
子どもの貧困×北欧・フィンランド
国際ユースフォーラム

International Youth Forum for The Next Child Poverty Action and Next Society

フィンランドと日本の若者が
一緒に次の社会を考える。
2019年は日本とフィンランドが外交関係を結んでから100年を迎えます。子どもの貧困対策を推進する公益財団法人あすのばでは、

同年1月「子どもの貧困対策法」施行5年を迎えるにあたり、日本とフィンランドの子ども・若者たちが交流・意見交換を通して学び合い、

次の新しい時代・社会を考えるための国際ユースフォーラムを初めて企画しました。

当日はフィンランドから若者も招き、日本に留学しているフィンランド学生などにも声をかけて一緒に私たちの社会について考えます。

ぜひ、あなたも一緒に考えるメンバーとして国際ユースフォーラムに参加してみませんか。

日程 2019年1月19日(土), 20日(日) ＜一般公開 19日(土)18:30～21:00＞

場所
国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟

（小田急線「参宮橋駅」から徒歩7分〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1）

Speakers From Finland （プレゼンテーション）

● Keynote Lecture 『フィンランドにおける子ども・若者支援

～子どもが豊かに育つ社会とは？』

平塚眞樹法政大学社会学部教授

● Presentation 『 Youth work practice in Helsinki:

Helsinki Youth Council and Youth Voice Editorial board 』

Helsinki Youth Council Member / Youth Voice Editorial Board Member

● Symposium『子ども・若者の声を社会に届けていくためには』

フィンランドの若者と日本の学生世代実行委員代表メンバー

主催 : 公益財団法人あすのば

後援：フィンランド大使館（日本・フィンランド外交関係樹立100周年）

東京都港区赤坂3-21-6 河村ビル6F 
TEL : 03-6277-8199 ｜ https://usnova.org

「子どもの貧困対策法」施行5年記念行事

フィンランドと日本の若者たちで一緒に考えよう！

教育や子育て支援などさまざまな取り組みで先駆的な「福祉国家」として日本で語られることが

多いフィンランド。そこで暮らす子ども・若者たちはどのようなことを考えているのでしょうか？

Youth Voice Editorial Board （若者の声編集委員会）

-メディアに対し若者の声をあげる活動を行う。若者たちが自
身の生活や社会に関する重要なことについて話すための場
と自由を生み出すことを大切にしている。

Helsinki Youth Council（ヘルシンキ若者協議会）

-若者の声を聴くためのヘルシンキ市におけるひとつの活動。
ヘルシンキで暮らす13歳～17歳の若者が行政に働きかけ、
市の意思決定をはじめとして社会に参加するためのグループ。

一般公開 19日(土)18:30～21:00 国際会議室

【定員100人】 一般参加者 大募集！※逐次通訳あり

若者向け 19日(土)14:30～16:30 第一ミーティングルーム

あすのばに関わる実行委員・学生世代による
Guidance / Joint Ceremony / Discussion など

【定員50人】 フィンランドと日本の若者参加者大募集！

通訳サポート予定。ほか翌20日(日) 9:00～15:00に交流
や東京都内エクスカーションも予定しています！

第一ミーティングルームほか
＜一般公開：国際会議室＞

参加費 １,０００円 申込み
あすのばウェブサイト、QRコード

先の応募フォームから（先着順）

お申込み
はこちら



「子どもの貧困対策法」施行 5 年 記念行事 

子どもの貧困×北欧・フィンランド 国際ユースフォーラム 実施概要 

International Youth Forum for The Next Child Poverty Action and Next Society 

 

 

 

 

 

 

 

【目 的】 

 本フォーラム（UPS 助成寄附活用事業）は、日本とフィンランドの外交関係 100 年およ

び「子どもの貧困対策法」施行 5 年を迎えるにあたり、日本とフィンランドの子ども・若者

たちが交流や意見交換を通して学び合い、次の新しい時代・社会を考えるために開催します。 

【日程・会場】 

2019 年 1 月 19 日(土)、20 日(日) 

