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2018年、“社会イニシアティブ ” 世界フォーラムでは、多文化
共生と多様性、インクルージョン、そして人類の未来について
話しあいます。世界各地から社会活動や若者のための活動に
取り組む様々なグループや、教育、若者たちのこと、政治、経
済、あるいは芸術に関心のあるメンバーが集まり、ともに考え、
話し合い、社会が直面する重要な問題について取り組むことで、
国家、文化、宗教や世界観を超えて人々が結ばれるための道
を探りたいと思います。

今年のテーマは「エンパシー」です。エンパシーとは、他者に
対して心が開かれた状態、あるいはそのような能力のことを言
います。様々な文化、言語、社会背景をもつ参加者がエンパシー
をもって出会い、その出会いを通じて自分自身のことをより深
く知ること、それが今年のフォーラムの目指すところです。一人
一人がエンパシーについて学ぶことが、より公正で友愛に満ち
た社会への道だと信じるからです。

エンパシーというツールを理解することで、未来の社会の教育
のあり方、そして人と人の間に存在する違いを尊重、受容、統
合することのできる新しいコミュニティの構築への道が見えてく
ることを目指します。教育や社会活動、仏教、人智学（シュタ
イナー思想の実践）などの分野で活躍する講師の講演や、今
日の社会が必要とする友愛の絆について考えるグループ・ワー
クをお楽しみください。

通訳について
2018年の “社会イニシアティブ ” 世界フォーラムでは、講師が
使う言語だけでも３つあります。参加者は 10か国以上から集
まります。異なった言語、文化、社会背景を乗り越えてお互い
を理解することは、まさに「エンパシーの実践」以外の何もの
でもありません。通訳は全員がボランティアで、プロフェッショ
ナルな経験はありません。「エンパシーの橋渡し」をしてくれる
通訳ボランティアたちを、参加者のみなさんもエンパシーの力
で応援してください。

The 2018 World Social Initiative Forum in Japan invites you to 

take part in a reflection and celebration of multiculturalism, 

diversity and the future of humanity. People from all over the 

world with an interest in education, youth, politics, economy 

and the arts will come together to work, debate and explore key 

questions to help us build bridges across nations, cultures, beliefs 

and world-views. 

The theme of this year’s Forum is “Empathy”. Empathy means 

the state and the ability of heartfelt openness toward others. 

The objective of the forum is to learn about ourselves more 

deeply through empathic encounters with others coming from 

different cultural, linguistic and social backgrounds. We believe 

that Empathy can lead to a path toward a more just and fraternal 

society.

Together we will explore what the future of education may be 

like if we begin to understand empathy as a tool to build new 

communities out of respect, acceptance and integration of our 

differences. Please enjoy the lectures by leaders in the fields of 

education, social work, Buddhism and Anthroposophy. Group 

activities will be offered to explore what true connection and 

fellowship mean and can do for our societies today.

About the Translation/Interpretation

We expect at least three languages spoken by the speakers of this 

year’s World Social Initiative Forum. Participants will represent 

over 10 countries. Understanding each other across the language, 

culture and social background in such an encounter is nothing 

but the practice of “Empathy”. All our interpreters are volunteers 

without professional experience. Please warmly welcome and 

cheer their contribution as the “Bridges for Empathy”.

“ 社会イニシアティブ ”世界フォーラム
他者を通じて自分を知る：
エンパシー、公正と友愛の社会への道

WORLD  SOCIAL INITIATIVE FORUM  

KNOWING SELF THROUGH OTHERS: 
Empathy, a path towards a Just and Fraternal Society

主催団体
ゲーテアヌム精神科学自由大学　社会科学部門（スイス）：
ゲーテアヌムとは、世界のシュタイナー思想を結ぶ組織のこ
とです。その社会科学部門は、経済、法律、文化 /精神とい
う、人間の社会生活の３つの領域の関係について研究してい
ます。“ 社会イニシアティブ ” 世界フォーラムの主催団体とし
て、2015年にはゲーテアヌムにおいて、2016年にはインドで、
2017年にはブラジルで開催してきました。

共催団体
モンチアズール・コミュニティ協会（ブラジル）：
サンパウロの３つのファヴェーラ（貧困コミュニティ）で、シュ
タイナーの思想に基づいた教育、保健・医療、農業などの社
会活動をおこなっている団体です。1975年に始まった小さな
学童保育の活動が、1979年には正式な団体となり、今日、毎
日1,500人以上の子どもや青年が利用するほか、アントロポ
ゾフィー医療のクリニックや助産院、そのほかの活動を運営し
ています。創始者のウテ・クレーマーは、南アフリカでシュタ
イナー学校を創設するなどしてきたトゥルース・ジェレイツとと
もに、“ 社会イニシアティブ ” 世界フォーラムの開催を最初に
提案しました。
CRI-チルドレンズ・リソース・インターナショナル（日本）：
モンチアズール・コミュニティ協会をはじめ、ブラジルの社
会活動団体を支援する「かけ橋」として 1988 年に始まった
グループです。日本でも、海外にルーツのある子どもたちに
向けた活動をしてきました。 その一環として2006年からは、
ブラジルや日本、その他の国籍やルーツをもつ子どもたちや
若者たちが出会い、お互いから学ぶ場としての２泊３日の「マ
ルチカルチャー・キャンプ」を開いてきました。
東海大学・東海大学国際学科（日本）：
2015年、国際学科の所属する東海大学の教養学部が、ユネ
スコスクールを支援する大学間のネットワークに加盟して、毎
年、1泊 2日の勉強会「UNESCOユースセミナー」を開くよ
うになりました。公立・私立のユネスコスクールやインターナ
ショナルスクール、外国学校などの高校生や、大学生、教員
たちが、毎回 70人ほど参加します。ユネスコスクールとは、
「一人一人の心の中に平和の砦を築く」という、ユネスコの掲
げた理想を実現しようとする学校のネットワークで、世界中で
1万校以上が加盟しています。
ベイジョ・メ・リーガ：
東海大学の学生団体です。大学のチャレンジセンターで公式
に認定され、活動資金ほかの援助を受けています。上記 CRI

の「マルチカルチャー・キャンプ」は、2010年からはベイジョ・
メ・リーガの主催で、毎年数回開催されています。ブラジル
学校の生徒をはじめ、国籍、言語、文化、宗教など多様な
背景をもつ参加者が、毎回 100人から 200人ほど集まります。

Organizers

Section for Social Sciences, 
School for Spiritual Science at the Goetheanum (Switzerland):

The Goetheanum is the world center for the Anthroposophical 

movement. The Section for Social Sciences studies the relations 

between the three spheres of our social life, i.e. the economic, 

legal and cultural. Previous World Social Initiative Forum events 

have been hosted at the Goetheanum (2015), in India (2016) and 

in Brazil (2017).

Co-organizers

Monte Azul Community Association (Brazil):

T h i s  c ommun i t y - b as e d  o rg an i z a t i on  i s  a  p r ac t i c e  o f 

Anthroposophy in education, health, agriculture and other areas 

of life in three poverty-stricken communities in São Paulo. Its 

founder, Ute Craemer, started a home-based complementary 

education in 1975 in her house before founding the association 

as a formally registered social entity in 1979. The association now 

receives more than 1,500 children and youths daily and runs an 

Anthroposophical health center, a birthing house and many other 

activities. Ute Craemer and Truus Gerates, founder of a multi-

ethnic Waldorf school in a township of South Africa, are the co-

founders of the World Social Initiative Forum.

CRI-Children’s Resources International (Japan):

A volunteer group founded in 1988 to bridge between Japan and 

Brazil, particularly through Monte Azul Community Association. It 

now focuses its efforts to help immigrant children in Japan. The 

“multicultural camps”, started by the group in 2006, try to create 

opportunities for children and youth with Brazilian, Japanese and 

other nationalities to meet with, and learn from, each other.  

Tokai University and its Department of 
International Studies (Japan):

Tokai’s Department of International Studies, together with other 

departments of the School of Humanities and Culture, gives 

support to schools that have pledged to pursue the ideal of the 

UNESCO to “construct the defense of peace in the minds of 

people”. Those schools are called UNESCO-Associated Schools 

and form a network of 10,000+ such schools in the world. 

Students and teachers from those schools, as well as others from 

international and ethnic schools in Japan, get together at Tokai’s 

campus once a year to spend 2 days discussing with and learning 

about each other. 

Beijo Me Liga (Japan):

The multicultural camps, star ted by CRI (above), are now 

organized by this student group. The group receives financial and 

other types of support from Tokai University’s Challenge Center 

to hold such encounters on campus, in public camp facilities or 

in Brazilian schools in different regions. Each time they hold the 

camp, 100 - 200 children and youth coming from a variety of 

national, linguistic, cultural and religious backgrounds gather to 

spend 3 days together.

INTRODUCTION
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“ 社会イニシアティブ ” 世界フォーラム（WSIF）について
社会というものは、本来、経済の領域が文化や法・政治の領
域を「支える立場」になければいけないはずです。ところが、
今日の経済は人々の文化活動や政府や法律さえ圧倒して、身
勝手な王様のように振る舞っています。友愛のない、そのよう
な経済活動のあり方によって、苦しい思いをしている人たちが
います。極度の貧困、そして暴力や病気に瀕する人々がいます。
そういう状況にある個人やコミュニティを助けるために、私たち
に何ができるのでしょうか。物質的な意味だけでなく、社会的・
文化的取りくみを通じて、この世界をより公正で友愛にみちた
場所とするために、私たちには何ができるでしょうか。そのよう
な精神的な力を受けとめる「受け皿」、ネットワークを創り、本
当の意味での「時代の精神」に導かれた力を集めるためには何
ができるのでしょうか。

“社会イニシアティブ ” 世界フォーラムは、世界各地の社会イニ
シアティブをつなぎ、エンパワーすることで、貧困や疎外の問
題に取り組み、より公正で友愛にみちた社会を創るために活動
してきました。メンバーは、グローバリゼーションの影響が地
域の人たちに残酷な結果をもたらしている場所で活動する様々
なグラス・ルーツのグループです。それらのメンバーたちの大切
な仕事を推進するために、国際的な集まりやネット上のプラット
フォームを通じて、遠く離れたもの同士がお互いの活動につい
てシェアしあうことを続けています。

“ 社会イニシアティブ ” 世界フォーラムのアイディアはど
のように生まれたのですか？

貧困に苦しみ、経済的・文化的にハンデを負った人々の
問題に取り組もうという社会的衝動として、アントロポゾ
フィー運動（ルドルフ・シュタイナーの思想に基づいた文
化・教育・医療・農業などの実践）の中から生まれたも
のです。アントロポゾフィーとは世界の文化を改革し、よ
り人間的な社会を作ることを目指す運動であるという、創
始者たちの信念から生まれました。私たちの生きる時代
をつかさどる精神が、世界各地にたくさんの社会イニシア
ティブを生んできました。私たちのフォーラムの使命は、
社会を変容させたいという衝動から努力している人たちの
力を集め、結果を出していこうということにあります。

How was the idea of the World Social Initiative Forum 

conceived?

