公益財団法人国際研修交流

平成３０年度事業報告
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
１．役員会の開催
平成３０年６月８日 第２１回理事会開催
平成２９年度事業報告並びに同附属明細書の承認の件
（承認）
平成２９年度計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）
および同附属明細書並びに財産目録の承認の件
（承認）
基本財産の処分承認の件
（承認）
理事選任の件
（承認）
監事選任の件
（承認）
顧問選任の件
（承認）
評議員会招集の件
（承認）
平成３０年６月２６日 第１７回評議員会開催
平成２９年度事業報告並びに同附属明細書の報告の件
（報告）
平成２９年度計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）
および同附属明細書並びに財産目録の承認の件
（承認）
基本財産の処分承認の件
（承認）
理事選任の件
（承認）
監事選任の件
（承認）
平成３０年７月２日 第２２回理事会開催
理事長選定の件
定款第３７条５項に定める理事の選定の件
資金運用執行責任者の任命の件
事務局長の任命の件

（承認）
（承認）
（承認）
（承認）

平成３０年１２月１１日 第２３回理事会開催
文部科学省受託事業「e スポーツ分野における先端技術活用型のチーム
マネジメント人材育成に向けた教育プログラム」の開発検討の件
（承認）
上記検討にあたる委員会等の設置の件
（承認）
平成３１年２月７日 第２４回理事会開催
平成３１年度事業計画書承認の件
平成３１年度収支予算書等承認の件
評議員会招集の件

（承認）
（承認）
（承認）

平成３１年３月６日 第１８回評議員会開催
平成３１年度事業計画書報告の件
平成３１年度収支予算書等報告の件

（報告）
（報告）
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２．事業概要
（１）第３２回国際セミナー
・開 催 日：平成３０年８月３１日～９月２日
・開 催 地：アクティブリゾーツ裏磐梯（福島県耶麻郡北塩原村）
・テ ー マ：「復興への新たなチャレンジと国際協力について」
・参 加 国：カンボジア・中国・キューバ・ドミニカ共和国・エチオピア・ハイチ・
ホンジュラス・モンゴル・ニカラグア・ベネズエラ
・後
援：内閣府、復興庁、総務省、外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省、福島県、一般社団法人日本経済団体連合会、
一般社団法人東北経済連合会、独立行政法人国際協力機構、一般財団法人衛星
測位利用推進センター、一般社団法人海外水循環システム協議会
・参 加 者：約１６０名
・主な講演者：以下のとおり
有馬 朗人
公益財団法人国際研修交流協会 理事長
額賀 福志郎 衆議院議員
柳本 卓治
参議院議員
江島 潔
参議院議員
岡本 全勝
内閣官房参与、前復興庁事務次官
髙田 修三
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局長
山口 俊彦
内閣官房 地理空間情報活用推進室長 国土交通省 政策統括官
伊丹 俊八
総務省 東北総合通信教局 局長
相樂 希美
経済産業省 東北経済産業局長
鈴木 良典
農林水産省 東北農政局長
鈴木 敦夫
防衛省 大臣官房政策立案総括審議官
安藤 晴彦
経済産業省 審議官（戦略輸出総括担当）兼戦略輸出交渉官
山田 清志
東海大学 学長
中島 功
東海大学 医学部 救命救急医学 教授
川合 明彦
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社顧問医・
小石川インターナショナルクリニック院長
大石 浩
国際連合工業開発機構 チーフテクニカルアドバイザー
田中 明彦
政策研究大学院大学 学長
酒井 邦造
株式会社日立製作所水ビジネスユニットエグゼクティブアドバイザー
ドゥック・ヴァナリット カンボジア王国大使館 一等書記官
ピーター・リ カンボジア王国 政府国家テロ対策委員会 国家基盤保護監補
阮 湘平 中華人民共和国大使館 公使参事官
マイレン・リベロ キューバ共和国大使館 経済・通商担当参事官 大使館次席
フレディ・ギジェン キューバ共和国大使館 総務部長
エクトル・パウリーノ・ドミンゲス・ロドリゲス ドミニカ共和国特命全権大使
サミュエル・アイエノ・イェシャネフ エチオピア連邦民主共和国大使館 公使参事官
ヨハネス・デメラシュ エチオピア連邦民主共和国大使館 二等参事官
フランシリアン・ヴィクトリン ハイチ共和国大使館 臨時代理大使
エクトル・アレハンドロ・パルマ・セルナ ホンジュラス共和国特命全権大使
ベレンジャゲル・オクティエボ モンゴル国大使館 二等書記官
ロドリゴ・コロネル・キンロッフ ニカラグア共和国特命全権大使
セイコウ・イシカワ ベネズエラ・ボリバル共和国特命全権大使
ゴンサロ・ビバス ベネズエラ・ボリバル共和国大使館 次席代表 公使参事官

