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エスニック・メディア最新事情と
多言語情報提供のあたらしい可能性

在日ブラジル人メディアのあらたな展開と
多言語情報のもうひとつの役割

特　　集

アンジェロ・イシさん（武蔵大学准教授）

日外国人の増加にともなって、彼らを対象にしたメディア、いわゆるエスニック・メディアが数多く登場するようになりました。さまざまな言葉で書

かれた新聞や雑誌を街中でもみることができ、それらは在日外国人にとって重要な情報収集の手段になっています。そのエスニック・メディアも、

技術の発展や利用者のニーズにあわせて、インターネットやケーブルテレビなど、さまざまなあたらしいメディアがあらわれ、急激に発展してきています。

　その一方で、行政機関からも多言語で情報を発信し、外国人に情報を届けようとしていますが、実際にはなかなか届いていません。外国人がい

かない場所に情報の資料がおいてあったり、ただおいてあるだけで手にとってみることがないということがいわれています。（『多言語生活情報

の提供・流通』調査報告書より。）行政機関と外国人がよく利用するエスニック・メディアが連携することで、その情報を効果的に伝えられる可能性

があるのではないでしょうか。

　今回は、エスニック・メディアや日本とブラジルの移民について研究しているアンジェロ・イシさんのお話と、中国語新聞『東方時報』の発行など

の事業をおこなっている株式会社東方インターナショナル代表取締役の何毅雲さんのお話を紹介します。とくに中国語話者とポルトガル語話者

は日本で多くの人が暮らすようになっており、その言葉のメディアもたくさん流通しています。2人のお話から、それぞれのエスニック・コミュニテ

ィにおけるメディアの最新事情と、それとの連携と多言語情報提供のあたらしい可能性について考えます。

在

とくしゅう

　日本に住むブラジル出身者は年々増加傾

向にあり、登録者数は31万人を超えている。

彼らをターゲットとしたポルトガル語のメデ

ィアは一大マーケットとなっており、日本の行

政機関や市民団体等が発信する情報よりも、

ブラジル人自身が発信するポルトガル語の

情報の方が頼りにされている場合が多い。

アンジェロ・イシさんの講演からブラジル人

向けエスニック・メディアの最新事情や効果

的な情報提供についての提言を紹介する。

ブラジル人向けメディアの最新事情

　ポルトガル語メディアは、最初に発行された有

料の週刊新聞の時代から、ジャンルがかなりの

スピードで入れ替わり、技術や内容も日々 進化し

ている。

　活字メディアで主流なのはポルトガル語のフ

リーペーパーで、数十種類が発行されている。

生活情報全般を扱う雑誌からテーマ別（中古

車販売等）、地域別の雑誌まで内容も多様で

かなり充実したものが多い。

　最大手の「ALTERNATIVA」という雑誌

は発行部数5万部だが、ブラジル食材店等に配

布されるとすぐに在庫が底をつくような人気で

ある。

　放送メディアでもブラジルで人気のチャンネル

「GLOBO」が有料放送で見られるようになり、5

万世帯以上の契約数を誇っている。

　その他携帯メールで発信される「POKEBRAS」、

無料で聴くことのできるウェブラジオも複数あり、

単なる娯楽だけでなく、日本で生活するための

情報源としての重要な役割を果たしている。

求められる情報「医職住」

　日本に住むブラジル人も定住化志向の人が

増えており、求められる情報の質や内容にも変

化が見られるようになってきた。この傾向は「衣

食住」をもじって「医職住」という言葉で説明し

たい。

　まず「医」は、医療だけでなく福祉全体を指す。

近年「外国人労働者の受け入れが日本を少子

高齢化の危機から救う」という言説が聞かれる

が、当の外国人自身も高齢化するのであるし、

医療・福祉関連のより詳しい情報提供が必要

になってくる。

　次の「職」は、いまだ不十分な労働基準法等

の法律に関する情報について母語による周知

が必要である。さらに、在日ブラジル人の中には

脱単純労働、起業希望者が多いことから、起業

支援のための情報提供も有効だと思う。
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特　　集 エスニック・メディア最新事情と多言語情報提供のあたらしい可能性

