
平成 29 年度 北信越ブロック青少年国際交流を考える集い開催要綱 

 

1．趣旨 

内閣府，北信越ブロック内の地方公共団体等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が，事後活動の情報交換を行うとともに，地域，職場

等における事後活動の推進，国際交流及び国際親善についての研究協議を行うことによ

り，青少年の育成，国際交流及び国際親善の促進に寄与することを目的とする。 

 

2．テーマ 「Think Globally, Act Locally！～グローバル社会に活躍するグローカル人材を

育成しよう！」 

   いま世界は大きな変化の中にある。アメリカでの新大統領の就任、イギリスでの EU

離脱、テロ事件の頻発。変化が大きく、先が見えにくい時代である。そのような中で、や

はり目指していかないといけないのは、多様な価値・文化が共存できる社会、そして持

続可能な発展ができる社会をどう作っていくか？ということではないだろうか？ 

そのような社会をつくるための人づくり、教育が重要視されていく時代にこれからな

っていくと思われる。そこで、今回のブロック大会のテーマを「Think Globally, Act 

Locally！～グローバル社会に活躍するグローカル人材を育成しよう！」とした。“Think 

Globally, Act Locally”（地球規模で考え、足元から行動せよ）は、経営の神様、ピータ

ー・ドラッカーの名言として知られるコンセプト。この言葉を実践できる「グローカル人

材」へのニーズが、分野や業種を問わず高まっている。「グローカル」は、グローバルと

ローカルを組み合わせた造語で、「グローカル人材」とは、国際社会で通用する能力やグ

ローバルな視点、経験をもって、地域社会・地域経済（ローカル）の活性化および持続的

発展に貢献する人材のことである。 

グローバルな視点では、伊藤通子さんの「国連『持続可能な開発目標』と地域と人づく

り」と題しての基調講演から学びたい。また、ローカルな視点では、分科会１の本郷優子

さん、分科会２のダルマ・ラマさんからの話題提供から学びたい。 

グローカル人材をいかに育てるかを参加者みんなで一緒に考え、大いに議論し、これ

からの社会づくりへの新しい一歩となることを期待するものである。 

 

3．主催 

内閣府 

日本青年国際交流機構 

(一財)青少年国際交流推進センター 

富山県青年国際交流機構 

 

4．後援 

富山県 富山市 （公財）とやま国際センター 富山市民国際交流協会 

 

5．主管 

   平成２９年度「北信越ブロック青少年国際交流を考える集い」実行委員会 

 

6．期日 

   平成２９年８月１９日（土）～２０日（日） 

 

7．会場 

  富山県民共生センター サンフォルテ 

〒930-0805 富山市湊入船町 6－7  TEL 076-432-4500  FAX 076-432-5525 

  とやま自遊館 ※懇親会、宿泊場所 

〒930-0805 富山市湊入船町 9－1  TEL 076-444-2100  FAX 076-444-5541 

  

8．参加対象者 

   内閣府，各ブロック内の地方公共団体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．問合せ先 

「北信越ブロック青少年の国際交流を考える集い」実行委員会事務局 

  住所 〒939-0274 富山県射水市 153-5 

E-Mail： iyeo_toyama@hotmail.co.jp 

 

10．参加費 

全日程参加（宿泊・懇親会費込、1 泊 2 日朝食付）  

シングルルーム 15,000 円 ツインルーム 14,000 円 和室４～６名同室 12,000 円 

※シングル、ツインは数に限りがあります。 

小学生 10,000 円 幼児（３歳以上就学前、添寝）1,100 円  ２歳以下は無料 

1 日目参加（懇親会費込）   

6,500 円、小学生 4,500 円 幼児（３歳以上就学前）、２歳以下は無料 

講演会・分科会のみ参加  会員 ５００円、一般の方 無料 

※分科会３参加者は、材料代として 500 円が必要です。 

※参加費には会場までの往復の交通費は含まれない。交通手段の手配は参加者各自で行うも

のとする。 

 

11．参加申込み 

  参加申込書又はメール、または FAX にて，氏名，住所，希望する分科会，地域理解研修

参加の有無，家族・友人参加の有無，懇親会参加の有無，宿泊希望の有無，参加事業（年

度）を明記の上，８月５日（土）までに，下記まで郵送又はメールにてお申込みください。 

【申し込み先】 ①郵送 〒９３９－０２７４ 

富山県射水市小島１５３－５ 

富山県青年国際交流機構事務局 飯田 良智 

       ②メール iyeo_toyama@hotmail.co.jp 

       ③FAX ０７６－４７９－０９５０（杉木） 

【振込先】 

   北陸銀行北電ビル出張所 普通預金 口座番号 5001170 

   口座名義：IYEO 富山 

 