The Forum was born as a social impulse seeking to raise 

awareness within the Anthroposophical movement of the 

people whose lives have been touched by poverty and 

economic/cultural disadvantages. The founders believe 

in Anthroposophy as an agent of cultural transformation 

and humanization of the world. The spirit of the times 

shows itself in the creation of numerous social initiatives 

around the world, which work toward the transformation 

of society.  Thus, the Forum’s mission is to combine the 

efforts of those already connected to this impulse of social 

transformation to enhance their impact.

About the World Social Initiative Forum

The economic sphere of the society should ideally serve to 

support the cultural and political spheres. In reality the market 

dominates the cultural activities, and even the governments 

and the laws, behaving as a selfish “king”. There exists much 

suffering in the world as a result of this.  What can we do to help 

individuals and communities in situations of extreme difficulty, 

poverty, violence and diseases? What can we do to change the 

world to make it a more just and fraternal place? By providing 

material support? Through social and cultural transformation? 

How can we create a spiritual vessel, a spiritual network to 

combine the efforts of those led by the true spirit of our time?

The World Social Initiative Forum has been connecting and 

strengthening social initiatives around the world in the hope to 

reduce poverty and marginalization and to create a more just 

and fraternal society. Current WSIF members include grassroots 

initiatives working in the places and communities where some 

results of globalization have had a devastating effect on local 

populations. Our task is to advocate the great work being 

done by all the members, by growing this community though 

international gatherings and providing an online platform to share 

and continue to learn from one another's work wherever we are 

in the world.

ABOUT HISTORY
“ 社会イニシアティブ ”世界フォーラムは 2000年にトゥルース・
ジェレイツとウテ・クレーマーが始めた活動です。人智学をはじ
め、スピリチュアルなアプローチから社会問題に取り組む団体
や個人を支援するネットワークの構築を目指しました。貧困や
その他の不公正の問題に取り組む世界各地のメンバーたちが、
継続してお互いを助け合いエンパワーしあうことを目指すネット
ワークです。

創始者たちの意志は、2015年にゲーテアヌム精神科学自由大
学の社会科学部門に引き継がれ、以来、ジョーン・スリーを責
任者として活動が続けられています。2017年までには、4つの
大陸で “ 社会イニシアティブ ” 世界フォーラムが開催され、現
地の人たちが主導し、ネットワークの他のメンバーが協力して、
世界各地から集まる何百人もの人たちをつなげてきました。

2000年（スイス）：
ゲーテアヌムのミカエル会議で構想を発表
2002年（アメリカ）：
社会イニシアティブのネットワーキング・フォーラム
2001年～2018年（ブラジル）：
社会活動のヒューマニゼーション・フォーラムを様々な都市で開
催
2011年（アルゼンチン）：
第 5回汎アメリカ会議（ブエノスアイレス）でワークショップ
2011年（スイス）： 

ゲーテアヌムで「世界社会ラボ」セミナー
2012年（南アフリカ）：
南アフリカ“社会イニシアティブ ”フォーラム
2013年（ブラジル）：
サンパウロ多文化フェスティバルでドイツ /ブラジル /グアラニ
先住民イベント
2014年（ブラジル）：
第 6回汎アメリカ会議（サンパウロ）でワークショップ
2015年（スイス）：
“ 社会イニシアティブ ”世界フォーラム
2016年（インド）：
“ 社会イニシアティブ ”世界フォーラム
2017年（ブラジル）：
多文化社会芸術フェスティバル（南アフリカ /サンパウロ）

Truus Geraets and Ute Craemer initiated the WSIF in the 

year 2000. They wished to create a network of support for 

Anthroposophical and spiritually minded social organisations and 

workers. The aim of this self-sustainable network would be to 

empower each member in their task of dealing with issues such 

as poverty and other forms of injustice around the world.

In 2015 the co-founders handed the project over and the Section 

for Social Sciences at the Goetheanum continues to host it under 

the leadership of Joan Sleigh. 

By 2017, many Forum events led by local people in collaboration 

with WSIF network members had happened across four 

continents, inviting and connecting hundreds of people around 

the world.

2000 – Switzerland: 

Presentation of WSIF at the Goetheanum’s Michael Conference

2002 – USA: 

Social Initiative Networking Forum

2001 – 2018 Brazil: 

Forum for the Humanisation of Social Work in several cities of 

Brazil

2011 – Argentina: 

Buenos Aires’ V Pan-American Congress (workshops)

2011 – Switzerland: 

Goetheanum World Social Lab Colloquium

2012 – South Africa: 

Social Initiative Forum South Africa

2013 – Brazil: 

São Paolo’s Multicultural Festival Germany/Brazil/Guarani

2014 – Brazil: 

São Paulo VI Pan-American Congress(workshops)

2015 – Switzerland: 

World Social Initiative Forum

2016 – India: 

World Social Initiative Forum

2017 – Brazil: 

Multicultural Social Arts Festival: South Africa/ São Paulo
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2011年 11月にゲーテアヌムで開催された「世界社会ラボ」
で、ウテ・クレーマー（モンチアズール・コミュニティ協会）
がおこなったウェルカムスピーチをご紹介します。文中、ア
ントロポゾフィー独特の表現が出てきますが、キリスト教の
伝統から来る表現です。「ミカエル」、「ガブリエル」、「ウリ
エル」はどれも大天使の名前です。それぞれ、ある時代に
人類を導く精神を示しています。わかりづらい表現なので、
ウテ・クレーマー本人にお願いして文末に解説をつけました。

私は感謝の意を表したいと思います。12年間待ち望み続けた

「世界社会フォーラム」が、今ここに誕生します！トゥルース・

ジェレイツさんの言葉を、1999年に出版されたアントロポゾ

フィー関係の本から読み上げたいと思います。

ミカエルの文化が世界中の人類に広がり発展するためには、
私たちに何ができるのでしょうか ?　ヨーロッパでは、アント
ロポゾフィーの広がりが現在停滞しているのを嘆いている状
況です。もしかしたら我々は、今世界で急速に発展している
重要なポイントを見過ごしているのではないでしょうか ? そ
うした重要なポイントの最前線で活躍する人たちの集まる多
彩な会議は、私たちみんなを豊かにしてくれるに違いありま
せんし、まったく新たなインパルスと情熱をもたらしてくれる
かもしれません。
― Life in the Anthroposophical Society (1999)