ポルトガル語のフリーペーパーALTERNATIVA

かながわ国際交流財団　多文化共生社会調査研究事業

■ALTERNATIVA

ポルトガル語、隔週刊、2001年創刊、

発行部数50,000部、無料。

発行元：有限会社  日伯友愛

TEL：046-284-3660

http://www.alternativa.co.jp/

この文章は11月23日に　　　　　でおこなわれた

多文化共生社会調査研究事業のフォーラムでの講演

と次の論文をもとにしています。イシ、アンジェロ「在

日ブラジル人メディアの新たな展開－ポルトガル語新聞

からインターネットを活用した多言語メディアの時代へ」

（『国文学　解釈と鑑賞第71巻7号』至文堂、2007）

　2006～2007年度、かながわ国際交流財団では携帯電話を使

って多言語で生活情報を発信するプロジェクトをおこなっています。

2006年度は、携帯メールを利用して、生活情報をスペイン語、ポ

ルトガル語、英語、やさしい日本語の4言語で配信するモニター調

査を厚木市、大和市、愛川町の協力をえて地域別に実施しました。

モニターに応募してくれた外国籍住民167名に「幼稚園児募集」「日

本語教室」「市営住宅案内」「国際フェスティバル案内」「年末年始

のゴミ」などの情報を数回携帯メールで配信しました。

　2007年度は対象を県域に広げ、携帯メールによる情報提供サ

ービス「Info Kanagawa」を試験的におこなっています。月に2～

3回、行政情報だけでなく、受け手の関心をひくイベント情報などの

トピックをくわえ、4言語で配信しています。防災についての情報も

発信し、災害時の情報配信を視野に入れておこなっています。

●『多言語生活情報の提供・流通』調査報告書

2004～2005年度

「地域における多言語情報の流通に関わる

調査・研究プロジェクト」の報告書を

各800円で販売しています。

 【問合せ】

　国際協力課 TEL：045-896-2964

　（祝日除く月曜休み）

●Info Kanagawa 申込み

　E-mail：infokanagawa@k-i-a.or.jp

　「住」についても、賃貸だけでなく、住居を購

入する人の増加にともない、求められる情報が

変わってきている。

　エスニック・メディアはこの「医職住」のニーズ

に的確に応え、タイムリーに記事や情報を提供

してきた。だからこそ、読者からの支持も集め、

部数や加入者数を伸ばしてきた。行政やマス

コミもニーズを取り入れた情報提供が必要であ

る。

　また外国人が確実に集まる場所・イベント等

に出向く、すでに外国人コミュニティとのチャン

ネルを持っているエスニック・メディアに情報掲

載を依頼する、などの工夫をすることで、情報

伝達がスムーズに進む可能性もある。

災害に対する備え

　地震など非常事態の場合、情報の伝達速度

の時間差が生死を分ける場合もある。

　現在、ポルトガル語TV放送では、地震発生

時に震度や震源が瞬時に表示される仕組みを

導入している。地震のないブラジル出身者が防

災知識や意識を高める内容の記事や番組も充

実している。

　外国人が集住する自治体で防災訓練をす

る場合も、エスニック・メディアとタイアップするこ

とで何倍もの効果を期待できるのではないか。

発想の転換

　多言語情報提供というと、外国人のための

情報と考えがちだが、実は日本人も身近に住ん

でいるはずの外国人についての情報が足りない、

という意味で「情報弱者」といえるのではないか。

マスメディアや行政機関等がより積極的に外国

人についての情報を伝える必要がある。

　外国人主催のイベントを地域住民向けに宣

伝する、外国人に関する情報収集を徹底し、そ

れを日本語で届けることで、外国人に対するス

テレオタイプの解消にもつながるかもしれない。

　また、多言語表示や多言語放送等の実施は、

外国人にとって便利なだけでなく、地域に多くの

外国人が住んでいることをアピールし、可視化す

る効果もある。情報提供というのは日本人から外

国人への一方通行ではない。在日外国人の声

に耳を傾ける機会を創り、ニーズや思いを理解

することも共生への大切な一歩であると思う。
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携帯電話をつかった情報交換―中国語メディアのとりくみ

特　　集 エスニック・メディア最新事情と多言語情報提供のあたらしい可能性

何　毅雲さん（株式会社東方インターナショナル代表取締役）

　東方インターナショナルでは、中国語の

新聞『東方時報』を発行するなど、中国語

によるさまざまな情報提供・通信サービス

をおこなっている。『東方時報』は週1回、

150,000部発行されている。東方インタ

ーナショナルの調査では、新聞1部を約3

人が読んでいると考えられ、2005年時

点での読者総数は約47万人になるという。

またその読者の40%は東京都に集まって

いる。

携帯電話版中国語ポータルサイト

「携帯夢想（BBTOK）」のたちあげ

　同社は、2006年に日本ではじめて携帯電話

の中国語総合情報ホームページをたちあげた。

中国語表示の技術的な問題を解決して、「携

帯夢想（BBTOK）」では日本の携帯電話のど

の会社、機種からでも見ることができるようにな

った。そこでは、ニュースや求人、投資情報、航

空券など生活に必要なさまざまな情報を中国

語で集めることができる。

　そのなかでも、書き込み式の掲示板（BBS）

は中国語話者のあいだではよく利用されて

いる。日本での生活の悩み、両国の文化の

違いについての情報交換、仕事や学業の情

報交換などいろいろな声が書き込まれ、そ

の声についてのさまざまなアドバイスが全

国各地から寄せられている。毎日をいそが

しく過ごしている人々の貴重な交流の場だ。

もちろん「携帯夢想（BBTOK）」はパソコ

ンでも見ることができる。

　11月29日に　　　　　でおこなわれた

関東地域国際化協会連絡協議会での講演で

何さんは次のように語った。

 

携帯電話をつかったコミュニケーション

　たくさんの中国語話者がどこの地域にも暮ら

している。これからもどんどん増えていくと思う。

わたしは、中国の上海の出身だが、両国の距離

は近くても、そのあいだにある「違い」をいつも

感じてきた。言葉の違いだけではなくて、習慣

や文化的な違いもおおきい。それに日本では外

国人を受け入れる心の準備ができていない。

だから、在日外国人はさびしさや孤独を感じたり、

言葉の違いによる問題や日本人が理解してく

れないことへの悩みをかかえている。

　そうすると外国人同士のグループで交流

することが多くなる。みなさん携帯電話を

持っているので、彼らは携帯電話を使い交

流している。携帯電話用のホームページか

ら情報を集めたり、メールをしたり、BBS

が交流の場になったりしている。

　日本の携帯電話では日本語の漢字の読み

方が分からないと漢字の入力ができない。その

ために、東方インターナショナルは、中国語と日

本語の漢字の発音を対応させた小型辞書を

開発した。以前は電話をすることで連絡をとっ

ていたが、この辞書を使ってメールでも連絡を

取りあえるようになった。

　また、中国と日本とのあいだで親族同士

が連絡を取りあうことがおおい。しかし、

中国と日本のあいだでのメールのやりとり

には、文字表示がうまくいかないという問

題点があるため、EZTOKというメール交

換をスムーズにできるシステムを開発した。

　中国では日本のニュースをおおきく伝え

るため、地震があったときなどは親族から

日本にすぐに連絡がくる。大陸に暮らす中

国人にとって、日本列島はちいさく感じられ、

地震がおきると島全体が揺れていると考え

る人も少なくない。災害時には中国と日本

のあいだでの安否の確認に役だつと思う。

 

企業（エスニック・メディア）と自治体、

国際交流協会の連携の可能性

　企業（エスニック・メディア）と自治体や

かながわ国際交流財団などのいわゆる地域

何毅雲（か・いおん）さん

携帯夢想（けいたいむそう）
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特　　集 エスニック・メディア最新事情と多言語情報提供のあたらしい可能性