12. 日程 

   第１日目 8 月 19 日（土） 

     12：30～14：00  北信越ブロック国際交流事業関係者連絡会議 

     13：00～14：00  受付 

     14：00～14：20  開会式 

     14：30～15：45  基調講演 

     16：00～17：30  分科会 

     18：30～20：30  懇親会 

 20：45～     地域理解研修（オプショナル） 

富岩運河環水公園散策 ＆ 富山県美術館屋上等見学 

 

   第２日目 8 月 20 日（日） 

9：30～10：45   帰国報告会、日本青年国際交流機構の特色ある活動報告等 

10：45～11：15   閉会式 

11：45～      地域理解研修（オプショナルツアー）  

               Ａコース 富岩運河クルーズで「水のエレベーター」体験 

  Ｂコース 海王丸「総帆展帆」畳帆見学＆ランチ 

               C コース 富山湾海鮮ランチ＆ライトレール DE 市内散策  

 

基調講演 「国連「持続可能な開発目標」と地域と人づくり(ESD)」 

 講師 伊藤 通子さん (特活)持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J）事務局長 

東京都市大学 環境学部 客員研究員 

 



プロフィール   

1979 年~2014 年 国立高等専門学校機構 富山高等専門学校 勤務 

1984 年 総理府青年海外派遣事業アフリカ第 2 班団員 

1993 年 日本青年会議所国際部門「とやま TOYP」大賞 

1999 年 富山県草の根国際交流賞 

2002 年 高専教育・教育研究分野「文部科学大臣賞」 

2014 年~2016 年 東京大学大学院 新領域創成科学研究科環境システム学専攻 特任研究員。 

概要   「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals: SDGs）が注目され

ています。国連が、人間、地球及び繁栄のための行動計画の中で目標として掲げた

もので、未来をつくるために、行政から企業や学校、NPO まで、あらゆる立場の

人々が取り組むべき目標として話題になっています。私たちには何ができるので

しょうか。自分の暮らす街の環境や抱えている問題と日本や世界の課題がつなが

っていることを知って、様々な人たちと立場を超えて学び合い協力し合って一つ

ひとつを解決していく、そういう力を育もうというのが ESD という人づくりの活

動です。地域、企業、学校での「人づくり」に ESD の視点を盛り込みませんか。 

 

分科会① 地方発の環境保全活動とＧ７富山環境大臣会合～地方都市で開く国際会議～ 

 講師  本郷 優子さん 富山県総合政策局企画調整室主幹 

概要  友好提携先アメリカ・オレゴン州政府への職員交換派遣、国連環境計画北西太平

洋地域海計画(UNEP-NOWPAP）への出向などを経て、H28 年 5 月に富山で開催

された G7 富山環境大臣会合の準備担当された本郷さんに、環境保護への取り組

みや、また国際会議を数々担当された経験より、国際的な事業開催のためのポイ

ントを学ぶ。 

 

分科会② 曼荼羅、そしてネパール地震復興支援活動～富山とネパールの架け橋として 

 講師  ダルマ・ラマさん 曼荼羅・仏画師 富山ネパール文化交流協会会長 

概要  曼荼羅・仏画師として教室を主宰するかたわら、国際交流・国際理解のための様々な

事業で活動。また、ネパール地震後は富山ネパール文化交流協会会長として、支援活

動をされているダルマ・ラマさんに、ネパールのお話、曼荼羅、そして、ネパールの現

状をお話いただきます。 

 

分科会③ 世界のお菓子作り 「オーストラリア ＆ スペイン」  

 講師  碓井エリザベスさん、ソフィア・パストル・マタモロスさん（とやま名誉友好大使） 

 参加費 500 円 

概要  外国の講師の方をお迎えし、お菓子作りを通し、文化を学びながら、国際交流を

楽しみます。  

 

