推薦の言葉

In praise of CIE

岸田 文雄 内閣総理大臣
戦後７６年、日米安保条約署名から６２年を経た現在、日米同盟は我が国の外交・安全保障の基軸であ
り、インド太平洋地域、そして世界の平和と繁栄の基盤です。
日米間で脈々と続いてきた草の根レベルの交流は、両国の国民の幅広い相互理解と信頼の基礎であり、
今日の両国の強固な関係の構築に重要な役割を果たしてきたと考えています。５月に行われた私とバ
イデン大統領との会談においても、相互の交流及び協力の重要性を強調しました。
財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センターが、コロナ禍においても、オ
ンラインで日米間の様々な交流を継続されてきたことを心強く思います。同センターの長年にわたる
御尽力に敬意を表するとともに、益々の御活躍及び御発展をお祈りいたします。

Rahm Emanuel, Ambassador, Embassy of United States of America

ラーム・エマニュエル駐日米国大使

Congratulations to the John Manjiro-Whitfield Commemorative Center for International Exchange
for your outstanding work to strengthen the bonds of friendship between the American and
Japanese people.
The annual America-Japan Grassroots Summit serves as a valuable bridge between our two
nations. While security and economic cooperation capture the media headlines, bringing our two
people together underlies and makes possible every U.S.-Japan partnership. In these challenging
times, when some nations seek to challenge the international system that protects our shared values
and principles, programs like the Summit are more important than ever before.
As a former mayor I appreciate that the Grassroots Summit creates and strengthens connections between cities and regions in
Japan and the United States. Such subnational diplomacy is essential if we are to solve the increasingly complex challenges of
the 21st century.
The Center for International Exchange has my best wishes for many more years of continued success.

（ジョン万次郎・ホイットフィールド記念国際交流センターの皆様、日米両国民の友好の絆を深めるための優れた活動に対し、心より
お祝い申し上げます。
毎年開催される日米草の根交流サミットは、日米両国の貴重な架け橋としての役割を果たしています。安全保障や経済協力がメディ
アの見出しを飾る一方で、日米両国民の交流はあらゆる日米パートナーシップの根底にあり、それを可能にしています。私たちが共有
する価値観や原則を守る国際システムに挑戦しようとする国があるこの困難な時代において、このサミットのようなプログラムはかつ
てないほど重要なものとなっています。
元市長として、グラスルーツサミットが日米の都市と地域のつながりを築き、強化してくれていることに感謝します。21 世紀のます
ます複雑化する課題を解決するためには、このような地方外交が不可欠なのです。
国際交流センターが、これからも何年にもわたって成功されることをお祈りしております。）
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サミット大会の歴史

理事長

石川 和秀

業務執行理事

青木 千佳

公益財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念
国際草の根交流センター 事務局長

理事

小川 哲男

トヨタ自動車株式会社 北米本部長

小沢 一郎

衆議院議員

河野 雅治

日本政府代表（中東地域及び欧州地域関連）

志岐 隆史

全日空商事株式会社 代表取締役社長

團 宏明

三井住友海上火災保険株式会社 顧問

監事

金井 萬造

株式会社地域計画建築研究所 顧問

評議員

小竹 暢隆

元名古屋工業大学教授

公益財団法人 日本国際問題研究所
（元駐フィリピン大使）
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佐々木 伸彦 日本貿易振興機構（ジェトロ）理事長
高島 肇久

公益財団法人 新国立劇場運営財団

中濱 京

中濱万次郎五代目

平田 潔

NPO 法人中浜万次郎国際協会 理事

平野 貞夫

有限会社土佐南学会 代表取締役

会長

小沢 一郎

衆議院議員

特別顧問

吉國 譲治

元三菱商事株式会社

顧問

魚岸 志乃富／北代 淳二／佐藤 久美／高見澤 孟／中山 貴恵

理事

寄附協賛企業一覧 （五十音順）

第 1 回 東京・京都大会
第 2 回 マサチューセッツ、モンタナ、ワイオミング大会
第 3 回 名古屋・東京大会
第 4 回 バージニア大会
第 5 回 鹿児島・東京大会
第 6 回 コロラド大会
第 7 回 山形・東京大会
第 8 回 ジョージア大会
第 9 回 静岡大会
第 10 回 ウィスコンシン大会
第 11 回 第 11 回広島大会 9.11 テロ発生のため延期
第 11 回 広島大会
第 12 回 テキサス大会
第 13 回 千葉大会
第 14 回 ニューイングランド大会
第 15 回 東海大会
第 16 回 コロラド大会
第 17 回 能登大会
第 18 回 ケンタッキー大会
第 19 回 みやぎ大会
第 20 回 サンフランシスコ・ベイエリア大会
第 21 回 高知大会
第 22 回 ノーステキサス大会
第 23 回 しまね大会
第 24 回 サンディエゴ大会
第 25 回 おおいた大会
第 26 回 広域アトランタ大会
第 27 回 奈良大会
第 28 回 シアトル・ワシントン州大会
第 29 回 兵庫・姫路大会
フィラデルフィア大会中止・延期
和歌山大会延期
和歌山大会再延期
第 30 回 オハイオ大会予定
第 31 回 和歌山大会予定

株式会社アイシン
AISIN CORPORATION

愛知製鋼株式会社
AICHI STEEL CORPORATION

株式会社ECC
ECC Co., Ltd.

株式会社ジェイテクト
JTEKT CORPORATION

全日本空輸株式会社
All Nippon Airways Co., Ltd.

ダイキン工業株式会社
Daikin Industries, Ltd.

株式会社デンソー
DENSO CORPORATION

株式会社ドトールコーヒー
Doutor Coffee Co., Ltd.

豊田合成株式会社
TOYODA GOSEI CO., LTD.

トヨタ自動車株式会社
TOYOTA MOTOR CORPORATION

トヨタ自動車九州株式会社
TOYOTA MOTOR KYUSHU, INC.

株式会社豊田自動織機
Toyota Industries Corporation

豊田通商株式会社
Toyota Tsusho Corporation

トヨタファイナンシャル
サービス株式会社
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
CORPORATION

トヨタ紡織株式会社
TOYOTA BOSHOKU
CORPORATION

株式会社ニフコ
Nifco Inc.

日野自動車株式会社
Hino Motors, Ltd.

深田電機株式会社
FUKADA DENKI

富士通株式会社
Fujitsu Limited

ブラザー工業株式会社
BROTHER INDUSTRIES, LTD.

三井住友海上
火災保険株式会社
Mitsui Sumitomo Insurance
Company, Limited

株式会社三井住友銀行
Sumitomo Mitsui Banking
Corporation

三菱商事株式会社
Mitsubishi Corporation

明治安田生命保険相互会社
Meiji Yasuda Life Insurance Co.

公益財団法人森村豊明会
MORIMURA HOUMEIKAI
FOUNDATION

東京海上日動火災保険株式会社／パナソニック株式会社／矢崎総業株式会社
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. / Panasonic Corporation / Yazaki Corporation

法人賛助会員一覧 （五十音順）
明治安田生命保険相互会社
Meiji Yasuda Life Insurance Co.

