

が、こちらも国際行事として重要です。そんな当会議のトップ行事は日本の自然に触れようという「里

山にあいさつ」です。 
本部がある「しあわせの村」に近いかと思ったら、バスで行くような歩いてはちょっと無理なとこ

ろにあるみたいで･･･。参加者はバスに乗って会場まで向かいました。  
今日は真冬並みの寒気が日本上空に来ていることもあってか、朝から本当に寒いです。参加者も上

着が手放せません。「あ～寒っ!」  
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オープニングイベント 

 オリエンテーリングは、国営明石海峡公園・あいなの里で行われました。オリエンテーリングでビ

ンゴ形式でゲームをしながら前に進んでいきました。  
 

  
 
 
里山にあいさつ  

 初はみんな自分のチームの仲間の名前を知らないのでボールを手渡しするゲームをしました。こ

のゲームのルールは渡すときに渡す人の名前をいって渡すゲームです。（ゲームをする前に名前はも

う名乗っている） このときはみんな真剣に説明を聞いていました。 
次にブルーシートの上に座ってまず 2 人で手をつなぎひっぱりあって立つゲームをしました。この

時はチームワークが必要とみんなが思ったはずです。 後に 1 つの丸谷にチームの全員が乗り 10 秒

まで数えて 10 秒に達するとそのゲームは終了です。 
ここで昼休憩が入りました。  

 

遊び場づくり 

午前中に分かれた班で自分たちの遊び場を作っていきます。ここでは、里山の達人という人達にや

ってほしい所をいうと手伝ってくれたりもしていました。また、里山で遊び場を作るにあたってルー

ルがいくつかありました。 
1. 里山では長袖、長ズボンを着て帽子をかぶりましょう。  
2. 遊び場を作る時、遊ぶ時は必ず軍手をつける。  
3. 道具を使う時は道具を持つ方の軍手を外す、持たない方は必ず軍手をつけましょう。  
4. グループと離れる時は CFA にいいましょう。  
5. 水分をしっかり補給し無理をせずに体調が悪くなったら CFA や近くの FA にいいましょう。  

説明が終わった後カメラマンの人が集合写真を撮りました。 
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作業が始まると、早速相談を始める班が多く意見をたくさん出し合う班がほとんどでした。意見がま

とまった班から早速材料を取りにいきました。材料には竹・わら・木などの里山にならどこにでもあり

そうなものを使い、それを加工する道具ものこぎりやロープなど、身近な道具で作っていきました。作

っている 中は、メンバーがみんなで力を出し合い、ワイワイおしゃべりしながら作業を進めていまし

た。 
 

  
 
参加者の感想 

• 寒いが人がおおぜいいてテンションがあがる。（ペンネーム フォトン）  
• 身近に外国の方の人にあえるのでよかった。（あさみ）  
• みんなが仲良くなって良かった（G.M）  
• 楽しかったし自然だと感じた。 外国の子供達と遊べて良かった。（Y.T）  
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取材した生徒実行委員：藍中学校新聞部の感想 

• みんな元気良く楽しくやっていたと思う。（I.Y）  
• 自然の楽しさや厳しさを知る事ができた。（T.Y）  
• みんな活発に行動し協力していたところが良く見られた。（S.T）  
• とてもためになった（K.K）  
• みんなが協力していい作品を作ろうとがんばっていました。見ているほうも楽し

かった!（K.H）  
 

夕食 

夕食は、本館から少し離れた「アミーゴ」という、通常はレストラン業務をするところで食べました。

この「防災世界子ども会議」の参加者をはじめ、他の行事で来ている人もいたので、お店の中は、日本

語や英語が飛び交い、みんな仲良く食べていました。  
 

  
 

外国の方で、早い人はもう日本の言葉を話せるようになっていました。たとえば、お茶を入れてもら

うと、「アリガトウ（ゴザイマス）」と言ったり、ご飯や味噌汁がおいしいと、「ウマイ!」なんて言った

りして。発音もいいし、表情が明るいので周りの人たちもつられて笑っていたり、初日だけでこんな雰

囲気になれることはいいことですよね。明日もまた今日の遊び場の続きがあり、午後は場所を移してユ

ニセフのつどいがあります。明日もがんばっていこー!  
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開会式 

1 日目の夜は、開会式です。まず、 初に実行委員長である岡本さんのあいさつから始まりました。 
「今から 10 年前の 1995 年 1 月 17 日と同じような寒い日を今日迎えました。日本には 4 つの季節があ

ります。一番寒い季節のときに阪神淡路大震災は起こりました。私たちは不意をつかれたのです。その

あと、私たちジェイアーン（アイアーン）を中心とするメンバーは防災についてもっともっと未来につ

なげていこうと思うようになりました。私たち人間はいつもネットワークでつながっています。私は、

今回の NDYS の企画を昨年の 7 月に先生方に提案しました。今日は、そのときの先生方がたくさん集

まっていただいています。私はこの NDYS のリーダーであり、情報発信者です。私はボランティアと

協力し合っています。コンピューターで世界とつながっています。世界中の自然災害や人的災害による

被害が減っていくかもしれないと思います。この 4 日間、会議などを通して意見を大いにぶつけてくだ

さい。そうして、4 日間の会議が成功することをお願いします。」  
 

  
 

