
 「われら連合国の人民は」で始まる国連憲章は、私たち一人ひとり

が、その「人民」として、憲章に掲げる、国際平和と安全の維持、全て

の人民の経済、社会的発展と言った目的のために力を合わせて行動

することを求めています。 

 私たちは、また、ボーダレス化した経済、グローバル化した情報通

信のもとに、「宇宙船地球号」の乗組員でもあります。グローバル化し

た世界は主権国家と言う枠組みでは捉えきれない多様な要素からな

ります。私たちは、地球的規模の諸問題を私たちの住むコミュニテイ

の私たち自身の問題として、また、私たちの住むコミュニテイの諸問

題も地球的意味を有していることを意識して、対処していくことを求め

られています。｢人民｣として国連に係わった私たちは、国連諸機関の

活動に積極的に参画していく義務があります。 

 そのような考えから、今回、改めて｢市民国連フォーラム｣を開催し、

「国連とアフリカ」、「国連と環境問題」、｢国連の平和構築｣、｢国連と

文化、教育｣及び「国連・市民・NGOネットワーク」と言う多角的な分野

で話し合いの場を持つことと相成りました。皆様の積極的なご参加を

期待いたします。  
（ “ 市 民 国 連 ” ） 

テーマ 

「国連に呼応して、市民は何ができるか？」  

■ 主催 ： 地球市民機構（GCI:“市民国連”）  ■ 共催 ： NPO法人 未来構想戦略フォーラム 
(推進団体： 山元学校, ローハスクラブ,NPO日本の感性21/CNC, 日本ビジネスインテリジェンス協会,ほか) 

■ 後援 ： 外務省 

■ 協賛 ： EQコミュニケーションズ㈱、 NPO天真会、 （財）人間自然科学研究所 

2008年12月23日 （火・祝日）  9：45～16：45 

早稲田大学14号館１Ｆ（午前）、４F(午後)  

連絡先：Tel: 0422-26-9156   Fax: 0422-26-9155  
E‐mail; 2008gci@gmail.com  URL: http://www.e-gci.org 
〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-28-3-209  
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 プログラム 

■ オープニング 

 

■ 開会の辞 

■ 基調講演 

 

 

 

 

■ 休憩： ゴスペル・ソング 

１） 自己紹介 

２) 国連は何が為し得るか,その限界 

３） アフリカの現状  

a) 何故,アフリカが世界にとって必要か？ 

b) アフリｶの経済・社会,政治・安保問題 

c) 日本が培ったアフリｶの関係 

d) 市民社会と民間企業との連携の重要性  

大月 宗明ほか 

伊勢 桃代 

池亀 美枝子 

ＮＰＯ法人「日本筝曲楽会」会長 

元国連大学初代事務局長 

国連事務総長室アフリカ上級 

担当者、TICAD国連代表  

レイ・ドロシー 

1, Hold On     2, Silent Niｇｈｔ   3, Respect Yourself  

I. 【国連とアフリカ】 

II. 【国連と環境】 

III. 【国連と平和機構】 

IV. 【国連と教育・文化】 

V. 【国連・市民・NGO】 

柴田 孝男  

山元 雅信  

伊勢 桃代  

モディレーター 

■ 発題 「内乱の危機を克服したケニア」  － 小林 重一  

■ 発題 「リコンシリエイション（和解）プロジェクト」 － ベベニョン・イマニュエル 

■ 発題 「地球環境税の可能性 」  － 上村 雄彦  

一色 宏   

上田 正雄   

■ 発題 「私のボランテア活動:中国,フィリピン」  － 青木 宏之  

■ 発題 「日本の感性２１、ＩＮ 早稲田」 － 大月 宗明 

■ 発題 「私のボランティア活動:ミヤンマー12年間」  － 吉松 栄子 

■ 発題 「デザインの現場からの提言―へそばさみプロジェクトー 」 － 玉野 哲也 

[コメント]   池亀 美枝子 

「アフリカの平和と開発のために 

 国際社会は何ができるか？」  

濱川 一郎  総合司会：  

「地球市民機構（“市民国連”） 

 の新しい出発に当たって 」  

■ 発題 「国連と平和構築、理論と実際 」  － 長谷川 祐弘 

■ 発題 「国益の追求と世界共同体の構築」 － 林 正寿 

風神 鹿の遠音 荒城の月抄・さくら舞曲 



 貴賓紹介 

伊勢 桃代 

慶応大 社会学専攻、 シラキュース大学院社会学修士、 コロンビア大都市計画修士、 

ハーバード大比較文化 社会学専攻、 

米政府予算によるケネディ・ジョンソン大統領下で反貧困政策従事、NY市政府反貧困プログ

ラム研究部長、1969年UN本部勤務,事務総長室にて国連大学設立事業に参画、ＵＮ人材管

理局人事採用部、研修部、専門官部など部長、国連大学初代事務局長、1997年UN退職

（財）女性のためのアジア平和国民基金 専務理事、 現在 日本国連本部理事。 

池亀 美枝子  

東京女子大、サイモンフレーザー大、ストックホルム大学院卒、 

FAO（国際食糧農業機構）、WFP(世界食糧家計画) 

