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1.ご挨拶 

 冷戦終結以降、特に21世紀に入ってから世界の価値観は多様化、複雑化しています。 

 一方でこの時期は、EUやASEAN、アフリカ連合など、国境や民族の垣根を超えて、共通の価値観を基軸に据えた共

同体が設立され、その活動がますます促進され始めた時期でもあります。GPFは、そのような中で2009年に米国で設

立されました。 

 争いや葛藤は互いのアイデンティティや認識の違いを、過度に強調し、容認できないことから始まります。こうし

た争いや葛藤を乗り越える鍵は、違いを超えさせる力を持ったビジョンと、異なるものを結び合わせる、共通の価値

を提示することにあると私たちGPFは考え、それを達成するためのプログラムを実施しています。 

 

 民族・宗教間の紛争の頻発するアフリカでは、政府機関とパートナシップを結び、指導者会議や、平和や安全促進

のための青年サミットを開催し、青年の人格育成にフォーカスしたプログラムであるCCI（人格・創造性イニシアチ

ブ）は、ナイジェリアにおいて、選挙による政権交代後の暴動勃発抑止という成果を上げています。 

 そして、自然災害の多いアジア地域においては、2014年10月に、バンコクにおいてアジア太平洋地域のAPPDSA

（アジア太平洋平和開発サービス・アライアンス）の発足を主導、多くのNGOや政府機関が、協力して災害支援に当

たるプラットフォームを提供しました。 

 また、思想の違いによる分断が70年続く朝鮮半島では、韓国でGPFKoreaが朝鮮半島の平和的統一に向けた「One 

Dream One Korea」のビジョンを提示し、市民運動の共同体「統一を実践する人たち」を主導しています。 

 

 日本においては、「日本国内の多文化共生の推進」「東北アジアの平和創造」「グローバルシチズンの育成」の3つ

を事業として行っています。 

 昨年開催した「多文化おもてなしフェスティバル2015」では、国内の多文化コミュニティが、「ワンファミリーに

なる」というビジョンのもと、共生、協力していくためのアイデアや活動を集め、祝賀する機会を持ちました。 

 また、「東北アジア平和学生フォーラム」においては、東北アジア地域の平和構築のため、学生が「共に学び、共

に感じ、共に創る」というコンセプトを共有し、集い、真剣に考えるプログラムを体験しました。 

そして、異なる価値観を超えて、関わる人との協力に努力する「グローバルシチズン」としてのボランティアや学生

の方々がそれをサポートしました。 

 

 2016年、日本支部は、「ユース」を活動の原動力として焦点を当て、プログラムを推進していきます。 

 ユースは未来を象徴します。「その国の未来を見たければ、その国の若者を見ろ」とはよく言われることです。 

 GPFはこれまで、会員やボランティアの方々、また、パートナー団体様の多大なるご理解、ご協力の下、活動を継

続して参りました。今後とも、GPFJへのさらなるご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

一般社団法人グローバル・ピース・ファウンデーション・ジャパン 

事務局長 飯田 和広 
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2.事業報告 

（1）日本国内の多文化共生の推進 

 多文化おもてなしフェスティバル2015の実施 

 現在、日本には200万人以上の外国人が住んでいます。少子化に伴う人口減少が予想される日本社会におい

て、在日外国人の役割の重要性は年々高まっています。また2014年における訪日外国人観光客は1,973万人と

なり、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、さらなる経済効果が期待されています。 

 一方、多文化になっていく日本社会において、様々な対立や摩擦（コンフリクト）も生まれており、これか

ら多様性をパワーに変えていく努力が求められています。 

 そこで、多様な文化的背景を持つコミュニティの代表によって実行委員会を編成し、8月に「多文化おもて

なしフェスティバル2015」を実施し、GPFJapanは事務局を担当しました。 

 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、「おもてなし」力の向上が求められていますが、第

一 に 国 内 の 外 国 人 と 日 本 人 が 共 に 生 き る 家 族 的 な 文 化 を 共 有 す る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ま す。 

 お互いの多様性を尊重しつつも、違いを超えた共通のアイデンティティとして、グローバル・シティズン

（地球人）＝ワン・ファミリー（一つの家族）のコンセプトを共有しながら、国内の外国人と日本人、または

外国人同士の協働ネットワークを強化して、「おもてなし」力の向上に貢献していきます。 

■趣旨 

 東京ウィメンズプラザで実施し、約100名が参加しました。 

・鈴木隆道・東京都議会議員（東京都議会2020年オリンピック・パラリンピックを成功させる 

 議員連盟幹事長）の挨拶 

・女優の小林桂子氏、女優・歌手の希良梨氏のスピーチ 

・グループトーク「多文化共生に求められる共通のアイデンティとは？」 

・基調講演「多文化の思いを東日本震災復興に活かす」佐藤誠悦氏（東日本大震災時・気仙沼消防署元指揮隊長） 

・参加者全員でテーマソングの合唱（希良梨＆Himig at Musika Family） 

■多文化フォーラム（8月1日） 

総合司会の長谷川裕子氏（左）と 

希良梨氏の対談 

在日外国人（6カ国）によるグループトーク 佐藤誠悦氏による基調講演 
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日比谷公園噴水広場・小音楽堂で実施し、約18,000人が来場しました。 