次に、今日参加者が遊び場作りをした国営明石海峡公園（神戸地区・淡路地区）を管理している方か

らあいさつをしていただきました。「人間は自然と協力することもあります。それは今日の里山での出

来事です。里山を守っていくのは、私たち公園職員の仕事ですが、 後に命を吹き込むのはみなさんが

たです。それが今日の遊び場作りです。この防災会議はいっしょに取り組んでいって、徐々に形ができ

ています。」  
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防災世界子ども会議 
デイリーニュース 

（報告：藍中学校新聞部） 

～2 日目～ 

朝のつどい 
おはようございます!! 今日の朝は、昨日の寒さが残っているのかな? ちょっと涼しいです。だけ

ど、昨日よりかはみんなの服装も軽めになっていますよ。時刻は朝の 7 時 10 分です。まだ、全員集

まっていないのでちょっと体を動かしてみます。  
 

 
 

このちょっとした体動かしは、2 人組になってするものでした。ギターと日本の方の合図に合わせて、

頭を動かしたり、手を組んだりといろいろなことをしました。そうしているうちに、だんだん参加者が

集まってきましたよ。お目覚めいかが? 
 

  
 

全員集まったら、昨日の開会式の 後にちょっとした歌を歌ったんですが、その復習でしょうかね。

手で歌詞を表現しながらみんなで楽しく歌いました。この後は朝食です。おなかすいたでしょ? 
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朝食の様子 
朝のつどいでちょこっと歌って体を切り替えたところで、おまちかねの朝食です。今日はいかにも日

本らしい和食が出てきました。 
 

 
 

メニューは、写真を見てもらってもわかるように、ご飯に味噌汁、魚の塩焼きに卵豆腐です。ついで

に、ごはんにはふりかけもついていました。雰囲気はというと･･･ まだ眠たい人がいるのかな? 眠た

そうにゆっくり食べる人と、「もう元気!!」といわんばかりにワイワイ言いながら食べている人とに分か

れていました。これからは昨日の続き。結構大仕事だからしっかり食べておかないとね。外国の人の日

本語もだんだんうまくなっていて、今日聞いた言葉は“イタダキマス”でした。昨日から言っている人も

少々いたようですが･･･。4 日間でどれだけ日本語を覚えられるかな? 楽しみです。  
 

  
 
 
遊び場を作る＆遊ぶ 

今日の午前中は、昨日に引き続いて遊び場を作ります。昨日のうちに、作業がだいぶ進んでいる班も

ありゆっくりと作業しているところもありました。作っているのも、竹で土台を作って、わらを重ねて

壁を作る“小屋”みたいなのを作ったり、しっかりとした木に紐をつるし、竹を切って作った“ブランコ”
など、いろいろな作品が出来上がりつつありました。  
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今日もみんな活発に動いていて、昨日からの交流が本当にスムーズに行われています。  

 

 

 
 

お昼からは、いよいよ遊び場で遊んでみます。みんな自分たちが作った遊び場で楽しく遊びました。

後に、何度も歌われている『虹』という歌を歌って、あいなの里（＝国営明石海峡公園神戸地区）を

離れました。  
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参加者の感想～振り返って～  

• いっぱい人が集まると（作業が）難しいと思っていたけど、今日・昨日の活動で日本

の人と外国の人が一緒に仲良く作業しているのを見てすごいなあと思った。（ペンネー

ム：チャン）  
• 何日も前から、山菜の皮を取ったり、針を抜いたりなどの下ごしらえをして大変だっ

た。 
（食事を作ってくださった方）  

• 大勢の参加者がいて楽しかった。（ペンネーム：パピー）  
• 竹が折れたりしたけど、 終的にちゃんとできてよかった。（生徒実行委員長：中野さ

ん） 
 

ところで、間に合った遊び場はいいけど、間に合わなかったときは･･･? ご安心ください。途中で終

わってしまった場合は、ファシリテーターがみんなの思いを引き継ぎ、作り上げてくれるそうです。こ

の遊び場はいつまでも残るので、また機会があれば来てほしい、と代表の方は話していました。  
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ユニセフのつどい～第 1部～ 

今度は場所を「コープこうべ生活文化センター（神戸市東灘区）」に移して、「第 3 回 ユニセフのつ

どい」が行われました。今度は、「防災世界子ども会議 2005」に出ている参加者に加え、一般からも参

加者が出ています。 初はホールで交流会が開かれました。  
 

  
 