UNDP（国連開発計画）、 国連本部を含め、国際公務員25年間勤務。  

元国連大学初代事務局長  

国連事務総長室アフリカ上級担当者、TICAD国連代表  

上村  雄彦   

1965年大阪生まれ。大阪大学大学院法学研究科博士前期課程、カールトン大学大学院国際

関係研究科修士課程修了。カナダ国際教育局カナダ・日本関係担当官、国連食糧農業機関

住民参加・環境担当官,奈良大学教養部専任講師、ネットワーク『地球村』国際部長,CSR経営

研究所主任研究員,千葉大学大学院公共研究センターCOEフェローを経て,人文社会科学研

究科地球福祉研究センター准教授。専門：地球社会論,地球公共政策論。著書：『国際関係

論を超えて』『グローバル化の行方』『世界から貧しさをなくす３０の方法』『世界の貧困問題を

いかにして解決できるか』  

一色  宏  

洋画・日本画を学び、独自なデザイン美学をもって創造活動を展開中。 

皇居新宮殿造営に参画。第3～4次防衛計画Badge Systemのグラフィックシステムデザイン制

作｡ イタリアントマト、Pizza World、東京ドーム,山田養 蜂場等、企業のシンボルマーク制作、

異色のCIデザインで話題を呼ぶ｡  

千葉大准教授  

青木  宏之   

1936年,横浜市に生まれる。中央大学法学部卒、日本空手道江茂師範より最高段位五段に

推挙される。新しい時代の体術を求め、武道家によるプロジェクトチーム結成。総合的な人間

開発のための体術「新体道」を創始。日本はもとより世界各国に広まる。現在、(有)天真会取

締役社長  「天真書法塾」塾長 ＮＰＯ天真会代表 剣武天真流宗家 

「天真奨学会3Hスカラシップ」代表理事長 「瞑想カレッジ」学長 

アジアの貧困家庭の子供たちへの教育支援や学校建設などを進めている。  

デザイナー  

演武・書道家   

上田  正雄   

千葉県市川市生まれ。20代後半からボランティア活動を始め、現在は会社員生活の傍ら、い

ちかわグリーンネットワークでの環境活動、福祉問題を考える会事務局長、地球村市川支部

幹事、地域の人達の交流の場、ＮＰＯ法人楽舎の代表なども務め、さまざまな団体のパイプ役

として活躍中。  



大月 宗明 

1933年岡山市に生まれる。筝曲「日本音楽大道派」宗家,大月忠道(父)に師事。東京芸術大

学で宮城道雄に師事。 1957年全日本邦楽コンクール作曲部門でＮＨＫ賞を受賞。日本縦断

リサイタル挙行。平成元年「大月宗明筝リサイタル」文化庁優秀舞台奨励公演指定。中国,アメ

リカ,台湾,タイ,フランス,ドイツ,イタリア,フィンランド,スエーデン,スペイン,オーストラリア,トルコ,

ボーランド等で演奏。国際的に活動。日本筝曲会連盟中央委員。  

ＮＰＯ法人「日本筝曲楽会」会長  

玉野  哲也  

1972年生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒。日本人として初めて、ベネトンへ

参加。主に国連団体との共同企画。世界80カ国で発刊されているビジュアルマガジーン

『Colors』のアートディレクターを務める。帰国後、デザイン企画、CM制作、展覧会、ボランティ

ア、ワークショップまで幅広く活躍。Tmanao Design 主宰  武蔵野美術大学講師 

 デザイナー・アートディレクター  

デザイナー  

レイ・ドロシー  

米国テキサス州出身,小学校の聖歌隊から歌い始め、ハイスクールバンドを結成、リードボー

カルとして活動。ドラム・コンガなど、あらゆるパーカッションの演奏をする。プロミュージシャン

として活動、数多くのグループ（マンボ・ジャズ・キング）を結成。ＮＨＫ・テレビ東京・フジテレ

ビ、各地ホテル、米軍基地で公演。 

柴田  孝男  

国際基督教大学（ICU）卒,外務省経済協力局,スウェーデン公使, 国連農業開発基金副総

裁,国連日本代表部参事官, ジンバブエ公使,カンサス市総領事、東京経済大学講師,歴任、

京都議定書交渉には、作業部会議長として活躍。NYからアフリカのエイズ問題対処のため

NGO活動を展開中。  

カンサス大学准教授   

山元  雅信   

早稲田大学第一政経学部（経済）卒、日立造船営業マンとしてヨーロッパで年間数千億円を

売り上げ。現在国際ビジネスコンサルタントとして、多くの企業のコンサル。英語堪能、毎月駐

日大使を招いて東大、慶応、御茶ノ水女子大等の学生150人の勉強会,山元学校を主宰。環

境日本.comやNPOソーラークッカージャパン「Blue Earth」を立ち上げ、環境づくりを目指して

いる。「ＴＩＣＡＤ市民社会フォーラム」でも活躍「東アジア学生フォーラム」立ち上げを手伝う。  

山元学校 学長    

吉松  栄子    

１９５７年福島県生まれ 看護師 福島県立医科大学付属看護学校卒業 同病院看護師として１

０年間勤務 １９９７年初めてミャンマーを訪れる その後毎年１～２回訪問し支援活動を行う  

ミャンマー・サポート・プラン事務局長。 

ミャンマーＳＰ    

長谷川 祐弘   

ミシガン大学卒業、国際基督教大学大学院修士課程修了、ワシントン大学で国際関係開発

学博士号取得。1969年より2006年9月まで国連職員として開発援助、国連平和維持活動に従

事。93年国連ボランティア（UNV）選挙監視団統括責任者（カンボジア）、94年ソマリア国連平

和維持活動（UNOSOM）政策企画担当部長、95年ルワンダ国連常駐人道調整官及び国連開

発計画（UNDP）常駐代表、96年UNDP駐日代表、2002年4月UNDP紛争予防・復興担当特別

顧問などを経て、同年7月東ティモール国連事務総長特別副代表・国連開発担当調整官・

UNDP常駐代表。04年5月より06年9月まで国連事務総長特別代表。2006年10月に東ティ

モ－ル民主共和国親善大使に任命される。法政大学教授(2007年4月就任)。 

法政大学教授   
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