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令和元年度 関東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 

ぐんまからの発信 

～青少年が夢を描ける魅力的な街づくりについて～ 

  

都心への一極集中が叫ばれ、青少年の育成にふさわしい舞台として、魅力的な街づくりは

地方都市共通の課題であります。 

群馬大会の開催地である桐生市は、古くから織物の盛んな都市です。関連施設を訪問して、

織物産業の歴史、将来の青少年に伝えたい魅力、今後の活用への取組についてお伺いします。

また、桐生市の南東にある、南米の香りが漂い、青少年にとっても魅力あふれる大泉町は、

国際交流の舞台としてだけでなく、多文化共生社会としての重要性も益々高まっています。

同町を研究地域の一つとしている足利短期大学の佐々木教授や同町の保育士ケイコさん(ペ

ルー出身)から海外にルーツを持つ両親の子供等の保育の問題と取組についてお話を頂きま

す。 

桐生市と大泉町における取組等から、地場産業の魅力の再発見と青少年育成への活用や、

青少年にとって魅力的な共生社会の在り方について学びを深め、参加者それぞれの地域で 

「青少年が夢を描ける魅力的な街づくり」にいかしていただければ幸いです。 

 

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 

群馬青友会（群馬県青年国際交流機構） 

 

4．後援 

   群馬県 群馬テレビ株式会社 桐生第一高等学校 桐生ファミリーサポートセンター 

 

5．主管 

   令和元年度「関東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 11 月 9 日（土）～10 日(日) 

 

7．会場 

桐生市保健福祉会館（1 日目：開会式・基調講演、2 日目帰国報告会・閉会式） 

〒376-0045    桐生市末広町 13-4        TEL：0277-47-1152 

桐生第一高等学校 西桐生キャンパス（分科会 A） 

〒376-0043 群馬県桐生市小曽根町 9-17 TEL：0277-22-8177 

桐生織物記念館（分科会 B） 

〒376-0011 群馬県桐生市永楽町 6-6    TEL：0277-43-7272 

パークイン桐生（懇親会・宿泊） 

〒376-0021 群馬県桐生市巴町 2-2-3     TEL：0277-22-8910 
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8．参加対象者 

  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 

 

9．問合せ先 

関東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 小川 弘和 

TEL：090-2752-8728 E-Mail： gunma_seiyukai_iyeo@yahoo.co.jp 

 

10．参加費 

基調講演、分科会、帰国報告会のみ参加    500 円（高校生以下無料） 

１日目日帰り参加（懇親会込）         6,000 円 

全日程参加（1 泊朝食付、懇親会込）       11,500 円 

※宿泊は基本シングルルーム。ツインを御希望の方は御相談ください。 

※小学生以下のお子様御参加の場合は、お問い合わせください。 

※キャンセル料 11 月 5 日（火）以降 100％ 

※内閣府青年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、全日程参加

以外は無料、全日程参加の場合は朝食付宿泊の一部代金として 5,000 円のみ自己負担とな

ります。 

 

11．参加申込み 

以下の 2 つのいずれかの方法で、【10 月 18 日（金）まで】にお申し込みください。 

参加費のお振込みをもって申込み確定とさせていただきます。 
   

1．インターネット申込み 

以下のリンク先の申込みフォームに必要事項を御記入の上、送信してください。 

https://forms.gle/6BbojFkRyCdDb2Gk7 
 

2．申込書による申し込み 

参加申込書に必要事項を御記入の上、10 月 18 日（金）【必着】までに、以下のいずれか

の方法でお申し込み下さい。 

【申込先】 

①郵送  〒370-0826 群馬県高崎市片岡町 3-8-15 

関東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 小川 弘和 宛て 

②Email   gunma_seiyukai_iyeo@yahoo.co.jp 

③FAX     0274-24-3850（副実行委員長 岡村和代） 

【振込先】※関東ブロック大会参加費のみお振り込みください。 

群馬銀行 高崎西支店（124） 口座番号 0857646 

群馬青友会 事務局長 小川弘和 
 

12．日程 

第 1 日目 11 月 9 日（土） 

11：30～12：30 国際交流事業関係者連絡会議（桐生市保健福祉会館 5階 502会議室） 

12：30～13：00 受付           （桐生市保健福祉会館 5階 503会議室） 

13：00～13：50 開会式・写真撮影      

13：50～15：15 基調講演 

「多文化共生保育の意義と課題―大泉町の保育実践から―」 

講師：足利短期大学こども学科 佐々木 由美子教授 

15：15～16：00 チェックイン  （パークイン桐生） 

16：00～17：30 分科会 

18：00～20：00 懇親会              （パークイン桐生 1F「味処ふる川」） 

mailto:gunma_seiyukai_iyeo@yahoo.co.jp
https://forms.gle/6BbojFkRyCdDb2Gk7
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第 2 日目 11 月 10 日（日） 