・展示会・文化公演 

・ブース展示（大使館や外国人向けサービスの紹介・料理等） 

・ステージプログラム 

・多文化おもてなし賞の受賞式 

■フェスティバル（8月15日・16日） 

後援：東京都、国際交流基金、イタリア大使館、フランス大使館、ケニア共和国大使館、 

   ナイジェリア連邦共和国大使館、ウガンダ共和国大使館、パラオ共和国大使館、ベトナム大使館、 

   ボスニア・ヘルチェゴビナ大使館、フィリピン共和国大使館、モンゴル国大使館、 

   インドネシア共和国大使館、ウズベキスタン共和国大使館 

協力：株式会社愛粧堂、株式会社パドマ、湖山医療福祉グループ、株式会社第一興商 

※詳細は、ウェブサイト：http://www.onefamily.link/ を参照ください。 

■後援・協力等 

日本語サポート事業 

 水曜日に在日外国人に対する日本語

サポートを計14回実施しました。 

 お茶を飲みながら、ボランティアさ

んと気軽に会話を楽しんでいただいて

います。 
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（2）東アジアにおける平和の文化の創造 

 第2回東北アジア平和学生フォーラム東京2016の実施 

  2月16日から18日まで、韓国において南北統一に取り組んでいる民間運動「統一を実践する人たち」の活

動を中核的に担っている10名の学生が日本を訪問。日本側の参加者21名と3日間にわたる交流の時間を持ちま

した。 

 

 準備のために11月末から継続して企画ミーティングを実施。延べ60名弱の学生が参加し、GPFが世界的に

行っている活動を知り、東北アジアのイシューに触れる機会を持ちました。 

 初日の都内観光では、チームに分かれて浅草寺や明治神宮などの歴史施設、原宿や渋谷などの観光地を訪問

し、参加者同士が親しく交わる機会を持ちました。観光地では、外国人観光客に対し「今年の抱負」を尋ねる

お楽しみ企画を実施。英語を初めとした外国語を使いながら、チームで協力し合い観光客と交流しました。 

 

 2日目のフォーラムでは、午前中に具末謨（グ・マルモ）元木浦大学兼任教授による講義を受講。「東北ア

ジアの平和のための日韓学生の役割」という議題での講義で、学生たちは、「未来から考えた私たちの使命は

何か」という新たな視点を学びました。 

 午後は「東北アジアの平和のために、私たちにできるプロジェクト」という議題でディスカッションの時間

を持ちました。限られた時間の中で、様々な国籍の学生がアイデアを出し合い、グループごとに企画をまと

め、出てきた企画を街頭アンケートで競わせました。 

 

 3日目は、都内にある教育施設を訪問。学校長による学校紹介と、担当教員からの施設紹介を受けました。

文化の違いによる教育の違いを体感し、参加者それぞれがそれまで受けてきた教育をふり返り、客観的に見つ

める良い機会となりました。 

 

【活動の成果】 

事前ミーティングへの参加を通して、活動の趣旨に賛同し、主体的に企画に関わる学生が増加した。 

当日のプログラムも、参加型の要素をより多く取り入れ、テーマに積極的に関わる機会を提供した。 

 

【パートナー】 

GPFKorea、GK戦略研究院 

 

【今後の方向性】 

事前ミーティングで、より社会にむけてメッセージを発信できるプログラムを実行する。 

フォーラム当日は、事前に行ったプログラムを発表、祝賀する場にする。 
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言語面でサポートし合い、「今年の抱負」を尋ねる参加者 様々な国籍の学生がフォーラムに参加しました 

学生スタッフが「ソーラン節」のパフォーマンスを披露 短時間で企画を練るため、真剣にアイデアを交わし合う 

街頭で企画をプレゼン 高校生から貴重なフィードバックをもらいました 
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（3）グローバル・シティズン（地球市民）の育成 

 GPFの女性向けプログラム「グローバル・ピース・ウィメン」で 

 家庭教育講座を実施 

 GPWでは、家庭やコニュニティの強化のために「家庭の価値」について学ぶ家庭教育講座を実施しまし

た。 

【実施日時】 

6月20日 11月7日 12月12日 

【テーマ】 

「親子のストレスをゆるめる方法」「心を育てるスキンシップ～子どもの感受性を育てるには～」「胎教」 

【活動の成果】 

参加者は延べ71名で、講座やディスカッションを通じて家庭の中での知恵や体験を共有しました。 

より幸せな家庭づくりに向けて学ぶ有意義なひとときとなりました。 
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（4）その他の事業 

