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サレジオ同窓会連合 アジア代表者会議 2018 in バンコク

報告書

Presidents & SDB Delegates & GEX Representatives in Asia-Oceania 2018 in Bangkok

１．概要
日程：

2018 年 11 月 22～24 日（3 日間）

会場：

タイ・バンコク

Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel

Don Bosco Tecnological College Bangkok
目的： サレジオ会学校・施設等の同窓生を対象とするサレジオ同窓会連合のアジア・オセアニ
ア地域代表者会議。2016 年 10 月に東ティモールで開催されたアジア・オセアニア地
域大会後、初めて開催。各国連合の現状報告と中間評価、世界連合幹部から各種プロ
ジェクトの説明・検討を行う。次回 2020 年アジア大会についても意見交換。
12 か国（タイ、東ティモール、フィリピン、パキスタン、ベトナム、カンボジア、

参加者：

インド、スリランカ、ミャンマー、ラオス、中国、日本）、世界連合幹部、33 人
日本からの出席者：

立石光洋（日本連合事務局長、サレジオ学院同窓会常任幹事 29 期生）

（各国の会長・顧問・青年代表が招集されたが、都合により代理で事務局長が出席した）
２．プログラム
1 日目

11 月 22 日（木）

・ 当初 18:30 夕食会、20:00 セッション（参加者紹介）等が予定されていたが、会議室や食事
会場の手配ミスによりプログラムは翌日に延期、初日は自由時間に変更。立石は世界連合幹
部（ホルト会長、グプタ副会長、ピエダデ アジア青年代表評議員、コヴァク会長秘書、ス
リスラ タイ事務局長）のミーティングと夕食に同行。今会合のディスカッションのテーマ
が検討された。
2 日目

11 月 23 日（金）

・ 8:00

開会ミサ：

・ 9:00

セッション①： 歓迎の挨拶（スリスラ タイ事務局長、ポンチット タイ顧問、ジャ

ジャヤパラン世界連合顧問による司式

ヤパラン世界連合顧問、ピエダデ アジア青年代表評議員、グプタ副会長、ホルト会長）
参加者の自己紹介（一言ずつ）
・ 10:00

セッション②：

Strategic Plan（中長期計画）の説明（ホルト会長）

・ 11:30

セッション③：

各国の現状報告と中間評価

1

・ 15:00

セッション④：

各国の現状報告と中間評価（続き）

・ 17:30

セッション⑤：

アジア・オセアニア地域の現状と提言（ピエダデ評議員）
2020 年アジア大会＠日本の計画（立石事務局長）

開会ミサ

会議の様子

3 日目
・ 8:30

各国の報告

11 月 24 日（土）
セッション⑥：

・ 10:00

セッション⑦：

同窓会連合の精神・目標の講話（ジャヤパラン顧問）
世界連合のプロジェクトの説明（人材データベース、2020 年の

150 周年コーヒーカッププロジェクト、同窓生グッズによる寄付集め等）
・ 14:00

セッション⑧： 財務・法人化の説明（マグロ会計担当、グディーニャ副会長

・ 16:00

セッション⑨：

Skype）

グループ討議と発表

1. 世代間とくに若いメンバーをどのように結ぶか
2. 世界連合の中長期計画や各種プロジェクトに対する考え
3. これらを各国レベル、各校レベルでどう実践できるか
4. 世界連合の役割や意義をどう捉えているか
・ 18:00
・ ミサ後

閉会ミサ：

Don Bosco Technological College 聖堂にて（タイ管区長の司式）

屋外パーティー・懇親会

人材データベース（Boskon）

同窓生グッズの検討（ホルト会長）

閉会ミサ

学校での屋外パーティー
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各国のグッズ、土産、資料等

閉会セレモニー

３．会合のポイント
・ 今会合の位置づけ： 世界連合幹部が企画・主導し、タイ連合がホスト国として会議場と宿
泊等を手配。各国連合が現状を報告。世界連合幹部が中長期計画や各種プロジェクトを示し、
アジア各国の反応をヒアリングする、という場であった。
参加人数は 33 人で、テーブルを囲んで全員の顔が見えた。半数近くのメ

・ 会合の雰囲気：

ンバーが互いに面識があり、初参加のメンバーともすぐに親しくなれる人数だった。互いの
話に耳を傾け、意見交換をし、食事や休憩時間も気軽に話せる、兄弟的・家庭的な雰囲気が
あった。
・ Strategic Plan（中長期計画）： 同窓生は世界 100 か国以上、500 万人。ビジョンを共有
し、ネットワークを構築し、人材養成を目指す。世界連合幹部に各地域から新メンバー（ボ
ランティア）を迎え、現在 28 人。2021 年の世界大会に向けて、7 つの優先課題（7 priorities）
と 4 つの主要プロジェクト（4 flagship projects）があり、2016 年から幹部が世界各地を順
次訪問しながら、中長期計画の共有と中間評価を行っている。
・ 持続可能な組織に向けて：

