
Welcome! 
第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 

千葉会議  (Host RID2790) 

幕張メッセ国際会議場 
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 

https://www.m-messe.co.jp 

RIJYEC 
  〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 

TEL:+81-(0)3-6431-8106  FAX:+81-(0)3-6431-8107 
e-mail: rijyec@sunny.ocn.ne.jp 

URL: http://www.rijyec.org/ 

    2018.5.12 12:00 受付開始 
                       13:00 開会点鐘 
    2018.5.13 10:00 ２日目開会 
                         12:00 閉会点鐘 

駐車場 



第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 
千葉会議 開催要項（ホスト地区2790） 

2018.3.12版 

■日 時  ・青少年交換プログラムセミナー（Ｇ・ＰＤＧ・ＧＥ・ＧＮ・ＧＮＤ地区リーダー向け）     
          2018年5月12日（土）  11：00～12：30                
        ・ＲＩ日本青少年交換研究会・千葉会議 
          2018年5月12日（土）  12：00 登録受付 
                  （1日目）  13：00 開会点鐘 
            2018年5月13日（日）  10：00 開会 
                     (2日目)  12：00 閉会点鐘 
 
■会 場  幕張メッセ国際会議場（国際会議室） 
                〒261-8550 千葉県千葉市美浜区2-1 TEL 043 (296) 0001（代） 
        https://www.m-messe.co.jp/ 
  
■登録料    ロータリアン １０,０００円／その他 ５,０００円 
  
■懇親会      2018年5月12日（土） 17：00～19：00 
          会場：幕張メッセ国際会議場（2FL コンベンションホール） 
 
■懇親会費    Rtn ５,０００/Rotex・Ｒ学友 ３,０００円 
 
■会議登録  2018年3月31日（土）までに別紙「会議・懇親会登録用紙」をRIJYEC事務局まで、地区単位 
・懇親会登録  でメール（or FAX）にてお送りください。海外ロータリアンは、RIJYEC事務局が承ります 
 
■宿泊登録  ・宿泊登録は、JTBが一括して担当いたします。 
                     ・別紙宿泊申込書（団体用）にて登録をお願い致します。 
          ・個人の場合は、RIJYEC-HPのJTBのバナーからネット登録が出来ます。 
          ・海外ロータリアンの宿泊登録は、RIJYEC事務局が承ります。 
                    ・登録期限：2018年2月28日（水）までに登録をお願いします。 
                    ・宿泊取消：１ケ月未満の場合には手数料がかかります。 
              ・宿泊料の支払期日：登録後30日以内に指定口座に振込をお願い致します。 
                    ・個人宿泊登録用ＪＴＢバナー 
  
  
  
 ■備 考   幕張メッセ近隣のホテル事情は、部屋数も多く大変快適に宿泊できる環境になって     
 いますが、その反面宿泊料金が高い傾向にあります。その為、JTBが確保している 
 ホテルによっては、通常みな様がご承知されている料金より割高の設定になって
 いる場合があります。また、近年宿泊に関するネット予約が容易に出来るように
 なっておりますので、JTBに限らず、多面的に宿泊のお手配をお願い申し上げます。 
  
■その他   ガバナーノミニー、ガバナーエレクト、及び次年度青少年交換委員長並びに危機管 
 理委員長各位におかれましては、必ずご出席いただきたくお願い申し上げます。 
  
■参加申込受付 RIJYEC事務局（or 事務統括 津留起夫 090-3408-0716） 
・問合せ先     e-mail：rijyec@sunny.ocn.ne.jp, TEL: 03-6431-8106,   FAX.：03-3492-2100 
 



 
 
 
19 December 2017 

 
Dear Youth Exchange Leaders: 
 

It is my pleasure to send greetings to you for the 23rd Annual Japan Youth 
Exchange Conference. I hope that this conference connects you with 
partners in service – your fellow Rotarians and Youth Exchange leaders. 
 
There are as many ways to get involved with Rotary as there are Rotarians 
– maybe even a few more. And each of us can find something different in 
Rotary that adds something to our own lives. Rotary’s programs for young 
leaders challenge us to become better people: to become ambitious in the 
ways that matter, to strive for higher goals, and to incorporate Service 
Above Self into our daily lives. And when our unique talents are united by 
our common principles and insistence on ethics as one Rotary family we 
realize our true ability to make a difference. 
 
