
平成 29 年度 近畿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、近畿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共に、地域、職場等に

おける事後活動の促進、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 

『交流から始まる未来、今、世界をひとつに！』 

  

 国際交流や国際親善が世界中で注目を浴び、その大切さをみんなが認識しているにも

かかわらず、一方では国際紛争が勃発し、核開発疑惑や国際的な緊張状況が続いている。 

それぞれの国が抱えている課題や歴史があるなかで、世界は理想通りの平和で明るい方

向に向かっているとは言いがたいのが現実である。 

 しかし、私たちは様々な課題に対応すべく研究を重ね「国際交流」をツールとして理

想の平和社会の構築と国際親善の促進を目指していきたく思う。 

 今回は、国際交流をテーマにアメリカ ニューヨーク在住の源和子氏を基調講演に招き、

国際交流を推進し、平和と尊い命について考える機会としたい。氏は NY9.11 追悼施設

日本語ボランティアガイドをつとめ、「サダコ」の名で世界に知られた広島の原爆被爆者

の佐々木禎子さんの遺族の意思を受け継ぐ遺族と共に「サダコの折り鶴」を各地に広め

る平和促進活動の現地コーディネーターをつとめている。その繋がりから「サダコ鶴」

の行方を見つめ、人々との交流を通して学び、考えたことなどを教えていただく機会と

したい。 

また、源氏が関わっている日米友好団体のジャパン・ソサエティーと当地で組織され

ている『ジャパン・ソサエティー 有田委員会』が主体となって行っている日米の交換訪

問や交流についても紹介していただき、今後の世界平和と国際交流や親善のあり方を考

える機会とする。 

 分科会では、『ジャパン・ソサエティー 有田委員会』のメンバーと共に、互いの国際

交流の経験を基に、世界の諸問題や世界平和、真の交流を考えるワークショップを開催

し、次世代に引き継がなければならない課題を明らかにし、問題解決能力を養い、国際

親善と世界平和に貢献していきたい。 

また、和歌山での国際交流の原点でもあり教育者でもあった濱口梧陵の足跡を訪ねる

分科会や、世界的調味料となった醤油は本開催地が発祥の地でもあることを踏まえ、地

域の特徴、特産物を理解する分科会も行う。 

 

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、 

海友会 

 

4．主管：平成 29 年度「近畿ブロック青少年国際交流を考える集い」実行委員会 

 

5．後援（予定） 

和歌山県 和歌山県国際交流協会 有田市 有田川町 湯浅町 広川町  

NPO 法人日豪友好協会、有田市教育委員会 



 

6．期日 

平成 30 年 1 月 13 日（土）～1 月 14 日（日） 

 

7．会場 

（会場名）  鮎茶屋 http://www.arida.co.jp/index.html 

（会場住所） 〒649-0312 和歌山県有田市星尾 37 番地 

（電話番号） 0737-88-5151  （FAX 番号） 0737-88-7543 

 

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 

近畿ブロック青少年国際交流を考える集い実行委員会 事務局長 三角治 

     TEL 090-8167-7075 

     FAX 0737-22-4951  E-Mail sgsc@arida-net.ne.jp  

 

10．参加費 

 宿泊（全日程参加） 11,000 円（懇親会費込、1 泊 2 日朝食付） 

（但し、希望によりシングル 13,500 円、ツイン 12,000 円が利用で  

きますが、数に限りがあるのでご希望はお早めにお願いします。） 

             4 歳以上小学生 3 年生以下   5,000 円 

 日帰り参加（講演会、分科会のみ参加）   500 円（分科会②及び③は別途料金発生） 

         （講演会、分科会、懇親会）  6,000 円  

 ２日目のみ参加 500 円       

 

11．参加申し込み 

 参加申込書に氏名、住所、性別、連絡先（電話番号等）、参加人数、懇親会参加の有無、 

 宿泊の有無を明記の上、１２月１５日（金）までに、下記まで郵送、Email、FAX の 

 いずれかでお申込み下さい。 

 【申し込み先】 ①郵送 

          〒643-0801 

           和歌山県有田郡有田川町徳田 183-16 

            （社）絵本まちづくり協会様方 

                      海友会有田ブロック事務局  

           ②Email sgsc@arida-net.ne.jp 

                  ③FAX 0737-22-4951 

  【振込先】 

   紀陽銀行湯浅支店 普通預金 口座番号５２２６４８ 

   海友会有田ブロック 会計 生駒雅昭 



 