中国語と日本語を対応させた小型辞書

EZTOKのシステム

【相談日と対応言語】

火曜日：中国語・スペイン語・やさしい日本語

日曜日：タガログ語・やさしい日本語

【相談時間】

14:00～17：00（16：30受付終了）

【場所・相談先】

　　　　　　2階・情報フォーラム

相談用電話：

045-896-2970（中国語／日本語）

045-896-2972（スペイン語／タガログ語）

FAX：045-896-2894

E-mail：edu2@k-i-a.or.jp

※FAXとEメールの返信には時間がかかります

【問合せ】

情報サービス課（担当：山内）

TEL：045-896-2896

（祝日除く月曜休み）

外国人教育相談

国際化協会との連携による災害・防災情報

の発信は可能と考えている。東方インター

ナショナルとしては、社会的責任を果たし、

社会貢献をしていくことを理念としている

ので、協力していきたい。

　携帯電話サイトのなかに行政用にサイト

を開設して、IDとパスワードがあれば情

報を発信するようなこともできる。

　おなじように災害や防災についての情報

を携帯電話へ発信することもできる。災害

のときは一時的に回線が切断されることも

あるが、携帯電話は回復がはやい。そのと

きは、毛布や食べものがどこでもらえるか、

トイレはどこかなどの情報発信はとても重

要だと考えている。災害は生命に関わるこ

となので、行政から発信される災害や防災

についての情報は積極的に掲載していきた

い。

外国語（中国語）で情報を発信

翻訳の手間がないため、直接、またす

ばやく情報を掲載することができる

外国人に直接関係する情報

ビザや外国人のための相談会などの

生活に密着した情報、外国人に関係し

た情報は読む人も求めている

外国人が多く暮らす地域についての情報

多くの読者に関係する情報であるた

め掲載されやすい

■東方時報

中国語（繁体字）、毎週木曜発行、1995年

創刊、発行部数150,000部、1部250円。

発行元：㈱東方インターナショナル

TEL：03-5977-2701

E-mail：Toho.Times@toho-jp.com

http://www.tohonet.com/

■携帯夢想　　http://www.bbtok.com/

ご本人や保護者の方だけでなく、学校や支援者の方からの

相談・問合せもお気軽にどうぞ。相談は無料です。秘密は守ります。

【これまでにあった相談例】

・母国で中学を卒業して来日、高校にはいるための受験の準備はどうすればいいか？

・こどもが中学に進学するので、中学校のしくみやようすをおしえてほしい

・来日したばかりの外国人児童むけの教材、指導法をおしえてほしい

・日本語学習や学習サポートをしてくれる団体を探してほしい

・学習支援しているこどもが受験するので手続きをしりたい
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をめぐる対話シリーズ（4）をめぐる対話シリーズ（4）知知知 当財団の学術・文化交流事業に関わってくださった方々との
インタビューを紹介します。

かながわの国際化を見つめてかながわの国際化を見つめて

※１“かながわの国際化を考えるシンポジウム”

　神奈川開港・開国150周年メモリアルイベント、及

びかながわ国際交流財団の発足を記念して、神奈川

の国際化の取り組みを概観し、これからの方向性を探

るシンポジウム(総監修：鈴木祐司)。ジョセフ･ドノバン

米国大使館首席公使、坂東眞理子氏の基調講演に続

いて、宮島喬さんを始めとする研究者･実務家による

パネルディスカッションをおこなった。（事業報告は

10ページ）

鈴木佑司さん（法政大学教授）
　今年の4月に、神奈川県国際交流協会（KIA）とかながわ学術研究交流財団（K-FACE）が統合して
誕生したかながわ国際交流財団（KIF）。かながわの国際化の歴史に両財団はどんな役割を果たしてき
たのか。また、これからの方向性はどうあるべきか。今回は、30年近くにわたりかながわの国際化施策
や事業に携わり、去る11月16日に開催したKIF発足記念“かながわの国際化を考えるシンポジウム”※１