まず 初に、司会の方のあいさつから始まり、その後昨日から行われている「防災世界子ども会議

2005 in ひょうごの簡単な説明がありました。 
そしていよいよ海外の人を迎えます。ホールの真ん中で演奏される太鼓の音をバックに、一国ずつ参

加者が入場してきました。ホールにいた日本の人は拍手で迎え、入ってきた海外の人は手を振って歓迎

にこたえていました。  
 

入場が終わったら、各国の紹介に移りました。話を聞けば、飛行機に乗って来日した国の人の一部に

は、2 日間かけて日本にやってきた人もいました。また、カスピ海（ヨーグルトで有名）と黒海の間に

ある国の方に、司会の人が「毎日、ヨーグルト食べていますか?」と質問すると、「もちろん」という答

えが返ってきて会場を笑わせていました。 

  
その後、簡単な歌を歌い手に合わせて歌いました。雰囲気もだんだん明るくなってきて、その後のち

ょっとした「異国の人との交流タイム」では、早くも積極的に話し掛けている人がいました。そこでは、

ジャンケンも取り入れました。その後、各国の人にインタビューをし、イランの人にインタビューをし

たときには、「昨日、日本に勝ちましたね（サッカーW 杯アジア 終予選のこと）」と話し掛けると、笑

って喜んでいました。そして、次に聞こえてきたのは誰でも小さいころに聞いたことがあるんではない

でしょうか? 「おもちゃのチャチャチャ」をタンバリンとギターを使って演奏・合唱しました。もち

ろん日本語で歌うので、発音の練習もしました。手振りもつけて。歌うときは、「おもちゃ」「チャチャ

チャ」の 2 グループに分かれて、それぞれの振り付けを担当します。上手にできました。回数を重ねる

につれて、テンポも早くしましたがやっぱりしんどいかな?  
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盛り上がった雰囲気で進みましたが、ちょっと切り替えて、10 年前の阪神大震災での様子を司会が

参加者に伝えました。そして、未来に向かって自分たちがしていかなければいけないこと、それは何か。

といった内容を訴えました。それを神戸の完全復興を目指した歌に乗せて。阪神大震災で亡くなった人

の文まで、毎日を大切に生きて行こう・・・。無くしたものは大きいけれど、それを乗り越えるのが残

された自分たちの役割である。そういう内容の歌でした。日本では、阪神大震災の後にも鳥取県西部地

震や新潟県中越地震、そして会議が始まる数日前には福岡県・佐賀県で震度 6 弱の大きな地震がありま

した。海外でも、昨年末にスマトラ島沖地震・津波がおきたばかりです。これらの自然災害を通して、

いかに人がつながっていくか。これからも重要な課題になりそうです。 
 

ちょっと雰囲気が重くなったかな? と思ったら、先ほどやった海外の人との交流を図るジャンケン

をはじめました。とたんに「おいおい･･･」といわんばかりに雰囲気が明るくなりました。「誰が一番友

達ができるか」要するに、日本で言う「ジャンケン汽車」みたいなもんです。その長さも、7 人とか 10
人なんていう列もあれば、20 人や 30 人を超える列もあったみたいで･･･。早くも交流が深まったかな? 
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ユニセフのつどい～第 2部～ 

先ほどに続いて、第２部『バイキング形式の軽食 みんなでワイワイ おしゃべりがごちそう』が地

下 1 階の体育館で行われました。メニューもいろいろあって、ちらし寿司やおでんなどの和食や、野菜

スティックにパンなど洋食もあってバラエティに富んでいました。テーブルの周りでは、異国の人と会

話をしたり、一緒に食べたりして楽しそうな雰囲気が漂っていました。前では、若い人がソーラン節を

踊って会場を沸かせていました。あるきっかけから、今度は参加者も誘って子どもから大人までさまざ

まな人がソーランを踊りました。  
 

 
 

早い人は、入り口側に並べてあったお菓子の列に気づいて、早速とりに行っている人もいました。

中には、何個も取って持ち帰っている人も･･･（おいおい･･･）。一週回ってテーブルを見てみると、も

うほとんどの料理がなくなっていました。（早い!） 
 

ユニセフのつどい～第 3部～ 

後の第 3 部のテーマは、『ＵＰＰ国際キャンプでの子どもたちの遊び場つくりの発表』です。 
司会はユニセフの和田さんが担当しました。 
まず初めにユニセフの方からのビデオレターを見ました。子どもたちは戦争等で命を落としている現

状を伝え、未来を作るのはその子どもたちであることを訴えました。次に、和田さんが昨日と今日やっ

た、「里山にあいさつ」「遊び場づくり」の様子や概要を紹介しました。 
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その後で、兵庫県の井戸知事、神戸市の矢田市長、国土交通省近畿地方整備局の副局長の方をお招

