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『心の開国』
ウクライナを通して⾒る⽇本
〜まず、知ること。そして、考える〜

相⾺雪⾹*国際IC⽇本協会元会⻑が、1979年に
「難⺠を助ける会」を創設した際のスローガンは
「インドシナ難⺠⽀援を通して、
⽇本⼈の『⼼の開国』をしましょう」でした。

令和の時代になりましたが、私たちは、
『⼼の開国』をなしとげているでしょうか？
普段の⽣活からは少し離れて、
今、世界で起こっていることを知り、学び、
私たちも『⼼の開国』を考える時間をもってみては
いかがでしょうか。

*相⾺雪⾹（1912〜2008） 「憲政の⽗」尾崎⾏雄の三⼥
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⽇⽇程程

第第１１回回 8⽉11⽇（⽊・祝）10:00〜11:30

「「⽀⽀援援をを通通ししてて深深ままるるウウククラライイナナとと⽇⽇本本のの絆絆」」

⽇本ウクライナ友好協会(KRAIANY) 
会員 ⽚岡 ソフィヤ

第第２２回回 8⽉28⽇（⽇） 10:00〜11:30

「「イインンドドシシナナかかららウウククラライイナナへへ 〜〜⼼⼼のの開開国国をを考考ええるる〜〜」」

難⺠を助ける会
会⻑ ⻑ 有紀枝

第第33回回 10⽉2⽇（⽇）16:00〜17:30

「「ウウククラライイナナのの悲悲劇劇 〜〜癒癒さされれぬぬ過過去去のの再再来来（（ロロシシアアかかららのの謝謝罪罪））」」

⽣物学博⼠、英語教師
エレナ・シュヴァルツ

「「強強いい⺠⺠主主主主義義ををつつくくるるたためめのの、、私私たたちち市市⺠⺠ひひととりりひひととりりのの役役割割」」

元国際IC評議会事務局⻑
ジョン・ボンド

第第44回回 10⽉15⽇（⼟）16:00〜17:30

「「『『⼼⼼のの開開国国』』をを学学びび、、考考ええよようう 〜〜ウウククラライイナナをを通通ししてて〜〜」」

ICボランティア
アンジェラ・スターヴォイトワ

1111⽉⽉33⽇⽇（（⽊⽊・・祝祝）） 第第4444回回IICC国国際際フフォォーーララムム

IICC国国際際フフォォーーララムム、、おおよよびび 交交流流会会のの位位置置付付けけ

IC国際フォーラムは、社会問題の⼀つをテーマとし、
⼀⼈⼀⼈の、今から、明⽇からの⾏動が、社会問題の解決の
⼀助となることを⽬指します。
「⽼若男⼥を問わず誰でも参加できる国際会議」として、
参加者は広く公募します。

国国際際フフォォーーララムムととはは・・・・・・「「社社会会問問題題」」のの実実状状をを学学びび合合うう場場

社会問題の⼀つをテーマに据え、講演や発表などを通して、
静かな時間とシェアリングで、⼀⼈⼀⼈が実践できることを
考える、「参加型」のイベントです。
これまで2⽇ないし3⽇に渡る⽇程で開催しておりましたが、
国際フォーラム⾃体は、半⽇、数時間程度の⽇程と致します。
また、海外からの参加者を必須とせず、⽇本語で、深く知り、
語り合い、考える時間を作ります。
2022年の第44回IC国際フォーラムについては、
2⽉以降世界でも最も注⽬を集める問題である「ウクライナ」
に焦点を当て、問題の本質を「知り」「考える」場を作ります。
国際フォーラムに向け、知り、考える機会として、関連交流会
を企画し、より⾃分の事として深く考える機会を設けました。
この報告書は、それらの関連交流会に関する報告書です。
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第第１１回回 国国際際IICC交交流流会会
8⽉11⽇（⽊・祝）10:00〜11:30

「「⽀⽀援援をを通通ししてて深深ままるる
ウウククラライイナナとと⽇⽇本本のの絆絆」」

⽇本ウクライナ友好協会(KRAIANY) 
会員 ⽚岡 ソフィヤ

第第２２回回 国国際際IICC交交流流会会
8⽉28⽇（⽇） 10:00〜11:30

「「イインンドドシシナナかかららウウククラライイナナへへ
〜〜⼼⼼のの開開国国をを考考ええるる〜〜」」

難⺠を助ける会
会⻑ ⻑ 有紀枝

早稲⽥⼤学卒。東京⼤学⼤学院にて博⼠号取得。1990年から⽇本初の難⺠⽀援
NGOである難⺠を助ける会（AAR）のボランティア活動を開始。
91年〜2003年まで同会職員としてインドシナ、アフガニスタン、旧ユーゴスラ
ビアなどの難⺠⽀援活動や対⼈地雷禁⽌活動に従事。
2008年同会理事⻑、2021年より会⻑。2010年より⽴教⼤学教授。国連中央緊急
対応基⾦（CERF）諮問委員会委員、国連訓練調査研究所（UNITAR）理事な
ども務めた。
著書に『⼊⾨ ⼈間の安全保障 恐怖と⽋乏からの⾃由を求めて』（中央公論新
社）などがある。

