日本初・待望の企画がついに実現☆

いつ参加するの？今でしょ！

ギャップイヤー・フェスタ

Vol.1

 休学・転職して、自分もチャレンジしてみたい！
 自分も経験があるので、話したい・つながりたい！
 うちの大学・企業でもやっている・やってみたい！
そんな人達が大集合する場が、ついにできました☆

「ギャップイヤー」って!?
入学前や就職前、在学・在職中や転職時に、
3 ヶ月〜２年間程、国内外でボランティア活動
や研修、留学等を行う、英国発祥の社会的慣習。

「こんな集まり、待ってまし
た！沖縄から来て良かった」
「来年思い切ってやってみよう
かなっ、て気になりました。」
「自分の経験を伝えられて嬉し
かった。泊まりで他の参加者と
も、仲良くなりました☆」
（昨年のフォーラム参加者から）

英国で始まり、日本や他国でも近年、グロー
バル人材育成や学習意欲の向上への期待から、
政府・企業・大学・NPO・て若者達自身に注
目され、本人や活動地域、終了後に受け入れる
大学・企業に様々な成果が生まれています！

なんで「フェスタ」なの!?
ギャップイヤーの実績もニーズも増え続ける中、や
りたい人や経験者が集まる場が、なかなかありません。
そこで私達は昨夏「ギャップイヤー・フォーラム」
を行い、政府・企業・大学・NPO の担い手や若者達が
100 名以上が理念や行動を活発に交換しました。
今回はその発展版として、やってみたい若者や推進
したい大学・企業が、経験者達と出会う場にします。
一緒に、楽しく実のあるひとときを創りましょう！

（昨夏のフォーラムには、与野党の国会議員も登壇！）

盛りだくさんなプログラム
イベントの概要
●日時：6 月 22 日（土）18:30〜21:30
＊合宿参加：〜最長 23 日（日）16:00 まで
●会場：国立オリンピック記念青少年センター
センター棟 309（小田急線・参宮橋駅歩 7 分）
＊ 裏面の地図もご参照ください。
●定員：160 名（宿泊は 40 名まで）
●参加費：500 円（宿泊者は 2,500 円）
＊「白書」代も込み、いち早くもらえます！
●申込： LM-out@nice1.gr.jp（NICE 直井）まで
または http://www.gapyearplatform.org/form から
●主催：ギャップイヤー・プラットフォーム
●共催：NICE（日本国際ワークキャンプセンター）
ICYE（国際文化青年交換連盟日本委員会）
市民キャビネット 地球社会・国際部会
●後援：国連・CCIVS（国際ボランティア活動調整委員会）
NVDA（アジア・ボランティア発展ネットワーク）

（時間は予定。登壇者等、裏面もご参照ください！）
18:30〜18:40 ① 開会のご挨拶（完成したての、
世界初？「ギャップイヤー白書」のお披露目も！）
18:40〜18:50 ② 基調スピーチ
青晴海さん：JICA（国際協力機構）スリランカ事務所長
18:50〜19:20 ③ 激論・パネルトーク☆
カラフルな経験者達が熱く語り合います。
19:20〜19:50 ④ 担い手からのリレートーク
受入先・大学・企業・政府・親の代表者をを予定。
20:00〜21:00 ⑤ ギャップイヤー見本市♪
多様な団体がブース出展。貴重な情報をゲット！
21:00〜21:30 ⑥ お楽しみタイム・閉会
会場全員で楽しみながらタメになる企画を用意！
＊ 終了後、近くのお店で記念交流会を行います。
23 日 09:00〜12:00 ⑦ ギャップイヤー教室
何でも相談できる、人生の寄り道プランづくり。ア
ドバイスする経験者も大募集☆聞くだけも OK
23 日 13:00〜16:00 ⑧ ギャプリンピック
チーム対抗・水鉄砲大会？いい汗流して気分爽快！

語り手（★）・進行者（☆）のご紹介！（敬称略。GY＝ギャップイヤー。ほぼ全員が、GY 経験者！）
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砂田薫（第一部：開会挨拶と白書の紹介）
青晴海（第二部：基調スピーチでの講演）
山口紗矢佳（フェスタ総合進行）
開澤真一郎（第三部：パネルトークの進行）
鬼頭豊和（同上）
青木早織（第三部：パネルトークの語り手）
白須茜（同上）
江口匠（同上）
池田誠（第四部：リレートークの進行）
宇梶朋子（同上）
尾崎嘉洋（第四部：受入先代表）
長瀬慎治（第四部：政府・国際機関代表）
宇治谷映子（第四部：大学代表）
小原祥嵩（第四部：企業代表）
田中冬美（第四部：親代表）
直井友樹（第五部：見本市の進行）
浅井杏里（第六部：お楽しみたいむの進行）
井口育紀（第七部：GY 教室の進行）

