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「コロナの先へ」               

       理事長  坂本 正路 

 

ＣＩＦの活動もコロナ禍によって全く冷え

切ってしまいました。 

本来ならば本会主催の外国からの参加者を募

集する国際研修が実施される予定でしたが、

まさに手足をもぎ取られるような状態の中で、

何も行うことが出来ませんでした。 

そうした中でも藤原望美さんがフィンラン

ドのプログラムに参加する事となりました事

は、まことにうれしいニュースです。今の状

態がいつまでも続くわけではなく、やがて終

息の時を迎えるでしょうが、その時は停滞し

ていた期間を上回る活動がなされる事を心よ

り願っております。 

 

  

CIF INTERNATIONAL の動き  

 

 コロナパンデミックの影響でさまざまな制

約を受けるなか、CIF は新たな歩みも始めて

います。2020 年中に代表者会議を 2 回オン

ラインで開催しつぎのような議題を決議しま

した。 (1)ホームページの刷新、 (2)IPEP
（ International Professional Exchange Program）

マニュアル改訂案承認、(3)募金活動指針策定、

(4)ピースプロジェクト指針案作成などで、担

当の委員会や各国支部は決議に基づいて具体

的な作業を進めています。これらの決議事項

は、4 年前から協議を重ねてきた「CIF2028 

Action Plan」 （2028 年まで 10 年間の行 

動計画）を具体化したものです。このほか、

(5)2021 年代表者会議はオンラインではな

く対面で開催することを決定、また、長年の

夢だった(6)CIFパレスチナ創立が実現し CIF

支部として入会が承認されたことも嬉しいニ

ュースです。 IＰEP をオンラインで開催する

試みについても話し合われました。決議事項

の概要をご報告します。 

 

 

 

 

 第１回代表者会議（Board of Directors 

Meeting） 6 月 13 日（土）20～23 時（日

本時間）出席者 25 名（日本は委任状出席） 

 

【決議事項】 

(1)ホームページ（HP）の刷新  

この事業でわれわれが目指しているのはＨＰ

が活用されて国際研修参加者が増え CIF を託

す若い会員が増えること。HP 作成は、予算上

限 7000 ユーロで台湾のウェブ会社に委託

することを決定した。（動画を多用したＨＰ案

が 11 月の代表者会議で披露された。） 

 

第 2 回代表者会議（Board of Directors 

Meeting）11 月 14 日（土）・15 日（日）

21～24 時（日本時間）出席者 約 40 名  

日本からは浅野純江（代理出席）、坂岡隆司（オ

ブザーバー出席） 

 

【決議事項】 

(2)IPEP マニュアルの改訂案承認 近年、個

人情報保護法が世界的に普及したため、参加

者申請書などの扱いは適切か、人権尊重は守

られているかなどに留意して全面的に見直し

がおこなわれた。応募者多数のため受け入れ

を断らなければならない IPEP 主催者は、こ

とわりの理由を付記することとし、その表現

が人格否定とならないように吟味することな

どが明記された。 

(3)募金活動指針策定 第１部 CIF の募金活

動の目的と基本方針、第２部 募金活動の進め

方と留意点の 2 部構成となっている。内容結

論として強調されたのは、「CIF の活動資金と

してクラウドファンディングなどで募金をし 

てはどうかという意見がたびたび寄せられる

が、なぜ会費以外の財源が必要なのか、資金

を何に充てるか、多大な労力を要する募金活

動を CIF 会員がボランティアで行なえるか、

など現実的なことをよく考え共通認識をもつ

必要がある。CIF 会員こそが最高の支援者

（Supporters）、寄付者（Donors）であることを

認識しよう。」ということだった。 
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(4)ピースプロジェクト指針案作成  ピース

プロジェクトは数年前に立ち上げられた。今

後、財源は国際大会の登録料のうち１人５ユ

ーロを充当し、世界の紛争地域から CIF の大

会や IPEP に参加する専門職の一部経費を助

成することを主な目的とする。指針案はプロ

ジェクトの運用を具体的に規定するもので、

2021 年代表者会議までに検討を重ね、同会

議で採択する予定である。 

(5)2021 年代表者会議  8 月、エストニア・

タリンにて開催予定 

(6)CIF パレスチナの創立・入会を承認 CIF

パレスチナは会員 9 名で創立、うち 7 名が役

員。定款と会員名簿が提出された。 

第 2 回 BD 会議の様子（ZOOM） ↑ 

 