It is my hope, and my wish for all of you, that the satisfaction that you have 
found in the Rotary Youth Exchange Program will inspire you to continue 
on to a lifetime of service, in Rotary and beyond. And I know that we can 
do more together than we could ever hope to do alone. So let’s work 
together and find new opportunities to make a sustainable impact for our 
world, in our communities, and in the lives of others as one family of 
Rotary: Making a Difference. 
 
I wish you all the best for many more years of creative, engaging, and 
productive service to come. 
 
 
 

Sincerely, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ian Riseley 

President, Rotary International 2017-18 

 



 
 
 
19 December 2017 

 
国際ロータリー会長青少年交換リーダーの皆さまへ 
 
この度は、第23回日本青少年交換会議に際し、このメッセージをお送りすることが
でき、とても嬉しく感じています。この会議で、仲間のロータリアンや青少年交換
リーダーと奉仕のためのパートナーシップを深めていただけることを願っておりま
す。 
 
ロータリーに参加する方法は、ロータリアンの数だけ、またはそれ以上にあると思
います。私たちは、自分の人生に実りをもたらしてくれる何かをロータリーの中で
見つけます。ロータリーの若いリーダーのためのプログラムを通じて、私たち自身
もより良い人間になることの大切さを教えられます。自分にとって大切なことに野
心的に取り組み、より高い目標に向って努力し、日々の生活に「超我の奉仕」を取
り入れるために、私たちは邁進します。ロータリーファミリーとしての共通の理念
と揺るぎない倫理観がそれぞれの才能と結びつくとき、私たちは変化をもたらす真
の能力に気づくのです。 
 
皆さまがロータリー青少年交換プログラムを通じて感じてきた充実感が、これから
も、ロータリーやその他の奉仕を続けていく意欲につながることを願っています。
協力すれば、一人ではできないことも達成できます。「ロータリー：変化をもたら
す」というテーマの下に結束する一つのファミリーとして、地元や海外の地域社会
で人びとの生活に持続可能なインパクトを与えることができるよう、これからも共
に活動してまいりましょう。 
 
創造力豊かな方法で人びとの参加を促し、実り多い奉仕を今後も行っていただける
ことを願っております。皆さまのご成功とご活躍をお祈りいたします。 

 
心を込めて 

 
 

 

 
 
 
 
 
2017-18年度 
イアン・ライズリー 

 

 

Ian H. S. Riseley 

President, 2017-18 

T  +1-847-866-3467 

F  +1-847-866-3390  

ian.riseley@rotary.org 



  
  
 
 
 
 
 
 

NPO.国際ロータリー 
日本青少年交換委員会 
理事長 舟木いさ子 
  

ご挨拶 
  

 新緑の薫りが心地よい季節になりました。本日はご多用の中、第２３回日本青少年交
換研究会 千葉会議にご参加を賜り、誠に有難う存じます。この度の千葉会議では、国
際ロータリー第２７９０地区ガバナー 寺嶋哲生様はじめ多くの方々のお力添えを頂き
開催することができました。心より感謝申し上げます。 
  
さて、RIJYECが多地区合同奉仕となり、一般社団法人化されて、スタートを切りました。
これは、34地区の歴代のガバナーはじめ、地区青少年交換委員長、関係者の皆様、そし
てRIと長い年月を掛け、粘り強く交渉を続けてこられた委員全員の、おかげにほかなり
ません。皆様に厚く御礼申し上げます。今後は、国際ロータリー青少年交換委員会
（RIJYEC）が一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構（RIJYEM）
となります。これまでのRIJYECの機能や構成はRIJYEMへ引き継がれます。委員会メン
バーの豊富な知識と能力が、さらなる青少年交換プログラムの充実に活かされることと
期待しております。 
  
私達がやるべき重要事項の一つに、危機管理がございます。以前から運用をしている
YESS（青少年交換支援システム）のバージョンアップを図ることで、日本で学びたいと
いう学生や、海外で広い世界を見たいという学生の安全確保に努めます。危機管理体制
におきましては、34地区との連携が重要なため、地区ガバナーや地区委員の方々のご協
力が必要です。過去のさまざまな危機事案のご紹介とその対処方法などについて、情報
共有して参ります。 
  