この記事から何年も経ちました。木星周期の 12年がたつ間

に、ブラジルやアメリカ、おそらく他の国々でも、多くの社

会フォーラムが開催されました。しかし 2010 年にタスマニア

の地で初めて、ベン・チェリーさん（アジア）やコルネリアス・

ピーツナーさん（アメリカ）たちとともに、アントロポゾフィー

会議においてこのスピリチュアル・アプローチに基づいた社

会フォーラムのアイディアに再び灯がともされました。

この部屋にいる私たち全員が共有していることがあります。

「何があなたを苦しめているか ?」というパーシヴァルの問い

です。シュタイナーが言ったように、私たち一人一人が少なく

とも誰か一人、他の人の成長を助けることはできないでしょう

か。このような問いのひとつに、社会的な問題と経済的な問

題をどのように結びつけるのか、というものがあります。これ

は抽象的なことではなく、何百万人もの人々の魂を反映する

ものです。つまり名前を持ち、世界でそれぞれの仕事を担っ

ている人々です。これらの事柄を、アントロポゾフィーとます

ます結びつけてみて下さい。それは人々のためでもあります

が、アントロポゾフィーのためでもあるのです。私の人生を、

どのように苦しんでいる人々の人生と結びつけるのか、そして

それをアントロポゾフィーの光のもとにどのように理解するの

か、またさらに、アントロポゾフィーによって得た洞察をもっ

て、この惨状をやわらげる行動にどうやって実りをもたらす

のか。そしてさらには、どうやって精神界に何かを与え返す

ことができるのか、つまり人類のおよそ 8割が被っているこ

の過酷な現実を変容させる閃光となるような何かをです。私

たちのそうした努力によって精神界は滋養を得るのです。

2000 年に、私は身の危険から一時ブラジルを去らなくては

ならないことがありました。しかし、それによって多くの集

まりや会議に参加する機会を得、そこでニカノール・ペルラ

スさん（フィリピン）、ベン・アハロンさん（イスラエル）、「子

ども時代のためのアライアンス」、韓国と日本のアントロポゾ

フィー協会の人たちと出会えたことが、何にもましての収穫と

なりました。カリフォルニアでトゥルース・ジェレイツさんとも

出会いました。トゥルースさんは、南アフリカで最初のヴァル

ドルフ学校を、勇敢にもアレクサンドラのタウンシップ（アパ

ルトヘイト時代の黒人居住区）で立ち上げ、自身の運命とア

ントロポゾフィーを、貧困に苦しみ、差別を受けている子ど

もたちについての問いと結びつけた人です。彼女と私は、人

生と仕事において多くの共通した経験をもっています。そこ

で私たちは、2000 年のミカエル会議の際に、ゲーテアヌム

に対して世界ソーシャルフォーラムのアイディアを提案するこ

とに決めました。社会起業家たちと共に、貧困に苦しむ人々

に焦点をあてたフォーラムを開くというアイディアです。草の

根活動をしている人たちが声をあげ話を聞いてもらい、心の

内に同様の苦しみを担っているアントロポゾフィストたちに、

その苦悩をシェアする場になるようなフォーラムです。そう

いった苦しみを、財団や銀行などの団体とかかわる人々とも

シェアできればと思いました。

私たちの心に立ち現れたもうひとつの問いは、大天使ウリエ

ルとは誰なのか ?というものでした。彼は我々の時代の社会

的・経済的問いに関係するのだろうか ?こういった惨状に対

する意識を高め、さらにはシュタイナーがウリエルについて

の講義で述べたように“人類の過失”に対して良心を目覚め

させるということに関わる存在なのだろうか、という問いです。

ウリエルは厳格に地上を見下ろし、我々の“歴史的良心”を

目覚めさせます。彼のまなざしは厳しく、我々のおこないを

裁きます。我々は本当に我々にできることをしているのだろ

うか ?という点において。そうやって大天使ウリエルは、我々

の社会的意志を目覚めさせる衝動を与え、良心を社会的な行

為へと変容させるよう促しているのかもしれません。たとえそ

の行為が、苦しみや損なわれた才能の甚大さに比して、少し

しか貢献できないものであったとしてもです。地球を、人類を、

金融システムを、経済の不公平さを、そして文化的差別を癒

すような行為です。

大天使ミカエルは、我々を自由で目覚めた存在にします。勇

気と信頼を与えてくれます。ガブリエルは意識の光を芸術に

変容させる可能性を与えてくれます。その光をあらゆるニュア

ンスの色へと変容させる可能性をです。大天使ラファエルは、

世界と身体と魂を癒す可能性を与えてくれます。それでは大

天使ウリエルはどうでしょう ?トゥルースは以下のように書い

ています。ウリエルは聖霊降臨と関係し、さまざまな個性を

もった個人が共通のゴールのもとに結束することに関わりま

す。闇を光のもとで変容させるため、個人がそれぞれの才能

を持ち寄ってコミュニティを形成することに関わります、と。

- - - - - - - - - - - - - 

旅に出て、ゴールがどんどん遠のいていくように感じるとし

たら、その時にあなたは気づくでしょう。真のゴールは旅

そのものだということに。ナバホ族は、彼らが「花粉の道」

と呼ぶ美しいイメージを持っています。花粉は生命の源泉

です。花粉の道は「中心」への道です。ナバホの人々は言

います。「ああ、私の前は美しい。私の後ろは美しい。私

の右は美しい。私の左は美しい。私の上は美しい。私の下

は美しい。私は花粉の道をたどっている」と。

『神話の力』（ジョゼフ・キャンプベル著）より抜粋

【ウテ・クレーマーさんによる解説】
大天使ミカエルは、今の私たちの時代を導く精神で

す。私たちの時代は、一人一人が自由な意志のもと

に行動し、他者の自由な意志を尊重することを学ぶ

ことがたいせつな時代です。ミカエルは、世界が自

己中心的な民族主義を脱し、一人一人の人間が世界

市民として生きることを促します。それに対して大天

使ガブリエルは、かつての時代を導いた精神です。

先祖から子孫へと続く流れに関係する力であり、18

世紀、19世紀には民族の団結を促しました。ラファ

エルは癒しの大天使です。病を健康に変容させる力

を持っています。復活祭（死の変容）とも関係のあ

る大天使です。大天使ウリエルはあまり知られない

天使ですが、社会問題、中でもルドルフ・シュタイナー

が「歴史的良心」と呼んだものに関係があると私は

理解しています。天界から地上をにらみ、私たちが

個人として、あるいは歴史的存在として犯す過ちを

問いただします。

パーシヴァルは（アーサー王伝説に登場する）中世

の騎士です。多々の困難に会い、挫折し、罪の意

識を背負いながらも、最後にはそれを乗り越えて、

自分に与えられた使命を果たします。彼は、数々の

苦難の末に「何があなたを苦しめるのですか」とい

う問いに出会います。この問いは現代を生きる人間

の問いです。他者の苦しみに目を開き、ともに苦し

み、そして行動する…、まさに私たちの世界フォー

ラムのテーマそのものだと思うのです。

“ 社会イニシアティブ ” 世界フォーラム（WSIF）から
アントロポゾフィーへのメッセージ
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I would like to express my gratitude that the World Social Forum can 

now be born after its conception twelve years ago. I would like to read 

a passage of an article from Thomas Stoeckli who interviewed Truus 

Geraets for “Life in the Anthroposophical Society” in 1999:

“How can we develop a worldwide, all humanity encompassing Michaelic 

Culture?  In Europe we deplore the current stagnation of the spread of 

Anthroposophy. Is it possible that we are missing the developments in the 

world’s focal points where expansion is now so rapid? A colorful congress of 

pioneers would surely be enriching for us all and it might bring entirely new 

impulses and enthusiasm to us.”

Many years passed – a Jupiter cycle – many social national forums in 

Brazil and the States, and maybe in other countries, were organized. 

But only in 2010 in a meeting in Tasmania with Ben Cherry (Asia) and 

Cornelius Pietzner (USA) in an anthroposophical conference, the idea 

of this World Social Forum with a spiritual approach was rekindled.

I believe that everybody here in this room has one thing in common: the 

Parsifal question What ails you? Can we each help at least one person 

in its development as Steiner suggests. One of these ailing questions is 

how to link the social and economic questions - which are not abstract 

but ref lect in the souls of millions of people, people who have names, 

an individual task in the world! This link is essential for the sake of the 

people but also for the sake of Anthroposophy. How to link my life with 

the lives of the suffering humanity and understand this in the light of 

Anthroposophy, and more than this, to enrich the activities which may 

alleviate this misery with the insights gained through Anthroposophy. 

Furthermore, how to give something back to the spiritual world: a spark 

which may transform the harsh reality of roughly 80 % of mankind and 

thereby nourish the spiritual world through our endeavours.  

In 2000 I was high jacked, I had to leave Brazil, but this gave me the 

possibility to partake in many congresses, conferences where, among 

others, I met Nicanor Perlas (Philipines), Ben Aharon (Israel), the 

Alliance for childhood, the Korean and the Japanese Anthroposophical 

Society.  I also met Truus Geraets in California, Truus who had the 

courage to found the first Waldorf School in Alexandra township in 

South Africa and so linked her destiny and also Anthroposophy to 

the questions of the poverty-stricken and discriminated children. We 

have many life and work experiences in common.  So, we decided to 

present the idea of a World Social Forum to the Goetheanum during 

the Michael Conference in 2000, the idea of a forum with social 

entrepreneurs focusing on the poverty-stricken humanity. A forum 

where the “grass roots” could express themselves and have their voice 

heard and share their anguish with Anthroposophists who carry these 

anxieties in their hearts.  Share these anxieties also with people linked 

to foundations, banks and similar enterprises.

Another question which arose in our minds was: Who is the Archangel 

Uriel? As described by Rudolf Steiner, Uriel looks severely down to the 

Earth and awakens our “historic conscience”. His gaze is stern, and 

he judges our deeds: do we really do what we are able to do?  Thus, 

the Archangel Uriel may give us an impulse to awaken our social will 

transforming the conscience into social deeds, as small it may be in 

regard to the immensity of suffering and spoiled talents. Healing the 

earth, the human being, the financial system, the economic injustices, 

the cultural discriminations.

The Archangel Michael enables us to be free and aware, he gives 

courage and trust. Gabriel gives us the possibility to transform the light 

of consciousness in art, light transformed in colours of all nuances. 

The Archangel Raphael gives us the possibility of healing the world, 

body and soul. And the Archangel Uriel has to do with Whitsun 

where individuals of every shade can unite in a common goal: forming 

communities where individuals with their talents join in order to 

transform darkness in light.

"When you start a journey, and the goal seems increasingly distant, 

then you realize that the real goal is the journey." 

           The Navajos have a beautiful depiction of what they call the path 

of pollen. Pollen is the source of life; the path of pollen is the way to 

the center. The Navajos say: "Oh, beauty before me, beauty behind me, 

beauty to my right, beauty to my left, beauty above me, beauty below 

me, I am on the path of pollen." 

Excerpt from the book "The Power of Myths" 

MEMBERS

Organizing Committee組織委員会

Working Groupワーキンググループ

Ute Craemer’s opening address for the Colloquium 
in November 2011 at the Goetheanum

ウテ・エルス・ルードヴィック・クレーマー
Ute Else Ludovike Craemer

小貫 大輔
Daisuke Onuki

アンドレア・デ・ラ・クルス
Andrea De La Cruz

ホアン・ファクンド・ボテロ
Juan Facundo Bottero

ネルソン・アヴェーラ
Nelson Avella

持留 ヨハナ
Johanna Mochidome

星 久美子
Kumiko Hoshi

西原 里依
Rie Nishihara

安藤 将
Massa Ando

橋口 博幸
Hiroyuki Hashiguchi

貴家 勝宏
Katsuhiro Sasuga

ジョーン・スリー
Joan Sleigh

関 倫尚
Michitaka Seki 　

青山 蓉香
Yuka Aoyama

内村 真澄
Masumi Uchimura

大嶋 敦志
Atsushi Ohshima

稲谷 千妃呂
Chihiro Inatani  

川原 翼
Tsubasa Kawahara
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10:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 14:45

14:45 – 15:15

15:15 – 15:45

15:45 – 17:00

18:00 – 20:00

20:00 – 22:00

10:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 14:45

14:45 – 15:15

15:15 – 15:45

15:45 – 17:00

18:00 – 20:00

20:00 – 22:00

受付けをした人から小グループごと
教室に分かれて自己紹介のワーク

昼食

般若心経のオイリュトミー はた りえこ / 角田 萌果 / 斉藤 大法

開会の言葉 吉川 直人 /貴家 勝宏

"社会イニシアティブ ” 世界フォーラムと ジョーン・スリー
世界各地でのプロジェクト

休憩

人生の出来事としての長期ボランティア活動： クリスチアン・グレツィンガー / 
ルドルフ・シュタイナー教育芸術友の会の経験 クリストフ・ヘルマン

モンチアズールの経験とトラウマの教育学 ウテ・クレーマー / ネルソン・アヴェーラ

夕食とワールド・カフェ

入浴

Social activities to get to know each other

Lunch

Eurythmy presentation with Buddhist prayer Rieko Hata / Moka Tsunoda / Daiho Saito 

Welcome message from Buddhism Naoto Yoshikawa / Katsuhiro Sasuga  

The World Social Initiative Forum and Joan Sleigh
Projects Worldwide

Break

Long term voluntary service as biographical event: Christian Grözinger / Christoph Herrmann
Experiences of Friends of Waldorf Education 

Experiences of Monte Azul and trauma pedagogy Ute Craemer / Nelson Avella 

Dinner and World Cafe

Bath(Japanese Style)

7:00 – 8:00

8:00 – 9:30 

10:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00

7:00 – 8:00

8:00 – 9:30 

10:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00

朝食

久遠寺の見学

仏教と人智学の対話 岩間湛教 /ウテ・クレーマー

昼食

人工知能の時代におけるエンパシー、 ニカノール・ペルラス
人智学、そして社会三分節

閉会の言葉

Breakfast

Visit to Kuonji Temple

Dialogue between Buddhism and Anthroposophy  Tankyo Iwama / Ute Craemer

Lunch

Empathy, Anthroposophy and Societal  Nicanor Perlas
Threefolding in the Age of Artificial Intelligence

Closing remarks

プレ・フォーラム （身延山大学、山梨県）　地図 p.36 
2018年 3月29日 – 30日

3 月29 日（木） March  29(Thu.)

March  30(Fri.)3 月30 日（金）

PROGRAM
March 29-30, 2018

Pre-forum event(Minobusan University, Yamanashi)　Map: p.36



12 13

メイン・フォーラム（国立中央青少年交流の家、御殿場）地図 p.34

2018年 3月 31日 – 4月2日

3 月31日（土）

4 月2 日（月）

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 15:15

15:15 – 15:45

15:45 – 17:00

17:00 – 17:20

17:20 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:30

21:00 – 22:30

22:30

Workshops A(15:30-17:00)

ビオダンサ
カポエイラ（ウィルソン・リマ /マンデラ）
私たちの身の周りの世界を考えるサイエンス
日本昔ばなし
竹の音楽と幾何学のアート
身体表現のアート
トラウマケア
Workshops B(19:00-20:30)

瞑想と内的発達を通し自己の覚醒した
意識をはぐくむ
カポエイラと人智学
マパムンディ
オイリュトミー
竹の音楽と幾何学のアート
原発問題・核問題

6:00

7:00 – 7:20

7:20 – 8:30

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00

体と感覚を使ったワーク / Workshop  
1 カポエイラ： ブラジルの伝統的格闘技ダンス ウィルソン・リマ /マンデラ 301 / 302
2 竹のアート： 人類の多様性を象徴する 日詰 明男 306 / 307
  五角形を立体的に竹で表現する 

