
LUXOR EGYPT, HIRAIZUMI, ICHINOSEKI INTERNATIONAL FRIENDSHIP

特別講演［13:40～］

駐日エジプト・アラブ共和国大使館特命全権大使

イスマイル・カイラット 閣下

※ 講演は英語ですが日本語へ通訳します。

エジプトとの交流について
お話をいただく予定です。

基調講演［14:15～］

元文化庁長官 / 平泉文化遺産センター名誉館長

近藤 誠一 氏

世界遺産平泉
～世界の文化交流の
　一翼を担うために～

［主催］一関・平泉地域エジプト・ルクソール友好協会/北上川リバーカルチャーアソシエーション
［協賛］（一社）東北地域づくり協会　［協力］岩手県国際交流協会／一関国際交流協会／平泉国際交流協会／エジプト・アラブ共和国大使館
◆本事業は、（一社）東北地域づくり協会みちのく国づくり支援事業の支援により実施しています。

埼玉高速鉄道株式会社
代表取締役社長

荻野 洋 氏
岩手県県南広域振興局長

堀江  淳 氏

中尊寺貫首
ルクソール友好協会名誉会長

山田 俊和 師

国土交通省
東北地方整備局長

川瀧 弘之 氏

コーディネーター パネリスト （50音順）  講演のお二人にもご参加をいただきます。
パネルディスカッション［15:00～］

※ フォーラム終了後に、同会場にて出演者を
　 囲んだ「交流の夕べ」（5,000円）を行います。

エジプトハス

中尊寺ハス

13:30～16:30

2017

2/26日
ベリーノホテル一関

岩手県一関市山目三反田179

入場無料

【申込み・問合せ】
お名前､所属､連絡先､交流の夕べの有無について
メールまたはFAXでお申込みください。
北上川リバーカルチャーアソシエーション事務局
メール kitakami.rca@gmail.com　
FAX 0191-31-6333
T E L  090-4883-6560
 0191-23-4111（ベリーノホテル一関内）

ハスを通じた
エジプトと
平泉の文化交流
‒国際交流都市をめざして‒

平成29年、30年は、
カスリン・アイオン台風から
70年となります



13:40～　特別講演 

14:15～　基調講演

15:00～　パネルディスカッション

世界遺産平泉
～世界の文化交流の一翼を担うために～

元文化庁長官 / 平泉文化遺産センター名誉館長

近藤 誠一氏

エジプトとの交流について
お話をいただく予定です。

「世界に開かれた『文化交流都市』を目指して」

駐日エジプト・アラブ共和国大使館特命全権大使

イスマイル・カイラット  閣下

コーディネーター

パネリスト

埼玉高速鉄道㈱
代表取締役社長

荻野 洋 氏

国土交通省 東北地方整備局長

川瀧 弘之 氏

岩手県県南広域振興局長

堀江 淳 氏

中尊寺貫首 / ルクソール友好協会名誉会長

山田 俊和 師

プロフィール
1945年 埼玉県生まれ
1970年4月 日本国有鉄道 入社
1974年2月 総裁室文書課補佐
1975年6月 米国インディアナ大学留学
 （行政官留学生）
1982年2月 大阪鉄道管理局総務部人事課長
1985年3月 職員局労働課補佐
1987年4月 東日本旅客鉄道株式会社 入社
 新潟支社総務部長
1988年4月 関連事業本部事業開発部計画課長
1994年1月 広報部長
1996年6月 　同　用地企画部長

1997年6月 事業創造本部（出向）
 盛岡ターミナルビル株式会社
 代表取締役社長
2000年6月 東日本旅客鉄道株式会社
 取締役盛岡支社長
 盛岡ターミナルビル株式会社 取締役
2003年12月 株式会社日本レストランエンタプライズ
 代表取締役社長
2011年6月 日本ホテル株式会社 取締役会長
2013年6月 日本ホテル株式会社 顧問
2014年6月 現職