一般社団法人へと改編されたRIJYEMの次なる目標は、ロータリーが交換学生のインス
ピレーションになれる存在であるよう、手助けをすることです。私は、今年度で理事長
の任期を満了し、次期理事長にバトンタッチ致しますが、交換学生の数の拡大を目指し、
より良い世界へ繋がるよう最後まで努力して参ります。 
  
そして、交換経験者で組織するROTEXは、この交換プログラムになくてはならないもの
です。学生ROTEXと社会人ROTEXに区分されますが、それぞれのキャリアをもとに派
遣学生や来日学生のよきアドバイザーとして活躍をしていただいております。この場を
お借りして御礼を申し上げます。 
  
最後になりますが、本日、お集まりのロータリアン、ホストファミリー、ROTEX、交換
学生、その他ご支援をいただいております皆様に、心から感謝を申し上げます。 
二日間、どうぞよろしくお願い申し上げます。 



  

  
 
 
 
国際ロータリー第2790地区 
ガバナー 寺嶋 哲生  

 
第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会・千葉会議に寄せて 

 
 この度、第23回国際ロータリー日本青少年交換研究会が、RI第2790地区で開催され
る運びとなりました事、大変光栄に存じます。 
全国から千葉会議に参加されるロータリアンの皆様、交換留学生の皆様、ROTEXの皆様、
その他ご関係の皆様には、心より歓迎申し上げる次第です。 
  
 RI第2790地区は、千葉県単独で一つの地区を構成しております。 
千葉県は、北部は首都圏の一部として東京都と密接な繋がりがあり、俗に千葉都民と称
される人々が暮らす賑やかなエリアでございます。 
東京湾岸のエリアは京葉工業地帯を構成し、石油コンビナート等重工業の栄えたエリア
となっております。 
  
一方の太平洋岸や南房総は風光明媚な地域が広がり、漁業や農業が盛んであります。 
また、日本の玄関口である成田国際空港や、ディズニーランド・ディズニーシーを擁す
るなど、観光資源にも恵まれた県でもあります。 
工業・商業・農業・水産業、いずれの産業もその生産高が全国屈指の水準にある、大変
に恵まれ、かつバランスの取れた県であると言えましょう。 
皆様には、存分に千葉県を堪能して頂ければ、幸いです。 
 
当地区においても毎年数名の交換留学生を派遣し受け入れておりますが、時折アウトバ
ウンドの留学生が現地で冷遇される事例が見受けられます。 
人的要因のみならず、例えば東日本大震災に象徴される自然災害をも想定すれば、交換
留学プログラムの負う責任は極めて大きいものと思われます。 
万が一のリスクであったとしても、リスクを想定しその対応法をシミュレートする必要
は大切であると思われます。 
 
 この千葉会議が、多くの関係者に在って危機管理の重要性を認識する機会となり、リ
スクから留学生を守る契機となる事を期待致します。 
この研究会が、皆様にとって有意義な時間となる事を強くご期待申し上げ、ご挨拶に代
えさせて頂きます。 
 
  
 
 
 
 
 
 



第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 

大会プログラム 
 

 

●5月12日（土）第一日（幕張メッセ国際会議場）           （敬称略） 

①受付 １０：３０～                                 D2790実行委員会、RIJYEC  
 

②青少年交換プログラムセミナー               （会議室103） 

１１：００～１２：３０ 地区リーダー向け（Ｇ、ＧＥ、ＧＮ、ＧＮＤ） 

                                                   RIJYEC Adv.近藤真道 
 
  ・RIJYECからRIJYEMへのいきさつ 
  ・人格権特約付賠償責任保険の広がり 
  ・青少年プログラム全体の連携連帯  
  ・ＲＩ報告とロータリー１００周年事業について    RI斉藤直美理事 
                       水野 功D2750PDG（元Ｇ会議長） 
                       ロータリー100周年委員会事務局長                           
  ・昼食、歓談タイム 
 