 

2021 年 IPEP 募集開始のご案内 オンライ

ン開催は、 

オーストリア（4/15-20）、 

スウェーデン（5/3-8）、 

フィンランド（5/8-23）、 

現地開催はイスラエル（10/3-17）、 

オランダ（11/12/-27）。 

詳細は 

https://www.cifinternational.com/?pag

e_id=17 

各支部の募集要項をご参照ください。 

 

●「第 33 回 CIF 国際大会（オンライン）」 

開催予定：2021 年 11 月 

 

             （浅野純江 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLAND 研修のこと 
 

2020～21 フィンランド 

藤原望美 

（大阪府社会福祉専門職） 

(注記) 

2020 年度 FINLAND プログラムに参加が決まってい

た藤原さん。残念ながらコロナの影響で中止になりま

した。その後、フィンランドチームの努力で、オンライ

ンでの研修を今年 5 月に開催することとなり、藤原さ

んもあらためてこれに参加されることになりました。  

ぜひ実のある研修にしてほしいです。藤原さんにこの

間の感想を綴っていただきました。 

 

 4、5 年働いたら辞めて留学するんだ、と

社会人を始めましたが、被災したこともあり

気付けば勤続 30 年。福祉現場の仕事はいつ

も刺激的で耽溺してしまい、辞めそびれて今

日を迎えています。 

 CIF のお働きについて学んだのは第 59 回

日本キリスト教社会福祉学会の席上でした。

2018 年の大会は和泉短期大学を会場とし

て行われ、情報交換会でこの派遣制度につい

てお教えいただきました。ステキなお話しで

したが、旅行ではなく数週間の研修となると

２つ心配がありました。長期の休暇取得と語

学力です。 

 休みについては頭の切り替えは早かったで

す。「やりたいことはやりたい時にやりたい

だけやりたいように行わなくては…」と思え

るようになっていたことに加え、職場の上司

がサッとサインしてくれたこと。ありがたい

ことでした。 

語学力は派遣先の「話を聞こうとしてくれ

る国民性」に期待しつつ、英会話スクールに

通いました。上達している感覚は正直なとこ

ろ皆無で、ネイティブのグループに入ると全

くついてはいけないですが、要はコミュニケ

ーション取れたら良いんだ、と開き直れたこ

とは大きかったです。 

 2020 年の 5 月が派遣月であり、数ヶ月

前には文字通り胸弾ませてフィンエアーのチ



ケットを取りました。いつも世話になってい

る旅行会社の社員さんも、この派遣を羨まし

がってくれ、準備も手伝って貰えました。 

ところが…皆さまご存知の通り、世界的な

パンデミックで全てが白紙になりました。

「これから憧れのフィンランドに行くのだ」

とはやる気持ちは一瞬で萎え、目標を無くし

た心地がしていましたが、それと反比例して

職場でのコロナ対応に巻き込まれ、それはそ

れで充実した 5 月を過ごしました。在宅ワ

ークが主流になる中、施設現場の仕事は「人

類最後の日までオープンしておく」気構えで

通常通りの通勤生活を送りました。通勤電車

の中がガラガラ状態でも、それぞれの首長か

ら県境を越えるなと言われても休めるもので

ありません。この中で、「何を大切にして生

きているのか」が明確になりました。与えら

れた健康を守ること、家族や同僚の健康に気

遣うこと、職務を全うすること。なぜ今日も

生かされてあるのか…いのちについてよくよ

く考えられたことは、この 1 年間の賜物で

す。 

 この度、オンラインではありますが、CIF

フィンランドのプログラムに参加できるこ

と、大変光栄なことだと受け止めておりま

す。皆様のお祈りに加えていただけたら幸い

に存じます。 

 

 

CIP 研修と現在 
 

梶 村 慎 吾

（CLEVELAND １９９６） 

 