プロフィール
1960年 神奈川県生まれ
1985年4月 建設省採用
1994年7月 建設省 道路局 企画課長補佐
1996年4月 建設省 関東地方建設局 高崎工事事務所長
1998年4月 秋田県 土木部 道路建設課長
2000年4月 建設省 道路局 有料道路課 建設専門官
2003年4月 国土交通省 関東地方整備局 道路部 道路企画官
2005年7月 日本道路公団 民営化総合企画局 経営企画室 調査役
2005年10月 中日本高速道路株式会社 経営企画部 経営企画チーム 経営企画担当リーダー
2007年4月 国土交通省 道路局 地方道・環境課 道路環境調査室長
2007年9月 群馬県 県土整備部長
2011年1月 国土交通省 東北地方整備局 道路部長
2013年8月 国土交通省 観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課長
2015年7月 現職

プロフィール
1957年 岩手県生まれ
1982年 岩手県採用
2001年4月 大船渡地方振興局企画総務部企画振興課　課長
2003年4月 商工労働観光部産業振興課　課長補佐
2004年4月 岩手県教育委員会事務局教職員課　人事給与担当課長
2007年4月 岩手県教育委員会事務局教育企画室　特命参事
2008年4月 農林水産部林業振興課　総括課長
2011年4月 政策地域部市町村課　総括課長
2012年4月 総務部人事課　総括課長
2013年4月 岩手県教育委員会事務局　教育次長兼教育企画室長
2014年4月 県土整備部　副部長兼県土整備企画室長
2015年4月 現職

プロフィール
1943年  東京都生まれ
1957年  得度受戒
1966年  大正大学仏教学部天台学科卒
1984年   天台宗の修行階梯を経て、東京最勝寺（目黄不動）の住職のかたわら天台宗議

員・天台宗参務総務部長・駒込学園常任理事・大正大学監事・日中友好宗教者
懇話会理事長・天台宗海外伝道事業団理事長などを歴任

2006年  天台宗東北大本山中尊寺貫首に就任（10月1日）
2010年  天台宗海外伝道事業団理事長（在任中）
2013年  一隅を照らす運動副会長（在任中）

プロフィール
1985年7月   エジプト外務省入省
1985年8月 ̶ 1986年7月 エジプト外務省外交研究所（カイロ、エジプト）
1986年7月 ̶ 1988年7月 エジプト外務省国際組織局（カイロ、エジプト）
1988年8月 ̶ 1992年8月 在ギリシャ・エジプト大使館二・三等書記官（アテネ、ギリシャ）
1992年8月 ̶ 1993年8月 エジプト外務省国際組織局二等書記官（カイロ、エジプト）
1993年8月 ̶ 1997年8月 在インド・エジプト大使館一等書記官（ニューデリー、インド）
1997年8月 ̶ 1998年8月 エジプト外務省非武装化問題担当副大臣室一等書記官（カイロ、エジプト）
1998年8月 ̶ 2002年12月 国連エジプト政府代表部政治担当参事官（NY、米国）
2002年12月 ̶ 2004年2月 エジプト外務省国連局長（カイロ、エジプト）
2004年2月 ̶ 2005年9月 在英国エジプト大使館首席公使（ロンドン、英国）
2005年9月 ̶ 2008年12月 国連エジプト政府代表部広報室長（NY、米国）
2008年12月 ̶ 2012年8月 エジプト・ラジオ・テレビ組合取締役（カイロ、エジプト）
2008年12月 ̶ 2012年8月 エジプト国家情報センター長（カイロ、エジプト）
2012年8月 ̶ 2013年9月 エジプト外務省情報技術局長（カイロ、エジプト）
2013年9月 ̶ 2015年3月 駐タイ大使（兼カンボジア大使）（バンコク、タイ）
2015年3月 ̶  現職

