
平成３０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（案） 
 

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 「人とのご縁で世界にジャンプ！」 

 近年、人とのつながりが持つ価値が見直されています。2010年に放映された NHKスペシャ

ルをきっかけに「無縁社会」という言葉が広く浸透しました。「無縁社会」とは、家族や地域

などにおける人との絆が薄れ、孤立する人が増える社会を指しており、社会問題となってい

ます。 

 今回、北信越ブロック大会が開かれる長野市は、「ながのご縁を」をキャッチフレーズにま

ちづくりを行っています。それは長野市が人とのつながりを大切にする町だということを表

しています。善光寺を中心とした門前町で、「一生に一度は善光寺参り」の言葉からもわかる

ように、江戸時代から県内外、沢山の人が長野の地を訪れました。また 1998年の冬季五輪開

催やスノーモンキーなどの国際的な人気により、外国人観光客の訪問も近年急速に増えてい

ます。このように長野には、人とのご縁を大切にする風土が根付いています。 

 本大会は、人との出会いを参加者に提供します。一日目に開催される「ワールドスタディ

カフェ 2019」は長野県 IYEO の自主事業であり、2006年より毎年開催し、今年で第 14回目を

迎えます。これは内閣府青年国際交流事業参加者だけでなく地元の方々にも開かれた事業で

あり、様々な人との交流を深め、国際交流・協力に興味がある人のための学びの場を提供する

ことを目的として開催しています。 

基調講演では、長野市生まれでインド工科大学客員准教授である山田真美氏をお迎えしま

す。山田氏は、人とのつながりを大切にすることで次々と新しい道を切り開き、誰にも真似

できないキャリアを歩んでいる方です。また、今年度の内閣府青年国際交流事業参加者の帰

国報告も実施します。二日目の分科会では、長野市の中心市街地のコミュニティづくりを行

う人など、地域で活動する方から話を聞く機会を設けます。これらを通じて、参加者が新し

い価値観やつながりをもち、世界に行動を起こしていく力を得ることを本大会のねらいとし

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 

長野県青年国際交流機構 

 

4．後援 

   長野県、長野県教育委員会 

 

5．主管 

   平成 30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 31年 3月 9日(土)～10日(日) 

 

7．会場 

  《開会式・基調講演》 

   モリヤホール 

   長野県長野市南千歳 1-3-12アイビースクエアビル 3Ｆ 



   ℡：026-229-6035 

 

《懇親会》 

   新小路カフェ 

   長野県長野市東町 142-2SHINKOJI北棟 1F 

   ℡：026-217-0170 

   rifare-web.com/cafe/ 

 

  《宿泊》 

   中央館 清水屋旅館 

   長野県長野市大門町 49 

℡：026-232-2580 

http://www.chuoukan-shimizuya.com/ 

 

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 

   事務局長     新井 美貴子 携帯：080-9263-0121 

長野県 IYEO 会長 山岸 真梨子 携帯：090-3339-9807 

FAX : 026-292-9511(樋口敦子 宛) E-Mail : iyeonagano＠yahoo.co.jp 

 

10．参加費 

宿泊（全日程参加）早割（2/15迄）10,000円  通常(2/28迄) 12,000円 

学割（大学生以下） 8,000円（懇親会費込、1泊 2日朝食付） 

 9日 ワールドスタディカフェ 2019＋懇親会   4,000円   

ワールドスタディカフェ 2019   大人 1,000円 学生 500円 高校生以下、無料 

10日 モーニングトーク～閉会式    大人 1,000円 学生 500円 高校生以下、無料 

      

 ※分科会に含まれない飲食等の際には実費を負担していただきます。  

 ※日帰り参加の方は当日参加費をお支払いください。 

 

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、参加コース 

   （宿泊または日帰りコースのうち懇親会、講演会、分科会）、分科会と地域理解研修の希

望、参加事業名（IYEO 会員の方）を明記の上、2 月 28日までに、下記までお申込み下さ

い。宿泊の方は入金確認をもって申し込みを確定致します。 

 