１ 

現在、人類は百年（場合によっては数百年）

に一度位しか経験してこなかったパンデミッ

ク（世界的流行病）に苦しんでいる最中です。

現時点（2021 年 2 月 28 日の新聞による）

では、新型コロナウイルスの感染者数は全世

界で 1 億 1 千万人超、死者数２百５０万人超

という苦難を人類にもたらしています。現在

ようやく新型コロナウイルスに打ち勝つ有効

なワクチンの接種が一部の国で始まりました。

日本でも医療従事者へのワクチン接種が始ま

ったばかりです。 

人類の歴史において、我々が知っている範囲

でも何度か流行病蔓延によるパンデミックを

経験してきましたが、そのたびごとに人類は

そのダメージから立ち直ってきました。有名

な例としては１４～１５世紀のヨーロッパで

始まったルネッサンス（文芸復興）で、それ

まで苦しんできた流行病を乗り越えて立ち直

った西欧社会の「再生」「復活」を意味する表

現となっています。日本でも古くは古典の「日

本書紀」にパンデミック的疾病大流行の記述

があります。近くは第一次世界大戦時のヨー

ロッパで蔓延したインフルエンザも有名です。 

今回の新型コロナウイルス大流行によるパン 

デミックは、今では科学の力により克服され 

つつあります。 

２ 

このような時代に遭遇した私たちは、それま

でと違った「今だから」という生き方を強い

られています。外出するときはマスクの着用、

食事中は話さない、他人との握手は厳禁、ア

ルコール消毒の励行、多人数が集まることは

避ける、等々。 

 

私 は CIP （ 現 在 の CIPUSA ） の 研修

（ International Professional Exchange 

Program）を 1996 年 11 月から 97 年３

月までの 4か月間アメリカのオハイオ州クリ

ーブランドで体験しました。今から 24 年前

の経験ですが、私にとって多くの有意義な学

びの場を用意していただきました。昨年 2 月

発行のニュースレターでその一端を書きまし

た。研修場所はジュドソン・リタイアメント・

コミュニティという高齢者施設でしたが、利

用者は毎日のように身体運動に励んでいまし

た。前回書きましたように、その施設のモッ

トーは「人生の後半を豊かに生きるために必



要な要素」として３点を挙げて実践していま

した。①健康を維持するための身体運動②知

的刺激③社会との密接なつながり 

私はその考えに感銘を受け、日英両文で「人

生を豊かに生きるために必要なものは何か 

理想の高齢者施設を求めて」という本を出版 

したことは前回書きましたが、今回のコロナ

禍でできるだけ他者との接触を避けなけれ

ばならない社会情勢となってしまったため、

運動をする際にもできるだけそのことに気

をつけなければならないと考えました。その

時、頭に浮かんだのはジュドソン・リタイア

メント・コミュニティで毎日のように利用者

が行う体操の姿でした。その姿を思い出しな

がら、今ではできる範囲で自宅での体操を行

うように努めています。 

この施設で私は多くのことを学びました。こ

の施設の法人の会長・Ms. Cynthia .H. Dunn

さんとは 20 年を超えて手紙のやり取りがあ

りましたが、つい最近退任されました。               

前ページ写真は、ジュドソン・リタイアメン

ト・コミュニティの利用者の運動中の姿を前

記拙著７６頁から転載したものです。    

 以上 

 

 

Column 

坂岡隆司会員の責任運営する福祉事業所「か

らしだね館」(CIF の事務局所在地、社会福祉

法人ミッションからしだね)では、コロナ禍で

昨年末閉店したキリスト教書店を引き継ぎ、

この３月より、障害者の就労支援事業という

面も併せ持つ「ブックカフェ」として再始動

しました。(下、店内風景、右、関連記事写真) 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

コロナ禍の一年があっと言う間に過ぎました。 

秋に予定していた第 3回日本プログラムも含

め、世界中全ての IPEP が中止または延期に

なりました。コロナの中で、会議や研修の持

ち方も大きく変わりました。フィンランドや

オーストリアなどのオンラインによる研修も

新しい試みです。こんご世界は、私たちの生

活は、そして CIF はどうなっていくのでしょ

う？オンラインの便利さも大いに生かしつつ、

リアルでなければならないものは守って行く、

そんな知恵と努力がこれからますます必要に

なって来るのでしょう。(TS) 

２０２１年度総会について 

例年５月に行っております総会ですが、 

今回もどのような形にするか、検討中です。 

  決定次第お知らせします。 

 

クリスチャン新聞２０２１年３月１４日号 


