


歓迎のご挨拶 
 

上智大学ソフィア会会長 上原 治也 (1969 経営) 

 

 平素より、上智大学ソフィア会活動に対しては多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。ソフィア会は 2009 年か

ら、国内外の地域ソフィア会の会員の皆様の相互交流と各ソフィア会活動の活性化を目的に、地域ソフィア会全国大会を開催

してきました。 

 第一回の九州大会を皮切りに、関西大会、山梨大会、函館大会とこれまで合計 4 回の全国大会を開催してまいりました。創立

100周年を迎えた昨年は、国内外に258を数える地域ソフィア会および各種ソフィア会の全国大会として、創立100周年記念拡

大東京大会（兼第 5 回地域ソフィア会）を開催いたしました。本年は上智大学の新しい 100 年に向けたスタートとして、新潟ソフ

ィア会をホストに近隣７つのソフィア会（群馬・千曲川・アルプス・南信州・郡山・いわき・富山）をコ・ホストとした第6回全国大会を

開催いたします。 

上智大学からは学長・理事長はじめ多くの教職員の皆様のご参加もいただきます。 

新潟ソフィア会を中心に多くの皆様のご尽力で、グローバルをキーワードとした素晴らしい企画内容となっていますので、国内

外のソフィアンの皆様（ご家族も歓迎）にご参加をいただきソフィアンの絆を深め、上智大学の新しい時代の幕開けを盛大にお

祝いしたいと思います。皆様のご参加を心よりお待ちしています。 

 

 

                                                    新潟ソフィア会名誉会長 

                                新潟市長  篠田 昭 (1972 外露) 

 

 全国及び世界各地から多くのソフィアンをお迎えし，「第６回地域ソフィア会全国大会 − ２０１４新潟大会」が当市において盛

大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。 

 新潟市は，信濃川，阿賀野川両大河の河口に位置し，古くは北前船の寄港地として，明治には横浜，長崎など開港五港の一

つとして，港とともに栄えてまいりました。 

 平成１９年には，本州日本海側唯一の政令指定都市に移行し，大陸へのゲートウェー，また食料自給率日本一の田園型政令

市として発展を続け、国家戦略特区に選ばれました。 

 このたびの全国大会開催を機に，多くの皆さまから当市へご来港いただき，改めて心から歓迎いたします。どうぞ「港町にい

がた」の情緒を十分にご堪能いただくとともに，新鮮な海の幸やお酒，お米などの和食文化も合わせて味わっていだければ幸

いに存じます。 

 最後になりましたが，上智大学及びソフィア会のますますのご発展をお祈りしてご挨拶とさせていただきます。 

 

                                           

                                     第 6 回地域ソフィア会全国大会実行委員長 

                            新潟ソフィア会会長  藤沢 直子 (1977 文教) 

 

 昨年上智大学創立100 周年を祝い、新たな世紀のスタートとなる 2014 年において、「第６回地域ソフィア会全国大会 − ２０１

４新潟大会」が日本海側で初めて新潟で開催されることを大変光栄に存じます。地域における母校の知名度アップに貢献し、

ソフィアンの絆が一層深まりますよう、心を込めてホスト役を務めさせていただきます。 

新潟ソフィア会では近隣の地域ソフィア会の皆様からコ・ホスト役としてご協力をいただきながら、力を結集して全国のソフィ

アンの皆様をお迎えする準備を進めているところです。 

新潟自慢のお米、お酒、新鮮な海・山の幸、そして水の都、湊町新潟の風情をご堪能いただき、思い出に残るひとときをお

過ごしください。 

東京から新幹線で約 2 時間、意外に近い新潟をこの機会に是非訪れて、楽しみながら交流を深めていただきますよう、多く

の皆様のご参加を心からお待ちしております。 

 
 





パネルディスカッション「グローバルとローカル - 新潟からの発信」(暫定)	 
	 

	 

コーディネーター 安藤 優子氏 
 １９５８年（昭和３３年）生まれ。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 グローバル社
会専攻 博士課程後期・満期終了（２０１３年９月）。初めての報道番組テレビ朝日系の「今、世界は」
では主に“連帯”発足当時のポーランド、ソビエト連邦、フィリピンの米軍基地潜入ルポ、アメリカ日系
一世の記録などの取材レポートを担当する。 
 続く「ＴＶスクープ」でも、ロッキード裁判に揺れる越山会を始めとする国内取材、また、民放連賞
を受賞した「写真の中のベトナム戦争」（昭和６０年）では、レポーターを担当。昭和６１年５月には、
テレビ朝日系「ニュースステーション」のフィリピン報道で、ギャラクシー賞個人奨励賞を受賞。 
その後はフジテレビ報道と契約。１９８７年から２０年余り連日のニュース番組の生放送でキャスター
として取材、放送を手掛けてきた。フジテレビ系では「スーパータイム」「ニュースＪＡＰＡＮ」を経
て、平成１２年４月から同系「スーパーニュース」のメインキャスターに。 
 