きして、参加した子どもたちの発表が始まりました。 初の班は、ビデオで子どもたちががんばって

いる様子を紹介しました。ノコギリを使って頑張って竹を切ろうとする男の子、重いわらを引きずり

ながら持っていく女の子、竹を割って組み立てていく人など様々な様子が映し出されました。  
 
（イエロー、グリーン）ある班は、ブランコ・机を作りました。代表の人は「こういう形でしたほう

が、会議よりももっと交流が深まると思った」と感想を話しました。ある班は竹とわらで家（部屋）

を作りました。「壁をわらにしたことと、みんなで協力し合ったので暖かい部屋になったと思います。」

と発表した人は出来に満足しています。  
 
（ブルー、オレンジ）また、ある班はすべり台、ハシゴなどを作った。「一番大変だったのはハシゴだ

った。でも、みんなと作っていくうちに心も温かくなって、いい体験が出来ました」と参加したこと

にいい思いを持っていました。ある班はすべり台、シーソーを作った。体があったまるだけでなく、

心と体が両方あったまることが出来てよかった、と話していました。また、「この行事に参加できたこ

とを本当にしあわせに思いました。みんなと協力して何かを作り上げるのはいいことだなと思いまし

た。そして、この遊具を作ったきっかけは異国の人とかかわり合ううちに、言葉の壁にぶつかったと

きに、それをなくそうと思って作った」とこの行事での異国の人とのかかわりをもてたことをうれし

く思っていました。 
 

 
 

後に、来賓の方の感想を聞きました。兵庫県の井戸知事は、 
「共同作業で、みんなで 1 つの目的を持って達成するということの楽しさ、厳しさ、あるいは出来あ

がった時の達成感を 2 日間で学んだことはすばらしいと思う。よく私は、体験する・経験することは

大切だと思っている。温かい場所を作り上げて、それを楽しんだという経験をみんながひとつになっ

てやり遂げたということはすばらしい。」と感想をいただきました。 
また、神戸市の矢田市長は、 

「先ほどの話を聞いて、神戸で 10 年前に起こった大震災と関連付けてお話をしたい。発表した班それ

ぞれに“協力”という言葉があったが、それはまさに支え合う事だと思う。コミュニケーションがあらゆ

る地域から神戸に集まってきた。この作業を通して、共同作業の大切さを学ばれたことは今後の人生

にいろんな場面に役立つと思う。この作業をいろんな場で生かしていったらいいと思う。」と激励の言

葉をいただきました。  
 
「今回、国土交通省（国営明石海峡公園）は応援という形で参加している。皆さんに作ってもらった

公園は、今後も残してみなさんに見てもらおうと思う。みなさんにはこの公園づくりで学んだことを

今後に生かしてもらったらいいと思う」と感想をいただきました。 
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防災世界子ども会議 
デイリーニュース 

（報告：藍中学校新聞部） 

～3 日目～ 

人と防災未来センター見学 

3 日目からはいよいよ本格的に“防災”について会議・討論していきます。10 時前から参加者は阪神

大震災を実際に体験した語り部さんの話を聞きました。震災の時の様子を細かく話してくれました。参

加者も真剣な表情で話を聞いていました。震災の後は、電気・ガス・水道といったライフラインがすべ

て断たれてしまい、神戸は通称“陸の孤島”といわれるまでにひどい状況でした。そんな中で人々を支

えたのは「コミュニティー」だと、語り部さんは言います。以前から国はこのような場面を想定した町

づくりをしていったか。そうではなかった。だから、人々は亡くなった人に生かされているという意識

を持ち始め、自分たちで考え行動しました。 
 

次に、人と防災未来センターのボランティアで語り部をしておられる米田さんから震災の体験話を聞

きました。 「ちょうど震災の 2 週間前に、「もし、地震が起きたらどうするの?」という話を親子でし

ていて、「もし、寝ていたら布団をかぶれ!」という話もした。そのとおりに、2 週間後 1995 年 1 月 17
日の寝ているときに地震が起きたわけです。“ドーン!”という音から始まったが寝ていたのであまり覚

えていません。ゆれは 10 秒～20 秒くらいだったそうですが、私にとっては 2 分～3 分の長い間ゆれて

いたように感じました。」  
 

  
 

その後、神戸の復興を目指した歌を紹介しました。震災の後、子どもも大人もこの歌を聞き、歌い復

興を目指して頑張ってきました。それを今日は参加者で歌いました。（ちなみに、昨日も歌いましたが･･･

「しあわせ運べるように」です。歌の内容は「ユニセフのつどい第 1 部」をごらんいただければ分かる

と思います。） 
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（注意：「人と防災未来センター」の資料展示場所では、写真撮影が出来ませんので写真がありません