③本会議登録開始 

1２：00〜                D2790実行委員会、RIJYEC  

                            
④開会式                           （国際会議室） 

                                                                    司会 D2790・ROTEX 
13：０0 開会宣言                 研究会統括 﨑山征雄PDG 

     開会点鐘                RIJYEC理事長舟木いさ子D2750PDG 

     国歌斉唱／ROTARY                       ソングリーダーROTEX  

     開会の辞、来賓紹介     主催者代表RIJYEC理事長 舟木いさ子 

     ガバナー会議長挨拶  ガバナー会議長2750地区ガバナー猿渡昌盛 
     ＲＩ理事挨拶     多地区合同認証伝達       斉藤直美 
13：25   ホスト地区ガバナー挨拶       RI2790地区ガバナー寺嶋哲生 
 

⑤基調講演                       （国際会議室） 

13：30                紹介者挨拶 橋岡久太郎D2790GE 
      演題「青少年交換Ｐとオリンピク・パラリンピックの夢」 

                          水野正人Ｄ2580ＰＤＧ 
 

⑥休  憩 14：30〜14：45（分科会へ移動） 
 

⑦分科会 14:45～16:45 
 

イ）分科会 青少年交換プログラム会議 
    「効果的な学生研修と効率的な委員会運営実現の為に」         （会議場103） 

ロ）分科会 危機管理委員長会議「日本を取り巻く国際情勢と危機管理」（国際会議室） 
      講師：森本 敏（防衛大臣政策参与 拓殖大学総長 元防衛大臣） 
ハ）分科会 ROTEX会議「ホストファミリー」             （会議場102） 
 

⑧懇親会その１ 1７：00〜1８：30          コンベンションホールB 

17：00 オープニングイベント                   司会 D27９0・ROTEX 

1７：20 歓迎挨拶             D27９0青少年交換委員長 三神秀樹 

               乾杯ご発声                   D2790 PDG 青木貞雄 

1８：30 中締め                    
懇親会その２ １８：３０～２０：００          コンベンションホールB 

ロータリー学友（ROTEX他）、来日学生、派遣候補生中心の交流会を同会場にて 

 
 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●その他： 
⑩二次会 ５月１２日 １９：００～２１：００   
ロータリアン有志（JAPN-night）アパホテル最上階ラウンジ 
         （CHIBA-night）ホテル・ ザ・ マンハッタン スプレンディド  
 
⑪来日学生用エクスカーション 
 成田山ピクニック：５月１２日 成田山新勝寺参道散策 
 集合場所：幕張メッセ 12:00集合 16：45着 
 ホストＲＣ：成田ロータリークラブ・習志野中央ロータリークラブ 
 ホストIAC：成田高校ＩＡＣ 
⑫プレコンベンション（居酒屋RIJYEC） 
 ５月１１日 18：３0～20：３0 
 場所：「土風炉」幕張テクノガーデンD棟24階 
 
 
●5月13日（日）第2日 
 

⑬９：００〜10：00全国青少年交換委員長会議         （会議場103） 

                          司会：倉茂 章  
9:00   開会ご挨拶                 RIJYEC理事長 舟木いさ子           
9:05 一般社団法人RIJYEM設立報告及び３４地区との関係について    Av.近藤眞道 
9:20   YESSのバージョンＵＰについて（YESS委員会）    研修部門委員 本間啓介 
9:30   標準オリエンテーションテキスト作成について           研修部門委員 津留起夫 
9:40   RIJYEC保険の更改について            研修部門委員 津留起夫   
9:50   質疑、応答 
 
⑭本会議 10：００〜 １１：３０               （国際会議室） 

                            司会 D2790・ROTEX 
10：00 海外参加者プレゼン 

       台湾MD（RYEMT） 
       ブラジルＭＤ            
       ドイツＭＤ           
10：15 各分科会報告 

       危機管理委員会        RIJYEC研修部門委員黒田勝基 

       青少年交換プログラム委員   RIJYEC研修部門委員柚木裕子 

       ROTEX会議          RIJYEC研修部門委員大森順方・ROTEX 
11：20 総括質問・提案  
                                                                        通訳支援 D2790 （英語のみ）         
 

 
⑮閉会 １１：３０～１２：００                       （国際会議室） 

                                                                             司会 D2790・ROTEX 
 

11：30 講評         ガバナー会議長     D2750ガバナー猿渡昌盛 

      
     第24回日本青少年交換研究会の招致ご挨拶  D2610ＧＥ   若林啓介     
     ロータリー旗、青少年交換旗の受け              D2790からD2610地区へ 

