
令和元年度 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、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 

世界に打ち出そう、日本一幸福な福井県の魅力を！ 

～世界規模の視点で再発見された地域の魅力を改めて世界へ発信することで、 

国際交流と地域活性化をさらに強めていける人材の育成を目指して～ 

 

内閣府及び内閣府の青年国際交流事業の事後活動組織である IYEO は、次世代リーダーを育成

し、地域活性化・国際社会へ貢献することを事業や活動の目的としている。そして “Think 

Globally Act Locally”の発想の下、グローカルな活動を行っていくことが求められている。 

前回、平成 26 年に福井県で行われた北信越ブロック青少年国際交流を考える集いでは、福井で

展開されていたグローカルな活動を概観し、世界規模の視点に立って福井の良さや特色を振り返

りながら地域の活性化や地域の特色をいかした国際交流や社会貢献の在り方について模索した。 

その中で分かったことは、グローカルに活動していくと地域・地方の魅力が高められていくと

いうことであった。また今後の課題として、グローカルな活動で高められた地域・地方の魅力を

世界に向けて発信・発展させていくことが必要であり、改めて発信・発展させることで世界と地

方とのより双方向的で、相乗的な関わりが生まれることが期待されると考えられた。 

 このような流れを受けて今回の大会では、前回の課題であった「グローカルな活動で培われた

福井の魅力を、どのように世界に向けて発信していけば良いか、またそうした活動をいかに国際

交流や更なる地域活性化にいかしていくか」を検討し、そのような活動に取り組める人材の育成

につながる学びを得ることを目的とする。 

 

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 福井県青年国際

交流機構 

 

4．後援 （予定） 

福井県 福井県国際交流協会 福井県国際交流関係団体連絡会 福井県青年団体連絡協議会 

福井新聞社 

 

 



5．主管 

 令和元年度「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 

 令和元年 10 月 19 日(土)～20 日(日) 

 

7．会場 

 ホテルリバージュアケボノ  〒910-0006  福井県福井市中央 3-10-12 

                              電話番号：0776-22-1000    FAX 番号：0776-22-8023 

 

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国際交流を考える集い実行委員長 谷本 有  

E-Mail   fukuiiyeo@gmail.com 

 

10．参加費・宿泊費 

●参加費 講演会・分科会のみ参加      500 円 

   2 日目のみ参加              500 円 

   全日程参加（懇親会費込み）5,500 円 

 ※内閣府国際交流事業に参加した方で、IYEO に平成 29 年度、30 年度に入会金（事後活動研

修費）を納めた方、及び令和元年度に事後活動研修費を納めた方は参加費無料となります。 

 

●宿泊費 

宿泊は各自で手配いただいても構いませんが、せっかくの交流の機会でもありますので、

会場のホテルに宿泊いただけると幸いです。 

    ・3 名～5 名 1 室利用 1 泊朝食付  5,500 円 

・シングル利用 1 泊朝食付    9,500 円 

    ※お車を駐車する場合は、駐車場代が別途掛かります。 

 

11．参加申込み 

氏名、性別、参加年度と参加事業名（内閣府国際交流事業既参加者のみ）、住所、連絡先（電話

番号・Email アドレス）、希望分科会、懇親会参加の有無、宿泊の有無、地域理解研修参加の有無

を明記の上、9 月 30 日（月)までに、グーグルフォーム（難しい場合は、E-mail、郵送、FAX で

も申込可）でお申込み下さい。なお、参加費及び宿泊費（会場のホテルに宿泊される方）は以下

の振込先に 10 月 11 日（金）までに振込をお願いします。 

 

  



【申込先】  

 ※原則、グーグルフォームで申込みをお願いいたします。 

○グーグルフォーム https://forms.gle/PHLQTNfpVnCyWrnd9 

難しい場合は、以下の方法も可能ですが、その場合は、福井県 IYEO メールアドレス

（fukuiiyeo@gmail.com）まで御一報ください。 

・E-mail fukuiiyeo@gmail.com （福井県 IYEO） 

・郵送 〒910-0004 福井県福井市宝永 3-1-1 福井県国際交流会館内旅券室 （小西宛て） 

    ※封筒表の左下に「青少年国際交流を考える集い参加申込み」と朱書きして下さい。 

 ・FAX （0776）28－8828   

 ※「宿泊あり」で申込み後、宿泊をキャンセルされる場合は、速やかに御連絡ください。 

その場合、キャンセル料を頂く可能性がありますので、御了承ください。 

【振込先】 福邦
ふくほう

銀行 フェニックス通り支店 普通預金 口座番号 5242148 

   福井県青年国際交流機構 事務局長 小林仁志 

 

12．日程 

   第 1 日目 10 月 19 日（土） 

     11：30～13：00 国際交流事業関係者連絡会議（1 階 レキシトン） 

     13：00～13：30 受付 （1 階 フロアー） 

     13：30～14：00 開会式 （2 階 陽光の間） 

     14：00～15：30 講演「グローバル化＝グローカル化：その本当の意味」 

講師：細谷 龍平 氏（福井大学国際地域学部 特任教授） 

      略歴：元外務省駐マダガスカル大使、ユネスコ事務局官房長。 

世界平和研究所主任研究員、オックスフォード大学修士。 

（グローカル化概念についての講師の研究内容を紹介します。プレゼンテーション  

は簡潔にし、参加の皆様全員とのやりとりをする予定です。） 

15：30～17：00 分科会 

                                ①日本酒が世界のお酒になる日を夢見て 

～地域の特色を世界へアピールするには 

                  講師：美川欽哉 氏（美川酒造場 代表）  

                  会場：3 階 花宴 1 

                ②おいしいお米を求めて～福井から全国へ、そして海外へ 

                                    講師：平澤 正浄 氏 （越前町） 

                  会場：3 階 花宴 2 

                ③温故知新～福井の国際交流の礎となった名所巡り 

                  講師：増永 淳子 氏 

 （福井県観光おもてなしガイド・福井県 IYEO 顧問） 

                                    会場：各名所を徒歩で巡ります。 

     18：30～20：30 懇親会 （2 階 陽光の間） 

https://forms.gle/PHLQTNfpVnCyWrnd9
mailto:fukuiiyeo@gmail.com


第 2 日目 10 月 20 日（日） 

9：00～11：30 内閣府事業紹介及び帰国報告会  （3 階 花宴） 

11：30～12：00 閉会式  （3 階 花宴） 

12：00～15：00  地域理解研修 ※希望者のみ 

（養浩館、お茶体験、福井市立歴史博物館等） 

入場料等 840 円＋昼食代(実費) 

 

13．実行委員会 

実行委員長 谷本 有  第 25 回「国際青年育成交流」           （2018 年）福井市 

副委員長 峯田 雅朗 第 5 回「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」 （2006 年）鯖江市 

事務局長 小林 仁志 第 6 回「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」（2007 年）越前市 

 委 員 大谷 舞  第 26 回「グローバルリーダー育成」       （2013 年）福井市 

 委 員 小島 陽子 第 22 回「東南アジア青年の船」        （1995 年）鯖江市 

 委 員  白崎 智恵 第 5 回「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」（2006 年）福井市 

 委 員  田中 克宜 第 26 回「日本・中国親善交流」          （2004 年）福井市 

 委 員  出口 陽子 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」（2017 年）大野市 

 委 員  増永 淳子 第 13 回「青年の船」                （1979 年）福井市 

 委 員  山口 博士 第 2 回「日本・韓国青年親善交流」      （1988 年）あわら市 

 