が、ご了承ください）  
初に、参加者はエレベーターで 4 階に上がって各地の震災が起きた瞬間を音と映像で再現した短編

映画を見ました。淡路島の北淡町（震源地である）では、野島といわれる断層が地割れし、盛り上がっ

ている様子が映し出されました。また、（北淡町の）住宅地では大きな音に始まり、家の中の家具が次々

と倒れていく様子が鮮明に出てきました。一方、神戸市内の映像では三宮周辺など大きなビルのガラス

が次々と割れて、倒れかかったビルも出てきました。また、阪神・阪急両電鉄の線路では橋脚が落下し、

走行中の電車が脱線を起こしました。また、阪急電鉄伊丹駅では駅舎が倒壊し、発車間近の電車が脱線

を起こしました。道路でも、阪神高速神戸線が東灘区で数百メートルに渡って横倒しになり、西宮市内

では、走行中の高速バスが半分宙に浮いた状態になっていました。（橋脚落下のため）また、火災によ

る二次災害も次々と発生し、先ほども書いたように神戸は“陸の孤島”となってしまったわけです。  
 
短編映画を見終わった後、震災直後の町並みを再現した街路を通り抜け、再び小さなシアターホール

に入りました。ここで、阪神淡路大震災のドキュメンタリー映画「この町と生きる」を鑑賞しました。

この物語は、震災後の火事による二次災害で姉をなくし、その後のいろんな問題に立ち向かっていった

ある家族の話でした。  
 
映画を見終わると、エスカレーターで 3 階に降りて震災の資料が数多く展示してあるところに入りま

した。この展示場には、実際に被災者から寄せられた品々が展示されていました。たとえば、震災の揺

れのためにグニャッと曲がってしまった『鉄溝』や、焼けた家から出てきた『焼けた硬貨』など数多く

の品々が展示され、それにまつわるエピソードも書いてありました。その中には、【もう忘れたい・・・】

といった悲痛なエピソードもあり、見ている参加者に震災の恐ろしさを物語りました。他にも、震災当

時の様子をパネル・写真・文などで表現していました。昨年末にスマトラ島で被災した参加者は 「私

たちを襲った地震(津波)の様子にそっくりだった。阪神大震災のときも大変だったんだろうな」と自分

たちが経験したことも合わせて話してくれたそうです。 
 
（新聞部 H の感想）この展示場を見ていて、一番印象に残ったことは「震災後のライフラインの復旧」

でした。この震災で、電気・ガス・水道といった命の源であるライフラインが全て断たれ、他の場所に

救援を求めるための鉄道・道路・航空もしばらくの間使うことが出来なかった。こんな中で、1 日でも

早くそれらを直すために動いてくれたのは紛れもなく“人間”です。もちろん、一人では出来ない。だ

から、たくさんの人と手を結んで一つのものを完成させた。そして、それらの復旧を求める被災者と、

1 日も早く復旧させたい工事関係の人の気持ちがひとつだったから早く復旧できた。JR にしても、全

線開通は 2 年かかるといわれていたそうです。でもそれを、たった数ヶ月で復旧した。阪神高速にして

も何年もかかると言われていたものが 1 年少しで全線復旧した。これらはやっぱり、いろんな立場の人

がみんなの気持ちがひとつだったから成し遂げた“偉業”だと思う。もちろん、この【人と人とのつな

がり】はボランティアにしてもいえることだと思う。早く神戸を兵庫を復興させたい。そんな気持ちが

強かったから出来たことだと思う。これらの経験をこれからの災害のときにも役立ててほしいし、この

地震を風化させないためにもこれからの努力が必要だと思った。 
 

さらに、2 階に降りると地震に関するシミュレーションゲームコーナーがありました。ここでは、地

震のメカニズムを知ったり、地震のときに備えたほうがいいよ、というものを紹介していました。横で

は、インターネットを使った防災に関するページをリンクしているコーナーもありました。参加者らは

積極的に、地震について学んでいました。ここで学んだことはこれからに生かしてほしいですね。 
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NDYS フォーラム～第 1 部～ 

フォーラムは、JICA（兵庫国際センター）で午後 1 時過ぎから始まりました。まず 初に、実行委

員長の中野さんが簡単にあいさつし、来賓の紹介をしました。始めは第１部です。テーマは【災害緊急

支援と国際協力】です。 初に JICA 職員・被災地で支援活動を行った方々のお話です。  
 

 
 

まず、JICA の長谷川さんがスマトラ沖地震・インド洋大津波の時の様子を映像を交えながら紹介・

説明しました。津波で親兄弟を失った子どもたちが、家財道具を持って被害の少なかったところへ移動

している様子。サッカー場跡地に設置された、国際緊急援助隊の診療所には多いときに、1,800 人もの

人が診察を待っていたそうです。多くの人は外科治療が必要で、時間がたってケガをしたところを切断

しなければいけないこともあったそうです。雨季でもあったこの地域にとっては、雨が降るとグラウン

ドが水浸しになり、強い日差しが出るとバケツで水をすくったりと大変だったそうです。  
 

 
 
次に、昨年末のインド洋大津波のときにスリランカで医療活動をしたという、医者の方が当時の様子

を振り返りました。津波を受けて、スリランカ政府は日本政府に対し、「医療チームを送ってくれ」と

依頼をして、日本政府は JICA に要請し医療チームはスリランカに派遣され、小学校で活動を行った。

ここには 2 万人の被災者が基地という形ですごしていた。小学校から海に至るまでの道にはゴミがいた

る所にあって子どもたちも協力しながら清掃活動をしていたそうです。また、小学校が地域の避難所に

なっているので授業が再開できない状況もあったそうです。  
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続いて、「兵庫県災害医療センター」で看護士をしているという川崎さんがお話されました。まず、