 国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 ほか 

（小田急線「参宮橋駅」から徒歩 7 分 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1） 

日 程 主なプログラム 対 象 

1 月 19 日(土) 14:30 国際ユースフォーラム①＜第一ミーティングルーム＞ 

Guidance/Joint Ceremony/Discussion（～16:30） 
若者向け 

18:30 国際ユースフォーラム② ＜国際会議室＞ 

   Keynote lecture/Presentation/Symposium（～21:00） 
一般公開 

1 月 20 日(日) 9:00 参加者交流タイム＜センター棟 502＞ 

     東京都内エクスカーション（予定 ※15:00 解散） 
若者向け 

【定 員】①からの参加：50 人／②（一般公開）のみ参加：100 人 ※先着順 

【参加費】1,000 円 

※国際ユースフォーラム①からの参加者で宿泊を希望する若者は主催側で宿泊費を負担

します。「国立オリンピック記念青少年総合センター」宿泊棟での宿泊を手配します（申

込〆切 2019 年 1 月 17 日(木)まで）。なお、会場までの旅費の負担は原則ありません。 

※国際ユースフォーラム①からの参加者は別途食費が実費でかかります。食券などの用

意はありません。食事は館内外の食堂などで自由にお取りください。 

【対 象】高校・大学生世代の若者（一般公開は、若者以外もご参加いただけます） 

 ※国際ユースフォーラム①には通訳サポートを予定し、②（一般公開）には逐次通訳があ

りますが、それ以外の時間で参加者同士は原則英語で会話となっています。 

【主催・問い合わせ】 

公益財団法人あすのば  

東京都港区赤坂 3-21-6 河村ビル 6F／TEL:03-6277-8199/WEB: https://usnova.org 



About International Youth Forum by USNOVA foundation 

On January 17th, 2019, Japanese Child Poverty Act will mark its 5th anniversary since it has 

been enacted, and the next government's action plan is going to be revised next summer. 

To improve the promotion of poverty countermeasures, we believe that learning the practices 

of Finland is essential, and the achievements and problems found through the actions are 

going to give us the valuable views for the betterment. Furthermore, we expect that this 

international youth forum will be the opportunity to lead Japan’s action to be more effective 

towards the revision of the act and the next government plan.  

We hope the youth from Finland and Japan learn together through exchanges and opinions 

exchange. 

【Date】Saturday, January 19th, 2019 - Sunday, January 20th, 2019 (JAPAN) 

【Place】National Olympic Memorial Youth Center (Yoyogi, Tokyo) 

Access detail is https://nyc.niye.go.jp/en/access-train/ 

USNOVA Foundation; Who We Are 

USNOVA is the foundation established in 2015. We’re trying to make actions for child poverty 

in Japan with children and youth. The foundation's name "USNOVA" means "US", "NOVA" 

and sounds like the meaning of "create a new place for tomorrow" in Japanese. Child poverty 

is not only about economic problem but also complex challenges to social exclusion etc. We 

have 3 projects; research & advocacy, intermediary support, and child & youth support. 

 

 

 

 

 

-Research & Advocacy 

Aim to strengthen the public system to make actions for child poverty in Japan 

・Disclose the present situation of child poverty by research 

・Make detailed policy proposals based on the real voice of child and youth 

-Intermediary Support 

Aim to empower support groups and community supporters to support children 

・Build supporters' network all over Japan 

・Hold a workshop to improve the quality of each activity all over Japan 

-Child & Youth Support 

Aim to support children and youth both materially (economic support) and mentally 

(empowerment). 

・Hold a camp for children and youth 

・Give temporary grants before going on to the next stage of education 

https://nyc.niye.go.jp/en/access-train/


Program Outline 

It is the first time to hold International youth forum by USNOVA. Our foundation really hopes 

it will be meaningful chance for young of Finland and Japan in this forum, and this forum is 

preparing with foundation's youth member. 