【申し込み先】  

① Googleフォーム 

https://goo.gl/forms/oQlDpYRH115qT8MJ3 

② Emailにて iyeonagano@yahoo.co.jp 

③ FAXにて  026-292-9511 (樋口敦子 宛) 

 

【振込先】 

ゆうちょ銀行 口座名：長野県青年国際交流機構へ振込 

 他の金融機関から振込：ゆうちょ銀行 店名：〇五九 当座：0015965 

 郵便局から振込：ゆうちょ銀行 口座番号 00530-2-15965  

         加入者名：長野県青年国際交流機構 

    

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FoQlDpYRH115qT8MJ3%3Ffbclid%3DIwAR052VOJ8WEEsimCAKe-PBHBW4E1sH30gqgAVGTjiMpQvfS39mmVzxrZARg&h=AT1_AKEldqILynBLu0TEYD7sfIFc8lvvCK2TSWkHq9oYdtXZmz2TEiKzCtRGscUhMGsBDgvRfTEYfepyeyefc7FNSl5KFAqfTGzBPWBzO71S_zacey7LMO1X9NZB6tagNcw
mailto:iyeonagano@yahoo.co.jp


12．日程 

   第 1日目 ３月９日（土） 

     11：30～13：00 国際交流事業関係者連絡会議（モリヤホール） 

     13：00～13：30 受付 

     ～ワールドスタディカフェ 2019～ 

     13：30～14：00 開会式 

     14：00～14：45 内閣府青年国際交流事業・帰国報告会 

15：00～16：20   基調講演 

講演テーマ「ご縁は一日にして成らず～今日の生き方が未来を決める」 

講師：山田真美（やまだ・まみ）氏 

作家・インド工科大学ハイデラバード校客員准教授 

長野市生まれ。3 か国・5つの大学で経済学、海洋学、インド哲学、密教学、人文 

科学を学ぶ。最終学歴はお茶の水女子大学大学院博士後期課程修了。学位は博士 

（人文科学）。「インド」の研究と「カウラ事件」の研究、全く異なる 2つの研究 

で広く知られる。また全インドマジックコンペのゲスト審査員を務めたマジック 

通でもある。主な著書に、ダライ・ラマ法王との対談を含む『死との対話』（スパ 

イス）、ベストセラーとなった英語攻略本『ブースケとパンダの英語でスパイ大作 

戦』（幻冬舎）、『運が 99％戦略は 1％ インド人の超発想法』（講談社）など。現在 

は弘法大師空海がテーマの小説を執筆中。趣味は茶道・温泉・神社仏閣めぐり。 

ウェブサイト「山田真美の世界」yamadamami.com 

 

     16：20～17：00 ワールドカフェ（参加者交流会） 

                      ワールドスタディカフェ 終了 

18：00～ 宿泊者 チェックイン 

     19：00～20：30 懇親会 

 

   第 2日目 3月 10日（日） 

     5：30～       地域理解研修①（善光寺お朝事体験） 

     7：30～8：30    朝食 

     9：00～9：30    モーニングトーク 

      テーマ： 家業再生 「畑から お皿まで。」 

スピーカー：株式会社八幡屋礒五郎 代表取締役 室賀豊（むろが・ゆたか）氏 

     1961年長野市生まれ。1985年㈲八幡屋礒五郎入社。元文元年の創業の七味唐辛子 

製造メーカーの九代目として生まれる。変化を嫌う社風に疑問を感じ、伝統的な商品 

や長年蓄積されたデザイン資産を再生し、品質改善を行い、商品政策を見直して、 

家業から企業へ転身させる。2007年より地元産原材料の生産を開始し、信州大学 

大学院農学研究科との共同研究で、中山間地向きの唐辛子品種を開発した。地元栽培 

を増やし地域の農業に貢献するとともに、「信州の七味唐からし」としての魅力を 

さらに高めたいと考えている。 

 