13．地域理解研修  

8 月 19 日（土）２０：４５～ 

富岩運河環水公園散策＆富山県美術館屋上等見学 

内容   富岩運河環水公園は、富山市の中心部に位置する都市公園で、富岩運河両岸

に遊歩道や芝生のスロープがあり、憩いの場と水に親しむ環境になっていま

す。また、園内には、全世界のスターバックス店舗の中から、優れたデザイン

の店舗に贈られる最優秀賞を受賞した「スターバックスコーヒー環水公園店」、

フレンチの鉄人坂井宏行シェフ監修のフレンチレストラン「ラ・シャンス」が

あります。富山県美術館は屋上から環水公園や美しい眺望を四季折々に楽し

め、公園に遊びに来る感覚でいつでも楽しめる美術館です。 

参加費 無料 

 

8 月 20 日（日）１１：４５～ 

Ａコース 運河クルーズ 富岩水上ラインで「水のエレベーター」を体験しよう！ 

内容  電気ボート「もみじ」にて環水公園⇔中島閘門（パナマ運河方式）間を往復し「水

のエレベーター」を体験します。中島閘門では操作室見学があります。 

    14 時 5 分解散予定。 



参加費 乗船料 1200 円 ＋昼食実費（とやま自遊館１F） 

定員  ５名 

※荒天時は実施されません。 

 

  Ｂコース 海王丸「総帆展帆」畳帆見学＆ランチ 

内容  海王丸は横浜みなとみらい２１に係留の日本丸の姉妹船。新湊大橋をバックに

帆を広げた美しい海王丸をお楽しみください。 

    15 時 30 分富山駅開催予定。※14 時 30 分現地終了 

参加費 海王丸乗船料 400 円 +昼食代実費 1500 円程度   

※荒天時は実施されません。 

 

   Ｃコース 富山湾海鮮ランチ＆ライトレール DE 市内散策  

内容  期間限定の食堂で、県内の漁協と連携して早朝に水揚げされた新鮮な海の幸を手

ごろな価格で提供する“富山湾食堂撰鮮” でランチ後、ライトレール“セント

ラム”に乗車し、新国立競技場を設計した建築家・隈研吾氏設計の「ＴＯＹＡ

ＭＡキラリ」等を散策します。 

 ※部分参加可 

参加費  ランチ実費、ライトレール代１回乗車 200 円、美術館入館料（希望者） 

 

14．実行委員会 

役職 氏名 参加事業 住所 

実行委員長 飯田 良智 第１３回青年社会活動コアリーダー育成プロ

グラム（2014年） 

射水市 

副実行委員長 杉木 芳文 第１６回青年の船（1982年） 富山市 

副実行委員長 日南田 美幸 第４回世界青年の船（1991年） 富山市 

副実行委員長 鈴木 信二 第１６回世界青年の船（2003年） 富山市 

事務局長 岡田 晃範 第２８回次世代グローバルリーダー「シップ・フォー・

ワールド・ユース・リーダーズ」（2015年） 

富山市 

委員 法邑 伸一 第８回青年海外派遣（1966年） 南砺市 

委員 松島 一郎 第９回青年海外派遣（1967年） 黒部市 

委員 野上 忠一 第１回青年の船（1967年） 富山市 

委員 坂井 鉄雄 第２回青年の船（1968年） 富山市 

委員 山岸 治江 第２回青年の船（1968年） 魚津市 

委員 川除 新一 第８回青年の船（1974年） 富山市 

委員 山田 耕作 第２回東南アジア青年の船（1975年） 高岡市 

委員 富樫 京子 第９回青年の船（1975年） 上市町 

委員 仲田 主計 第１３回青年の船（1979年） 富山市 

委員 谷内 六治 第１５回青年の船（1981年） 富山市 

委員 五十嵐 小百合 第１３回世界青年の船（2000年） 富山市 

委員 今村 哲朗 第１４回世界青年の船（2001年） 高岡市 

委員 今村 育代 第１４回世界青年の船（2001年） 高岡市 

委員 川田 知恵美 第１７回世界青年の船（2004年） 射水市 

委員 島田 祐子 第１２回国際青年育成交流（2005年） 射水市 

委員 柿本 知衛 第２８回日中親善交流（2006年） 富山市 

委員 東海 麻緒 第３０回日中親善交流（2008年） 氷見市 

委員 中村 小百合 第１３回青年社会活動コアリーダー育成プログラム（2014年） 砺波市 

委員 廣岡 弥咲 第２９回日本・韓国青年親善交流（2015年） 舟橋村 

委員 澤田 和秀 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」（団長）（2016年） 

富山市 

委員 中尾 有希 第３０回日本・韓国青年親善交流（2016年） 高岡市 

 