【講演のキーワード】
2つの「⼼の開国」

1つ⽬は、インドシナ難⺠⽀援と「難⺠を助ける会」、そして⽇本の難⺠の受け⼊れ
2つ⽬は、ウクライナ難⺠⽀援と「難⺠を助ける会」の活動と⽇本の受け⼊れ

難⺠の定義
1951年「難⺠の地位に関する条約」
1967年「難⺠の地位に関する議定書」

「⼈種、宗教、国籍、政治的意⾒やまたは特定の社会集団に属
するなどの理由で、⾃国にいると迫害を受けるかあるいは迫害
を受ける恐れがあるために他国に逃れた」⼈

⇒「条約難⺠」とか「狭義の難⺠」と呼ばれる
UNHCR（国連難⺠⾼等弁務官事務所）は、

「条約難⺠」から「広義の難⺠」までの⽀援を⾏う。
いわゆる「戦争難⺠」とか「紛争難⺠」は、

「⼤量難⺠」あるいは「避難⺠」と呼ばれる
⽇本の島国根性をマルタ島のような島国根性に変えていこう

（マルタ島は海を通じて世界とつながっている）

ウクライナ、キーウ⽣まれ。1993年に両親と共に来⽇し、幼少期から現在に
⾄るまで⽇本に在住。
2011年にトロントヨーク⼤学ビジネス学部を卒業後、現在はマーケティン
グ・リサーチ会社に勤務。
KRAIANYが主催するイベント等には10年以上参加してきたが、2022年2⽉の
ロシアによる⼤規模侵攻が始まってからは、ウクライナの状況についてより正
しい理解を深めるためのイベントでの講演や情報発信などの活動を⾏っている。

【講演のキーワード】
ウクライナは、ヨーロッパのシリコンバレー

（多くのハイテク企業が集まる）
ユネスコ世界遺産に登録されている場所も多い美しい歴史の街
ウクライナのソ連化

〜国を滅ぼすには⾔語を奪うことが⼀番⼿っ取り早い
ウクライナの過酷な歴史

〜ウクライナは100年以上ロシアに侵略されてきた
2014年にクリミアがロシアに強制的に併合、ドンバス地⽅に
ロシア⼈が送り込まれた
今ニュースに伝えられている内容は、実際の状況の1％も伝え
ていない
ウクライナ国⺠の命が助かっても、平和は保証されない
現在、⽇本ウクライナ友好協会の活動として、⽇本に避難して
きたウクライナ⼈に対して情報提供や⽣活サポートしている。
ウクライナ⼈が⽇本の⼈々と関わりを持つことで、お互いの⽂
化交流を通し、相互理解の促進を図っている。
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第第33回回 国国際際IICC交交流流会会 ①①
10⽉2⽇（⽇）16:00〜17:30

「「ウウククラライイナナのの悲悲劇劇
〜〜癒癒さされれぬぬ過過去去のの再再来来
（（ロロシシアアかかららのの謝謝罪罪））」」

⽣物学博⼠、英語教師 エレナ・シュヴァルツ

第第33回回 国国際際IICC交交流流会会 ②②
10⽉2⽇（⽇）16:00〜17:30

「「強強いい⺠⺠主主主主義義ををつつくくるるたためめのの、、
私私たたちち市市⺠⺠ひひととりりひひととりりのの役役割割」」

元国際IC評議会事務局⻑
ジョン・ボンド

30か国のICで協働する中、8年間、「オーストラリア国⺠謝罪の⽇委員会」の
事務局⻑を務める。
残酷で誤った政府の政策について、オーストラリアのアボリジニに謝罪し、苦
い過去を克服するキャンペーンに約100万⼈のオーストラリア⼈が参加。これ
によって2008年に国会が全⾯的に謝罪し、アボリジニの悲劇的な社会状況を
終わらせる新たな政策が打ち出された。この功績により、オーストラリア勲章
を受章。
作家、ジャーナリストとしても活躍。4冊の著書を出版。