①法人化、②財政強化、③人材バンク（データベース）構築、

④幹部養成プログラム、⑤若手同窓生（GEX）との協働、が世界連合会長より提案された。
・①法人化：

組織の継続、社会的信頼、寄付控除のため。

・②財政強化：

会計の透明性、寄付集め、寄付グッズの企画・販売

・③人材バンク：

Facebook のような世界規模ネットワーク、人材検索サービスを構想。

→アジアでは政治的理由により利用困難なケースもあるとの指摘あり。
・④幹部養成プログラム：

各国幹部対象の養成講座を e ラーニングで実施予定。

・⑤若手同窓生（GEX）：

フィリピンやインドなどは経験も人数も充実しているが、アジ

アの多くの国では若手同窓生が組織化されておらず、世代交代が進まない状況。
・ 創立 150 周年企画：

同窓会（1870 年創立）は 2020 年に創立 150 周年を迎えるため、世

界規模で記念する予定。最初の同窓生は創立の時、ドン・ボスコに疲れを癒やしてもらうた
めコーヒーカップを贈った。150 周年記念では、コーヒーカップの「中身」を贈りたい。そ
のシンボルとして、例えばコーヒー豆（寄付グッズ）販売などのアイデアを考えたい。
・ 各国の報告：

各国 10 分ずつ、活動紹介、直面している課題・チャレンジについて発表。

ベトナム、ラオス、ミャンマーなど、政治的理由により活動が困難な中、障害児学校や職業
学校の運営など地道な活動を続けている。日本連合の発表は、昨年から若手を中心とするワ
ーキングチームを発足し各種プロジェクトの具体的な検討・実施を行っていること、各校同
窓会の理解を深めるため焦らずに進めていること、課題としては若手同窓生のネットワーク
作りと、財政強化のため寄付集めや広報を進めることを伝えた。
・ 2020 アジア大会：

日本連合の素案 3 を説明。下記の指摘により再検討を要請された。

・方針「若手参加」
： 各国の現状を見ると GEX アジアの立ち上げは時期尚早か。若者の交
流会と同窓会大会を同時開催すると混乱するのでは。
・日程：

10/17〜20、11/14〜17、いずれの日程案もインドが大祝日のため、11 月下旬ま

たは 12 月上旬で再調整してほしい。→11/21〜24、11/28〜12/1、12/5〜8 で再調整。
・会場： 3 つ星ホテルでなく、安いホテルかサレジオの施設等を利用して、参加費を安く
してほしい。相部屋、雑魚寝でも構わない。
・参加費（宿泊込）
： 1300 ドルを提示したが、これまで最大でも 500 ドル程度。開催場所・
宿泊場所を再検討してほしい。
・プログラム： 空港の出迎えはしてほしい。世界連合のプレゼンテーション時間がもっと
ほしい。150 周年記念を盛り込みたい。
→これらの指摘をふまえ、日本連合で全体的に再検討する。
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４．参考資料

※下記リンク（Google ドライブ）からダウンロード可能。

https://drive.google.com/open?id=1cDs6lQFmnlDgQiRtIPWrrINC6_POmlk5
①会合案内、大会プログラム（改定版）、参加者リスト
②世界連合の資料（議事録、プレゼンテーション：会長・顧問・青年部・財務・組織、名簿）
1. Minutes from out meeting
2. Presidents of World Confederation's Presentation
3. World Delegate slides: Accompaniment and Discerning
4. GEX - Giovannia Exallievi
5. List of Asia-Oceania Presidents and Delegates contact details
③日本連合のプレゼンテーション、7 つの優先課題、役員・WT リスト、2020 アジア大会素案
④世界連合 6 か年戦略計画 2015-2021（Strategic Plan 2015-2021）
http://www.exallievi.org/wp-content/uploads/2016/05/EXL_stratplan_ENG_V2.pdf
⑤世界連合 7 つの優先課題
http://www.exallievi.org/7-priorities/
⑥世界連合 4 つの主要プロジェクト
http://www.exallievi.org/flagship-projects/
●写真・動画（ダウンロード・転載可）
・181122-24_サレジオ同窓会連合アジア代表者会議 2018＠バンコク
https://photos.app.goo.gl/PK4TDksot9xYeopH9
●ニュース記事
Boscolink（サレジオ会東アジア・オセアニア地域ニュースサイト）
4929(III)_Don Bosco Alumni leadership meets in Bangkok
http://www.bosco.link/index.php?document_srl=43293
サレジオ会日本管区ウェブサイト
「サレジオ同窓会連合アジア代表者会議

バンコクで開催」（2018 年 12 月 1 日）

http://salesians.jp/news/16605.html
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