このセンターの看護士の仕事を紹介しました。災害医療センターには、救急車でしか患者さんが運ばれ

てきません。あるときには、ヘリコプターで運ばれてくる患者さんもいるようです。「そんな事いわれ

てもわからない」という人は、日本で 近まで放送されていた『救命病棟 24 時（フジテレビ系列）』、

海外で言えば『ER』のドラマの内容と考えたらよいそうです。この災害医療センターの人も、インド

ネシアで医療活動を行いました。インドネシアでは宗教上、男女関係などにはずいぶん配慮したそうで

す。女性患者には女性医師が見たりしたそうです。  
 

  

 
 

ここで、質疑応答の時間をとりました。始めに、インドネシアの人が「感染を防ぐために、マスクを

していたがそれだけで感染を防ぐことが出来るのだろうか」という質問がありました。それに対し、「感

染を防ぐためにまず自分で出来ることはあるはずです。手洗いとうがいです。これを普段からしておか

ないと、だめだと思います」と回答しました。  
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また淡路島の高校生が「私の高校は、4 月から新校舎に移転する。その時に、使っていた机やイスは

おそらく置いていき、捨てることになると思うが、それらをユニセフに寄贈することは出来ないだろう

か」と質問・提案しました。それに対しては、「とても古いものを使いたいという気持ちは大事だと思

う。それを無料でインドネシアに届ける組織があればいいと思う。でも、そんなことをユニセフはやっ

ていない。また、インドネシアに送るのに非常にコストがかかる。それであれば、インドネシア地元で

作ったほうが安くなるのではないか、そしてそうした方がインドネシアでの仕事も出てくると思うので。

だけど、古いものを有効に使おうという気持ちはいいと思う」と回答しました。 
 

     
 

ここで一時、全体でのフォーラムは終わりました。 
 

NDYS フォーラム～第 2 部～ 

第 2 部は、各グループごとにわかれて明日の「宣言文」発表に向けて、ディスカッションを行いまし

た。その前に、兵庫県教育委員会の代表の方から、「兵庫県教育委員会では、この企画の段階から携わ

ってきた。今日は明日の『宣言文』づくりに向けてすばらしい意見を出し合ってください。そして、明

日の発表が成功することを期待したいと思います」とあいさつをいただきました。 
 

次に、生徒実行委員長の中野さんからこのディスカッションの簡単な概要説明をしました。このディ

スカッションでは、グループ内からいろんな意見が飛び交います。それをまとめて、明日の「宣言文」

発表に備えます。今日はその下準備をここで行うわけです。「宣言文」とはいえども、絵の具や折り紙

などを使ってデコレーションして分かりやすくまとめます。ディスカッションが始まると、各グループ

では様々な意見や提案が出されていました。 
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ディスカッションも終わり、各グループからまとめた内容を発表しました。各班からは力の入った意

見が出ていました。聞いているほうも真剣に聞いている様子でした。  
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今日、話し合ったことは明日の「宣言文」発表で発表されます。いったいどんな形に仕上がるのか楽

しみですね。  
 

NDYS パーティ 

今日は朝から会議だったので頭が痛いでしょう･･･。夜は、パーティーで盛り上がっていただきまし

ょう!! 
このパーティーは以前から生徒実行委員会が企画していました。内容は後で書くとして、会議も明日、

淡路夢舞台国際会議場でのクロージングイベントを持って終わりです。この時間は、たっぷりとみんな

で盛り上がれ!!! 
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ありゃま、すっごい喜びを表現してますね～（左の写真）。「バンザーイ!!」 そして（右の写真）こ

ちらでは仲良く踊ってますよ。楽しそうですね～。雰囲気も明るくいい感じです。 
 

 
 

おっと、手を振ってくれてますよ。楽しいですか～? 
このパーティーは 3日間でおそらく 1番盛り上がったんじゃないかな? と思うような雰囲気でした。

歌って、踊って、食べて、話して。会が終わりに近づくと、異国の人と記念撮影をする場面がありまし

た。会議も残すところ後 1 日です。海外の人も日本の人もいい思い出を作って帰ってもらいたいですね。  
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防災世界子ども会議 
デイリーニュース 

（報告：藍中学校新聞部） 

～4 日目～ 

発表準備の様子 

いよいよ今日になりました。朝から「淡路夢舞台国際会議場（兵庫県津名郡東浦町）」では、午後の

発表に向けて各場所で準備をしています。その様子を紹介!!  
 