【講演のキーワード】
ウクライナ⼈は、プーチン⼤統領の予想をはるかに超えて団結
した（数⽇以内に⽀配するつもりであったはず）。
ウクライナで⾏われている
“Foundations for Freedom”（平和の基礎）の役割
1989年にソ連が崩壊した時に、独⽴したばかりの東欧諸国の
学⽣たちに向けて講座を開いたことに始まる。
権威主義的な⽀配から解放されたからと⾔って、
直ちに⺠主主義が花開くわけでなない。
⺠主主義というのは、全く新しい価値観を学ぶこと。
政治家が⾃分の⾔い分を通すための武器とするのが、
マイノリティに対する迫害である。
イギリス⼈は、1788年にオーストラリアでの⼊植を開始。
先住⺠のアボリジニの⼈々を追いやって⾃分たちの国を作って
いきました。過去の過ちについて、アボリジニに謝罪する必要
があったが、政府は否定した。
政府の関わりなしで「謝罪の⽇」を設けて、
「癒しの旅」に出た。

25年間モスクワ教育⼤学で英語の教師。8年間は理学部の学⽣のための外国語
学部の部⻑。
現在は、セベルツォーフ⽣態学・進化研究所（ロシア科学アカデミーの⽀部）
で教鞭をとりつつ、⼤学院教育部⾨のマネージャー。
2000年代には、政治・公共活動にも参画。

【講演のキーワード】
私の国（ロシア）の歴史の中でも、最も劇的な年といえる。
主権国家であるウクライナを攻撃した。
現在のプーチンによる国家と、ロシア国⺠全体を同⼀視するこ
とは誤りであると強調したい。
ロシアはソ連邦の⼀部だったので、第⼆次世界⼤戦の戦勝国の
⼀つ。だが、ファシズムに勝利したことは、わが国（ロシア）
がファシズムに感染しないという保証にはならない。
ウクライナはソ連の過去を克服して、⾔論の⾃由や競争選挙な
どの価値を持ち、全体としてヨーロッパの⺠主主義⽂化に同化
することに成功した。
ロシア政府は⻑年に亘り、情報戦、イデオロギー戦、そして政
治戦を展開して、主権国家であるウクライナを切り捨て、ウク
ライナの⽂化をロシアの⽂化より劣ったものとして扱ってきた。
私たち⾃⾝が国の代表として、⾃分⾃⾝の権利として⾏動する
ことができる。これこそが、 ICが各国のグループ間の対話の
仲介者、そして和解の推進者として⼤きな⼒を発揮し得るとい
うこと。
私たちが過去を明るみに出さず謝罪もしないとしたら、またト
ラウマを癒さず道徳を改⾰しないなら、⼈類の運命は暗澹たる
ものとなってしまう。

6



第第33回回 国国際際IICC交交流流会会 ①①
10⽉2⽇（⽇）16:00〜17:30

「「ウウククラライイナナのの悲悲劇劇
〜〜癒癒さされれぬぬ過過去去のの再再来来
（（ロロシシアアかかららのの謝謝罪罪））」」

⽣物学博⼠、英語教師 エレナ・シュヴァルツ

第第33回回 国国際際IICC交交流流会会 ②②
10⽉2⽇（⽇）16:00〜17:30

「「強強いい⺠⺠主主主主義義ををつつくくるるたためめのの、、
私私たたちち市市⺠⺠ひひととりりひひととりりのの役役割割」」

元国際IC評議会事務局⻑
ジョン・ボンド

30か国のICで協働する中、8年間、「オーストラリア国⺠謝罪の⽇委員会」の
事務局⻑を務める。
残酷で誤った政府の政策について、オーストラリアのアボリジニに謝罪し、苦
い過去を克服するキャンペーンに約100万⼈のオーストラリア⼈が参加。これ
によって2008年に国会が全⾯的に謝罪し、アボリジニの悲劇的な社会状況を
終わらせる新たな政策が打ち出された。この功績により、オーストラリア勲章
を受章。
作家、ジャーナリストとしても活躍。4冊の著書を出版。