（２）第１３回アジア太平洋セミナー
・開 催 日：平成３０年６月１日
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・開 催 地：カルメット国立病院（カンボジア共和国プノンペン市）
・テ ー マ：「カンボジアと日本の健康・福祉に関する国際協力と人材交流」
・参 加 者：約５０名
・主な講演者：以下のとおり
桑原 洋一 全日本空輸成田空港支店グループ健康管理室 主席産業医
清水 康二 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社国際医療第一部マネージャー
川合 明彦 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 顧問医 心臓外科医
渡邉 秀興 日本光電工業株式会社 バンコク支社長
（３）第２２回日中産業科学技術交流シンポジウム 日中平和友好条約締結４０周年記念セミナー
・開 催 日：平成３０年９月２４～２５日
・開 催 地：アジア協会香港センター（中華人民共和国香港）
・テ ー マ：「日中関係の過去・現在・未来」
・参 加 者：約５０名
・主な講演者：以下のとおり
大島 敦
衆議院議員
田中 明彦 政策研究大学院大学 学長（前 日本貿易振興機構理事長）
山田 清志 学校法人東海大学 学長
安藤 晴彦 経済産業省 審議官（戦略輸出総括担当）兼戦略輸出交渉官
吉川 直人 学校法人東海大学 副学長
周 牧之
学校法人東京経済大学 教授
松田 康博 国立大学法人東京大学 東洋文化研究所 教授
山内 康英 国立大学法人東京大学大学院 情報学環 客員研究員
宮下 正巳 日本貿易振興機構（香港）産業研究員事務所 所長
石澤 義治 日本国駐広州総領事館 領事
時 殷弘
国務院参事、中国人民大学 国際関係学院 教授
張 沱生
中国国際戦略研究基金会学術評審委員会 研究部長
劉 亞偉
カーターセンター主任、The Statecraft Institution 上席研究員
張 泊匯
嶺南大学アジア太平洋研究センター長
胡 令遠
復旦大学日本研究センター長
胡 偉星
香港大学政治公共行政学部長
高 蘭
復旦大学日本研究センター 次長
帰 泳濤
北京大学国際関係学院 准教授
趙 新利
チャハール研究所 主任研究員
趙 心樹
香港バプテスト大学 教授
孫 昶
香港大学経済学部 助教授
王 建偉
マカオ大学国際公共問題研究所長
俞 偉峰
香港市立大学ビジネススクール 助教授
高 全建
高思研究所 所長
（４）第７０回」ACT フォーラム「石原信雄回顧談」出版記念講演会
・開 催 日：平成３０年５月９日
・開 催 地：東海大学校友会館（東京都千代田区）
・講 演 者：石原 信雄
・主な参加者：石原信雄様が内閣官房副長官時代よりお付き合いのある衆参両議院議員、
各省事務次官経験者など約１００名。
（５）広報その他事業
国際交流事業に関する理解・協力の拡大を図るため、関係機関とのネットワークの形成に努め
るとともに、当法人の事業を紹介するためホームページの更新等を行った。
また、その他以下の事業を行った。
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カンボジア医療関係者ら訪日（さくらサイエンスプラン）
・実 施 日：平成３０年８月２８日～９月５日
・来 日 者：ピーター・Z.リ
カンボジア王国 政府国家対テロ対策委員会国家基盤保護監補
アオン・チャンラクメイ カルメット国立病院 神経科医
ラオ・セコン カルメット国立病院 神経外科医
サン・サムラニ カルメット国立病院 介入性心臓病専門医
サム・レアク カルメット国立病院 運営管理課
パス・ヤンペアラス カルメット国立病院 看護師
ナイ・レアン カルメット国立病院 画像放射線医学専門家
・訪 問 先：神奈川県総合防災センター
東海大学医学部附属病院
東海大学伊勢原病院

なお、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附
属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。
以 上
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