     謝辞・閉会点鐘                                    RIJYEC理事長 舟木いさ子 

 
12：00 ロータリーソング斉唱／手に手つないで     ソングリーダー  ROTE 

 

全員、会場いっぱいの輪をつくりましょう。 
恒例の「手に手をつないで」です。 



会場案内図 

・ＹＥＰセミナー 
・青少年プログラム会議 

103 

1Fロビー 

・ROTEX会議 
102Ａ/Ｂ 

2Fロビー 

実行委員
会控室 

懇親会場 

コンベンショ
ンホールＢ 

開会式 
基調講演 

危機管理委員会 
閉会式 

イベント出演者
控室 



羽田空港ー幕張メッセ 
高速バス時刻表 

http://www.keiseibus.co.jp/kousoku/timetable.php?id=1 

駅⇔会場 

東京 蘇我 

ＪＲ海浜幕張駅ー国際会議場 
駐車場案内 

幕張メッセ国際会議場（国際会議室） 
 千葉県千葉市美浜区2-1  
TEL 043 (296) 0001（代） 
https://www.m-messe.co.jp/ 



Welcome! 
第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 

千葉会議  (Host RID2790) 
 

基調講演 
 
 
 

「 YEプログラムとオリンピック・パラリンピックの夢」 

RID2580 PDG 水野正人様 
 
 

 
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

     

RIJYEC 
  〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 

TEL:+81-(0)3-6431-8106   
FAX:+81-(0)3-6431-8107 

e-mail: rijyec@sunny.ocn.ne.jp 
URL: http://www.rijyec.org/ 

 世界を変える行動人 

ロータリーでは、地域に根付いて
活動する会員たちが、地元や世界
に持続可能な変化をもたらす為に

活動しています。 

幕張メッセ国際会議場 
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 
https://www.m-messe.co.jp 

２０１８年５月１２日（土） 
受付開始 12:00 
開会点鐘 13:00 
基調講演   13：30～14：30  



 

  水 野 正 人 （みずの まさと）  
   
 
   ミズノ株式会社 相談役会長 
   元 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 ＣＥＯ 
 
• 1943年（昭和18年） 5月25日生まれ 
• 甲南大学 経済学部 卒業 
• 米国ウイスコンシン州 カーセージカレッジ理学部 卒業 

 
   ＜職  歴＞ 
• 1966年（昭和41年） 3月 美津濃（ミズノ）株式会社 入社 
• 1988年（昭和63年） 5月  同 代表取締役社長 就任 
• 2006年（平成18年） 6月  同 代表取締役会長 就任  
• 2014年（平成26年） 7月  同 相談役会長就任 
•   
   ＜ロータリー歴＞ 
• 1979年6月～1985年 大阪ロータリークラブ 
• 1985年12月～    東京ロータリークラブ  
• 1999年 7月～2001年6月 東京ロータリークラブ 国際奉仕理事 
• 2004年 7月～2005年6月  東京ロータリークラブ 会長 
• 2011年 7月～2012年6月 第2580地区 ガバナー  

 
• ロータリー財団メジャードナー 
• 米山功労者・マルチプル 

 
   ＜その他団体役員歴＞ 
• 1996年2月～2015年7月  国際オリンピック委員会(IOC)スポーツと環境委員会 委員 
• 2000年5月～2004年5月 （社）日本スポーツ用品工業協会(JASPO) 会長 
• 2001年4月～2013年6月 （財）日本オリンピック委員会(JOC)理事 （07-13副会長、現名

誉委員） 
• 2001年8月～2004年7月  世界スポーツ用品工業連盟 会長     
• 2002年4月～2011年3月 （財）日本アンチ・ドーピング機構 理事 
• 2007年3月～現   在 （財）日本ゴルフ協会 理事 
• 2011年11月～2014年3月  東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 CEO 
• 2016年5月～現   在 （公財）ボーイスカウト日本連盟 理事・副理事長 

 
   ＜賞  罰＞ 
• 2001年 6月 オリンピックオーダー銀章受章 
• 4月 藍綬褒章受章 
• 2014年 11月 旭日中綬章受章 

 



Welcome! 
第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 

千葉会議  (Host RID2790) 

分科会：青少年交換プログラム会議のご案内 

幕張メッセ国際会議場 
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 

https://www.m-messe.co.jp 

 
 