【講演のキーワード】
ウクライナ⼈は、プーチン⼤統領の予想をはるかに超えて団結
した（数⽇以内に⽀配するつもりであったはず）。
ウクライナで⾏われている
“Foundations for Freedom”（平和の基礎）の役割
1989年にソ連が崩壊した時に、独⽴したばかりの東欧諸国の
学⽣たちに向けて講座を開いたことに始まる。
権威主義的な⽀配から解放されたからと⾔って、
直ちに⺠主主義が花開くわけでなない。
⺠主主義というのは、全く新しい価値観を学ぶこと。
政治家が⾃分の⾔い分を通すための武器とするのが、
マイノリティに対する迫害である。
イギリス⼈は、1788年にオーストラリアでの⼊植を開始。
先住⺠のアボリジニの⼈々を追いやって⾃分たちの国を作って
いきました。過去の過ちについて、アボリジニに謝罪する必要
があったが、政府は否定した。
政府の関わりなしで「謝罪の⽇」を設けて、
「癒しの旅」に出た。

25年間モスクワ教育⼤学で英語の教師。8年間は理学部の学⽣のための外国語
学部の部⻑。
現在は、セベルツォーフ⽣態学・進化研究所（ロシア科学アカデミーの⽀部）
で教鞭をとりつつ、⼤学院教育部⾨のマネージャー。
2000年代には、政治・公共活動にも参画。

【講演のキーワード】
私の国（ロシア）の歴史の中でも、最も劇的な年といえる。
主権国家であるウクライナを攻撃した。
現在のプーチンによる国家と、ロシア国⺠全体を同⼀視するこ
とは誤りであると強調したい。
ロシアはソ連邦の⼀部だったので、第⼆次世界⼤戦の戦勝国の
⼀つ。だが、ファシズムに勝利したことは、わが国（ロシア）
がファシズムに感染しないという保証にはならない。
ウクライナはソ連の過去を克服して、⾔論の⾃由や競争選挙な
どの価値を持ち、全体としてヨーロッパの⺠主主義⽂化に同化
することに成功した。
ロシア政府は⻑年に亘り、情報戦、イデオロギー戦、そして政
治戦を展開して、主権国家であるウクライナを切り捨て、ウク
ライナの⽂化をロシアの⽂化より劣ったものとして扱ってきた。
私たち⾃⾝が国の代表として、⾃分⾃⾝の権利として⾏動する
ことができる。これこそが、 ICが各国のグループ間の対話の
仲介者、そして和解の推進者として⼤きな⼒を発揮し得るとい
うこと。
私たちが過去を明るみに出さず謝罪もしないとしたら、またト
ラウマを癒さず道徳を改⾰しないなら、⼈類の運命は暗澹たる
ものとなってしまう。
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第第44回回 国国際際IICC交交流流会会
10⽉15⽇（⼟）16:00〜17:30

「「『『⼼⼼のの開開国国』』をを学学びび、、考考ええよようう
〜〜ウウククラライイナナをを通通ししてて〜〜」」

ICボランティア
アンジェラ・スターヴォイトワ

ロシア・サンクトペテルブルクで⽣まれたロシアの⾎を持つウクライナ⼈。
クリミアで育ち、ロシアによるクリミア併合後は、⾸都のキーウに在住。両親
はロシア在住。個⼈の変⾰を促し、個⼈・グループの関係に変化を及ぼす、安
全で信頼できる環境を作る参加型ファシリテーションに、 20年の経験。現在、
⾮暴カコミュニケーションの認定トレーナー。
1990年代後半より、東欧において、個⼈・地域・国家レベルでの過去の癒し
と和解を促し、真に⾃由で公正な社会を発展させる、ICの「Foundations for 
Freedom（⾃由への基盤）」プログラムに関わる。現在「対話型ファシリテー
ターのネットワーク」に携わる。⾮暴カコミュニケーションのアプローチを⽤
いて、紛争解決、参加型ファシリテーション、平和構築、社会的結束に関する、
対話・トレーニング・ワークショップ等を運営。
IOM（国際移住機関）、UNDP（国連開発計画）、OSCE（欧州安全保障協
⼒機構）の専⾨官

【講演のキーワード】
私は、ロシア⽣まれでロシアの⾎が流れているが、
私の⼼、メンタリティはウクライナ⼈である。
私は⾃由でなければならないと考える。
何か私がやりたくないとか、やってはいけないと考えることが
あった場合、⾃由に断ること、ノーと⾔えることが⼤事だと
思っている。
対話型ファシリテーターのネットワークを構築することによっ
て、ウクライナ国内とウクライナ周辺の国々との橋渡しを⾏っ
てきた。
戦いの中、YouTubeに投稿された映像で本当に感動した。
歌や⾳楽は、私たちを⿎舞してくれる、謂わば武器となるもの
である。
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第44回 IC国際フォーラム
関連交流会 報告書

第44回 IC国際フォーラム
関連交流会 報告書