JGAP 代表理事。GY 推進を先導する、Mr.ギャップイヤー！
JICA スリランカ事務所長。各セクターと連携する、第一人者。
司会業・教員の経験を持つ、NICE 集団事業部長。マッサージが得意。
NICE 代表。休学中に NICE 結成、30 年間風邪知らず・趣味は発明。
縁の下から長期ボランティアを支え続ける。ICYE 理事。
1 年間プログラム「ぼらいやー」で世界を廻った、ぶっとび看護師。
スペインで活動中に語学を習得し、日本唯一のフラメンコ会社に。
就活を辞め、インドの最貧地区で教育に打ち込む、慶応大学生。
HIF 事務局長。ニュージーランドで一家で GY した、北国の父。
ICYE 事務局長。デンマークで活動、大勢のファンを魅了する姐御。
福島の苧麻倶楽部で事務局長。タイ、ドイツ、日本の NGO で勤務。
東チモールで UNV、サモアの UNDP でも勤務。日本の UNV を統括。
名古屋外国語大学準教授（異文化コミュニケーション）。学生をアジアへ
株）ハバタク取締役。ベトナム駐在中だが、一時帰国中で特別参加！
息子は GY で世界を廻り、自らも復興支援や動物保護に飛び回る。
タンザニアの長期ボランティアでは土を食べ生き延びた、NICE 職員。
欧州で活動、ラジオ番組で「グラビア女優」と言われた NICE 職員。
アジア等で活動、声はでかいが頼れる兄貴。NICE 中長期事業部長。

出展ブースのご紹介（団体はアルファベット順）
＊

更に数団体が増える可能性があります。

①

ETIC.（エティック）

1993 年設立。政府や企業とも連携しながら、長期実践型
インターンを国内外のベンチャー企業や NPO に多数派遣。

②

ICYE（国際文化青年交換連盟日本委員会）

40 ヶ国の、2 週間〜1 年間のボランティアプログラムを
紹介する NGO。1958 年設立、近年参加者増加中！

③

JICA（国際協力機構）

青年海外協力隊（主に 2 年間）では 45 年間で 88 ヶ国に
3.8 万人（シニア等も含めると 4.4 万人）を派遣。

④

NICE（日本国際ワークキャンプセンター）

様々なワークキャンプ（合宿型ボランティア）を企画する
若者主体の NGO。23 年間で 90 ヶ国に 5 万人超が参加。

⑤

UNV（国連ボランティア計画）

1971 年の開始以来、専門性の高い 3 万人超が 130 ヶ国
で活動（主に 6 ヶ月〜2 年間）。日本事務所の役割も大きい。

⑥
⑦
⑧

特設ブース①「大学とギャップイヤー」
特設ブース②「企業とギャップイヤー」
特設ブース③「親とギャップイヤー」

それぞれ第 4 部登壇の宇治谷さん/小原さん/田中さんを
囲み、大学/企業/親同士で悩みやノウハウを交換したり、互
いに連携できることなど、自由に話し合います。
推進を考える大学/企業関係者や GY 参加者の親以外の方
でも、テーマに興味があれば、ぜひご参加ください！

左：世界七夕アクションも大好評、ペルーで教育活動（NICE）
右：メキシコで 1 年間活動したボランティアより（（ICYE）

ギャップイヤー・プラットフォームとは
昨年のフォーラムを機に結成された、NPO・政府・
企業・大学で推進する担い手のネットワークです。
毎月の研究会でビジョンや情報を交換しながら、
「白書」の制作やイベントの企画を行ってます。
http://www.gapyearplatform.org/
現委員（50 音順・敬称略）は、
青晴海：JICA（国際協力機構）スリランカ事務所長
池田誠：財）HIF（北海道国際交流センター）事務局長
池本修悟：市民キャビネット 事務局長
宇梶朋子：特活）ICYE Japan 事務局長
開澤真一郎：特活）NICE 代表
北見靖直：国立青少年機構 指導主幹
砂田薫：JGAP（日本ギャップイヤー推進機構協会）代表理事
長瀬慎治：UNV（国連ボランティア計画） 東京事務所
原田勝広：明治学院大学 ボランティアセンター長
＊ 他に複数の省庁職員が、個人として参加。
＊ NICE と ICYE の他の職員・会員等も活発に参加。