  

 

 
「宣言文」を発表するメインホールでは、いろいろな器具の準備をしていました。いっぽう、回廊で

は、午後のポスターセッションの準備をしていました。今日のために前からずいぶんと企画を立ててき

ました。それを発表する日です。ぜひ成功してほしいですね。 
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発表準備が行われていた回廊では忙しく人が行き交っていました。 

 
 
オープニングセレモニー  

 
 
4 日目の午後は、淡路夢舞台国際会議場で「オープニングイベント」です。始めに、参加者全員で記

念撮影をしました。撮影が終わったら、この淡路夢舞台国際会議場がある東浦（ひがしうら）町の木

村さんが地元の特産である遊び道具「ふきもどし」を紹介し、演じてくれました。 
 
 

  
 

 



防災世界子ども会議 2005in ひょうご デイリーニュース 

 

 

 

この「ふきもどし」といわれる遊び道具は全国の約９割がここ、淡路島で作られています。昔は子

どもだけが遊ぶものだったという「ふきもどし」。今では、子どもから大人までが遊べる遊び道具です。 
 

その後、参加した国と日本の団体（高校・大学）が一つずつ紹介され、呼ばれた人たちは立ち上が

って手を振っていました。続いて、代表の先生方による和太鼓の演奏がありました。後には子どもた

ちも集めて太鼓をたたきました。結構音が大きかった～。 
 

   
 

 

 
 

次に、来賓のあいさつがありました。始めに兵庫県の斉藤副知事は 
「一昨年、この会場でアイアーンの国際会議が開かれました。そのときにも世界中の子どもたちがた

くさん来ました。その時のことが昨日のように思います。再び、この会議で世界の子ども達を歓迎で

きたことをうれしく思います。昨年末、スマトラ島沖地震・インド洋大津波など、世界中で大きな災

害が起きて想像以上の被害が起きている。今日は、インドネシアからも参加していることを大変うれ

しく思います。いつも、命を落とすのは自らの力が出せない、子どもやお年寄りたちです。「あの時、

地震・津波の知識があったらな」と、災害が起こった後いつも反省するのです。一人一人を見ると、

一生のうちに大きな災害にあう事はそう多いことではありません。また、時間がたつとともに忘れら

れていくのも現状です。一つの災害の経験を生かせないことが、犠牲を少なく出来ない原因の一つで

す。このたび、国籍・言葉・民族の壁を乗り越えて、命を守るための催しが兵庫県で行われたことは

非常に有意義に思います。この会議を通じて学んだ事をみなさんの得意分野であります、インターネ

ットを使って世界中に発信してもらいたいと思います。兵庫県も 10 年前の阪神淡路大震災での経験を

次での災害で生かすために、また、その時に海外からいろんな援助を受けたことを発信していきたい

と思います。」と述べました。  
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次に、兵庫県の武田教育長からのビデオレターを見ました。その中で、武田教育長は 
「この会場である兵庫県では 10 年前に、数多くの尊い命が奪われていきました。尊い命の代償をきち

んと受け持ち、次の世代にきちんと伝えていくのが今生きているわれわれの使命です。この会議で、

防災に関する宣言文を発表することはいいことだと思います。」と述べました。そして、今日会議に来

ていただいた来賓の方を紹介しました。  
 

 
 

引き続いて、「防災世界子ども会議プロジェクト」の概要を兵庫県立明石西高等学校の代表が英語で

紹介しました。 後に日本語で「プレゼン（テーション）も今日の朝出来あがったみたいなもので、

英語もあわせていませんでした。なので、少し汚かったですがありがとうございました。」と一言感想

を話しました。 
 

そして、次のポスターセッションの見どころ・聞きどころを各団体（日本国内は中学、高校、大学

など。海外は国単位）から発表しました。どのグループも、気合を入れて取り組んだと思います。そ

のポスターセッションの様子は「ポスターセッション」でチェック! 
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ポスターセッション 
「淡路夢舞台国際会議場」の回廊を中心に行われている「ポスターセッション」は、始めから盛り上が

りを見せています。特にスマトラ島沖地震への募金を募っている子どもたちは大きく見えました。一部

団体の展示物を写真で紹介しましょう!!  
 

 
啓明女学院高校・啓明中学 
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                津名高校 
 
 

  
藍中学 

 
 

 
                    樫野台小学校 
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            柳小学校                  スロバキア 
 
 

 
イラン 

 
 

         
野々池中学                 神戸のなおちゃん 
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「あったかい場所」＆「ユニセフパークプロジェクト」の発表  

ポスターセッションも終わり、いよいよメインホールでの発表です。 
まずは、「あったかい場所」の発表から。まず、コモンビートのみなさんによる歌がありました。そ

の後、“ユニセフ宿泊活動”のビデオを見ました。内容は、１日目・２日目にやった「里山にあいさつ」

と「遊び場を作ろう」を企画したユニセフパークプロジェクトの様子でした。その、企画・会議の様子

から実際に里山で遊んだり、作業したりしている様子、それに楽しそうに話している姿をビデオで撮影

したものでした。  
 

 
 

「小さな防災大使世界の旅」プロジェクトの紹介  

まず、「小さな防災大使世界の旅」にかかわったキャラクターの数々を紹介しました。テディベアや

ネコといったぬいぐるみが世界中を旅しました。それらを預かっていた啓明中学校の女子生徒は「どれ

もかわいくて、自分の家にもって帰りたいくらいでした」と話していました。  
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「防災教育（こころのケア）を通した ICT 国際交流」の発表  

