
平成２９年度 九州ブロック青少年国際交流を考える集い 開催要項 

 

1、趣旨 

内閣府、九州・沖縄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

の推進、国際交流及び国際親善についての研究協議を行う事により、青少年の健全育成、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   「ひなたであなたと語りたい。地球人として、ともに生きる社会を目指して」 

      今日の社会において、どのような場所においてもいかなる分野においてもグローバルな視点を持ち

ながら多様な価値観、文化背景を持った人々との相互理解を深め、地域社会の繁栄と人類の幸福のた

めに貢献できる人材を育成することは重要な課題である。内閣府の青年国際交流事業をはじめとする

国や都道府県主催の国際交流事業に参加した青年は、生活、文化、習慣等が異なる人々と接し、様々

な国の人々との交流を深めた経験を活かし、地域の国際化に貢献していくことが求められている。次

代を担う青年たちが、積極的に地域に関わるとともに、広い視野をもって、国際化を推進していくた

めの手法や実践等を共有することによって、世界に対する理解や関心を深め、地球人としてともに生

きていこうとするような人材を育成することを目指し、本大会を実施する。 

本大会では、神話のふるさとであり、波状岩や亜熱帯植物群落もあり、宮崎でも有数の観光地とな

っている青島において、青少年にどんな教育を行い、どう指導していったらよいかについて講演をし

てもらい、地域の人材育成を考えるきっかけづくりを行う。その後の分科会では、食文化を継承しな

がら地域貢献を行っている事例や中国帰国者の家族の体験談、児童養護施設の子どもたちとの交流を

通して、社会貢献につながる活動参加への促進を図る。 

また、平成２４年から３２年は、記紀編纂１３００年であることから、地域理解研修においては、青島

神社の由来や神話の話を聞き、古事記、日本書紀についても理解を深める。 

本大会を通じて、神話、伝統文化、地域特有の自然など、地域の宝について理解を深め、魅力を再

発見し、地域を大切にする心を育てるとともに、参加者同士の交流を深めることにより、広い視野を

もって国際社会で活躍できる地球人を地域で育成して行くための課題を共有し、各地域での活動にい

かしていくことをねらいとする。 

 

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 

宮崎県青年国際交流機構 

 

4、後援 

   宮崎県 宮崎市 公益財団法人 宮崎県国際交流協会、宮崎市国際交流協会、 

宮崎日日新聞社、読売新聞西部本社、朝日新聞社、毎日新聞社、西日本新聞社、南日本新聞社、共

同通信社、ＮＨＫ宮崎放送局、ＭＲＴ宮崎放送、ＵＭＫテレビ宮崎、ＭＣＮ宮崎ケーブルテレビ、宮

崎サンシャインエフエム、エフエム宮崎、霧島酒造 

 

5、主管   平成２９年度「九州ブロック青少年国際交流を考える集い 宮崎大会」実行委員会 

 

6、期日   平成２９年７月８日（土）～ ９日(日) 

 

7、会場 

  ・青島神社儀式殿（青島駅から歩いて２分。宮崎交通の青島バス停の東側） 

（会場住所）宮崎市青島２－６－３３ 

（電話番号）０９８５－６５－２０５１   ※青島神社 ０９８５－６５－１２６２ 



・青島グランドホテル ※巨人の１軍が宮崎キャンプの時に利用するホテルです。 

   （会場住所）宮崎市青島１－１６－６４ 

（電話番号）０９８５－６５－０１１１   （FAX番号）０９８５－６５－０１１７ 

 

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 

九州ブロック青少年の国際交流を考える集い事務局 

住所 889-2162 宮崎市青島５－９－２０ 

ＴＥＬ  ０９０－７９８５－８７０８（１８：００以降）  ＦＡＸ ０９８５－６５－０４３１ 

E-Mail  chiho-aratake@r2.dion.ne.jp 

 

10、参加費 

全日程参加 １１，０００円（３人部屋、宿泊・懇親会費込）、小学生 ６，５００円 

幼児（３歳以上就学前、添寝）  １，１００円 ２歳以下は無料 

全日程参加、シングル希望の場合は １４，０００円  

１日目（懇親会含む）参加 ６，５００円、小学生 ２，５００円  

講演会・報告会のみの参加 会員 ５００円、一般の方 無料 

※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。 

【オプション費用】 

  地域理解研修（２日目昼食代込み） １，５００円 

 

11、参加申し込み 

    Eメール、郵送または FAXでの申し込み受付となります。 

住所・氏名・性別・連絡先・参加事業・分科会の希望（第 1希望・第 2希望・第 3希望） 

【申し込み先】  

・ 住所 880-0824 宮崎市大島町原ノ島 1559-1サンライズ大島 101 

・ 氏名 山崎 菜月 

・ メール：i.natsuki0911@gmail.com    ・ＦＡＸ：０９８５－６５－０４３１ 

・ ＰＣ スマホ共用フォームＵＲＬ https//ws.formzu.net/fgen/S87042608 

件名に【ブロック大会参加希望】と明記ください。  

【振込先】  

銀行から振り込む場合 

ゆうちょ銀行        店名 七三八（ナナサンハチ） 店番７３８ 

預金種目  普通     口座番号 ２１７３０４４ 

口座名儀  九州ブロック宮崎大会実行委員会 

     郵便局から振り込む場合 

          ゆうちょ銀行        記号 １７３１０ 番号 ２１７３０４４１ 

口座名儀  九州ブロック宮崎大会実行委員会 

   【申し込み期限】 平成２９年６月３０日(金)        

