
青少年国際交流事業事後活動推進大会 

日本青年国際交流機構第３３回全国大会 

第２４回 青少年国際交流全国フォーラム岡山大会  

開催要綱 

 

１． 目的 

 内閣府、地方公共団体等の行う青少年国際交流事業の既参加青年が集まり、地域における事

後活動の推進状況を報告するとともに、全国的な事後活動をさらに充実させるための方策につ

いて積極的に意見交換を行い、既参加青年相互の交流と研さんを図り、今後の国際交流活動及

び地域社会における諸活動の推進に貢献するとともに、国際交流活動を一般の方にも紹介して

いくことを目的とする。 

 

２． テーマ 

『国際交流活動を通して、持続可能な社会をつくろう』 

～東西融合する倉敷美観地区で地域の国際交流について考える～ 

 グローバル化が進む現代においては、様々な物事が国境を越えた動きとなり、世界の出来事が地

域に影響し、地域からの発信が世界をめぐります。こうした時代において、国や地域の代表として

国際社会での体験を得た青少年たちの果たす役割はますます大きくなっています。全国の皆さんと

ともに、人材育成を基本としつつ、あらゆる分野を題材にして活動に取り組み、世界とのつながり

によって自国の各分野を活性化するために貢献できる力を結集しましょう。 

 本大会では、ESDと東西融合の風土がある岡山・倉敷で、持続可能な社会づくりを推進している

方々による基調講演会や分科会、事後活動報告などを通して、IYEOの活動と ESDという世界共通認

識が繋がっていることを確認し、私たち一人一人や各団体がそれぞれの状況で、地域の課題をどの

ように解決できるかを考えるとともに、自らが持続可能な社会づくりの担い手だという意識をより

高くして行動化することをめざします。 

 ESD（Education for Sustainable Development: 持続可能な開発のための教育）とは、「将来の

世代を含む誰もが安心して暮らせる社会をめざして、環境、経済、社会など様々な問題を自分のこ

ととしてとらえ、あらゆる世代で学び合い、よりよい地域づくりに取り組む人の輪を広げ、未来の

ことを考え行動する人づくりの取組」（岡山市 HP）です。岡山市では、2005 年「国連 ESDの１０

年」をきっかけに、「岡山 ESD推進協議会」を結成し、その後も公民館、学校、地域活動、NPO、

大学、企業など多様なセクターや関係者がゆるやかにつながり、「岡山 ESD プロジェクト」を推進

しています。また、倉敷市は 1642年に江戸時代幕府直轄地である天領となり、漆屋作りの町屋や

白壁土蔵造りを中心とする町並みや繊維産業の発展などで栄えた後、その再興において、大原孫三

郎氏をはじめ地元の社会実業家が中心となり、西洋文化も取り入れながら、倉敷紡績（クラボ

ウ）、大原美術館、倉敷中央病院、私立倉敷補修学校（現：倉敷商業高校）の設置、倉敷美観地区

の町並み保存や人材育成などの地域課題に取り組んできたのです。岡山・倉敷におけるこうした取

り組みは、国際的な視点やユース・人材育成を重視した IYEOの活動と同じく、まさに ESDの実践

といえます。 

 以上の趣旨をふまえて、基調講演には公益財団法人大原美術館名誉館長大原謙一郎氏をお迎え

し、「大原美術館の働き方－持続可能な社会に向けて－」と題しお話をいただきます。また、「暮

らしと持続可能性」「文化・知恵の継承」「地域の価値発見」「平和と交流」をサブテーマに１１

分科会を設定しました。地域活動や国際交流活動が持続可能な社会づくりの担い手を育成する活動

になるべく参加者同士でネットワークやアイディアを共有するとともに、ESD や SDGs

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の世界的な視野をもって、これからの

それぞれの地域で IYEOとして活動することを確認します。 

 



