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2017年9月3日（日）～9月6日（水）

Dates
日時

We are individuals, but not alone.
私たちはひとりだ、でも孤独ではない

Theme
主題

Korean Christian Center (2-6-10 Nakagawa-nishi, Ikuno-ku, Osaka, Japan)
韓国基督教会館　（ＫＣＣ／大阪市生野区中川西２̶６̶10）

Venue
会場

Center for Minority Issues and Mission in Japan
マイノリティ宣教センター

Host
主催

30 people (25 from Japan, 5 from overseas)
30名（国内参加者：25人／海外参加者：５人）

Participants
参加者

¥10,000 for Japanese participants (includes meals, accommodations, field trip) 
１万円（食費・宿泊費）　＊参加締切：７月末

Participation Fee
参加費

①　現代日本におけるマイノリティに対する差別問題の現状やその背後にあるものを学び、問題解決のためにできることを、
　　それぞれの場から考える。

②　現状ではさまざまなマイノリティ・グループが日本社会の中で孤立させられていることをふまえ、さまざまなグループ・
　　コミュニティを横断するエキュメニカル・ネットワークをつくる。

③　このフォーラムの場では、さまざまな背景をもつ青年が集い、お互いの経験や思いを分かち合い、共通の課題を協議し
　　共有していく。

④　そのために、マイノリティ・コミュニティの現場を訪問し、当事者の証言を聞き、またワークショップを通して相互理解・問題
　　解決の方途をともに学び、フォーラム後の取り組みを継続する。

目的　Objectives

①　To learn about the roots and effects of discrimination against minority groups in Japan, and to discuss possible
        actions participants can take, each in their own context, to solve these problems.

②　To build a broad-based ecumenical network that can support and work with minority groups, who are feeling    
         isolated and disempowered in Japanese society.

③　To gather youths with diverse backgrounds, share our experiences and thoughts, discover similarities of experience 
        and common ground for new collaborations toward a future of greater peace and justice.

④　To visit minority communities, hear testimonies of those who have encountered discrimination, learn through 
        workshop how to deepen mutual understanding and find solutions, and discuss follow-up activities after the Forum.

プログラム概要　Pro�am Summ�y

連絡先　C�tact
Center for Minority Issues and Mission in Japan
Japan Christian Center Room 52
2-3-18 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku,
Tokyo 169-0051 Japan
TEL：+81-3-6228-0509　 
E-mail：info@cmim.jp

マイノリティ宣教センター
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18          
                     日本キリスト教会館52号室
TEL：03-6228-0509　 
E-mail：info@cmim.jp（日本語）

st



　私たちがいま生きているこの世界には、異質とされる他者を排斥しようとする風潮が強まっています。そして日本でも、在日コリア

ン、部落出身者、アイヌ、沖縄、外国人住民などさまざまなマイノリティに対する差別や人権侵害が、新しい形で噴出しつつあります。

　こうした状況のなかで、日本のキリスト教諸教派・団体は、2015年11月に「ヘイトスピーチをのりこえ、共生の天幕をひろげよう！」

をテーマに、東京で第３回「マイノリティ問題と宣教」国際会議とユースプログラムを開催しました。この会議には欧米・アジア・アフ

リカの８ヶ国から延べ163名が参加し、今後の取組みとして「マイノリティ宣教センター」の設立を決議しました。

　こうして2017年4月に開所した「マイノリティ宣教センター」は、マイノリティの青年たちが集い、いま起きている差別の現状を共

に学びあう場所づくりを目指して、「マイノリティ・ユース・フォーラム」を実施します。第1回目のフォーラムでは、大阪における差別の

現場を訪問して共に学び、各参加者の証言やワークショップを通して、共に生きることを考えます。今回の主題は、「私たちはひとり

だ、でも孤独ではない」です。このフォーラムが、差別と排除が生み出す孤立や分断に抗う新たなつながりの場となることを願い、み

なさんのご参加をお待ちします。学び、考え、語り合い、表現してみる時間をぜひともにすごしましょう！

        There is a growing trend in this world to exclude and ostracize the “strange other.” In Japan, too, we have seen in recent 
years a rise in hatred, discrimination and human rights violations against Japanese-Koreans, Buraku people, Ainu, Okinawans, 
and foreign residents.
        Churches and Christian organizations in Japan, with the support of ecumenical partners abroad, hosted the 3rd Interna-
tional Conference on Minority Issues and Mission in November 2015 in Tokyo. Under the theme, “Spread the Tent of Inclusivi-
ty,” 163 people from 8 countries in Asia, North America and Africa participated in the conference and youth program before it. 
At the conclusion of this conference participants adopted a resolution calling for the creation of a “Minority Mission Center,” 
as a future undertaking. This came into reality in April 2017, when the Center for Minority Issues and Mission in Japan (CMIM) 
was established. 
         As its first project, CMIM is organizing the “Minority Youth Forum,” which will take place September 3-6, 2017 in Osaka, 
Japan. The aim of this Forum is to provide an opportunity for youth to gather and learn about the current state of discrimina-
tion in our world and communities, while forging an ecumenical, collaborative network among youth who feel called by their 
faith to work for reconciliation and justice. Under the theme, “We are individuals, but not alone,” participants will visit places 
where discrimination has occurred in Osaka and consider what it means to “live together” through personal testimonies, 
creative workshops, worship and shared meals. We hope this forum will generate new relationships that will empower each 
person to help end the isolation and segregation caused by discrimination. Let us learn together, think together, talk together 
and express ourselves together. We hope to see you in Osaka!