12．日程 

  第１日目 １月１３日（土） 

     11：15～12：45 国際交流事業関係者連絡会議（会場：鮎茶屋２F 小研修室） 

          12：30～13：00 受付 

          13：00～13：30 開会式 

          13：35～14：45 基調講演「平和と尊い命のために、今、国際交流を考える」      

                                講師：源 和子氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     15：00～17：00 

 分科会①「世界平和と国際交流を考えるワークショップ」 

           講演会を受けて、平和と国際交流を考えるワークショップ。 

  

               分科会②「醤油を世界の調味料に！海外シェフと醤油の関係を探る」 

「醤油」の発祥の地は「和歌山県有田地域・湯浅」。その醤油を世界 

に広めていく取り組みの紹介と醤油蔵見学。また、醤油を育む重要伝

統的建造物群保存地区である湯浅の古い街並み

を訪ねる。 

参加費 1,500 円（湯浅醤油付き：限定 10 名） 

 

    
         

        分科会③「世界に目を向けた濱口梧陵と稲村の火の館を訪ねる」 

           教科書にも登場した「稲村の火」で有名な梧陵記念館を訪ねる。濱

口梧陵は幕末から世界に目を向けた偉人としても有名。その足跡を

学ぶ共に、併設されている「津波防災センター」で、津波等の防災

について学ぶ。参加費 1,500 円（ｼｱﾀｰ見学料金等含 限定 10 名）           

 

 

 

 

 

 

講師プロフィール 

1963 年奈良県生まれ。1990 年渡米、1994 年ニューヨ

ーク市立大学バルーク校卒業。卒業後、ニューヨーク市

内？の日系テレビ局勤務。1999 年よりニューヨークの

非営利団体ジャパン・ソサエティーに勤務。2007 年よ

り 9.11 追悼施設日本語ボランティアガイド、同年より

「サダコの折り鶴」を各地に広める平和促進活動の現地

コーディネーター、通訳。 

 



 

          17：00～18：30   休憩、ﾁｪｯｸｲﾝ、会場内の温泉施設入浴等。 

     18：30～21：00  懇親会 

 

  第 2 日目 １月１４日（日） 

    8：00～8：45   朝活（希望者のみ） 

              少し遅い初詣を紀州藩ゆかりの須佐神社で。災難除の神 

に詣でて一年を大過なく過ごしましょう。 

      9：00～10：30     帰国報告会及び活動報告  

① 報告者：土山德泰（ドイツ派遣団団長） 

平成 29 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」高齢者分野 

② 報告者：新谷謙大 

平成 28 年度次世代グローバルリーダー事業 

シップ・フォー・ワールド・ユース・リーダーズ 

「世界青年の船」 

③ 海友会・和歌山オーストリア青年交流事業 

      10：40～11：00     閉会式 

          11：30～17：30     地域理解研修 

                                鈴木姓の発祥である藤白神社、庭園がきれいな酒蔵、伝

統工芸の漆器と黒江の街並み散策など、和歌山のちょっ

と珍しい名所の研修です。帰りは JR 和歌山駅で解散。 

【コース】 

昼食（有田市名物魚料理）→中野酒造「酒蔵と日本庭園」

→藤白神社→ 漆器うるわし館→黒江の街並み→JR 和歌

山駅 

           【参加料 3,500 円 交通費、昼食、見学料込み 事前申

し込み必要】  

 

13．実行委員会 

    実行委員長 藤岡  省作  平成 10 年度和歌山県青年海外派遣団  有田川町 

    副実行委員長 山崎  佳彦  昭和 51 年度第 10 回青年の船     有田市 

    事務局  三角   治  一般                 有田川町 

    事務局会計 生駒  雅昭  昭和 49 年度和歌山県青年海外派遣団  有田川町 

    委員  生駒  正剛  平成 8 年度第 17 回近畿青年洋上大学  有田市 

    委員  山崎   明  昭和 56 年度和歌山県青年海外派遣団  湯浅町 

    委員  坂東  大介  平成 14 年度第 23 回近畿青年洋上大学 湯浅町 

    委員  栗山  和也  昭和 53 年度第 12 回青年の船     広川町 

    委員（広報）  栗須 奈央子  一般                 有田川町  