でも総監修を務めていただいた鈴木さんに、神奈川県の国際化の歴史や国際的なものの見方や考え
方についてうかがいました。

国際的なことに関心を抱くきっかけは何
でしたか。

鈴木さんと神奈川県、KIA、K-FACEとの
関わりはどういったいきさつで始まったの
ですか。

時代の変化と二つの財団

日本の常識は“外国はがし”から…

　私たちの世代は、“戦争の爪あと”がはっきり

と残っていたと思うのです。たとえば、留学する

と“ファシストの子ども”扱い。私がアジアの国々

の調査をしたとき、「自分の父親は日本軍に殺さ

れた」とか、「自分は銃弾に当たって怪我してい

る」とか、赤裸々な戦争体験を聞かされるわけ

です。そういうものにまったく準備無く対面を迫

られたのは私たちの世代だろうと思います。

　他方、急速に社会が変わって、私たちはどん

どん豊かになるという信じられない変化を経験

して気がついたのは、「日本の常識は世界の常

識だろうか」ということです。“外国はがし”と言

うのですが、外で学んだことはすべて忘れないと、

日本社会で受け入れてもらえない。だからはが

すように知識を捨てる。国際化時代にこんなこ

とをやっていていいのか、というのが非常に重

要なテーマだったわけです。今でもまだ解決し

ているわけではないのですが、そんな時代の中

で国際的な視野でものごとを考えるようになりま

した。

　アジア（インドネシア、マレーシア）の研究と教

育に携わったあと、1980年に日本に帰国した際、

神奈川県が主催する「国際化シンポジウム」の

基本資料づくりに関する研究チームのメンバー

として参加したのが始まりです。日本の自治体

レベルで、どの程度国際政策・国際活動をやっ

ているのかの調査でした。

　神奈川県は教育・移民といったような特定テ

ーマで政策をつくるというよりも、開国の歴史や、

韓国・朝鮮・中国などの外国籍県民の定着もあり、

外との関係を厚くしていくだけではなく、外との

関係をささえるインフラづくり、すなわち社会が内

側に国際化を遂げていくこと（後に神奈川県の

研究員が“内なる国際化”と呼んだ）が重要だと

いう議論が起こったのです。神奈川県でつくら

れた国際交流協会が他の地域に広がっていっ

たのもこの頃です。これは県の国際交流の目玉

商品でした。地方レベルでの外交（民際外交）

に注力し、外国との姉妹都市提携や国際交流

や多文化理解のためのNGOグループ育成に対

する支援がおこなわれた時期でもありました。

　さらに大きな変化が起こります。自治体が先

端研究と学術交流というものをうまく利用して、

産業立地と大学と社会との三角関係を生み出

そう、地域と地域が交流できる新たな拠点と頭

脳をつくろうとする“湘南国際村構想”とその

推進団体、K-FACEが誕生しました。それは当

時の日本にとってみると、神奈川県が重厚長大

型産業から知識集約型ハイテク産業に移って

いくなかで、国際化とともに“高度化”をどう遂

げればいいのかということでした。湘南国際村

とK-FACEは、そんな日本全体のテーマの先頭

グループを走っていたのです。

　ただこれだと、あまりにもエリート的で、最先端

のものを一般の人が受け入れることが難しいだ

ろうということで “　　　　　”（地球市民かな

がわプラザ）の誕生となるわけです。地域の多

種多様な人々が来ても、日常的に外国籍の人

や最先端の知識と県民が触れ合うことが出来

るということを、学術研究や文化・国際交流を進



知知

かながわの国際化を見つめて

※2　文中の“官”については、国に限らず広い意味

での行政をあらわす。

蜷鈴木先生ってこんな人

好きな本、お勧めの本

・・・塩野七生

　 『チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷』

 　近代国家の政治がよく分かる面白い本です。

趣　味

・・・今一番好きなのはスキューバーダイビングです。

お勧めのスポットは？

・・・まだ始めたばかりですけど、伊豆はほんとにすご

いとこです。

好きな映画

・・・羅生門、世代が分かるな･･･でも、何回見ても良い

ですよ。

座右の銘、好きな言葉

「みんな背中に自分の歴史を背負っている」

辛いときに、なるほどこれはよく言ってくれたな、とい

う言葉です。戦前日本がインドネシアのジャワ島を軍

事占領しているときに、ある村で反乱があり、憲兵隊

が1,500人ぐらい逮捕して200人くらい殺し、反乱

を鎮圧した。日本人も2人死に、その人たちの墓があ

った。私が訪れたとき、殺された人の奥さんが生きて

いて、この墓のことを訊ねるとこう言ったのです。こ

の人は日本人で、憲兵隊でうちの亭主たちを殺した。

けれども、この人が悪いのではない。この人は自分の

歴史を背中に背負っていた。だから、ここで我々を押

さえつけるというのが仕事であり、それ以外の道はな

かった。我々は自分の歴史を背中に背負っているから、

この憲兵隊を殺す以外に手はなかった。歴史と歴史

がぶつかり合うってこういうことです、と。相手のこと

を理解することの大切さを教えられました。

国際的な視野を持つという点について、
若い世代に対するメッセージをお願いし
ます。

神奈川県民に対してメッセージをお願い
します。

官民が協力する土台づくりとして意見交
換や議論をおこなう場を設けることが大
切ですね。

国際交流･文化交流による“めざめ”

市民の力と責任

めるK-FACEと、車の両輪のように作り上げて

いこうというものでした。KIAとK-FACEはそれ

ぞれ違ったもののように見えますが、オールドカ

マーに加えてニューカマーという、まったく新し

いタイプの産業の担い手たちが次 と々入ってく

るなかで、彼らを新たな住民として認め、積極的

に活躍してもらうためには何をしていったらいい

のかという、今の言葉でいう“社会関係資本”