マイノリティ・ユース・フォーラムは開会

礼拝から始まります。出会いを喜び、共に

祈り、歌声を合わせ、互いの声を聴き合

いましょう。オリエンテーションでは、参

加者同士がさらに知り合うことのできる

時間を持ちます。

9月3日（日） 9月4日（月） 9月5日（火） 9月6日（水）

開会礼拝
　Opnening Worship

朝食
Breakfast

朝の祈り
Morning Prayer

現場訪問出発
Depart for field study trip

大正区・リトル沖縄
“Little Okinawa” district

(Taisho-Ward)

Lunch

生野区・コリアタウン
“ Korean Town”
(Ikuno - Ward)

全体会①
Plenary SessionⅠ

昼食
Lunch

全体会③
ワークショップ
Plenary SessionⅢ
Workshop

閉会礼拝
Closing Worship

夕の祈り
Evening Prayer

全体会②
ワークショップ
Plenary sessionⅡ
Workshop

全体会④
Plenary Session Ⅳ

夕の祈り
Evening Prayer

Sep. 3 (Sun) Sep. 4 (Mon) Sep. 5 (Tue) Sep. 6 (Wed)

はじめに　In�oducti�

夕食
Dinner

オリエンテーション
Orientation

講演
Opening Lecture

夕の祈り
Evening Prayer

午前
Morning

夕食
Dinner

朝食
Breakfast

朝の祈り
Morning Prayer

朝食
Breakfast

朝の祈り
Morning Prayer
全体会⑤

（宣言文採択）
Plenary SessionⅤ 
Formulate a joint 
statement

午後
Afternoon

夜
Evening

夕食
Dinner

The Forum will open with a worship 
service, to give thanks for our gather-
ing, pray to and praise our Lord 
together, and to open our hearts to 
each other. This worship will be 
followed by a time for orientation and 
self-introductions.

講演では、マイノリティの人権をめぐって

いま大阪でおきていることを話してもら

う予定です。いま日本では排外主義的な

差別が新しく台頭しています。大阪での

具体的な問題や、その背景には何がある

のかを共有できればと思います。

An opening lecture will introduce 
Osaka’s history, with focus on the city’s 
diverse communities and forms of 
discrimination. Osaka has shown 
leadership in the fight against discrimi-
nation, but has also been the site of 
xenophobic outbursts in recent years. 
From concrete examples in Osaka we 
hope to clarify what lies at the root of 
xenophobia, so we may start conversa-
tion about how to respond.

開会礼拝 Opening W�ship 講演 Open Lect�e

スケジュール　Pro�am Schedule

大阪にある二つの現場を訪問します。午前

は沖縄からの移住者の集住地域である大

正区を訪れ、沖縄移住者の歴史とアイデン

ティティについて学びます。午後は、在日コ

リアンの集住地域である生野区を訪れ、街

の歴史と現在の姿から学び、ヘイトスピー

チの問題について考えます。

We will visit two distinctive neighbour-
hoods in Osaka. In the morning, we will 
visit Taisho Ward, where many 
migrants from Okinawa live, to learn 
their history and struggles for dignity 
and identity. In the afternoon we will 
walk through Korea Town in Ikuno 
Ward, learning how this community 
was born, about the discriminations 
they have faced, and about recent hate 
speech incidents.. 

現場研修 Field Study
ワークショップは、今までの学びを通して

気づいたこと、考えたこと、感じたことな

どを、外に向けて表現する時間です。「人

類館事件」を入り口として、それぞれの思

いを形にしてみましょう。

This will be a time to reflect on what 
we have learned, noticed and thought 
during the opening lecture, field trip, 
testimonies and conversations. 
Drawing also from a case study on the 
Jinruikan incident* of 1903, we will 
explore ideas and opinions and 
express these creatively.

フォーラムには様々な背景を持つ参加者

が集まります。朝夕の祈りでは参加者の

証言を聞いて、お互いの経験や思いを分

かち合います。孤立や分断を超えて、私た

ちが連帯を深めるために、祈りのときを

大切にします。

People who come to this forum will 
have a variety of backgrounds. 
Morning and evening prayer will be a 
precious time to overcome separate-
ness and build solidarity. We will invite 
different participants to share their 
experiences and stories, which will in 
turn provide grounding for our song 
and prayer. 

ワークショップ W�ksh�
朝の祈り・夕の祈り
M�ning / Evening Pray�

全体会では、それぞれの日に学んだことを

全員でふりかえり、それぞれがどのように感

じたのかを分かちあっていきます。そして最

終日には、フォーラムを通して学び、感じ、

考えたことを分かちあい、これから私たち

がするべきこと、できることをともに考えま

す。

Each day will conclude with a plenary 
session, to reflect upon the day we 
spend together, sharing our discover-
ies, thoughts and feelings. On the last 
day we will review what we’ve learned 
during the Forum and produce a final 
statement that spells out what we 
commit to do together in the days 
ahead. 

全体会 Plen�y Sessi�s

アウトライン　Pro�am �tline

* Jinruikan was a pavilion placed just outside the main entry gate to the Osaka Exposition of 1903, in which living persons representing 

   a variety of ethnic groups were “displayed” for visitors. This caused much offence and controversy, and is referred to as the Jinruikan Incident.