プロフィール
1946年 神奈川県生まれ
1972年 外務省入省
1973年 英国オックスフォード大学留学（～1975年）
1975年 外務省海外広報課
1977年 通産省資源エネルギー庁石油部計画課
1980年 外務省経済協力局経済協力第一課
 IEA/OECD （経済協力開発機構国際エネルギー機関）
1983年 外務省経済局国際機関第二課首席事務官
1986年 アジア局北東アジア課首席事務官
1987年 事務次官秘書官
1988年 国際報道課長
1990年 在フィリピン大使館参事官

1992年 在米国大使館参事官
1996年 同公使、 外務省経済局総務参事官
1998年 経済局参事官、経済局審議官
1999年 OECD（経済協力開発機構）事務次長
2003年 外務省文化交流部長
2004年 外務省広報文化交流部長
2005年 国際貿易・経済担当大使
2006年 ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
2007年 ユネスコ世界遺産委員会日本代表委員（～2008年）
 同委員会選挙方法再考作業部会議長（～2009年）
2008年 駐デンマーク特命全権大使
2010年 文化庁長官（～2013年7月）

退官後、近藤文化・外交研究所設立、外務省参与、東京大学大学院特任教授、京都市芸術文化協会理事長、東京都交響楽団理事
長、日本舞踏協会会長等を務める。



                                      平成２９年１月吉日  

各 位 
 

北上川リバーカルチャーアソシエーション（北上川ＲＣＡ）  
会長  平山 健一   

一関・平泉地域エジプト・ルクソール友好協会（友好協会） 

                                                         会長  齋藤 哲子  

 
「国際文化交流フォーラム」開催のご案内 

厳冬の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、下記のとおり標記フォーラムを開催いたします。今回は、平泉の世界文化遺産登録５年を記念して、これま

で進めてきたエジプトとの交流をさらに続けて、世界の文化交流の一翼を担うために、当地域が何を目指して進ん

でいったらいいのか、これからの国際交流の方向性や国際文化交流都市を築くための方策について探るものです｡ 

つきましては、ご多忙のところ恐縮ですが、標記フォーラムへのご出席を賜わりたくご案内申し上げます。 

また、フォーラム終了後には、出演者を囲んだ「交流の夕べ」も開催しますので、あわせてご案内いたします。 

 

記 

１ 日 時： 平成２９年 ２月２６日（日）  １３：３０ ～ １６：３０  

２ 会 場： 一関市 ベリーノホテル一関  

３ 次 第： （１）特別講演（１３：４０ ～）  イスマイル・カイラット 閣下 

                       （駐日エジプト・アラブ共和国大使館特命全権大使） 

       （２）基調講演（１４：１５ ～） 近藤 誠一氏（元文化庁長官､平泉文化遺産ｾﾝﾀｰ名誉館長） 

       （３）パネルディスカッション（１５：００～）  

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ   荻野  洋 氏（埼玉高速鉄道㈱ 代表取締役社長） 

パネリスト  イスマイル・カイラット 閣下（講演者） 

川瀧 弘之 氏（国土交通省東北地方整備局長） 

近藤 誠一 氏（講演者） 

堀江  淳 氏（岩手県県南広域振興局長） 

山田 俊和 師（中尊寺貫首、友好協会名誉会長） 

       （４）交流の夕べ （１６：４５ ～） （会費：5,000円／人、当日徴収）   

 

                     ＜切取線＞  

＊出欠について： 下記に必要事項をご記入のうえ、メールまたはＦａｘで２/２２（水）までにご回答願います。 

お 名 前 所  属 役 職 フォーラム 交流の夕べ

   出席・欠席 出席・欠席

電 話： メール： 

連絡先  北上川ＲＣＡ事務局  小山隆春  電話： ０９０-４８８３-６５６０ 

                  メール： ｋｉｔａｋａｍｉ.ｒｃａ＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ  Fax： ０１９１-３１-６３３３  