9：45～11：00  分科会 

 

①  「善光寺界隈でのコミュニティを創造する人たちを訪ねる」 

地域の人たちとのつながりを大事にしながら情報発信をしたり、古民家再生したレストラン・ゲス

トハウス・セレクトショップなどを経営する新しい感覚を持った若い人たちが、近年善光寺まわりに

は増えています。本分科会では善光寺門前で古い建物をリノベーションして事務所を起業した設計

士・宮本圭さんに、長野の新たな魅力を発信している人たちを案内してもらい、現在チャレンジして

いることや取り組みのきっかけなどを一緒に伺います。 

 

②  長野県民に愛され続ける郷土食「おやき」づくり（参加費：体験料 540円 ※先着 15名） 

おやきは代表的な長野県の郷土食。山に囲まれた寒い地域で米よりも小麦の栽培に適していたため

に、この食文化が根付いたといわれています。今回は郷土野菜・野沢菜とほっくり甘いあんこの二種



類の具材を包み、地元の名店「小川の庄」の囲炉裏で香ばしく焼いていただきます。おやきは素朴で

田舎らしい食べ物ではありますが、ヴィーガン（絶対菜食主義）かつハラール（調味料に配慮した場

合）という観点から考えると、世の中の最先端をいくグローバルな食べ物であり、その可能性を考え

る場を提供します。 

 

③  オープンマインドな国宝・善光寺案内＆ゆったり門前町歩き 

（参加費：拝観料、お戒壇巡り代 500円） 

長野市の名所といえば、善光寺。その本堂には、撫でるだけで病気が治ると信じられている「びん

ずる像」が安置されており、内陣の装飾もこまやかで優美です。また本堂だけでなく、かわいいお地

蔵さんや独自のカルチャーが感じられるお店など、善光寺界隈には見どころが沢山あります。日本三

大七味唐辛子店のひとつ「八幡屋礒五郎」本店にも立ち寄る予定です。 

そうした観光名所が数多くある善光寺ですが、その本質には、宗教・国籍・性別・信条を問わず、

すべての人を救済するというユニークな精神があり、多文化共生を考えさせられる一面もあります。

普段善光寺で観光ボランティアガイドをする長野県 IYEO メンバーと一緒に、地元の人しか知らない

ディープな善光寺を探索しましょう。 

 

11：30～12：00 閉会式 

12：00～     地域理解研修②（昼食・善光寺周辺を予定） 

※ 地域理解研修は希望者のみ、実費負担。 

 

13．実行委員会 

実行委員長  保科和徳 第 16回「世界青年の船」事業（2001）    （東御市） 

副実行委員長 二俣昌樹 第 44回「東南アジア青年の船」事業（2017） （長野市） 

事務局長   新井美貴子第 44回「東南アジア青年の船」事業（2017） （長野市） 

実行委員   山岸真梨子第 40回「東南アジア青年の船」事業（2013） （千曲市） 

実行委員   樋口敦子 第 6回「世界青年の船」事業（1993）     （長野市） 

第 6回「国際青年育成交流」事業 (1999) 

第 15回「国際青年育成交流」事業（2003） 

実行委員   福永理和 第 21回「東南アジア青年の船」事業（1994）  （南箕輪村） 

実行委員   降旗伸子 第 21回「青年の船」事業（1987）      （長野市） 

実行委員   竹内紫保 第 39回「東南アジア青年の船」事業（2012）  (上田市) 

実行委員   林部多美子第 27回「日本・韓国青年親善交流」事業(2005）(長野市) 

実行委員   杉田美歌     長野県 IYEO会員          （長野市） 

実行委員   木村征矢 第 28回 グローバルリーダー育成事業（2015） 

「シップ・フォー・ワールド・ユース・リーダーズ」 （長野市） 

実行委員   近藤恵多 第 18回「国際青年育成交流」（2011）     （東御市） 

実行委員   金井咲  第 21回「世界青年の船」事業（2008）    （長野市） 

 