昼食 

オリエンテーション（施設とプログラムの説明）  講堂

開会の言葉  ジョーン・スリー / ウテ・クレーマー 講堂

講演 1: 南アフリカの多文化学校と ジョーン・スリー 講堂 
 エンパシーを育てることの必要性

休憩 

講演 2: 教育の多様性は人類の未来のために 小貫大輔 講堂
 ̶日本と世界における数々の取り組み

夕べのつどい（出会いのワーク）   つどいの広場

ルーム・チェックイン

夕食

クリエイティブな出会い1（3部屋同時進行）：  研修館「富士」３階
出会いを深め、重要な問いと経験をシェアするワーク 

入浴

就寝

起床

国旗掲揚・ラジオ体操（朝のつどい） つどいの広場

朝食・チェックアウト

クリエイティブな出会い 2（3部屋同時進行）： 研修館「富士」３階
出会いを深め、重要な問いと経験をシェアするワーク

休憩 

小グループからの発表 / 参加者からの自由な発言 /  301 / 302
フォーラムの今後の目標やビジョンについてのディスカッション / 
閉会の言葉 

昼食

写真撮影、フォーラムの終了

6:00

7:00 – 7:20

7:20 – 8:30

8:30 – 10:00

10:00 – 11:30

12:00 – 13:00

13:00 – 14:30

14:30 – 15:30

15:30 – 17:00

17:00 – 17:20

17:20 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:30

21:00 – 22:30

22:30

起床

国旗掲揚・ラジオ体操（朝のつどい）  つどいの広場

朝食

世界各地からの社会活動の紹介   301 / 302

講演 3: 変革は可能だ！̶国際的な文化の ウテ・クレーマー 301 / 302
 センターとなったブラジルのスラム

昼食

講演 4: エンパシー、人工知能と人類の未来 ニカノール・ペルラス 301 / 302

休憩 

ワークショップA：  研修館「富士」2,３階
11部屋で同時進行するワークショップから一つを選択 

夕べのつどい（出会いのワーク）  つどいの広場

休憩 

夕食

ワークショップ B：  研修館「富士」2,３階
10 部屋で同時進行するワークショップから一つを選択

入浴

就寝

4 月1日（日）

April 1(4/1) Workshops Time Schedule

2-Session Workshops A-B*
(15:30-17:00 / 19:00-20:30)

人生の体験から社会的な他者への愛を育む
変革は可能だ！
ソーシャル・ペインティング
バイオグラフィー

＊２コマ連続しておこなわれるワークショッ
プです。
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March  31(Sat.) Apr i l  1(Sun.)

March 31-April 2, 2018

Main Forum event(Gotemba, Shizuoka)　Map: p.35

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 15:15

15:15 – 15:45

15:45 – 17:00

17:00 – 17:20

17:20 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:30

21:00 – 22:30

22:30

Workshops
1.  Capoeira (Wilson Roberto Lima / Mandela)  Room-301/302
2. Bamboo art (Akio Hizume) Room-306/307

Lunch

Orientation about the use of the facility Auditorium

Welcome remarks (Joan Sleigh / Ute Craemer)  Auditorium

Lecture 1.  Auditorium
Multi-cultural schools in South Africa and 
the need to develop Empathy (Joan Sleigh) 

Break

Lecture 2.  Auditorium
Diversity in education is for the future of humanity!: 
Exemplar efforts in Japan and in the world (Daisuke Onuki) 

Playful game with other user groups  Tsudoi no Hiroba

Room check-in

Dinner

Creative encounters 1  Kensyuukan Fuji 3F

Bath

Bedtime

Wake-up 

Morning gathering with other groups  Tsudoi no Hiroba
(flag hoisting and physical exercise)

Breakfast

Social organizations from around the world Room-301/302

Lecture 3. Room-301/302 
Transforming is possible! Monte Azul, a shanty town turned 
into an international cultural center (Ute Craemer) 

Lunch

Lecture 4.  Room-301/302
Empathy, artificial intelligence and 
the future of humanity (Nicanor Perlas) 

Break

Workshops A:  Kensyuukan Fuji 2,3F
Variety of activities to choose from, 
taking place in 11 rooms simultaneously

Playful game with other user groups Tsudoi no Hiroba

Break

Dinner

Workshops B:  Kensyuukan Fuji 2,3F
Variety of activities to choose from, 
taking place in 10 rooms simultaneously

Bath

Bedtime

Wake-up 

Morning gathering with other groups  Tsudoi no Hiroba
(flag hoisting and physical exercise)

Breakfast, Room check-out

Creative encounters 2  Kensyuukan Fuji 3F

Break

A space to share creative responses to the Room-301/302 
Forum’s questions and discoveries & Closing remarks

Lunch

Picture taking, closing the Forum

6:00

7:00 – 7:20

7:20 – 8:30

8:30 – 10:00

10:00 – 11:30

12:00 – 13:00

13:00 – 14:30

14:30 – 15:30

15:30 – 17:00

17:00 – 17:20

17:20 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:30

21:00 – 22:30

22:30

6:00

7:00 – 7:20

7:20 – 8:30

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00

April  2(Mon.)

Workshops A(15:30-17:00)

Biodanza

Capoeira(Wilson, Mandela) 

Phenomena-based science to 
understand the world around us

Old tales of Japan

Bamboo music and geometrical art

Art of bodily expression

Trauma Care

Workshops B(19:00-20:30)

Growing self-awareness　through medi-
tative practice and inner development

Capoeira and Anthroposophy

Mapamundi

Eurythmy

Bamboo music and geometrical art

Discussion on the nuclear accident 
and nuclear issues

April 1  Workshops Time Schedule

2-Session Workshops A-B
(15:30-17:00 / 19:00-20:30)

Developing social altruism 
through a lifestory

Transforming is possible!

Social painting

Biography
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WORKSHOPS A 15:30-17:00

ビオダンサ：命の踊り
内田 佳子 / 小貫 早苗

Biodanza: Dance of life
Yoshiko Uchida / Sanae Onuki

ビオダンサとは命のダンスという意味です。さまざまなリズムやメロディー
によって動きだす、からだとこころ。そこから生まれる波にのって、一瞬
一瞬を楽しんでいきます。
一つ一つの流れがつながり、いろんなコミュニケーションが生まれてきま
す。言葉をこえた、人と人との出会いを体験してみてください。

Biodanza is the Dance of Life.We try to enjoy our body and feelings as 

they are stimulated by a variety of music that offer different rhythms and 

melodies.

Energy starts to flow within ourselves and among the members. Enjoy 

various forms of communication rising from the encounter. Enjoy every 

moment. Please come and meet others on a level beyond language.

language: Jp. Eng. Por.

language: Jp.

体を動かす / 踊る / 聴く
Do exercise / Dance / Listen

capacity: 100 

capacity: 30 

カポエイラ
ウィルソン・リマ / マンデラ

Capoeira
Wilson Lima / Mandela

人類の無形文化遺産であり、世界にポルトガル語を広める一翼を担って
いるカポエイラを体験します。カポエイラの歴史、ダンス、音楽を学び、
ビリンバウ、アタバキ、パンデイロ、アゴゴ、ヘコヘコなどの楽器を演奏
します。主に "Angola de Rua"（ストリート・アンゴーラ）というカポエ
イラを体験しますが、参加者のみなさんに合わせて行いますので、どの
年齢の方でも性別関係なくどなたでも参加していただけます。

The workshop will provide the opportunity to experience Capoeira, one 

of the intangible cultural heritages of humanity which has helped spread 

Portuguese language in the world. The par ticipants will learn about 

the history, dance and music of Capoeira, and learn to play musical 

instruments used in Capoeira, such as berimbau, atabaque, pandeiro, 

agogô and reco-reco. The Capoeira taught in the workshop is called 

Capoeira of “Angola de Rua” or “Street Angola.” We will adjust the level of 

activities to the physical ability of the participants. Everyone is welcome 

regardless of the age or gender. 

Ter noções básicas de uma arte que é patrimônio cultural imaterial da 

humanidade e, uma das maiores difusoras da língua por tuguesa no 

mundo. Será trabalhada a história, a dança e a música no contexto da 

capoeira. Desenvolveremos a técnica do uso dos instrumentos (berimba

u,atabaque,pandeiro,agogô e reco-reco). Será focado na capoeira Angola 

de Rua. O workshop será desenvolvido de acordo com a condição física 

de cada participante, que poderão ser de qualquer idade ou gênero. 

身体を動かす / 歌う / 踊る
Move / Sing / Dance   Mover-se / Cantar /  Dançar

capacity: 30 

私たちの身の周りの世界を
考えるサイエンス
ヘンリー・サフィア

Phenomena-based 
science to understand 
the world around us
Henry Saphir

電気と電話の実験をおこなう科学ワークショップです。参加者は実験を
通し、観察や理解する楽しさを体験します。電気は人々の生活や関係性
をいろんな面で変えてきました。便利なものではありますが、電気がある
と私たちは労力を使わなくなったり、いいかげんになったり、依存したり
してしまいます。実験をして、どうしてこういうことが起きるのかを考えて
みましょう。講師のヘンリー・サフィアは科学者であり、シュタイナー教師、
エンパワメントの専門家です。

In the science workshop Henry Saphir will show some experiments 

about electricity and the telephone. Participants can try the experiments. 

They can experience the joy of observing and understanding. Electricity 

is changing human life and human interactions in many ways. It is 

convenient, but it tends to make us lazy, irresponsible and dependent. 

The experiments can help us understand this. Henry Saphir is a physicist, 

Waldorf educator and empowerment specialist.

話す / 議論する / 聴く / 観る / 観察する / 
思案する / 理解する / エンパワーする  
Talk / Discuss / Listen / Watch / Observe / 
Reflect / Understand / Empower

日本昔ばなし：人形劇と言語芸術
角口 さかえ

Old tales of Japan: 
Puppeteering and
sprachgestaltung
Sakae Kakuguchi

今回のテーマ、エンパシーは自分以外をまるごと感じとること、その意味
で日本のむかし話を上演します。参加者のかたには、演じる人をまるごと
意識にいれて感じとっていただけるといいです。時間のゆるす範囲で語る
稽古も少ししましょう。楽しいひと時になることを願います。

In accordance with the theme of this year’s forum “Empathy,” which is 

to feel and understand others, the participants will perform a Japanese 

folklore. The aim is for everyone to relate themselves to the performers on 

the level of consciousness. We will also practice storytelling. Let’s have 

fun!

話す / 演じる / 聴く / 観る
Talk / Play / Listen / Watch 

language: Por. Jp.

capacity: 40 language: Eng. Ger.
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竹の音楽と幾何学のアート
日詰 明男 / 松本 夏樹

Bamboo music and 
geometrical art
Akio Hizume / Natsuki Matsumoto  

簡単な竹の楽器を作って、皆でポリリズム音楽を演奏します。個別のリズ
ム同士が喧嘩せず、刺激し合って多様性と自由を広げるような、言語を
超えたコミュニケーションを体感します。またフォーラム・オープニングで
行われた黄金比の大きな星作りの再現デモンストレーションも行います。
途中、二人の講師を中心にしたディスカッションを行います。ヨーゼフ・
ボイスがルドルフ・シュタイナーの唱えた社会芸術理念の新たな発展形と
して提唱した「社会造形（Social Plastik）」の理念を、歴史的・社会的
観点から議論するとともに、その現代世界における新たな可能性を探り
ます。最後は「タタケタケ（Fibonacci Kecak）」を元に、自由形式のパ
フォーマンスに仕上げます。

The participants will learn to play polyrhythm music using simple bamboo 

instruments. Different rhythms synergistically stimulate each other and 

create a sense of diversity and freedom, enabling the participants to 

connect on the level beyond language. The workshop will also have a 

demonstration of building a star-shaped sculpture in the golden ratio, 

which is part of the forum’s opening program.

There will be a discussion session in the middle led by the two instructors. 