をどう実現するのかという問題を研究し･実践

するという面でリンクしているのです。

　「国際的な視野を持つ」といえば、やはり違っ

たものを理解しようとすることが、最初だと思い

ます。したがって、まず言葉を勉強してみるとか、

旅行してみるとか、交流してみるというのが大

事でしょう。神奈川県は、たとえば子どもキャンプ

や国際フェスティバルなど、いろんなことをやって

きたわけですが、私は確実にこの成果が出てい

ると思うのです。遠回りのようですが、子どもの

段階から親子そろっていろんな人たちと出会っ

てみる。だから、　　　　　のようなところで、

好奇心から他の国の料理を食べてみたいとか、

着てみたいとか、音楽を聴いてみたいというの

はとても大切なことです。それが遠い世界にあ

るのではなくて、目の前にあるのです。それは、

私たちの世代でいえば、夢見ることもできなかっ

た贅沢さです。

　しかし他面、贅沢なゆえに、あまりインパクトが

無いという問題があります。何かやろうという気

になかなかならない。むしろ、縮小志向というか、

いろんなことをやりたがらなくて自分のことだけ

やりたい、となっているようです。昔「ミーイズム」

と呼んでいましたが、場合によっては結婚すら

嫌がる。しかし、私がみる限りでは、そういう自己

中心的な人たちにとっても、途上国との国際交

流とか文化交流というのは、「同じ人間でもこん

なに違うんだ」と一気に目が覚めるようです。貧

しくてもたくましくて、人間ってすごく可能性があ

る。こういう一種の問題意識を持つことが大事

だと思います。

　全国で去年から人口が減り始めていますが、

長期的な予測によると、神奈川県は2019年まで

まだ10年以上にわたって拡大し続けるとうこと

です。その意味で格差社会の典型、人口の点

で言えば勝ち組なのです。神奈川県は１県でス

ウェーデンの国力に匹敵する県民力を持って

いるわけです。こういう膨大な力を持っている時

期がまだ10年以上続くわけですが、その時期

にこの豊かさを全部使い切ってしまうような今の

やり方ではなくて、長期にわたって次の時代を

つくるような投資をするにはどうしたらよいかとい

う問題を、未来志向できちんとつくり直さないと

いけません。でないと神奈川県といえどもかつて

他の国が歩んだような失敗を繰り返す気がします。

　それで、政治家や行政が優れているというこ

とだけに期待するわけにはいかなくなってきて

います。それぞれの人が持てる知恵を出し合う

ことが絶対必要で、たとえば子どもたちの安全

な学校づくりをやってみよう、自分たちで地域づ

くりをしてみようということになります。たとえば

NHKの「元気が出るまちづくり」。これの神奈

川県版をやってみることが本当に必要だと思う

のです。その際に女性だけが取り組むのでは

なく、男性や子どもも含め、年齢や職業など違っ

たタイプの人たちが関わるような仕組みをつくっ

たらどうかと思います。そのためには、いわゆる

公設民営ではダメだと思います。官民※２で議論

しながらつくっていく、思い切って企画を一つ民

間の人に任せてしまう。あるいは“相乗り型”と

いって、KIFのおこなっている“かながわ民際協

力基金”のように官民が一緒にプログラムをつ

くるといった、思い切った方法の開拓が必要だ

と思います。

　私が関わった県の総合計画審議会の計画

推進評価部会では、当初メンバーは有識者と

県会議員だけだったのですが、のちに公募で2

人だけ県民代表を入れていただきました。する

と、県民代表の方は、出席率もいいし、面白い

発言をされるのです。そこで、翌年は3人にしま

した。そうしたら、かなりすごい人が入ってきて、

常時出席していただいています。非常に豊か

で経験もあり、時間もエネルギーも持っている方

もいますし、高度な学歴のある主婦もいらっしゃ

います。こういう隠れた人材に参加していただ

けるよう上手くすれば、議論も活性化しやすいし、

官の人が気がつかない発想が出てくるのです。

このように情報交換しながら問題を解決するプ

ロセスづくりが非常に大事だと思うのです。県

民の皆さんには、声をかければやはり返ってくる

ものです。



　他方、これもつくってほしい、あれもつくってほ

しいという“ぶら下がり型”もありますが、今ちょう

ど転換点にきていると思うのです。ですから、選

挙で約束して橋をつくったり学校をつくったりと

いう時代から、やはり住民が自己責任でつくる、

いらない道路はつくらないということになってい

くと思います。こういう時代の神奈川県らしいや

り方を、ぜひみなさんで知恵を出してつくってほ

しいと思います。そして、その中には当然外国

籍県民がいるのです。

　ハーバード大学のジョセフ・ナイを中心とした

アメリカの国際政治学者たちが、ハードパワー

に対してこれからはソフトパワーの時代だという

議論をしています。最近はこれが高い評価を受

けていて、今後かなり重要な議論になると思う

のです。ですから、これまで日本の先端を走って

きた神奈川県のシンクタンクが合流してやるべ

き仕事というのは、おそらく、内なる国際化よりも

もう少し先にある、グローバル化時代が私たち

に突きつけている厄介なものへの対応になると

思います。これに対して国家も国際社会も十分

に対応できないでしょう。結局一人ひとりが背負

い込んでいくしかない。

　そこで、国家と個人の間にあり、権限が増え

つつある自治体、地方政府の役割というのは何

であるべきかが、かなり重要な課題になると思

います。しかし、行政が何でもできる右肩上がり

の成長の時代が終わって、少子高齢化が進み、

国際化が進んでも社会は縮んでいくわけです。

考え方も、縮みの志向に動いていきます。そのと

き、経済・社会のこれだけ大きい日本が、何をし

たら良いのかということについて、意外に誰も何

もいっていないのです。むしろ地方や地域レベ

ルで、もう一度社会のあり方や、人間の暮らし方

などをきちんと整理することが必要になっていま

す。その場としてKIFは大きい役割を果たすと

思います。

　ヨーロッパが一時期かかった先進国病にどう

やって対処してきたのかをきちんと学びながら、

その課題を解いていくべきです。しかし、そうい

う機関は国にもなく、地域がやる以外に無いわ

けです。中央からお金をもらうとか、税金をばら

撒いてくれるという時代はとっくに終わっています。

“住民発の新しいガバナンス”と呼んでいますが、

下からの自治が重要になってくる。そしてお互

いに治めあっていく（共治）ということです。これ

をどうつくるかの研究と活動の場作りが、KIFに

求められているのではないでしょうか。

　そして、神奈川県らしいアジアとのリンクという

ものも考えていただきたい。世代を重ねるにつ

れて神奈川県民となっている、外国にルーツの

ある人たちに活躍してもらうことが大切です。

ASEANあるいはアラブ諸国の産業も受け入

れて雇用を確保し、神奈川県の経済を豊かに

していく。そういう世界的構想が必要だと思い

ます。

　またニューカマーの2代目、3代目の子どもたち

というのは、特別な才能を持っていたりするので

す。音楽や芸術など、私たち日本人の子どもが

持っていないような才能があります。そこでコン