OUR MISSION: to think together about our society with young of Finland and Japan. 

January 

2019 
Activities Remarks 

19th(Sat) 

 

 

 

 

 

14:30 International Youth Forum 

 (FOR YOUTH MEMBER) 

 Guidance/Joint Ceremony/Discussion 

 

18:30 International Youth Forum 

(PUBLIC EVENT) 

Keynote lecture/Symposium/Closing 

Ceremony (~21:00) 

at National Olympics Memorial 

Youth Center; International 

Exchange Building 1st Meeting 

Room 

at National Olympics Memorial 

Youth Center; International 

Exchange Building International 

Conference Room 

20th(Sun) -Lecture for Youth or Exchange meeting 

-Excursion in Tokyo (practices of Japan) 

~15:00(send-off) 

at National Olympics Memorial Youth 

Center; Central Building 502 

 

*the above schedules are subject to change. 

Fees 

1,000 JPY (and you need pay food expenses yourself) 

*USNOVA supports hostel expenses (National Olympics Memorial Youth Center 19th). 

Application 

You can applicate from http://urx3.nu/OuBP or QR code.  

More information and Inquiries 

USNOVA accepts applications from 4 youth who wish to participate International youth 

forum by USNOVA. 2 youth is from University of Helsinki (through Japanese language 

university instructor Rie Fuse), 2 youth and 1 youth worker (or adult supporter) is from city 

of Helsinki (through youth work section; planning officer Meiju Hovi). 

*International Finnish students in Japan can also participate in the International Youth Forum. 

Please contact USNOVA foundation. 

-Inquiries 

USNOVA foundation (planner staff’s name: Masaki Murao); Email: murao.m@usnova.org 

Address: Kawamura Bldg. 6F, 3-21-6, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan 

 

http://urx3.nu/OuBP


Speakers From Finland （プレゼンテーション） 

＜Helsinki Youth Council（ヘルシンキ若者協議会）＞ 

-若者の声を聴くためのヘルシンキ市におけるひとつの活動。ヘルシンキで暮らす 13 歳～17 歳

の若者が行政に働きかけ、市の意思決定をはじめとして社会に参加するためのグループ。 

   

Helsinki Youth Council is an annually elected group that consists of 30 youngsters (aged 13-

17 yrs.), whose task is to work together with the decision makers, youth of Helsinki and youth 

workers to make sure that the youth’s participation system in Helsinki works effectively and 

reaches as many people as possible. 

This Council is important for the youth of Helsinki, since it participates in the city’s decision-

making and, for example, works with public servants and politicians to get decisions made. 

The Council also goes through and discusses about the youth initiatives, and the people sitting 

on board of the Council can also make their own initiatives. We work on different municipal 

committees, and we meet for example different department managers of Helsinki. 

The Youth Council is one of the few ways in Helsinki to get the youth’s voice heard. 

＜Youth Voice Editorial Board （若者の声編集委員会）＞ 

-メディアに対し若者の声をあげる活動を行う。若者たちが自身の生活や社会に関する重要なこ

とについて話すための場と自由を生み出すことを大切にしている。 

   

The main goal of Youth Voice Editorial board is to raise the voice of the youth in the mainstream 

media. 

We also train the youth critical media skills//It is a hobby. Anyone can join in between the ages of 

13 and 20! No skills needed, everyone learns the needed skills during the process. //We do 

newspaper articles, blogs and reports that the youngsters feel important. //The stories are 

published in the mainstream media alongside the other news. //The Youth Voice Editorial Board 

has two facilitators/youth workers employed by the city, who are also professional journalists. 

-However, workers do NOT make any decisions at the Board. The youngsters make them! 

We don’t do this to train future journalist – tough some of them end up being very popular 

journalist in media, some of these youngsters end up in politics and the rest somewhere else. The 

most important thing is to give the space and freedom to the youth to talk about the important 

things in their life and society. And give them the chance to make a difference in this society. 