３． 主催 

内閣府 日本青年国際交流機構 一般財団法人 青少年国際交流推進センター 

岡山青年国際交流会 
 

４． 後援（予定） 

岡山県 岡山市 倉敷市 岡山県国際交流協会 岡山県国際団体協議会 倉敷市国際交流協会  

山陽新聞 OHK岡山放送 岡山県教育委員会 岡山市教育委員会 倉敷市教育委員会  

岡山 NPOセンター 岡山 ESD推進協議会  
５． 主管 

日本青年国際交流機構第３３回全国大会岡山大会実行委員会 
 

６． 期日 

平成２９年１１月２５日（土）～ ２６日（日） 
 

７． 会場 

＜メイン会場＞ 

 倉敷アイビークスクエア 

 〒710-0054 岡山県倉敷市本町 7番 2号    (086)422-0011 

  ＜サブ会場＞ ※一部の分科会で使用します 

 倉敷物語館 

 〒710-0055 岡山県倉敷市阿知２丁目２３−１８ (086)435-1277 

 くらしき伝 

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知２丁目１８−２２  (086)476-1822  
８． 対象者 

内閣府、地方公共団体などが実施した青少年国際交流事業の既参加者、国際交流に関心のある

青少年等  
９． 問い合わせ先 

日本青年国際交流機構第３３回全国大会岡山大会実行委員会実行委員長 竹島 潤 

 ＴＥＬ  080-5234-6534  ＦＡＸ (086)238-5195 

 E-Mail  okayamaiyeo@hotmail.co.jp  
１０． 参加費 

○ 全日程参加：講演会＋分科会＋懇親会＋宿泊 参加 

 大人（中学生以上） 18,000円（シングル使用 20,000円） 

 大人（中学生以上） 17,000円 *部屋にお風呂がない場合 

 子供（小学生）   12,000円  

 子供（小学生）   11,000円 *部屋にお風呂がない場合 

＊お部屋のタイプは、シングルかツインもしくは和室（３〜５名同室）となります。 

＊すべてのご宿泊者が、大浴場をご利用いただけます。17:00〜24:00/6:00〜9:00 

○ 日帰り参加：講演会＋分科会+懇親会 参加 

 大人（中学生以上）  9,000円  子供 3,000円 

○ 日帰り参加：講演会＋分科会 参加 

 大人（中学生以上）  3,000円  子供 無料 

○ 日帰り参加：講演会のみ参加 

 大人（中学生以上）  1,000円  子供 無料 

 



※参加費には会場へ往復の交通費は含まれません。交通手段の手配は参加者各自でお願いします。  

※岡山空港から JR 倉敷駅まで空港連絡バスがあります。メイン会場は JR倉敷駅から徒歩１５分です。 

※倉敷アイビースクエア内にお子様が遊べるキッズスペース（基調講演〜分科会の時間）があります。 

 ご利用の方は事前にお申し込みください。保険料と利用料の実費（800 円程度）が必要です。 

※分科会４と７の参加者は、材料費がそれぞれ必要です。 定員がある分科会は定数に達し次第締め切ら

せていただきます。 
 

１１． 参加申し込み 

基本的に下記専用 WEBサイトからお申し込みください。もしくは参加申込書に氏名、住

所、性別、参加人数、懇親会参加、宿泊希望、を明記の上１１月１０日（金）までに、下記の

申し込み先にお申し込みください。 

参加申込書は、 （http://www.iyeo.or.jp/ja/schedule/index.html ）からダウンロードで

きます。早めのお申し込みとお振込みにご協力をよろしくお願いします。一週間前からキャン

セル料金が一部発生しますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 
 

【申し込み先】 ①専用 WEBサイト： https://goo.gl/forms/8zjvE78xqgbqpRLl2 

     ②E-Mail：okayamaiyeo@hotmail.co.jp 

            ③TEL:090-9466-5214 FAX ： (086)465-5824 

  【振 込 先】 口座名義人：第３３回全国大会岡山県大会実行委員会 会計 三浦紘忠 

 ＜他金融機関からお振込みされる場合＞ 

  ゆうちょ銀行 五四八（ゴヨンハチ）支店  

  普通預金 口座番号 3959821 

 ＜ゆうちょ銀行からお振込みされる場合＞ 

  記号 15400 番号 39598211 

 ＊11月 22 日（水）までに参加費のお振込みをよろしくお願いいたします。 

１２． 日程  

 第１日目 １１月２５日（土） 

  (12：00～13：30 各ブロック国際交流事業関係者連絡会議) 

  12：30～13：30 受付 

  13：30～14：00 開会式 

  14：00～15：00 基調講演「大原美術館の働き方－持続可能な社会に向けて－」 

    公益財団法人大原美術館 名誉館長  大原 謙一郎 氏 

  15：00～15：15 記念撮影 

  15：30～17：30 分科会 

  18：00～19：00 チェックイン・休憩 

19：00～20：30 懇親会 

 