 

２０１８年５月１２日（土） 
 12:00 受付開始  本会議 13:00 開会点鐘  基調講演 13：30～14：3 

分科会 ：14：45～16：45 青少年交換プログラム会議 
テーマ：「効果的な学生研修と効率的な委員会運営実現のために」 

 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

     

RIJYEC 
  〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 

TEL:+81-(0)3-6431-8106   
FAX:+81-(0)3-6431-8107 

e-mail: rijyec@sunny.ocn.ne.jp 
URL: http://www.rijyec.org/ 

 世界を変える行動人 

ロータリーでは、地域に根付いて
活動する会員たちが、地元や世界
に持続可能な変化をもたらす為に

活動しています。 



（敬称省略） 

分科会：青少年交換プログラム会議  
                   

総合司会；RIJYEC研修部門委員 倉茂 章 
   
会議テーマ「効果的な学生研修と効率的な委員会運営実現のために」 

  
①14:45-14：50 会議主旨説明                       総合司会 
           
②14:50-16:25 パネルディスカッション  
                   FT: RIJYEC 研修部門委員  渡邊 芳一 
  
   ・14:50-15:40 オリエンテーション指南 （研修の手法編） 
      14:50-15:00（10分）事例発表（OBS用）  
                     ・・ D2770委員長  星野 晃一郎 
      15:00-15:10（10分）事例発表（IBS用）  
                     ・・ D2780委員長    石田 隆 
       15:10-15:40（30分）会場を含めたディスカッション及びまとめ 
  
   ・15:40-15:45（5分）心と体の体操 口角をあげる実践  
                     ・・ Ｄ2520委員長  佐藤 剛 
  
   ・15:45-16:25 交換運営経費について   
      15:45-15:55（10分）事例発表（OBS用）  
                      ・・D2680委員長   白井 務子     
      15:55-16:05（10分）事例発表（IBS用）   
                      ・・D2600委員長   若林 俊樹 
      16:05-16:25（20分）会場を含めたディスカッション及びまとめ 
  
③16:25-16:45（20分） その他の質疑応答             総合司会 
  
④16:45 閉会                             総合司会 



 

第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 
千葉会議  (Host RID2790) 

分科会 
危機管理委員長会議のご案内 

幕張メッセ国際会議場 
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 
https://www.m-messe.co.jp 

RIJYEC 
  〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 

TEL:+81-(0)3-6431-8106  FAX:+81-(0)3-6431-8107 
e-mail: rijyec@sunny.ocn.ne.jp 

URL: http://www.rijyec.org/ 

 
 
 

２０１８年５月１２日（土） 
 12:00 受付開始  本会議 13:00 開会点鐘   

基調講演 13：30～14：30 

分科会：14：45～16：45 危機管理委員長会議 
 

講師：森本 敏 氏 

演題：日本を取り巻く国際情勢と危機管理 
                                                                                                                                    

                      

                              

講師略歴 

森本 敏 （もりもと さとし） 
防衛大臣政策参与 
拓殖大学総長、元防衛大臣（第11代） 

危機管理 
Crisis Management 



【主要著書】 
• 「徹底討論 どうする！？どうなる！？ 北朝鮮問題（共著、海竜社、平成30年1月） 
• 「国家の危機管理」（共著、海竜社、平成29年12月） 
• 「“海洋国家”中国にニッポンはどう立ち向かうか」（編著、日本実業出版、平成２８年７月） 
• 「図説 ゼロからわかる 日本の安全保障」（監修、実務教育出版、平成28年4月） 
• 「防衛装備庁―防衛産業とその将来―」（編著、海竜社、平成27年12月） 
• 「エネルギーと新国際秩序」（共著、エネルギーフォーラム、平成26年11月） 
• 「私の死生観」（共著、角川ONEテーマ21、 平成26年10月） 
• 「武器輸出三原則はどうして見直されたのか」（編著、海竜社、平成26年3月） 
• 「オスプレイの謎。その真実」（単著、海竜社、平成25年8月） 
• 「国防軍とは何か」（共著、幻冬舎ルネッサンス新書、平成25年6月） 
• 「それでも日本は原発を止められない」（共著、産経新聞出版、平成23年10月） 
• 「日本の瀬戸際―東アジア最大の危機に日本は生き残れるか」（単著、実業之日本社、平成23年2

