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山口 EU 協会会報 第８号 

山口 EU 協会会報         2009.3 月

 

YAMAGUCHI EU Association    山口 EU 協会事務局 山口市桜畠 3-2-1 山口県立大学国際化推進室

 

もくじ  

                       

 

2008年度 EU協会全国総会に出席 
  2008 年 5 月 7 日、駐日欧州委員会代表部（東京千

代田区）にて日本の EU 協会全国総会が開催されまし

た。山口 EU 協会からは射場理事が出席し、2007 年度

の活動報告や 2008 年度の計画について説明をし、各

EU 協会と情報交換を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●プログラム  

開会挨拶：マリエレーヌ・ヴァレイユ広報部次長  

講演   ：「リスボン条約について」 

ヒュー・リチャードソン大使  

挨拶   ：「日・EU 議員対話について」 

保利耕輔衆議院議員／日・EU 友好議

員連盟会長代理／佐賀 EU 協会会長  

報告   ：各 EU 協会より活動報告  

 

●参加者 

・ 駐日欧州委員会 ヒュー・リチャードソン氏 

・ 駐日欧州委員会 マリエレーヌ・ヴァレイユ氏 

・ 駐日欧州委員会 友田真里氏（通訳） 

・ 駐日欧州委員会 武部浩子氏（通訳）  

・ 駐日欧州委員会 末常美和子氏（広報部） 

 

・ 佐賀 EU 協会 

・ 会津 EU 協会 

http://www.aizu-cci.or.jp/a-gaikaku/eu/a

-eu.htm 

・ 福岡 EU 協会 

  http://www.kokusaihiroba.or.jp/eu/ 

・ 兵庫 EU 協会 http://www.hyogo-ip.or.jp/eu/ 

・ 香川 EU 協会 http://www.kagawa-eu.jp/ 

・ 松山 EU 協会 

http://id41.fm-p.jp/7/eukyoukai/ 

・ 宮城 EU 協会  http://www.sendaicci.or.jp/eu/ 

・ 長野 EU 協会  http://www.nea.or.jp/eu/top.htm 

・ 大分 EU 協会  

・ 山形 EU 協会  

・ 山口 EU 協会 http://www.yamaguchieu.jp/ 

・ 石川 EU 協会（新規設立協会） 

http://www.ishikawa-eu.org/   

・ 京都・奈良 EU 協会（新規設立協会） 

http://www.eurokn.com/  

・ 静岡 EU 協会（新規設立協会）  

 

１ 2008 年度 EU 協会全国総会に出席 

２ 「2008 年 EU（欧州連合）があなたの学校に

やってくる」プログラムの開催 

３ 第６回山口国際交流芸術祭 

２００８ヨーロッパ芸術祭「情熱と浪漫」

の開催 

４ 2008 年度山口ＥＵ協会総会の開催 

５ 2008 年ユーロ・EU セミナーの開催 

６ 2009 年度の事業のお知らせ 



 - 2 -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU の創立を祝うシューマンデー(5 月 9日)の 

パーティーの様子 

 

「2008年 EU(欧州連合)があなた

の学校にやってくる」プログラム

の開催 
「EU があなたの学校へやってくる」というイベ

ントは、在日 EU 加盟国大使館と駐日欧州委員会代

表部から大使や外交官が中学校・高等学校を訪問

して、EU および各出身国に関する特別授業を行う

ものです。山口県内では上記 2 校が対象となり、

2008 年 5 月 8 日（木）、9 日（金）にかけて 300 名

の学生・生徒が講演に参加しました。また、夜に

はレセプションを開催し、交流を深めました。 

●訪問学校   

宇部工業高等専門学校(5/8 14:45-16:15) 

宇部フロンティア大学付属香川高等学校 

(5/9 11:00-12:30) 