The participants will explore a new possibility and application of Joseph 

Beuys’ Social Sculpture “Social Plastik” in the contemporary world from 

a historical and social perspective, developed from Rudolf Steiner ’s 

philosophy of social art. 

The workshop will conclude with an improvisational session based on 

"Tataketake (Fibonacci Kecak)".

話す / 身体を動かす / 議論する / 聴く
Talk  / Do exercise / Discuss / Listen

language: Jp. Eng. Ger.capacity: 30 

身体表現のアート
角田萌果 / 浦上裕子

Art of bodily expression
Moka Tsunoda/Yuko Urakami

誰にでもできて楽しいシアターゲームと表現のワークショップ。ゾウみた
いな人ってどんな人？この人は動物に例えるとヘビ？色々な動物になるこ
とを通して、自分とは違う人間になってみるワークをします。頭を休めて、
身体を沢山使って遊べる時間にしようと思っています。

オイリュトミーシューズまたは動きやすい靴推奨です。
Best if you can bring Eurythmy shoes or comfortable shoes.

Fun games and activities from a theater arts and expression workshop. 

Can you imagine a person who's like an elephant? What about a snake? 

What animal do you most resemble? Working with dif ferent animal 

themes, we will experience what it feels like to be somebody different. It 

will be a fantastic opportunity to give your mind a break, move your body 

and have some fun. Everyone is welcome!

話す /  体を動かす / 演じる / 創る
Do exercise / Talk / Play / Create

language: Jp. Eng. 

language: Jp. Eng. 

capacity: 20 

capacity: 30 

トラウマケア：自我の回復へ
パステルのアートワーク・マッサージ・
空間のエクササイズ
竹内 真弓 / 小林 由香 / 宮田 文子 / 天鼓

Trauma Care: Restoration of Ego
Art work of Pastel drawing, 
Massage, Bothmer Exercise
(Spatial Dynamics)
Mayumi Takeuchi / Yuka Kobayashi / 
Fumiko Miyata / TENKO

共に歌うこと描くこと動くことなどで、傷つきダメージを受け
緊張のほどけない心やからだを、ゆっくりと癒し回復させてい
くことを目的としたワークの体験。東日本大震災後から今日
まで活動を続けている、教師・医師・芸術療法士などで構成
されたボランティアグループのメンバーがリードします。あたた
かな時間を楽しんでいただき、トラウマケアについて共に考え
ていければと思います。

A workshop to experience trauma care through var ious 

activities, such as singing, drawing and movements, which 

focus on healing and restoration of wounded, tensed-up 

soul and body. The workshop will be led by the members 

of the volunteer group, including teachers, doctors and art 

therapists. The group was founded after the Great Tohoku 

Earthquake and has been working with various communities. 

We look forward to sharing peace, healing and thoughts on 

trauma care.

身体を動かす / 描く / 歌う / 癒す / マッサージする
Do exercise / Paint / Sing / Heal / Massage 

WORKSHOPS A 15:30-17:00
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マパムンディ：世界の文化的多様性、
グローバルな出来事と未来について
の気づき
ホアン・ファクンド・ボテロ / 
アンドレア・デ・ラ・クルス

Mapamundi:  A ref lec t ion 
on cultural diversity, global 
current affairs and the future
Juan Facundo Bottero / Andrea de la Cruz

目に見えない人間関係が
見えてくる！働く場所（社会生活）に
おけるオイリュトミー
関 倫尚

The invisible relations 
are revealed! Eurythmy 
in social life
Michitaka Seki

このワークショップでは、今の時代を生きる私たちにとって、一国民とし
てのアイデンティティ、多文化共生や社会的共生がどのような意味をもつ
のかを考えます。社会造形やコンセプトマッピングなどのクリエイティブ
なアプローチで、お互いの国の歴史、文化、時事問題の特徴を捉え観察
します。それぞれの民族文化に宿る心のエッセンスを体験し、お互いへ
の理解を深めます。理解し、受け入れ、一体感を体験することによって
未来に向けたあたらしい協力のありかたが見えてくるかもしれません。

人と人との間の目に見えない人間関係がボールを使うことで目に見えてく
るワークショップ。激しい動きはないですが、動きます。オイリュトミーシュー
ズまたは、滑らない靴推奨です。21歳以上社会人向け。

Mapamundi’s facilitators invite you to explore what national identity, 

multiculturalism and social inclusiveness means to us today. Through 

creative techniques such as social sculpturing and concept mapping, 

we will listen to and observe the unique aspects present in our different 

nations’ histories, cultures and current affairs. Together we will find ways 

to experience the essence found in another’s Folk Soul, bringing a deeper 

understanding of each other so that we may develop new forms of future 

collaborations based on understanding, acceptance and integration.

A workshop to become visually aware of the hidden human relationship 

between individuals using a ball. The workshop involves some movements 

but not intensive. Best if you can bring Eurythmy shoes or anti-skid shoes. 

Suitable for people over 21 years old.

話す / 創る / 議論する / 聴く
Talk / Create / Discuss / Listen 

話す / 聴く / 意識して動く
Talk / Listen / Move consciously 

B

瞑想と内的発達を通し自己の
覚醒した意識を育む
ジョーン・スリー

Growing self-awareness 
through meditative practice 
and inner development
Joan Sleigh

カポエイラと人智学：不公平から世
界のポジティブな変容へ。不平等
が世界をポジティブに変容する
ネルソン・アヴェーラ

Capoeira and Anthroposophy: 
How inequality can positively 
transform the world
Nelson Avella

このワークショップでは、人智学をもとに、私たちの精神的潜在力を日
常生活の中で目覚めさせていくことを目的とします。観察や知覚力を使っ
た簡単なエクササイズ、対話やディスカッションを通してお互いの考えや
理解を共有します。参加資格はありません。他者と交流する開かれた心
と探求心があればどなたでも参加できます。

このワークショップでは、カポエイラの基本理念をもとにソーシャルスキ
ル（社会的スキル）について考えます。ゲーム、音楽、身体の動きを通して、
協力、自立、自主性、回復力、共感、対立の対処法などのスキルに取り
組みます。様々なソーシャルスキルとカポエイラの歴史や動きを体験する
ことで、社会に存在する不幸や貧困が人間の社会性と切り離せない関係
にあることが見えてきます。二つの課題に一緒に取り組まなければ、社
会的な不平等はますます広がっていくでしょう。ワークショップには、身
体能力に関係なくどなたでもご参加いただけます。社会という組織で生
きる原動力とはなにかを、共に考え、感じ、身体を動かしてみることで
体験してみましょう。

The content of this course will be based on Anthroposophy as a path of 

knowledge aimed to awaken the every day human being to its spiritual 

potential.  We will explore this together through simple exercises of 

observation and perception, sharing our thoughts and understanding in 

dialogue and discussion. No prerequisites are needed except an open 

mind and a willingness to engage with others. 

This workshop allows to explore some social skills through basic concepts 

of capoeira. 

Through games, music and body movement, we work on skills such 

as cooperation, autonomy, init iat ive, resi l ience, empathy, confl ict 

management and many others. 

Through this experience and the history and dynamics of capoeira, we 

see that the human social side is not possible to be separated from the 

misery of the world. To separate it means to deepen even more the abyss 

of unequality. 

The workshop is available for anyone, regardless of his/her physical 

condition, to experience through the thinking, feeling and acting the 

dynamics of life in a social organization.

話す / 歌う / 演じる / 踊る / 聴く
Talk / Sing / Play / Dance / Listen

話す / 身体を動かす / 議論する / 聴く
Talk / Do exercise / Discuss / Listen

language: Eng. Por. Spa. Ita.  capacity: 100 

Capoeira / Monte Azul

language: Eng. Spa.capacity: 20 

capacity: 20 language: Eng. Jp.

19:00-20:30

language: Eng. Ger. capacity: 40 

WORKSHOPS 
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原発事故・核問題を考える
宇野 朗子

Discussion on the nuclear 
accident and nuclear issues
Saeko Uno

日本で原発事故が始まってから７年。原発事故は今もこの国で進行し、
生態系に、社会に、人々に、深く影響を及ぼしていながら、ますますそ
れらを観ること、語ることが難しくなりつつあります。この先も長い時間
続くこの事故は何をもたらし、私たちはそれにどのように関わっていくの
でしょうか。私たち人間は、この大きな問題から、どのような成長と変容
を実現していくのでしょうか。
ともにこの核時代を生きる当事者として、この巨大で複雑な問題について
考える時間を持ちたいと思います。
写真家・中筋純さんにご協力いただき、福島の写真を展示いたします。
宇野朗子（福島市から京都府へ避難）

It has been 7 years since the Fukushima nuclear accident. The damage 

it has caused and is still causing to the ecosystem, the society and the 

people is so deep that it will take hundreds of years to restore if that's 

even possible. In fact, the accident is part of our on-going reality. Yet it is 

becoming increasingly more difficult to stay informed and understand the 

gravity of the situation or to talk about it. 

Here are some questions that we can ask oursleves. What has the 

accident brought to us? How do we live with this reality? What can we as 

human beings learn from it and what transformation can we bring about? 

I am one of many who moved out of Fukushima when the earthquake hit 

the nuclear power plant in 2011. As someone who lives and is part of this 

age of nuclear power, I invite you to think and discuss this gigantic and 

complex issue.  

Jun Nakasuji's photographs of Fukushima will be on display.  

見る / 聴く / 議論する
See / Listen / Discuss

language: Jp. Eng.capacity: 30 

竹の音楽と幾何学のアート
日詰 明男 / 松本 夏樹

Bamboo music and 
geometrical art
Akio Hizume / Natsuki Matsumoto  

簡単な竹の楽器を作って、皆でポリリズム音楽を演奏します。個別のリズ
ム同士が喧嘩せず、刺激し合って多様性と自由を広げるような、言語を
超えたコミュニケーションを体感します。またフォーラム・オープニングで
行われた黄金比の大きな星作りの再現デモンストレーションも行います。
途中、二人の講師を中心にしたディスカッションを行います。ヨーゼフ・
ボイスがルドルフ・シュタイナーの唱えた社会芸術理念の新たな発展形と
して提唱した「社会造形（Social Plastik）」の理念を、歴史的・社会的
観点から議論するとともに、その現代世界における新たな可能性を探り
ます。最後は「タタケタケ（Fibonacci Kecak）」を元に、自由形式のパ
フォーマンスに仕上げます。

The participants will learn to play polyrhythm music using simple bamboo 

instruments. Different rhythms synergistically stimulate each other and 

create a sense of diversity and freedom, enabling the participants to 

connect on the level beyond language. The workshop will also have a 

demonstration of building a star-shaped sculpture in the golden ratio, 

which is part of the forum’s opening program.

There will be a discussion session in the middle led by the two instructors. 

The participants will explore a new possibility and application of Joseph 

Beuys’ Social Sculpture “Social Plastik” in the contemporary world from 

a historical and social perspective, developed from Rudolf Steiner ’s 

philosophy of social art. 

The workshop will conclude with an improvisational session based on 

"Tataketake (Fibonacci Kecak)".