月） 
• 「普天間の謎―基地返還問題迷走15年の総て」（単著、海竜社、平成22年7月） 
• 「日本防衛再考論―自分の国を守るということ」（単著、海竜社、平成20年5月） 
• 「岐路に立つ日本の安全―安全保障・危機管理政策の実際と展望―」（監修、北星堂、平成20年1

月） 
• 「国民として知っておきたい日本の安全保障問題」（編著、海竜社、平成19年12月） 
• 「日米同盟の危機―日本は孤立を回避できるか―」（共著、ビジネス社、平成19年４月） 

 
 
 
 
 

 
 

                               総合司会：RIJYEC危機管理支援委員 黒田勝基 
（敬称略） 

１４：４５～１４：５５ 講演依頼のいきさつ     紹介者挨拶 近藤眞道、田邊隆一 
１４：５５～１６：４０ 講演「日本を取り巻く国際情勢と危機管理」     森本 敏 
１６：４０～１６：４５ 講演御礼                          近藤眞道 

【田邊隆一氏プロフィール】 
昭和45年外務省入省し平成23年退官。同年より日本電産監査役。大使としてセ
ルビア,モンテネグロ大使、アフガニスタン支援担当大使、ポーランド大使、関西

担当大使、政府代表を勤める。ドイツ、オーストリア、ポーランド、セルビア、モン
テネグロの各政府より特別功労勲章を授与される。ドイツ再統一、湾岸戦争等
を経験し旧ユーゴスラビア及びアフガニスタンの復興及び平和構築にも関わる。 
 
 

【森本 敏氏プロフィール】 
昭和16年生まれ。東京都出身。防衛大学校理工学部卒業後、防衛庁入省。昭和52年
に外務省に出向後、昭和54年外務省入省。在米日本国大使館一等書記官、情報調査

局安全保障政策室長など一貫して安全保障の実務を担当。専門は安全保障、軍備管
理、防衛問題、国際政治。退官後、慶應義塾大学、中央大学、政策研究大学院大学な
どで教鞭を執る。平成12年より拓殖大学所属。平成28年3月に同大学総長就任（現職）。
平成21年8月初代防衛大臣補佐官、平成24年6月防衛大臣就任（民間人初）。平成27
年10月から平成28年12月防衛大臣政策参与を歴任し、平成29年8月に再就任（現職）。 

アンケートにご協力をお願い致します 



RIJYEC 
  〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 

TEL:+81-(0)3-6431-8106   
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e-mail: rijyec@sunny.ocn.ne.jp 
URL: http://www.rijyec.org/ 

 世界を変える行動人 

ロータリーでは、地域に根付い
て活動する会員たちが、地元や
世界に持続可能な変化をもたら

す為に活動しています。 

  Welcome! 
 

第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 
千葉会議  (Host RID2790) 

分科会：ＲＯＴＥＸ会議のご案内 

幕張メッセ国際会議場 
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 
https://www.m-messe.co.jp 

 
 
 

２０１８年５月１２日（土） 
 12:00 受付開始  本会議 13:00 開会点鐘  基調講演 13：30～14：30 

分科会：14：45～16：45 ＲＯＴＥＸ会議 
          共 催：一般社団法人ＲＯＴＥＸ 

テーマ：ホストファミリー 
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

     

青少年交換の主役は学生ですが、プログラムを成功に導くカギは、ホス
トファミリーです。今回ここにスポットを当て、喜び・悩み・希望・意義につ

いて、参加者のみな様と意見の交換をします。 
 

ホストファミリー、ＲＯＴＥＸ 
全員集合！！ 



分科会テーマ：ホストファミリー 
                                            （敬称略） 

                                                                                                                     総合司会：D2790ROTEX 

 

                             ファシリテーター：RIJYEC研修部門委員 大森順方 

                                                                      GIA. ROTEX代表理事  橋本もとえ 

                                     Ｄ2790勝浦ＲＣ             関 一憲 

 

１）パネラーと会場とのディスカッション 

 

テーマについて、ファシリテーターが１２名のパネラーにぶつけ、また会場にも投
げかける。議論のキャッチボールが展開し始める。パネラーと会場との意見がど
のように展開していくのか、果たして、問題の確信を掘り起こせるか！！ 