9：00～10：00 桐生えきなか市見学（オプション） 

10：15～12：00 帰国報告会、他     （桐生市保健福祉会館 5階 503会議室） 

12：00～12：30 閉会式 

12：30～       地域理解研修   （オプション） 

 

13．分科会 

A：多文化共生  保育現場からの視点で 

会場：桐生第一高等学校 西桐生キャンパス（徒歩約 6 分） 

現役保育士ケイコさん（ペルー出身）をお迎えし、多文化共生について実際の保育現場

での取組や、大泉町の現状についてお聞きします。自分達が暮らす地域の多文化共生の

状況について、今一度考えるきっかけとして欲しいと思います。 

 

B：桐生織物記念館見学 

会場：桐生織物記念館（徒歩約 6 分） 

桐生織物は、1977 年に国から「伝統工芸品」の指定を受けた日本を代表する織物です。

記念館の方より「西の西陣、東の桐生」と言われるまでになった発展の歴史を紐解いて

いただき、現在までの移り変わりや、後世に伝えていくための取組などを伺い、伝統産

業を地域の財産としていかしていく取組について考えます。 

 

14．地域理解研修 ※参加費は、受付にて集金します。 

A：わたらせ渓谷鐵道乗車体験コース ※先着 20名 

「わたらせ渓谷鐵道」はかつて「国鉄足尾線」として足尾銅山の輸送のために利用され

ていました。現在は、市民の足として、また訪れた方々を楽しませる観光列車として運

行されています。トロッコ列車に乗車して秋風を感じながら紅葉の絶景を楽しみましょ

う。（トロッコ列車は往路のみ。復路は普通車両です。） 

【日 程】13:35 桐生駅発→15:11通洞駅着 15:17通洞駅発→16:41桐生駅着/解散 

【参加費】3,500 円（お弁当・お茶付き：電車内配布） 

※通洞駅下車後、御希望の方は「足尾銅山観光」が可能です（見学料：820 円/人）。 

「足尾銅山観光」をする場合、帰路の桐生駅到着は 18:00 頃となる予定です。 

※小学生以下のお子様御参加の場合は、お問い合わせください。 

 

B：桐生まちなか散策コース  ※先着 13名(最小実施人数 2名) 

桐生の B 級グルメを楽しみながら、織物の町として大切に保存されている歴史的建造物

を「“織都桐生”案内人の会」によるガイドで回り、より深く桐生を知ることのできるツ

アーです。 

【日 程】12:45～15:50(桐生駅解散予定) 

【参加費】1,200 円（昼食付き） 

     

15．実行委員会 

実行委員長  青木 優子 第 20/26 回「日本中国青年親善交流」事業    （1998/2004 年） 桐生市 

副実行委員長 安達 綾乃 第 21 回「国際青年育成交流」事業        （2014 年） 太田市 

副実行委員長 岡村 和代 平成 2 年度「群馬県単青年海外派遣」事業      （1990年） 藤岡市 

事務局長   小川 弘和 平成 9 年度「群馬県単青年海外派遣」事業      （1997年） 高崎市 

委員     北原 祐司 第 31 回「東南アジア青年の船」事業          （2004 年） 高崎市 

委員     小林 勲  平成 6 年度「群馬県単青年海外派遣」事業      （1994年） 大泉町 

委員     篠原 雅裕 平成 11 年度「群馬県単青年海外派遣」事業       （1999 年） 前橋市 

委員     高畠 靖明 地域課題対応人材育成事業「地域ｺｱﾘｰﾀﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」（2018 年）桐生市 

委員     吉川 淳也 第 45 回「東南アジア青年の船」事業           （2018 年）葛飾区 