話す / 身体を動かす / 議論する / 聴く
Talk  / Do exercise / Discuss / Listen

language: Jp. Eng. Ger.capacity: 30 

B 19:00-20:30WORKSHOPS 



24 25

A-B

ディープ・ディスカッション：
変革は可能だ！
ウテ・クレーマー

Deep discussion: 
Transforming is possible!
Ute Craemer

変革は可能です。モンチアズールはその実例のひとつであり、ひとつの有
機体として素晴らしいこともあれば試練も経験してきました。貧民街で暮
らす人々が尊厳をもって生活や仕事ができる環境に変えていくには何が必
要なのでしょうか。40年に及ぶ教育、文化、医療活動を通して実現した
モンチアズール・コミュニティ協会での変革は具体的にはどのようにもた
らされたのでしょうか。また、日本人はこの変革の過程にどのように携わっ
てきたのでしょうか。

＊ワークショップは、2コマ連続しています。通してご参加ください。
＊The workshop will take 2 sessions and we recommend 
you come for the both sessions.

＊ワークショップは、2コマ連続しています。通してご参加ください。
＊The workshop will take 2 sessions and we recommend 
you come for the both sessions.

＊ワークショップは、2コマ連続しています。通してご参加ください。
＊The workshop will take 2 sessions and we recommend 
you come for the both sessions.

＊ワークショップは、2コマ連続しています。通してご参加ください。
＊The workshop will take 2 sessions and we recommend you come for the both sessions.

Transforming is possible, Monte Azul as an example of a living organisms 

with its highlights and challenges.

What are the essential to transform a slum in a more dignified living 

and working place? How did this concretely happen during 40 years of 

educational, cultural and health activities in the Ass. Com. Monteazul. 

How did Japanese people took part in this transforming process.

capacity: 25 

capacity: 20 

language: Por. Eng. Ger.

創る / 議論する
Create / Discuss 

人生の体験から社会的な
他者への愛を育む
ヴァヌーザ・コウチーニョ / へジーナ・ラッセ

Developing social altruism
through a lifestory
Vanusa Coutinho / Regina Wrasse

目的：社会開発とその支援について人々の意識を呼び起こし行動につなげる。
【セッション 1】
1. 聴く : ワークショップの紹介とモンチアズールの活動によって導かれた
私たちの人生について。
2. 観察する :写真からブラジルの現状を知る。貧民街、先住民族、中都
市～大都市など。
3. 創る :動きを生み出す
【セッション 2】
4. 表現する :ペインティング
5. 演じる :日本で力を合わせればできる活動を考え提案する（社会開発）
6. 終わり :皆で歴史とダンスを共に創造する
＊ワークショップは、2コマ連続しています。通してご参加ください。

The main goal: Awakening, sensitizing and mobilizing people for social 

development and supporting their practice.

First session:

1.  LISTEN Introduction about the workshop and the history of our 

lives guided by Monte Azul.

2. OBSERVE photos of various Brazilian realities: favelas, tribes of 

Indians, semi-arid and great metropolis. 

3. CREATE Create a movement. 

Second session:

4. EXPRESSING Painting.

5. ACTING Propose collective action for Japan

  - Social Development.     

6. Closing Collective Formation of a History and Dance.

＊The workshop will take 2 sessions and we recommend you come for the 

both sessions.

language: Por. Eng.

話す / 描く / 踊る / 創る / 議論する / 聴く
Talk / Paint / Dance / Create / Discuss / Listen

capacity: 20-30 

ソーシャルペインティング
安部由美子

Social painting
Yumiko Abe 

水彩による色彩の本質的な動きを通して、反感と共感を乗り越えた領域
にアプローチする体験コースです。感情の波や日常的なパワーゲームに
翻弄され、しばしば不安に襲われる生活の中にあっても、自己を保ちつつ、
より発展的に他者と協働する可能性を、私たちはどのように見出してゆけ
るのでしょうか。絵画体験の有無は全く問いません。芸術的な色彩体験
とグループワークを通して共に探ってまいりましょう。

The participants will work with water colours. The essential qualities of 

colour will be experienced in order to explore ways to reach a state of 

being beyond antipathy or sympathy.

 Our daily lives often seem often full of fear, due to our own emotional ups 

and downs and power games. In such a situation, how can we find a way 

to make healthy relationships with others while keeping our individuality?

This is an experimental course; painting skills are not required, for we will 

be exploring  the theme "empathy " through an artistic social painting.

language:  Jp. Eng. Ger.

描く
Paint 

capacity: 3-30 

体の動きを使ったバイオグラフィー・
ワーク：二十代で何をしますか？
樋原裕子 / 秋元香里

Biography work through 
body movements: 
What do you do in your 20s?
Yuko Hibara / Kaori Akimoto

人生の経験から学ぶバイオグラフィーワークを身体を使ったエクササイズ
で体験してみます。特に、世界に出て行き様々な出会いを経験する 20

代の意味について取り上げます。
今 20 代を目の前にしている皆さん、まさに 20 代ただ中にある皆さん、
どのようにこの時期を形成したいと思っていますか？どのような問いや衝
動があなたの中にありますか？かつて 20 代であった人生の先輩の皆さ
ん、あなたの 20 代の経験はその後の人生にどのようにつながっています
か？ 様々なダイアローグを通して他者と出会っていく中で、新たな人生の
衝動、今を生きるヒントを見つけることができるでしょう。
18歳以上どなたでもご参加いただけます。ワークショップは、2コマ連
続しています。

Biography work based on body movements, where the participants learn 

from their life experience. A particular focus will be given to the period 

between age 21 and 28 which is typically the age for people to go out in 

the world and experience different encounters. 

If you are in your twenties now or will be, how do you want to create this 

stage of your life? What questions or impulses do you hold inside you? 

If you have already been in your twenties, how does your experience back 

then connect to your later life?

Through dialogues with others, we hope to find tips to live in the present 

time or new energy for a new chapter in life.

The participants have to be aged 18 or above. The workshop will take 2 

sessions and we recommend you come for the both sessions.

language: Jp. Eng.

話す / 演じる / 聴く / シェアする
Talk / Play / Listen / Share

19:00-20:30
15:30-17:00WORKSHOPS 
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オイリュトミスト。1987年より全国各
地で講習・舞台活動を通して日本のオイ
リュトミーの草分けとしてはたらく。芸術
活動と並行して、全国の幼稚園や子ども
園、シュタイナー学校運動と深く関わる。
2000年以降、韓国、台湾、中国でも講

東海大学副学長（国際・一貫教育担当）、ハワ
イ東海インターナショナルカレッジ学長
を兼務。教養学部国際学科教授。専門
は国際経済、国際政治、国際開発理論。
中央大学を卒業した後、シカゴ大学で修

作家、コンサルタント。グローバルな視
野で様々な活動に取り組んでおり、講演
活動も行う。一体的で持続可能な開発、
新霊性科学、人工知能、社会三層化論、
そして自己制御（セルフマスタリー）などの様々
なテーマで、これまでに 25か国 100以
上の国際会議、フィリピン国内では 130

の会議で講演している。国連機関、政府
機関、地方自治体、社会的企業、大企
業の顧問として活躍。国内外の市民社会
ネットワークを率い、人々に本来備わっ
ている力を使ってより良い世界を創造する
ための教育活動を行う。これまでに 500

以上の原稿を執筆。記事、研究論文、

Active as an eurythmist since 1987,as 

well as an independent artistic performer. 

Also involved in founding Waldorf schools 

including working as an eurythmy teacher 

for Waldorf kindergartens and Waldorf 

school, also as a member of administrative 

board. From 2004 to 2011 principal of 

Steiner School in Fujino, the first accredited 

Waldorf School. 

Since 2011 give eurythmy workshops and 

Vice Chancellor (responsible for Global 

Initiatives and Consistent Education) of 

Tokai University, Chancellor of Hawaii 

Tokai International College and professor 

of Department of International Studies 

t e a c h i n g  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c s , 

international politics and international 

development theories.  After earning his 

B.A. from Chuo University, he received 

his M.A. in International Relations from 

Nicanor Perlas is an author, consultant 

and global resource person and speaker 

on integral sustainable development, the 

new and more spiritual sciences, artificial 

intelligence, societal threefolding and self-

mastery. He has been a plenary speaker 

on a diverse range of topics in over 100 

global conferences in 25 countries and 130 

national conferences in the Philippines. 

He has advised UN agencies, government 

depar tments, local chief execut ives, 

social enterprises and large businesses. 

He headed several global and national 

civil society networks, educating citizens 

worldwide on their inherent power to create 

a better world. He has written over 500 

articles, monographs, and books including 

はた りえこ（舞台名 はた りえ）
Rieko Hata

吉川 直人
Naoto Yoshikawa

ニカノール・ペルラス
Nicanor Perlas

習会や舞台活動をし、国際的にも活動の
場を広げる。国際ヴァルドルフ教育会議
メンバー、日本シュタイナー学校協会代
表。様々な楽器・言葉との共鳴による舞
台を創作している。

士号、ハワイ大学で博士号を取得。国連
開発計画（ザンビア勤務）、国連食糧農業
機関（ローマ本部、トリニダード・トバゴ、ガイアナ、
スリナム、バングラデシュで勤務）を経て現職。著書「Shaping Globalization」（市民社

会、文化大国、三層化論についての世界的ベストセ

ラー。9か国語に翻訳された）など多岐にわた
る。2010年にはフィリピン大統領選挙
に立候補し、2016 年にフィリピン環境
天然資源省事務次官を務めた。最近で
は人工知能と人類の将来への影響につい
て本 3冊を執筆中。フィリピン国内と国
際社会での功績が認められ、フィリピン
の国民栄誉賞である TOFIL、国連環境
計画 （UNEP）グローバル 500賞、第 2の
ノーベル賞とも称されるライト・ライブリ
フッド賞を受賞。

performances in Korea, Taiwan and China.

Completed eur y thmy t ra in ing at  the 

Eurythmie Schule München in 1986.

Re c e i ve d  M as te r  i n  Edu c a t i o n  an d 

publ ished the thesis on ‘Educat ional 

Potentiality of Eurythmy.’ Representative of 

Japanese Association of Steiner Schools. 

Member of the International Conference of 

Waldorf Education. 

the University of Chicago and his Ph.D. 

in Political Science from the University of 

Hawai’i at Manoa. He worked for the United 

Nations Development Programme (UNDP) 

in Zambia and the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO)  

in the headquarters in Italy, in Trinidad and 

Tobago, Gyana, Suriname and Bangladesh 

before taking the current position.

Shaping Globalization: Civil Society, Cultural 

Power and Threefolding, an international 

bestseller, translated in 9 languages. 

Perlas was a presidential candidate of 

the Philippines in 2010 and worked as an 

Undersecretary (Deputy Minister) for the 

Department of Environment and Natural 

Resources of the country in 2016. He is 

currently writing three books on artificial 

intelligence and its implications for the 

future of humanity. For the national and 

global impact of his work, he has been 

given, among others, the Outstanding 

Filipino Award (TOFIL), UNEP’S Global 500 

Award and the Right Livelihood Award 

(Alternative Nobel Prize). 

日蓮宗僧侶。2006年より壽
じゅ
命
みょう
山
ざん
昌
しょう
福
ふく

寺
じ
住職。昌福寺は1298年創建といわれ、

子供の疳の虫封じで有名な山梨県富士川
町の日蓮宗寺院。日本社会の変化や 国
際化を受けて、将来に向けて仏教寺院の
役割を再確認する必要に迫られ、寺や周

Buddhist monk of the Nichiren Sect. 