 

12、日 程 

   第 1日目 平成２９年７月８日（土） 
     11：30～12：40 関係者会議 
     12：00～13：00 受付および七夕飾りつくり 
     13：00～13：30 開会式    会場：青島神社儀式殿 
     13：40～15：10 講演     会場：青島神社儀式殿 

演題「神話のふるさとで地球人を育てる｣   講師 ロイド ウオーカー 氏 
ロイド氏 宮崎国際大学学部長補佐・総務課長 地域連携センター 副センター長 

mailto:chiho-aratake@r2.dion.ne.jp


1967年 ジャマイカ生まれ。その後、イギリスやアメリカで育った。 

1989年 アメリカウエズリアン大学東洋学部卒業 

1994年 宮崎学園入社 

               現在、宮崎国際大学国際教養学部補佐、総務課長、地域連携センター副センター長 

      15：15～15：25 記念撮影（七夕飾りと一緒に写真をとります） 

15：40～17：10 分科会     
 17：10～18：00 チェックインなど 

 18：00～18：30 懇親会前の交流（タイの文字を書いてみよう。民族衣装を着けてみよう） 

              会場：青島グランドホテル 

 18：30～20: 30懇親会   会場：青島グランドホテル       

  ※写真撮影 

   第 2日目 平成２９年７月９日（日） 

9：00～10：10  帰国報告会  会場：青島神社儀式殿 
10：20～10：50 閉会式      会場：青島神社儀式殿 

 11：00～    地域理解研修 

 

分科会① 伝統あるしょう油づくりで地域貢献 

  講師 塩見 陽子 氏（カネナしょうゆ） 

  会場 青島グランドホテル ２階 

  参加費 ５００円（醤油のお土産付） 

  定員 ３５名 

概要  外資系銀行のシンガポール支店に勤務していた夫と共に、しょうゆ屋を継ぐために青島に戻ってきた

塩見氏に、地域に伝わるしょうゆについて語ってもらいます。また、みそやしょうゆの作り方を子供た

ちに教えており、伝統を伝えるとともに食育を行っていることを紹介してもらいます。塩見氏の話や参

加者との意見交換を通して、食文化を学ぶとともに地域の活性化について考える機会を提供します。 

※ カネナしょうゆ 

   青島で、南九州の台所には欠かせない「甘口しょう油」と「麦味噌」を作っています。創業以来、百

三十余年の年月が経った今でも、熟練の職人たちによって丁寧に育て上げられた青島生まれの「しょう

ゆ」と「みそ」の熟成を続けています。 

 

分科会② 陶芸体験を通した交流 

  講師 青島学園 久保浦課長    陶芸講師 ビョーン 氏（青島在住ドイツ人） 

  会場 青島学園 ホール 

  参加費 ９００円（材料費、郵送料含） 

  定員 １５名（青島学園の子ども１５名も参加する） 

概要 青島学園の久保浦課長から約３０分青島学園の話をしてもらい、施設や児童についての理解を深めます。 

その後、陶芸家であるビョーン氏の指導で、はしおきなどを作りながら、子どもたちとの交流を図ります。

これらのことを通して、子どもの健全育成について考えます。 

※ 児童養護施設 青島学園 

   児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童その他、環境上養護を要する児童を入所

させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談、その他の自立のための援助を行うことを目

的とするものです。青島学園の定員は５０名です。 

 

分科会③ 中国から帰国して  

講師 當山 蓮花 氏          コーディネーター 宮崎市日中友好協会理事長 菊池 義男 

  会場 青島グランドホテル２階 

   概要  中国からの帰国者である當山 蓮花氏に、第二次世界大戦によって中国に取り残された残留孤児（蓮

花さんの母親）やその家族が、日本に帰国してからどんな生活をおくり、どんな体験をしたのかについて

語ってもらいます。どのように日本文化になじんでいったか、日本語をどのようにして身に付けていった

かなどの話を聞き、今後の地域での国際交流活動のヒントを得ていきます。 



  定員 ５０名 

※ 中国帰国者 

第二次世界大戦のソ連軍参戦以後、開拓団をはじめ中国東北部に在住していた日本人のうち、居住地を

追われ避難する中で、中国に取り残された日本人を「中国残留邦人」と呼び、その後日本に帰国した人々

を中国帰国者と呼びます。 

 

 

13、実行委員会 

役職 氏名 参加事業 

実行委員長 大崎 智子 第３０回東南アジア青年の船 

副実行委員長 荒武 千穂 第１０回東南アジア青年の船 

事務局長 山崎 菜月 第３８回東南アジア青年の船 

会   計 門内 幸子 第７回世界青年の船 

委   員 上杉 聖次 第１３回青年の船 

委   員 椎屋 藤雄 第１６回青年の船 

委   員 長友 幸子 昭和５３年青年の翼 

委   員 鶴羽 浩 第１７回青年の船 

委   員 長峰 郁子 第１７回青年の船 

委   員 日高 美紀 昭和６３年度日中親善交流事業、第２回世界青年の船 

委   員 池田 真弓 第３回世界青年の船 

委   員 渡部 優子 第１３回世界青年の船 

委   員 田口 十三夜 平成１７年度コアリーダー育成プログラム 

委   員 上杉 佳代 平成２２年度日本・韓国青年親善交流事業 

顧   問 池田 輝男 第６回青年の船 

監   事 厚地 哲夫 第１４回青年の船 

           