 

【テーマ】 

  ・Ａ：Ｈ/Ｆを引き受けた理由 

  ・Ｂ：習慣の違いで戸惑った事は 

  ・Ｃ：言葉が分からない時にコミニケーションを取る方法は 

  ・Ｄ：学生が部屋にこもった時は 

  ・Ｅ：学生を叱る主な理由は 

  ・Ｆ：学生に家事を手伝させたか 

  ・Ｇ：負担感を覚えた事は 

  ・Ｈ：Ｈ/Ｆをして良かったと思う事は 

  ・ Ｉ ：途中でＨ/Ｆをやめたいと思ったことは  

  ・Ｊ：Ｈ/Ｆを再度引き受けるか 

  ・Ｋ：食事で困ったことは 

  ・Ｌ：自分の子どもと違って冷静に対処できたか 

  ・Ｍ：ケガ病気の治療代を保険請求したか 

 

２）会場からのＦＱ＆Ａ 
 

 

 

 



 Welcome! 
 

第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 
千葉会議  (Host RID2790) 

IBS向け成田山ピクニックのご案内 
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e-mail: rijyec@sunny.ocn.ne.jp 

URL: http://www.rijyec.org/ 

 
 
 

２０１８年５月１２日（土） 
集合：１２：００ 

場所：幕張メッセ国際会議場駐車場 
出発：１２：１５  幕張メッセ着：１６：４５ 

行先：成田山新勝寺 
ホストＲＣ：成田RC・習志野中央ＲＣ 

ホストIAC：成田高校IAC（成田RC提唱） 
 
 
  

ホスト成田RCのもと 
インターアクターがIBSをアテンドします。 
歴史の成田山を楽しみましょう。 
お待ちしています。(IAC) 



平和大塔まつり奉納総踊り 

スケジュール 
（雨天決行） 

幕張メッセ出発１２：１５ 
米屋観光センター着１３：００ 
成田高校ＩＡＣ 合流 
成田山境内・参道 散策・交流 
米屋観光センタ出発１６：００ 
幕張メッセ着１６：４５ 

 

 表参道 
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 世界を変える行動人 

ロータリーでは、地域に根付い
て活動する会員たちが、地元や
世界に持続可能な変化をもたら

す為に活動しています。 

  Welcome! 
 

第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会 
千葉会議  (Host RID2790) 

懇親会（その１）のご案内 
 

２０１８年５月１２日（土） 
 12:00 受付開始  本会議 13:00 開会点鐘  基調講演 13：30～14：30 

分科会：14：45～16：45  

コンベンションホール17：00～18：30 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

     

                        総合司会：D2790ROTEX 
 
１７：００～１７：２０  モンゴル舞踊・馬頭琴・民謡  新モンゴル学校 卒業生有志 
１７：２０～       開会挨拶                   実行委員長三神秀樹 
             乾杯ご発声             
       
１７：４０～１８：１０  Jazz & POP Music                Kumiko Iida quartet 
１８：１５～１８：３０  サプライズ余興          Ｄ2790ＩＢＳ５名 
１８：３０        よさこいソーラン                 ROTEX,IBS,OBS合同  

        



 
プレコン居酒屋RIJYEC 

「土風炉 海浜幕張店」 
千葉市美浜区中瀬1-3 

幕張テクノガーデンＤ棟２４Ｆ 
043-298-1026 

２０１８年５月１１日（金）18：30～20：30 
 

会費5,000円（現地徴収） 
予約定員：８０名 



国際会議場 

アパホテル 

 
JAPAN-nightのご案内 
（ロータリアン・成人Ｒ学友） 

予約定員：５０名 
（会費5,500円現地徴収） 

「ダイニング＆バースカイクルーズマクハリ」 
アパホテル＆リゾート（東京ベイ幕張５０階） 

043-296-1343 
2018年5月12日（土）19：00～21：00(２時間飲み放題プラン） 

 



 
CHIBA-nightのご案内 
（ロータリアン：G,PDG,GE,GN,GND） 

予約定員：３０名 
（会費5,000円現地徴収） 

「スプレンディド」 
ホテル ザ・マンハッタン（２１階） 

043-275-1111 
2018年5月12日（土）19：00～20：30 

 

ホテル ザ・マンハッタン 

国際会議場 