Since 2006, he has been the chief priest 

of Jumyo-zan Shofuku-ji. Shofuku-ji is a 

Nichiren Sect Buddhist temple in Fujikawa-

cho/Yamanashi-ken. It is said to have been 

founded in 1298 and is known for its Kan-

no-Mushi-Fuuji prayer/festival, a rite of 

passage-like ritual for children. Being aware 

of the changes in the Japanese society and 

岩間 湛教（いわま たんきょう）
Tankyo Iwama

辺地域に伝わる口承や風習から昌福寺の
設立理念を 収集分析しつつ、その上で
周囲のさまざまな社会集団との関係を構
築するべく、寺を舞台に各種イベントを
企画運営。

its internationalization, he has been trying 

to redefine the role of Buddhist temples. 

His ef for ts in collecting oral lores and 

other traditional customs to decipher the 

founding principles of the temple, have 

helped him create new ties with modern-

day social groups in the region and hold a 

variety of collaborative events with them in 

the temple's spaces.

造形作家。武蔵野美術大学特別講師、
龍谷大学理工学部客員教授。1960年長
野県生まれ。世界農業遺産に認定された
茶所、川根本町（静岡）在住。シュタイナー
の「新しい建築様式への道」に触発され、
30年来、黄金比に基づくフラクタル構造
を、造形や音楽で表現する仕事を続けて

Geometric Artist: Born in Nagano, 1960 

and living in Shizuoka. Graduated from 

Kyoto Institute of Technology. Concentrated 

in Architecture and Architectural work. 

Searching for any form around either 

material or immaterial one.In 1980, he 

was inspired by “Ways to a New Style 

in Architecture (Wege zu einem neuen 

Baustil)” written by Rudolf Steiner, then 

日詰 明男（ひづめ あきお）　　
Akio Hizume 

いる。主な作品は、「GOETHEANUM 

3（建築案）」「民主主義的階段」（U.S.A.、

ニュージーランド）、「黄金比の茶室」（コスタリ
カ、U.S.A.、静岡）、「準結晶彫刻」（オーストリア、
U.S.A.、ブラジル）、「フィボナッチ・ケチャッ
ク （たたけたけ）」など。著書に『生命と建築』
(1990)、『音楽の建築』(2006)がある。

he designed an architectural plan called 

"GOETHEANUM 3 (1990)" as graduation 

work. Primarily, a geometric artist mainly 

using the Fibonacci sequence, Penrose 

Tiling and the Golden Ratio, as well as 

general quasi-periodic structures based on 

continued fractions. Lover of the ecology of 

the bamboo as an attractive material.

Speakers and presentaters演者
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ゲーテアヌム役員、WSIFプロジェクト
リーダー。南アフリカのキャンプヒルで生
まれ育つ。1982年ドイツに移住後、子
どもを育てながらヴィッテン－アンネンに
てヴァルドルフ学校教師を目指して学ぶ。
その後南アフリカに戻ると、1995年か

WSIF  P ro j e c t  Le ad e r,  Vo r s t and  am 

Goetheanum. Joan Sleigh was born and 

grew up in Camphill, South Africa. In 1982 

she relocated to Germany, raised her family 

and trained as a Waldorf teacher in Witten-

Annen. Back in South Africa, she was a 

class teacher at the Michael Oak Waldorf 

ジョーン・スリー
Joan Sleigh

ら 2012年までマイケルオークヴァルドル
フ学校の担任として働くと同時に、2006

年から 2012年までの間クリエイティブエ
デュケーションセンターでの講義を担当す
る。2013 年にスイス、ゲーテアヌムの
一般人智学協会理事会の一員となる。

School from 1995 to 2012 and a lecturer 

at the Center for Creative Education from 

2006 to 2012. In 2013 she joined as a 

Member of the Executive Board of the 

General Anthroposophical Society at the 

Goetheanum in Switzerland.

Organizing Committee組織委員会

1938年 2月 25日ドイツに生まれる。ブ
ラジル在住 50年。ブラジルの貧民街に
おける生活改善に取り組み、その活動は
世界的な成功事例として注目を浴びる。
モンチアズールの創始者であり、現在は
"子ども時代のためのアライアンス "活動
に従事。長年に渡り、社会的に取り残さ
れたコミュニティでの子供の成長を支援。
そこから得た幅広い知識を共有し役立て
ることに努めている。
ドイツの教員養成機関にてシュタイナー
教育を学ぶ。シュタイナー教育は、貧
民街でのコミュニティ開発を含む彼女の
様々な活動の礎になっている。

Ute Else Ludovike Craemer was born in 

Germany on February 25, 1938. 

She lives in Brazil for the past 50 years. 

Here she developed one of the most solid 

worldwide references in improvement 

works for slum communities. She founded 

the Associação Comunitária Monte Azul 

(Monte Azul Community Association) 

and is currently working with the Aliança 

pela Infância (Alliance for Childhood), 

where, among other things, she shares 

the extensive knowledge she acquired 

during her many years of work in the 

child development field with marginalized 

population.

She studied Waldor f pedagogy in the 

Teacher Training Center in Germany, which 

became  the fundaments of her work, 

ウテ・エルス・ルードヴィック・クレーマー
Ute Else Ludovike Craemer 

1980 年以降様々な外部での活動を開
始。自らの豊富な経験を伝え広めるため
世界各地で講演活動を行う。著書や共著
に、『Favelakinder（ファベーラの子どもた

ち）』、『Criança entre Luz e Sombras

（光と影の子どもたち）』、『A Questão Social

（社会の課題）』、『クリスマスに咲いたひまわ
り』、『Transformar é possivel（変革は

可能だ）』などがある。
1987年、ドイツ政府からドイツ連邦共
和国功労勲章を受賞。2012年、サンパ
ウロ市の名誉市民となる。ブラジル人智
学会の理事に選任される。

including that related to the community 

development of the slums.

From 1980 on, she star ts an extensive 

outreach work as international speaker 

and publishing  books in several languages 

as an author and co-author, in an attempt to 

spread her extensive experience.  Among 

the books she published are “Favelakinder”, 
“Criança entre Luz e Sombras”, “A Questão 

Social”, “Girasol”, "Transformar é possivel ( 

Transforming is possible)".

In 1987 she is honored with the Bundes-

verdienstkreuz, Honor to Merit Prize, from 

the German Government, and in 2012 

she became Honour citizen of Sao Paulo. 

She is selected as a Board Member of the 

Anthroposophic Society in Brazil.

東海大学国際学科教授。1988年にブラ
ジルに渡り、エイズ予防、自然分娩・母
乳育児の推進、子育て支援、識字活動
などの分野で 活動。2006年に帰国して
現職。帰国後は、日本のブラジル学校な

Professor, Department of International 

Studies/Tokai University. After moving to 

Brazil in 1988, he worked in health and 

education projects related to HIV/AIDS, 

natural childbirth and breastfeeding, early 

childhood care and literacy education. He 

moved back to Japan in 2006 to teach at 

小貫大輔（おぬき だいすけ）
Daisuke Onuki

ど外国学校やオルタナティブ学校への支
援に力を入れてきた。ブラジルと日本を
つなぐ団体「CRI-チルドレンズ・リソース・
インターナショナル」運営委員。 日本性
教育協会理事。

Tokai University. His main project at the 

moment is about the "right to education" 

of children in Brazilian and other foreign 

schools in Japan as wel l  as in other 

alternative schools. A board member of 

CRI-Children's Resources International, and 

Japanese Association for Sex Education.

東海大学教養学部国際学科教授。 社会
人を経てイギリスの大学院に留学し PhD

取得。 専門は国際政治経済学、「グロー
バリゼーションと経済統合」 をテーマに主
にアジアの国際関係の教育・研究活動を
行う。 国際政治学会、 アジア政経学会

Professor, Department of International 

Studies/ Tokai University. Holds Ph.D. 

from a UK graduate school. Specializes 

in international political economy. Active 

educator and researcher of international 

relations in the Asia region researching 

"Globalization and Economic Integration.” 

貴家 勝宏（さすが かつひろ）
Katsuhiro Sasuga

所属。著書に『Microregionalism and 

Governance in East Asia』、『日米中
トライアングル－ 3カ国協調への道』、
『現代中国外交の六十年－変化と持続』、
『Modern Economic Development in 

Japan and China』などがある。

A member of The Japan Associat ion 

of Internat ional Relat ions and Japan 

A sso c i a t i on  fo r  A s i an  S tud ies .  T he 

author of multiple publications including 

“Microregionalism and Governance in East 

Asia,” “Modern Economic Development in 

Japan and China.”

弘前大学教育学卒。2001年エマーソン
カレッジへ渡英。英国エマソンカレッジ
にて 3年半学ぶ。英国グラスハウスアー
トカレッジにて、アスペルガーの子どもと
共に暮らし、キャンプヒルでも働きなが
らオイリュトミーディプロマ取得。2009

年帰国、いずみの学校で働く。オランダ、
エジプトでの社会オイリュトミーの研修を

Graduated from the faculty of Education 

at Hirosaki University. Studied at Emerson 

College in the UK from 2001 to 2004. 

Ac qu i r e d  Eu r hy thmy D ip lom a f rom 

Glasshouse Art Center in the UK, while 

working at Camp Hil l and l iv ing with 

children with disable children and adults. 

Upon returning to Japan in 2009, started 

teaching at Hokkaido Steiner School “Izumi 

no Gakkou”. 

関 倫尚（せき みちたか）
Michitaka Seki 　

経て、アンナマリーエーリッヒ氏よりソー
シャルオイリュトミストのディプロマ取得。
2011年ソーシャルアート・プロジェクツ
を夫婦で設立。現在ひびきの村での講
師活動、運営をしつつ、会社やコミュニ
ティーでの社会オイリュトミーを使った研
修を行っている。精神科学自由大学講師。

Completed Social Eurhythmy training in the 

Netherlands and Egypt, and Diploma as a 

Social Eurythmist by Annemarie Ehlich. In 

2011, founded Social Art Projects with his 

wife. Currently, leading Social Eurhythmy 

consulting for companies and communities 

while taking on teaching and administrative 

responsib i l i t ies at Anthroposophical 

Community “HIBIKInoMURA” in Hokkaido. 

Class holder of school of spiritual science. 
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Working Groupワーキンググループ

WSIF バイオグラフィーチーム所属。マ
ドリードのシュタイナー学校で学び、そ
の後舞台演劇を学ぶため渡英。コミュニ
ティシアターとパフォーミングアーツの二
つの専攻課程を卒業。2011～ 2015年
にはロンドンでイベントプロデューサーや
演劇ファシリテーターとして働きながら、
失業した若者が公的インターンシップな

A member of WSIF Team Biography. Andrea 

attended Waldorf School in Madrid before 

moving to the UK to study Drama and 

Theatre Ar ts. She graduated with two 

different degrees in Community Theatre 

and Performing Arts. Between 2011-2015 

she worked as an events producer and 

theatre facilitator in London. Amongst other 

projects, she managed a network of young 

アンドレア・デ・ラ・クルス
Andrea De La Cruz

どを通してクリエイティブ産業を始める
ネットワークに携わる。若いクリエーター
たちへの情熱と探求心がシュタイナー教
員養成へ参加することにつながり、また
ドルナッハで人智学を勉強することとな
る。現在、ゲーテアヌムのWSIFとユー
ス部門で活動中。

unemployed people starting a career in the 

creative industries through government 

funded internships and apprenticeships. 