●訪問講師  

SeppoKIMANEN セッポ・キマネン氏 

フィンランド大使館参事官（報道・文化担当） 

●主催：駐日欧州委員会代表部 

●協力：山口 EU 協会 

第 6 回山口国際交流芸術祭 

2008ヨーロッパ芸術祭「情熱と浪

漫」の開催 

   7 月 13 日（日）はザビエル教会内での「スペイ

ン音楽特集コンサート」、8 月 23 日（土）は「ザビ

エル時代からバロック時代にかけてのヨーロッパ

古楽器コンサート」、9 月 19 日（金）・20 日（土）

は 2 本の映画を上映しました。2008 年のテーマは

スペイン。ギター演奏にはじまった恒例のザビエル

教会内でのコンサートは、今年も満員でした。ヨー

ロッパ古楽器コンサートのほうは旧県議会議事堂

で開かれ、「おいでませ山口デスティネーションキ

ャンペーン：国の重要文化財で楽しむ夜のコンサー

ト」として人気を博しました。 

 

2008年度山口ＥＵ協会総会の開催 

 7 月 29 日、湯田温泉のホテルニュータナカにて年

次総会が開催されました。 
 2009 年度の事業として、引き続き「EU があなた

の学校にやってくる」プログラムの請地や EU 経済

フォーラムの開催のほか、山口 EU 協会独自の新し

い文化・教育イベント（例：研修旅行や教育フォー

ラムなど）の開催の可能性について活発な意見が交

換されました。 
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〒753-8502 山口市桜畠 3-2-1 

山口県立大学 国際化推進室 
TEL/ FAX 083-928-3413 

e-mail：kokusaika@yamaguchi-pu.ac.jp

2008年ユーロ・EU セミナーの開催 
 2008 年 10 月 2 日（木）、宇部市の全日空ホテル

にてユーロ EU セミナーを開催しました。欧州委

員会経済・金融総局長付上級アドバイザーのエル

ベ・カレ（Herve Carre）氏が、「ユーロの 10 年」

と題して、ユーロ導入の成果と課題について講演

を行い、県内の銀行、企業、行政などから約 100

名が出席しました。 

講演によると、ユーロ導入の成果としては域内

の経済が安定したこと、予算が均衡へと近づき、

雇用創出や金融統合が進み、結果として強いユー

ロのイメージが広まり、ユーロ圏が拡大したこと

です。また、課題としては、EU や世界の直面する

グローバル化や高齢化、気象変動等の諸課題を克

服するため生産性を向上させ、成長を促す必要が

ありますが、他方では経済を監督する役割を強化

し、構造改革を進めて、金融市場統合を進化させ

る必要もあります。ユーロの国際的な役割と期待

は強まっており、US ドルとの比較において、将来

的にユーロが域外においてどのような立場をと

るべきかについて議論と挑戦が続いています。 

講演に続いて、宇部市長、宇部興産副社長、日

銀下関支店長をコメンテーターに迎えてのシン

ポジウムが開催され、質疑応答が行なわれました。

主催は駐日欧州委員会（EU 代表部）、共催は山口

EU 協会、宇部市、ジェトロ山口貿易情報センター。

全国を巡回して開催されたユーロ EU セミナーの

一つで、山口県での開催は昨年に引き続き 2回目

となります。 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ユーロ・EU セミナー風景 

 

 

 

 
交流会の様子 

 

 

 

 
山口 EU 協会の江里会長と歓談する参加者 

 

2009年度の事業のお知らせ 
 次年度の事業にご協力お願いいたします。 

 

● 「ＥＵがあなたの学校にやってくる」は、５月７

日に宇部市の慶進行高校、５月８日に宇部市の鴻

城高校にフランス大使館からの講師が訪問します。 

 

● 第７回山口国際交流芸術祭を７月にザビエル教会

で開催します。 

 

● フィンランドへの文化・経済ツアー「サンタクロ

ースへ手紙を届けよう」を企画します。 

 

● ＥＵ経済フォーラムを秋に予定しています。 

 

 
 

 

発行 山口 EU 協会事務局 