第２日目 １１月２６日（日） 

  7：00～  8：30 朝食、チェックアウト 

7：30〜 8：30 大原美術館特別企画モーニングツアー（オプショナル）*1 

  9：00～  9：30 日本青年国際交流機構 表彰式 

    9：30～ 10：10 帰国報告会 

    ・平成 28年度日本・中国青年親善交流事業 

    ・IYEOスリランカ教育支援プロジェクト 

                「One more Child Goes To School」小林真由美 氏 

mailto:okayamaiyeo@hotmail.co.jp


  10：10～ 10：45 岡山からメッセージ 

「国連持続可能な開発目標（SDGs）に貢献する人材育成へ」 

    国立大学法人岡山大学 

    副理事（国際担当）  横井 篤文 氏 

  11：00～ 11：30 閉会式 

  12：00～ 地域理解研修（オプショナル） 

  

 *1 お一人様 2,000円です。大原美術館（倉敷美観地区内）を解説員の案内で作品鑑賞ができ

ます。静かな館内を作品の解説付きでご覧いただけるまたとないチャンスです。ご案内できる

人数に限りがありますので、事前にお申し込みください。(先着 40名) 

 

１３． 分科会 ※詳しくは別紙をご参照ください。④⑦⑧は定員 20名、その他は定員 30名 

① ESD で創り出す私たちと地球の未来 無料 ⑦ 竹製品がつなぐもの 2,000 円 

② 出雲国たたら風土記 無料 ⑧ 建築から見る持続可能なまちづくり 無料 

③ 1粒の想いから大きな夢へ 無料 ⑨ 教育がつなぐ国際理解と交流  無料 

④ 日本茶を愉しむ 500 円 ⑩ 私たちができる平和活動 無料 

⑤ さあ、宝さがしに出かけよう！ 無料 ⑪ 大陸からの贈りモノ 無料 

⑥ 秋だ！祭りだ！素隠居だ！ 無料 
  

 

１４． 地域理解研修 各コース定員 45名 

A倉敷 無料  C総社 3,500 円 弁当代、体験費、交通費 

B児島 3,500 円 弁当代、体験費、交通費 D岡山 2,500 円 弁当代、体験費、交通費 

 

１５． 実行委員会   

実行委員長  竹島 潤 平成 28年度 地域課題対応人材育成事業 

              「地域コアリーダープログラム」(青少年ドイツ)  

 副実行委員長 斉藤 恵美 平成 16年度 第 17回「世界青年の船」事業 

 事務局長  長木 愛 平成 13年度 第 27回「東南アジア青年の船」事業 

 会計  三浦 紘忠 平成 24年度 第 34回日本・中国青年親善交流事業 

 委員  井本 亜希 平成 18年度 第 33回「東南アジア青年の船」事業 

 委員  吉岡 誠 平成 21年度 第 23回日本・韓国親善交流事業（副団長） 

 委員  志水 由和 平成 5年度 岡山県青年の翼（オーストラリア） 

 委員  末岡 聖史 平成 13年度 第 15回日本・韓国青年親善交流事業 

 委員  筒井 恵理子 平成 13年度 第 27回「東南アジア青年の船」事業 

 委員  長谷川 真紀 平成 7年度 第 22回「東南アジア青年の船」事業 

 委員  平田 優樹 平成 27年度 第 42回「東南アジア青年の船」事業 

 委員  田中 ちひろ 平成 28年度 第 38回日本・中国青年親善交流事業 

 委員  永野 雄一 平成 14年度 第 15回「世界青年の船」事業 

 委員  中村 英稔 賛助会員 

 委員  馬場 絵理子 賛助会員 

 委員  花房 見帆 賛助会員 

 中国地方（島根県・鳥取県・広島県・山口県）IYEO 会員にもご協力いただいています。 
 

１６． 本大会では、IYEO 主体の東北・熊本における復興支援活動に対して、次の企業様からご協

賛をいただく予定です。 

石原果樹園、大原美術館ミュージアムショップ、株式会社テオリ、とら醤油株式会社、 

丸五株式会社、三宅商店カフェ工房、森田酒造 （五十音順：2017 年 10月現在） 