Her love and interest in young creative 

people led her to join Waldorf Teacher 

Training and to study Anthroposophy in 

Dornach. She is now working for the WSIF 

and the Youth Section at the Goetheanum.

WISFバイオグラフィチーム所属。アル
ゼンチン出身。幼稚園から高校まで、ブ
エノスアイレスのヴァルドルフ学校で過ご
す。高校の卒業プロジェクトでは貧困問
題について取り組み、ブエノスアイレスの
貧困地域の子ども達に演劇講座を開催
するポランティア活動を行った。
2015年、ブエノスアイレス大学で社会学
（ラテンアメリカ史、人権と社会運動）を修める。

経営管理、特に経営戦略論について大学
で学ぶ。この 15年間、社会側にたった
団体でマネジメントに携わっている。プラ
ン・インターナショナル、ユニセフ、SOS

子供の村、そしてモンチアズールなど子

A member of WISF Team Biography. Juan 

Bottero is from Argentina. He attended 

Waldorf School from kindergarten to high 

school in Buenos Aires. For his final school 

project he focused on the issue of poverty 

and volunteered giving theatre classes to 

children in a vulnerable area in the city. 

He graduated in 2015 from the University 

of Buenos Aires with a degree in Sociology, 

focusing on Lat in Amer ican Histor y, 

Human Rights and Social Movements. He 

Graduated in business administration 

and specialized in strategic management, 

Nelson has been applying his skills in 

administration on the social side of society 

for the past 15 years. During this period, 

he worked for NGOs worldwide, especially 

organizations which advocate Childhood, 

ホアン・ファクンド・ボテロ
Juan Facundo Bottero

ネルソン・アヴェーラ
Nelson Avella

大学院では、社会イニシアティブのため
のプロジェクトマネジメントを専攻。NGO

「ヌエストラス　ウエラス」のためのコミュ
ニティ銀行のコーディネートなど、南アメ
リカでいくつかの社会プロジェクトに携
わる。
2016 年、ゲーテアヌムに移り、人智学
について学びながらゲーテアヌム社会科
学部門で働いている。

ども時代を支援する世界規模の NGOで
働く。最近ではコンサルト業を始め、モ
ンチアズールや人智学社会などでウテ・
クレーマーが行っているプロジェクトのサ
ポートをしている。

also has a post-graduate degree in project 

management for social initiatives. He was 

involved in several social projects in South 

America, such as the coordination of 

community banks for the NGO “Nuestras 

Huellas”. 
In 2016 he moved to the Goetheanum 

where he studies Anthroposophy and 

works for the Section for Social Sciences at 

the Goetheanum.  

such as P lan Internat iona l ,  UNICEF, 

SOS Children's Village and Monte Azul. 

Nowadays, he started his own consultancy 

and works for Ute Craemer, supporting her 

projects for Monte Azul, Anthroposophical 

Society and other initiatives.

東京学芸大学大学院修士 2年。東海大
学小貫ゼミ卒業生。学部 3年次にブラジ
ル北東部の漁村、カノア・ケブラーダで
半年間ボランティア活動を行う。帰国後、
ブラジル学校の子どもたちと交流する学
生団体「ベイジョ・メ・リーガ」を設立。

八ヶ岳の古民家で田畑とWeb制作の「半
農半デジ」暮らし。得意分野は伝統木造
建築で「職人がつくる木の家ネット」 事務
局もつとめる。母はドイツ人で、ロンドン
で生まれたが、 九歳で父の祖国日本へ。
相撲、落語、文楽など過剰適応気味に

Currently studying at the graduate school 

of Tokyo Gakugei University. She studied 

under Professor Onuki in a degree program 

at Tokai University. During her third year 

at university, she volunteered in Canoa 

Quebrada, a fisherman’s village in the 

north-eastern part of Brazil. Upon returning 

to Japan, she became one of the founding 

members  o f  a  s tudent  o rgan iza t ion 

Lives in an old Japanese house near 

Yatsugatake, takes care of the rice field and 

gardens and works on Web-page creations 

and her 2 sons. With her comprehensive 

k n o w l e d g e  o n  t r a d i t i o n a l  w o o d e n 

architecture, she is also the caretaker of 

the Network of Wooden House Builder-

Craftspeople. Born in London. When 9, she 

moved to Japan with her German mother 

and Japanese father. Eager to adapt to the 

星 久美子（ほし くみこ）
Kumiko Hoshi

持留ヨハナ（もちどめ　Johanna）
Johanna Mochidome

卒業後、青年海外協力隊、NPO法人開
発教育協会 / DEARを経て、修士課程
に進学。ブラジル学校の研究に従事する
傍ら、UNESCOユースセミナーの企画、
運営を行う。

日本文化に傾倒。大学卒業後は７年間古
典糸あやつり「結城座」で人形遣いの修
業、 十年間和栗由紀夫氏の舞踏グループ
の制作に携わり、舞踏の祖土方巽の振
付を「舞踏譜」として発表等、八ヶ岳以
前は舞台関連で棲息。

“Beijo Me Liga” which promotes cultural 

exchanges with pupils of Brazilian schools 

in Japan. Graduating from university, she 

volunteered on the Japan International 

Cooperation Agency program, then worked 

at Development Education Association and 

Resource Center “DEAR.” While conducting 

research on Brazilian schools in Japan, she 

organizes UNESCO Youth Seminar. 

new environment, she loved and learned 

about SUMO, RAKUGO and BUNRAKU 

extensively. After finishing college, she 

apprenticed as a traditional marionette 

artist for 7 years, worked for the BUTOH 

group of Yukio Waguri for 10 years and 

published Tatsumi Hijikata's choreography, 

BUTOH-FU, in digital media - all the theater 

career before her new life in Yatsugatake.
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川原 翼
ブラジル・サンパウロ生まれ、日本育ち。2005年、モンチアズー
ルでボランティア。帰国後は、中南米からの移民が多く住む
神奈川県秦野市の小学校に勤務。2013-2015年、JICA青
年海外協力隊でグアテマラに現職教師として派遣される。

Tsubasa Kawahara

Born in São Paulo, raised in Japan. Volunteered at Monte Azul in 

2005. He now teaches at a public elementary school in Hadano 

City (Kanagawa) where many immigrants from Latin America 

reside. He has spent two years in Guatemala as an incumbent 

teacher volunteer sent by JICA.  

西原 里依
大阪外国語大学（開発環境専攻）在学中の 2002年と 2007-8

年の 2回にわたってにモンチアズールでボランティア。日本で
CRI事務局、４年間のグアテマラ生活を経て、現在、夫と３
人の子どもと３度目のブラジル生活満喫中。

Rie Nishihara

Volunteered at Monte Azul while studying at Osaka University of 

Foreign Studies (Development and Environment Course) in 2002, 

then returned to Monte Azul again from 2007 to 2008. After 

working for CRI's Japan office and living in Guatemala for 4 years, 

she moved back to Brazil with her husband and three children for 

the 3rd time.

青山 蓉香
東京シュタイナーシューレ 9期生。英国リーズ大学美術史学
科卒業。2011年、在学中にモンチアズールでボランティア。
帰国後、海外アーティストの世話をする仕事を経て、現在は
藤野シュタイナー学園高等部他で英語講師。

Yuka Aoyama

Studied at former Tokyo Steiner Schule. Graduated in BA history 

of art, University of Leeds, UK. While at university, volunteered 

at Monte Azul in 2011. Upon returning to Japan, worked as a 

coordinator for artist-in-residence program. She now teaches 

English to high schoolers at Fujino Steiner School and other 

places. 

橋口 博幸
2006 年、モンチアズールでボランティア。7年間の
武蔵野美術大学勤務を経て、2007年より竹や竹文
化を専門にデザイナー業。CRIの『くりあんさブラジ
ル 通 信』 を編 集して 12 年になる。 鹿児島県 在住。 

Hiroyuki Hashiguchi

Volunteered at Monte Azul in 2006. After working for Musashino 

Art University for 7 years, he started his bamboo and bamboo 

culture projects as a designer living in Kagoshima. He has been 

editing CRI's magazine Criança Brazil TSUSHIN for 12 years.

稲谷 千妃呂
2008年、カノア・ケブラーダおよびモンチアズール保育
園でボランティア。日本で公立幼稚園、シュタイナー系幼
稚園勤務を経て、現在はドイツのバイリンガル幼稚園で働
いている。

Chihiro Inatani

Volunteered at Canoa Quebrada and Monte Azul in 2008. After 

working in kindergartens in Japan (one public, and another 

Waldorf), she now works at a bilingual kindergarten in Germany.

安藤 将
2003-6年、モンチアズールでボランティア。 日本で CRI事
務局、カノア・ケブラーダ（ブラジル）でのコミュニティセンター
建設プロジェクトを経て、エディンバラ（イギリス）のキャンプヒ
ルに移住。シュタイナー教師の資格を取得した後、2012年
よりドルナッハ（スイス）に移り住んで子育て中。

Massa Ando

Volunteered at Monte Azul from 2003 to 2006. After working 

for CRI's Japan office and working in Canoa Quebrada, Brazil to 

construct a community center, he moved to Camphill Scotland. 

After finishing his Waldorf teacher training course, he moved 

again to Dornach in 2012.

大嶋 敦志
ミュージシャン（アーティストネーム「蝸牛」）。2009年にモン
チアズールでボランティア。帰国後 CRI事務局を経て、現
在は創作料理のフードトラック経営。

Atsushi Ohshima

Musician with the artist name "KATATSUMURI".  Volunteered at 

Monte Azul in 2009. After working for CRI's Japan office, now 

runs a food truck serving creative cuisine.  

内村 真澄
米国サンブリッジカレッジで人智学を学ぶ。帰国後、バイ
オグラフィーワーカー養成コース修了。2010－ 2017年、
横浜シュタイナー学園英語教員。学園の子どもたちと、22

歳の娘、20歳の息子に多くを学ぶ。

Masumi Uchimura

Studied Anthroposophy at Sunbridge College in the US. After 

returning to Japan, became a certified biography worker. Worked 

at Yokohama Steiner School as an English teacher from 2010 to 

2017. Feels inspired by her 22-year old daughter and 20-year old 

son, as well as students from the school.

Working Groupワーキンググループ
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国立中央青少年交流の家
〒 412-0006 静岡県御殿場市中畑 2092-5

National Chuo Youth Friendship Center

〒 412-0006 Shizuoka Prefecture, Gotenba, Nakabata, 2092‐5

メイン・フォーラム会場（国立中央青少年交流の家、御殿場）
2018年 3月 31日 – 4月2日 March 31-April 2, 2018

Main Forum event venue (National CHUO Yout Friendship Center, Gotemba)
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身延山大学
〒 409-2597 山梨県南巨摩郡身延町身延 3567

Minobusan University

3567 Minobu, Minamikoma District, Yamanashi Prefecture 409-2524

大学 聖園駐車場
（臨時）

プレ・フォーラム会場 （身延山大学、山梨県）
2018年 3月29日 – 30日

Kitano bou/pilgrims' lodge

Kuonji Temple

Minobusan University

Hijirien parking lot

March 29-30, 2018

Pre-forum event venue(Minobusan University, Yamanashi)