ペをやってみるというのはどうでしょう。かながわ

ビエンナーレは子どもたちの絵の展示会なので

すが、そろそろ大人の絵のコンペティションがあ

ってもいいと思うのです。やはり競い合うというこ

とで人間は強くなります。仕掛けるのは財団で、

実際競うのは県民です。そういう良いものは県

から発信できるわけです。

　環境問題や地域づくり、安全対策やまちづく

りなど、「人間の安全保障」がらみのテーマを上

手に見つけて知恵の比べ合いというのをコミュ

ニティレベルでやってみたらすごく面白いと思う

のです。競い合いのフォーラムはほおっておい

ても強くなります。やはり自分たちがつくっていく、

自分たちが競っていくというフィロソフィーを大切

にしたほうがよいと思います。

蜷インタビューを終えて
　長年にわたって、神奈川県の国際化に関わり、そして私どもの財団にも多大なお知恵をくださっ

た鈴木さん。大学の授業の１コマ分にあたる約1時間半にわたって、その熱い思いを語っていただ

きました。限られた紙面の中でどれだけその思いを表現できるだろうか・・・最初は不安に駆られな

がらもそのお話しに引き込まれ、気がつけばあっという間に時間が過ぎていました。神奈川県と財

団のこれまでの歩みについてとても分かり易いお話（レクチャー）をうけ、今後の方向性についても

非常に示唆的なご意見をいただき、財団職員としてと

ても啓発されました。お言葉にあった「上からの統治だ

けでなく、下からの自治」。学生時代に国際関係論の

授業で勉強した「グローバルガバナンス」の理論を一

県民として考えながら、まるで、「かながわの国際化を考

える鈴木ゼミ」？のゼミ生になったようなインタビューでした。

（インタビュアー　玉井　昇）

統合したKIFへの期待は何ですか。

国際社会のなかの一地域として神奈川の
独自性をつくり上げていくことですね。

蜷プロフィール
鈴木佑司（すずき　ゆうじ）

法政大学法学部教授。神奈川県総合計画審議会

副会長、同部会長。1944年生。専門は国際政治、

東南アジアの政治。東京大学卒、同大学院修士

課程修了後、国内では第三世界研究はできない

とオーストラリアに留学。モナシュ大学東南アジ

ア研究センター研究員、インドネシア大学客員講

師、マラヤ大学客員教授、ジョンズポプキンズ大

学客員教授を歴任し、1983年から現職。

蜷関連図書　
―「もっと知りたい、勉強したい」という方に

鈴木佑司〔主な著書、単・共著・訳書を含む〕

『解はひとつではない

　―グローバリゼーションを超えて』

　慶應義塾大学出版会、2004年

『アジア・太平洋における地方の国際化』

　法政大学出版、2000年

『講座政治学Ⅰ－政治理論』

　三嶺書房、1999年

『民際外交の挑戦－地域から地球社会へ』

　日本評論社、 1990年

『東南アジアの危機の構造(新版)』

　勁草書房、1988年

『平和学－理論と課題』

　早稲田大学出版部、1983年

『マレ－シアの社会と文化』

　勁草書房、1981年　など

かながわのソフトパワーとは



心のサービスで外国人によりそう活動を

かながわのキーパーソン

長澤　勲さん　NPO法人かながわ外国人すまいサポートセンター事務局長
外国人からの住まいの相談をうけつける

国で暮らすときにまず探すもの、それは

住むところ。ところが言葉も習慣もちがう

異国の地でひとりで住居を探すのは簡単なこ

とではない。NPO法人かながわ外国人すまい

サポートセンター（すまセン）は、外国人が日本

で住まいを探すときの相談や不動産の紹介な

どをおこなっている。相談窓口では、日本語の

ほかにスペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国・

朝鮮語、英語で対応している。2006年度1年

間にうけた相談の件数は、2,300件にのぼる。

　長澤さんはYMCAの職員を退職したあと、

大学や専門学校で非常勤講師として教えて

いたときに、すまセンの理事長にさそわれ、活

動にかかわるようになった。最初は週2、3日の

ボランティアだったが、在日外国人の問題をふ

かく知るにつれてのめりこんでいった。

　すまセンに相談にくる人たちのなかには、ド

メスティック・バイオレンス（DV）の被害にあって

いたり、経済的に苦しかったり、住居の問題の

背後に深刻な問題をかかえている人もいる。

そのときは、住まいの相談の対応だけではなく、

就職の相談、こどもの教育、病気の相談などの

対応もする。「行政のように住まい以外の相談

はうけつけないとわりきってしまうのではなく、で

きるかぎりすべてをうけとめてサポートをしてい

こうと考えています。心（ハート）のサービスが

すまセンの特徴です」と長澤さんはいう。心の

サービスとは、相談にきた人に不動産を紹介し

ておわるのではなく、そのあともフォローしてい

くことや、住まいのほかにかかえている問題も

支援していくことのように、在日外国人がかか

える問題に心をもって、ていねいに対応してい

くことだという。

　神奈川県には約16万人の外国籍県民が

暮らしており、おなじ県民でありながら日本人と

おなじように行政サービスをうけられないことが

ある。たとえば、公営住宅の応募書類は日本

語のため、日本語の読み書きができない場合

は応募することができない。「外国人も平等に

権利を行使できるチャンスをつくることがわたし

たちの役目です」。

外

ながさわ・いさお
横浜YMCAを退職後、関東学院大学やYMCA専門
学校の非常勤講師。2005年から事務局長。

■日　時：2008年2月1日(金)～3月16日(日) 10:00～18:00
　　　　　（祝日除く月曜休み）
■場　所：　　　　　3階　企画展示室
■参加費：無料
■主　催：神奈川県立地球市民かながわプラザ
　指定管理者：財団法人かながわ国際交流財団
■協　力：NPO法人地球友の会
　後　援：全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)

かながわ環境写真展

　国連環境計画(UNEP)が主催するUNEP世界環境フォトコンテスト。
　過去4回にわたり実施したこのコンテストでは、世界160カ国以上から12万点も
の作品が集まりました。その入賞作品の中から選りすぐりの100点を紹介します。
また　　　　  で環境についての写真を募集し、集まった100点を超える写真の展
示コーナーも設けました。テーマは未来の地球環境に「残したいもの」「残したくな
いもの」地球環境を守るために応募者や地域が取り組んでいることを紹介する「マ
イ・エコ実践」の3つ。

「田嶋先生と一緒につくる親子せっけんづくり教室」　
■日　時：2月2日（土）10:30～12:00/13:30～15:00　※入れ替え制
■定　員：各回親子15組（事前申込制）
■持ち物：家庭から出る廃油200ml

「『身近なエコ』と『壮大なエコ』の関係　マエキタミヤコさん講演会」
■日　時：2月11日（月・祝）14:00～15:30
■定　員：130名（事前申込制）

■申込み・問合せ：学習サービス課
TEL：045-896-2899（祝日除く月曜休み）
FAX：045-896-2299
E-mail：gakushu@k-i-a.or.jp
（タイトルは「環境写真展関連イベント申し込み」)