今度は、ネットワークを使ってテレビ会議をしました。当会議が行われている、「淡路夢舞台国際会

議場」と海外の各国、それに県立舞子高校・柳小学校などを結んで交流しました。柳小学校の６年生は、

同じプロジェクトに賛同していたスロバキアのメンバーからクリスマスプレゼントをもらっていて、そ

のお礼をこの場でしました。  

 
 

プロジェクト代表校の発表  

初に、樫野台小学校の 6 年生が防災時の対策を考え、それぞれ発表しました。その中には、『被害

の状況によって、非常持ち出し袋の中身が違うんだな』などといった考え・感想を発表していました。

小学生が考える以上のことを考えて発表していたので少し驚きました。 

 
 
次に、神戸市立葺合高等学校の生徒が発表しました。この中で、葺合高校で何が出来るか? という項目では、『隣

接する小学校の児童に、自然災害についてを教えに行く』や、『文化祭の際に、自然災害についての展示場を作り、

生徒や保護者に見てもらう』、『英語と日本語で自然災害についてのホームページをつくる』といった考えを出しま

した。 
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（宣言文とボードは、巻頭カラーページをご覧ください。） 
 
 
 
その後、京都大学 大学院地球環境学堂 助教授のラジブ・ショウ（Dr. Rajib Shaw）氏から 後の講評

をいただきました。「私が伝えたいのは“キーワード”である。積極的に学習することです。ユースサミ

ットのユー（You）とは、あなたのことです。一人一人のあなた、グループとしてのあなたです。」な

どとコメントしていただきました。  
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クロージングセレモニー 
後に、この企画の主催者である、実行委員長の岡本さんがあいさつされました。 

「“防災世界子ども会議 2005 in ひょうご”がこんなに楽しく終われたのも、みなさんのおかげです。

ありがとうございます。ここで、皆さんとお会いしたことをこれからの NDYS の活動にみんなでつな

げていきましょう。本当にありがとうございました。」 
 

 
 

 後に日本の伝統の歌、「さくら、さくら」です。昔ながら、琴の音に合わせて演奏しました。それ

を全員で合唱しました。着物を着ている人もいて、いかにも日本の伝統だなぁって感じがしました。  
 

 
 

これで、「防災世界子ども会議 2005 in ひょうご」全ての行事が終了しました。4 日間、世界中から集

まってきていただいたみなさん、本当にありがとうございました。この 4 日間で学んだことを、これか

らの防災活動に生かしていってくださいね。また、いつか会える日が来ますように･･･。  
 

編集：「防災世界子ども会議 2005」生徒実行委員会広報担当 三田市立藍中学校新聞部 



防災世界子ども会議２００５ in ひょうご 

写真展  
阪神・淡路大震災 10 周年記念事業 

 
― 国際会議３月２５日～２８日のレポート ― 

 

５月２９日（日）－６月４日（土） 

 

主催：JEARN 防災世界子ども会議２００５実行委員会 

  協力：独立行政法人国際協力機構兵庫国際センター（JICA 兵庫） 

開催にあたって 

２００４年９月、iEARN（アイアーン）「防災世界子ども会議２００５」プロジェクトが、

被災地・兵庫からスタートしました。インターネットを活用し、国際交流を通して、世界の子

どもたちと、防災について学びあい、語り合い、そして、命の尊さを考える「会議」を目指し

ました。まずは国内外の５４の学校、１０００人にも及ぶ子どもたちを中心に交流が始まった

のです。そして、ついに 3 月２５日から同２８日まで、神戸、淡路島で、プロジェクトの最終

章、「防災世界子ども会議２００５in ひょうご」を開催するに至りました。 
 

世界１２ヵ国から、子どもたち、教師ら１２０人が、全体では、５５０人が集い、災害、防 

災について意見交換し、学び、多くの教訓を得ました。悲しみや絶望を、希望、生きる力に変

える知恵を話し合いました。 

 
  宣言文：“Try to feel, try to learn, try to share” （２００5 年 3 月２8 日） 

 

神戸の里山でのユニセフパークプロジェクト活動から、JICA 兵庫国際センターでのフォー

ラム、そして兵庫県立夢舞台国際会議場での宣言発表会にいたるまでの、子どもたちの「活動」

を伝えます。 

スマトラ沖地震についてのインドネシア・アチェの子どもの報告など、参加国の子どもの発

表は、防災についての教訓を示唆し、内外の注目を集めました。そのまとめとして、３月２８

日、「今日を防災について考える出発点として、学び、感じ、共有しよう」という宣言文が拍

手で採択されました。 

私たちは、「２００５in ひょうご」を文字通り出発点として、２００６年も、生まれたばか

りの防災ネットワークを充実、広げて、世界に情報を発信、災害救援にも役立てるようになり

たいと思っています。  

最後になりましたが、写真展開催に当たり、ご協力いただきました皆様に、この場をおかり

して厚く御礼申し上げます。 

  2005 年 5 月 29 日 

主催：JEARN 防災世界子ども会議２００５実行委員会 

協力：独立行政法人国際協力機構兵庫国際センター（JICA 兵庫） 
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