 東北応援 思いをつなぐ“田植えカップ” “稲刈りカップ”に参加 

 5月には、気仙沼市と南三陸町で“田植えカップ”、9月には、“稲刈りカップ”が開催されました。 

 5月の“田植えカップ”は、東京からGPFJapanスタッフ、ボランティア、社会人など計8人が参加。東日本大

震災当時に気仙沼消防署の指揮隊長を務められた佐藤誠悦氏主催の、地元の方々との交流のための田植え経

験、ソフトバレー大会、親睦会、被災地視察などのプログラムがありました。 

 9月の“稲刈りカップ”は、東京から13名、群馬から4名が参加し、地元青少年バレーボールチームとのバレー

ボール大会、復興リサイタル、現地視察などのプログラムを体験しました。 

 

 主催者の佐藤誠悦氏は、2015年8月に行われた「多文化おもてなしフェスティバル2015」にも参加し、初日

の多文化フォーラムの中で、「多文化の思いを復興に活かす」というテーマでの講演も行いました。 

 

 参加者から、「佐藤さんから頂いた震災時の教訓を実践できるように、日々心がけながら生活していきた

い」「地元の方々の心の温かさにふれて元気をもらった」などの感想が聞かれ、充実した“田植えカップ” “稲

刈りカップ”のイベントとなりました。 

 心温まる交流を通して、被災地の方々の「思い」を共有する貴重な機会を持つことができました。 

-7- 



3.世界での取り組み 

（1）北東アジアの平和と朝鮮半島の平和的統一に向けた 

    “One Dream,One Korea”キャンペーン 

 世界で展開しているGPFの活動のハイライトをご紹介します。 

 第二次大戦終結から70年経った2015年。GPFKoreaは、1,000以上の市民団体とともに韓国の若者に対し、教育、音

楽、文化活動を通して平和的統一について啓発するプログラムを実施しました。 

 そのハイライトとして、ソウルのワールドカップスタジアムでK-Popのトップアーティストによるコンサートやアカ

デミックなフォーラム、各種ワークショップを“One Dream One Korea”キャンペーンとして実施しました。東京やワ

シントンDCでも関連イベントが行われました。 

（2）紛争解決と宗教間の対話促進 

● GPFは東アフリカ共同体、政府間開発機構、およびザンジバル政府と一緒に安全保障や持続可能な開発に関する

リーダーシップ会議や青年サミットを実施、キリスト教やイスラム教の指導者、政府やビジネスセクターのリー

ダーが参加しました。 

● GPFNigeriaは、過激派の暴力とアイデンティティベースの紛争を解決していくための“One Famiy Under God”

キャンペーンを継続しています。 

● インドでは、「グローバル・エシックス（地球倫理）」の枠組みを発展させていくための議論が、神学者や宗教

指導者との間で継続して実施されています。 
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（3）教育とリーダーシップ開発 

●  Character and Creativity Initiative (CCI＝人格・創造性イニシアティブ) をパラグアイ、インドネシア、マレーシ

ア、フィリピン、ケニア、ウガンダ、ネパールで、教育省や主要なステークホルダーとともに推進しています。 

● フィリピンでは教育省と協働して、公教育をドロップアウトした若者や学校のないコミュニティの子ども向けの

学習プログラムGlobALS（Global Alternative Learning System）を実施しています。 

●  International Young Leaders Assembly (IYLA＝国際青年指導者アッセンブリ) を、ニューヨークの国連会議場、

フィラデルフィアの米国憲法センター、ワシントンの世界銀行と国会議事堂で「道徳的かつ革新的なリーダー

シップ」をテーマに開催され、1,200人の青年指導者が参加しました。 

（4）コミュニティ変革のためのサービス活動と開発モデル 

● The Asia Pacific Peace and Development Service Alliance (APPDSA)が、2014年に国連アジア太平洋経済社会委

員会（ESCAP）のバンコク本部で発足し、ネパール、モンゴル、韓国でフォーラムを実施しました。 

● 2015年4月に起きたネパール地震では、APPDSAとGPFが協働して〝Rise Nepal”を立ち上げ、青年ボランティア

の約２千人を組織して、緊急シェルターの建設や食料支援をしました 

● 途上国にソーラー充電LEDライトを提供し、持続的発展可能な村を支援する「オールライト・ビレッジ・プロ

ジェクト」は、フィリピンやカンボジアなどで展開されており、コミュニティ開発のモデルとなっています。 
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4.会計報告 

収入の部 

支出の部 
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