UNEP世界環境フォトコンテスト
1999－2000一般部門の佳作、「飛んでる北極グマ」



11月16日　

かながわの国際化を考える
シンポジウム

かながわ国際交流財団の発足と神

奈川開港・開国150周年を記念し

て、かながわの国際化のこれまでとこれ

からを考えるシンポジウムを開催しました。

　基調講演では、日本の開国に関わったアメリカから、ジョセフ・ドノバン首

席公使を迎え、一国の外交政策、友好と協力といった内容をかながわの

参加者に直接語り、ベストセラー『女性の品格』でおなじみの昭和女子大

学学長坂東眞理子さんは、国際交流と女性の関わりについて、優しい語り

口で講演されました。

　続くパネルディスカッションでは、総監修鈴木佑司さんのもと、法政大学の

宮島喬さんなどの研究者と、外国籍県民かながわ会議の葉鳳英さんら実

務家の代表５人が、かながわの国際化におけるこれまでの到達点と、先進

的活動を進めてきたかながわのこれからの期待と責任について、138名の

参加者を前に活発な議論を行いました。（6～8Pの鈴木佑司さんへのイン

タビューもお読みください）

財団が行う様々な事業を報告します

11月17日　地球環境戦略研究機関

第1回湘南国際村アカデミア

地球温暖化防止に向けた
国際的な取組み～現状と課題～

湘南国際村にある研究機関のネットワークを活用して、知的資源や

研究の活動成果などを一般の方々にもわかりやすいかたちでお

伝えする講演会を2回開催しました。

 第1回は、財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）との共催で、

IGES理事長である浜中裕徳さんを講師にお迎えしました。地球温暖化

については、先進各国に温室効果ガスの排出削減目標を課した京都議

定書の第一約束期間が、いよいよ来年始まる一方で、この議定書では開

発途上国に数値目標を義務づけておらず、また、世界最大の排出国で

ある米国が議定書に参加していません。米国とともに、中国やインドなど

大量排出途上国も参加して世界全体で排出量削減に取り組むために、

京都議定書の次に来る国際制度の枠組みについて活発な議論が展開

されているところです。講演では、このような現状の制度・取組みにおける

課題や、それを踏まえて将来の国際的な枠組みのあり方について紹介さ

れました。京都議定書やヨハネスブルグ・サミットなどに関連して国家政

策にも携わり、環境省で35年以上にわたり活躍された浜中さんの講演に、

多くの参加者は熱心に聞き入り、質疑応答では活発な議論が展開され

ました。

11月25日　

草の根国際
協力応援バザー

N GO活動の支援を目的に、11月25日にバザ

ーを開催しました。当日はボランティアの方々

にもお手伝いいただき、たくさんの方にご来場いた

だきました。今年は、221,141円を売上げることが

できました。バザーの売上げは、すべて「かながわ

民際協力基金」への寄付金とし、NGO活動への

助成のために使わせていただきます。ご協力いた

だいたみなさま、どうもありがとうございました。

11月28日　総合研究大学院大学　

第2回湘南国際村アカデミア

「目で見る
 染色体のヒミツ」
および特別教育講演

このほど染色体学会／染色体コロキウムの合

同年会が湘南国際村の総合研究大学院大

学（総研大）で開催され、全国の研究者が一堂に会

し最新の研究成果を発表しました。そこでこの機会

を活用し、総研大の協力をえて第2回湘南国際村ア

カデミアとしてその発表内容の一部を一般公開して

いただきました。総研大の田辺秀之准教授による司

会のもと、東京大学の渡邊嘉典教授ほか4名の講

師が新た解明されてきた「がん遺伝子の増殖の仕

組み」や「シュゴシンのはたらき」など、それぞれ最前

線の研究内容を発表しました。県内外から集まった

70名を超える一般の方々が学会員に混ざって傍聴

されました。また、午前中におこなわれた特別教育講

演では、大阪教育大学の向井康比己教授ら3名の

講師がとくに中学・高校理科教育の中で染色体をど

う教えるかについて講演しました。こちらには、近隣

の中学・高校から理

科教員の方 も々参

加され、熱心に耳を

傾けられていました。

アカデミアの様子

シンポジウムの様子



イベント　すけじゅーる

持続可能な社会へ向けて～生命をめぐる対話～
湘南国際村フォーラム

1月29日（火）、30日（水）

「世界の入口に立とう」
神奈川県内の高校生世代を対象とした国際入門セミナー。同年代
や大学生アドバイザーと楽しく交流しながら、「国際」についてじっ
くり学べる2泊3日間です。この春、世界への第一歩を踏み出そう！
☆【第9回K-PIT】
■日　時：3月22日（土）～24日（月）〔2泊3日〕
■場　所：JICA横浜国際センター（横浜市みなとみらい）
■参加費：8,000円（予定）
■講　師：江藤裕之（長野県看護大学准教授）ほか
■定　員：30名
☆【第10回K-PIT】
■日　時：3月26日（水）～28日（金）〔2泊3日〕
■場　所：東海大学湘南キャンパス（平塚市北金目）
■参加費：8,000円（予定）
■講　師：ジェフリーカーター（東海大学准教授）ほか
■定　員：30名
■申込み：専用の申込書をFAXか郵送でお送りください。
　申込書はホームページからダウンロード可能。
　ホームページ：
　http://www.k-i-a.or.jp/shonan/work/k-pit/index.html
■問合せ：湘南国際村学術研究センター（担当：今井）
　TEL：046-855-1822　　E-mail：kpit@k-face.org

3月22日（土）～24日（月）、26日（水）～28日（金）
湘南国際村青少年国際セミナー（K-PIT）

このほかのイベントの情報をご希望の方はメールマガジンを
ご購読ください。　　http://www.k-i-a.or.jp/mail-maga/

自然・人文・社会の各分野から“生命のつながり”についてアプ
ローチする3つの講演と、その講演を踏まえて、生命に関連す
る多様な分野の研究者が討議を行います。
モデレーター（司会）：山崎美貴子（神奈川県立保健福祉大学学長）
【基調講演】「人類はどこへ向かうのか」
　　　　　　 長谷川眞理子（総合研究大学院大学教授）
【セッション1】「全体性を志向する『健康』という概念」
　　　　　　 江藤裕之（長野県看護大学准教授／

湘南国際村学術研究センター客員研究員）
【セッション2】「新たな福祉国家像の視座」
　　　　　 　炭谷茂（前環境事務次官）
【総括セッション】「“生命のつながり”を中心に据えた社会へ」
■日　時：1月29日（火）13：30～17：30、
　　　　　　  30日（水）9：00～12：00（全2回）
■場　所：湘南国際村センター国際会議場
■参加費：1,500円（学生1,000円）
■定　員：60人（応募多数の場合、抽選）
■申込み：1月18日（金）までに、はがき、FAXまたはE-mail
で住所、氏名、電話番号を下記まで。応募は1通で2人まで。
※締切り後、抽選にもれた方にのみご連絡いたします。

　TEL：046－855－1821　　FAX：046－858－1210
　E-mail：shonan@k-i-a.or.jp

2007年度　第2回   会員交流会
1月20日（日）

今回の交流会では、リビーさんとともにメリーランドのカニスー
プ作りをします。また、メリーランドの歴史や文化の紹介をしてい
ただきます。リビーさんの日本研究テーマは、「漬け物」です。
■日　時：1月20日（日）11:00～13:30
■場　所：　　　　　1階　料理室　　■参加費：500円
■対　象：会員またはその家族（中学生以上)
　　　　　＊申込み時の入会は可能です。
■問合せ：国際協力課（担当：すま）
　TEL：045-896-2964（祝日除く月曜休み）

「地域の国際化を考える」セミナー2008
～身近にできる国際交流ボランティア～

2月9日（土）

Ⅰ．基調講演　13:00～14:15
「地域の国際化と外国籍住民支援ボランティアの現状」
杉澤経子さん（東京外国語大学多言語･多文化教育研修セン
ター　プログラムコーディネーター）
Ⅱ．パネルデトーク　14:30～17:00
「身近にできる国際交流ボランティア」～実践者の声～
早川秀樹さん（多文化まちづくり工房）
向晶子さん（多文化共生共生教育ネットワークかながわ）
大工廻チアゴ実さん（マルチカルチャーチルドレンの会）
■日　時：2月9日（土）13:00～17:00
■場　所：　　　　　1階　会議室　　■参加費：無料
■申込み・問合せ：電話かE-mailでお申し込み下さい。
　情報サービス課（担当：山村）
　TEL：045-896-2896（祝日除く月曜休み）
　FAX：045-896-2299　E-mail：kikaku@k-i-a.or.jp

日中文化講座

世界が認めた中国シネマ
　　　　～陳凱歌、張芸謀から賈樟柯まで～

3月2日（日）

今、世界が中国シネマに注目しています。第5世代と呼ばれる陳凱歌
監督や張芸謀監督、第6世代と呼ばれる新進気鋭の監督たちの作品は、
日々変貌を遂げる中国の「今」を伝えています。2006年ベネチア国
際映画祭金獅子賞グランプリを受賞した『長江哀歌』や『世界』を軸に、
現代中国社会の語りべとしての中国シネマの魅力に迫ります。
■日　時：3月2日（日）13:00～17:00
■場　所：　　　　　5階　映像ホール
■参加費：500円（資料代）
■講　師：市山尚三（オフィス北野・プロデューサー）
　　　　　飯塚　容（中央大学 文学部・教授）
■申込み：はがき、FAXまたはE-mailで住所、氏名、連絡先を下

記まで。参加をお断りする場合のみご連絡いたします。
■問合せ：湘南国際村学術研究センター（担当：今井、広崎）
　TEL：046-855-1822　　FAX：046-858-1210
　E-mail：shonan@k-i-a.or.jp（件名「日中講座」）
■共　催：（財）日中友好会館　協　力：オフィス北野（予定）
　後　援：神奈川県日本中国友好協会（予定）

入門編

チェンカイコー

チェンカイコー

チャンイーモウ

チャンイーモウ

エレジー

ジャジャンクー



●かながわ国際交流財団は･･･
地球のすべての人が、国境や人種、文化の違いを
越えて、人間らしく暮らせる社会の実現のため、
人と人のつながりを大切にした国際交流・国際協
力、地球市民意識の高揚と多文化共生社会の実現、
国際的な人材の育成、学術・文化交流並びに情報
発信などの様々な事業を展開しています。

●会員になりませんか？
財団の活動を支える会員を募集しています。会
員になると…
・財団が主催する各種催しを掲載した情報紙を
お送りします。

・当財団の出版物の割引サービスが受けられます。
・会員の方を対象にした催しへご招待します。
・会員証の提示で、提携エスニック・レストランの
優待サービスが受けられます。

など
＊会員登録をご希望の方は、財団までお問い合わ
せ下さい。振り込み用紙など関係資料をお送りし
ます。

★当財団は、2006年4月より、神奈川県から指
定管理者の指定を受け、　　　　　を運営する
ことになりました。
★このほか、神奈川県国際研修センターと神奈川
国際学生会館を運営しています。

　9月末まで募集しておりましたニュースレ
ターの愛称が『KIF NEWS（ケイアイエフ
ニュース）』に決まりました。この他にもた
くさんのご応募をいただきました。ご応募
してくださった方々にお礼を申し上げます。
ありがとうございました。

かながわ国際交流財団ニュースレター
2008年1月8日発行　第5号
発行／財団法人かながわ国際交流財団（本部）　
〒247-0007　
横浜市栄区小菅ケ谷1-2-1  　　　　　 1F　
TEL：045-896-2626
FAX：045-896-2945 
URL：http://www.k-i-a.or.jp 
E-mail：minsai@k-i-a.or.jp　
印刷／文明堂印刷株式会社

編 集

後 記

拡散と収斂（しゅうれん）

E・F・シューマッハーの本『スモール・イズ・ビュ

ーティフル』によれば、問題には2種類あって、

拡散する問題（論理的に詰めても解決できない

問題）と収斂する問題（解決できる問題）があるということです。

世界の平和から身近な家族の問題まで、私たちの周りには拡散

する問題があふれているように思います。しかし、彼によれば、拡

散する問題は高い次元に身を引き上げることを求めますが、そ

れによって人生に愛と美と善と真実を与えてくれるそうです。

＊情報紙に掲載されているイベントへのお申込みの際にお知らせいただいた
　個人情報は、イベント受付以外の目的には使用いたしません。

JR根岸線「本郷台」駅改札出て左すぐ

バスでお越しの場合
JR横須賀線「逗子」駅前1番乗り場より、16または26系
統「湘南国際村」行きバスに乗車、「湘南国際村センター前」
下車。所要時間約25分　料金340円

※常設展示室は混雑状況によって、入場制限を行うことがあります。ご了承ください。
※プログラムは変更・追加の可能性があります。詳細はお問い合せください。

※2/4（月）は休館です。

日　時 プログラム名 参加費

2/1（金）

2/2（土）

2/3（日）

2/10（日）

2/11（祝）

常設展示室無料【～2/3（日）】

かながわ環境写真展【～3/16（日）】

親子せっけんづくり教室（事前申込み制）

親子せっけんづくり教室（事前申込み制）

　　　　　リトル・アドベンチャー

映画「ディープ・ブルー」上映会（先着230名）

　　　　　リトル・アドベンチャー

ワンコインコンサート

「身近なエコ」と「壮大なエコ」の関係
マエキタミヤコさん講演会（事前申込み制）

AM

PM

PM

PM

無料

無料

有料

有料

無料

有料

無料

無料

無料

申
込
み
・
問
合
せ

2/2（土）　親子せっけんづくり教室／2/11（祝・月）　マエキタミヤコさん講演会
学習サービス課　TEL：045-896-2899　　E-mail：gakushu@k-i-a.or.jp
2/2（土）　映画「ディープ・ブルー」上映会
（チケットの販売は　　　　　窓口のみ。座席の予約はできません。）
10周年イベント全体
情報サービス課　TEL：045-896-2896　　E-mail：kikaku@k-i-a.or.jp

第3回21世紀ミュージアム・サミット「ミュージアム・イノベーション」
　近年、海外の美術館は文化の
拠点として、多様な活動を繰り広
げています。このサミットでは、
海外の主要な美術館長に最先端
の取組みをご紹介いただき、国
内の美術館長らとともに「ミュー
ジアムは主体的に何ができるのか」
を考えます。第3回目の今回は、
西欧だけでなく、アジアの美術館
長も交え、外部環境の劇的な変
化にも関わらず「元気のいい」美
術館がなぜ元気なのか、その「も
のの見方」とイノベーティヴな活
動の実践に焦点を当て、これから
の新しい美術館像を考えます。

■日時：2008年3月21日（金）～22日（土）
■会場：湘南国際村センター　　■定員：130名
■参加費：一般¥2,000、学生¥１,000
■議長：建畠晢（国立国際美術館長）
基調講演：ファン・ディアン（中国美術館長）、ジェルマ
ン・ヴィアット（フランス美術館群名誉キュレーター）他
討議者：高階秀爾（大原美術館長）、池田修
（BankART1929）、南條史生（森美術館長）、森村泰昌
（アーティスト）他、総勢20名による円卓会議。
■申込み：FAXかE-mailでお申込み下さい。応募者多数の場合に
は抽選となります。3月14日（水）までに参加証等をお送りします。

■問合せ：湘南国際村学術研究センター
　　　　 　ミュージアム・サミット事務局（担当：原嶋、加藤）
　TEL：046-855-1822　FAX：046-858-1210
　E-mail：msummti@k-i-a.or.jp
　Website：http://www.k-i-a.or.jp/

shonan/work/museum/index.html

湘南国際村における会議を受けて、4月2日（水）東京都・日経ホールにてルーヴル美術館長を迎え、そのイノベー
ションの実践を検証します。サミット全体の企画の詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

湘南国際村学術研究センター