  

 
パネリスト 藤崎 一郎氏 
 １９４７年（昭和２２年）生まれ。外務省入省 外務本省の他、在インドネシア大使館、ＯＥＣＤ代表
部、大蔵省主計局、在英国大使館勤務後、アジア局参事官、在米大使館公使、北米局長、外務審議官、 
在ジュネーブ国際機関代表部大使（国連、ＷＴＯ等）、駐米大使を歴任後慶應義塾大学特別招聘教授（現
在に至る）２０１３年上智大学特別招聘教授、国際戦略顧問、一般社団法人日米協会会長。 

 
 
 
 
 

 
 

パネリスト 曄道
てるみち
 佳明氏 

 １９６２年（昭和３７年）生まれ。上智学院国際交流担当理事補佐、上智大学理工学部機能創造理工学
科教授。工学博士。慶應義塾大学、同大学院理工学研究科機械工学専攻で学んだ後、東京大学生産技術
研究所助手を経て、１９９８年上智大学理工学部助教授。２００５年同大学同学部教授。２０１１年４
月-２０１４年３月同大学学務担当副学長、２０１４年４月より上智学院国際交流担当理事補佐。専門
は機械力学・制御。 
 
 
 

 
 
パネリスト 篠田 昭氏 
 １９４８年（昭和２３年）生まれ。上智大学外国語学部卒業後、新潟日報社入社。編成局報道部長代
理兼編集委員、編成局学芸部長兼編集委員、長岡支社報道部長兼編集委員、論説委員兼編集委員を歴任
後、平成１４年１１月に新潟市長に就任。平成１８年、平成２２年と再選。





★Ｂコース	 柳都、新潟下町の旧家散策と老舗料亭・古町芸妓の舞	 

  お一人様代金 １５，８００円   定員４０名 （最少催行人員３０名）  昼食付、添乗員同行 

  お一人様代金  15,800 円   定員４０名 （最少催行人員３０名）昼食付、添乗員同行              

 
 

★北方文化博物館新潟分館 

石油会社の清水常作氏が明治28年に別宅として建てた建物です。明治末期に豪農、伊藤家

新潟別邸として取得しました。新潟出身の文人、会津八一が住んでいたことでも有名です。

館内には会津八一や良寛の書を多数展示しています。 

 

 

★砂丘館 

旧日本銀行新潟支店長役宅を新潟

市が取得し文化施設として一般公

開しています。昭和8年建設、丘の

上に立つ洋間や蔵付きの建物、変

化に富んだ庭園が庭園が見どころ

です。 

 

 

★旧斎藤家別邸 
豪商斉藤家が大正 7 年に別荘として建築した建物です。砂丘地形を利用した回遊式の庭園と、

近代和風建築の秀作といわれる開放的な建物は、大正時代における港町・商都新潟の繁栄ぶ

りを物語る文化遺産です。 

 

 

★旧新潟税関庁舎 
開港五港である新潟を象徴する建物で、

明治 2 年に新潟税関庁舎として建設さ

れました。昭和44年に国の重要文化財

指定され、和洋折衷の特徴を持ち合わ

せた建物となっています。 

 

 

 

 

★行形亭 (いきなりや) 

新潟随一の老舗料亭で約300 年の歴史があり、建物は登録有形文化財に指定されています。 

柳都芸妓の踊りを見ながらおいしい料理をご賞味ください 

９／２８ 

 

（ 日 ） 

 

        ★教会の外観を見ながら散策 ★歌人・会津八一の過ごした邸宅をご覧ください。★旧日本銀行支店長宅 ★瓦屋根の洋風建築 

 新潟   カトリック新潟教会・・・北方文化博物館新潟分館(見学)  砂丘館(見学)   旧新潟税関庁舎 
９：００発  ９：１０頃             ９：２０        ～         ９：５０    １０：００～１０：３０       
 

         ★旧豪商の邸宅  ★新潟随一の料亭での食事、芸妓さんたちの舞をご覧ください。 

 (車窓)  斉藤邸(見学)・・・新潟・行形亭(昼食・芸妓の踊りをご鑑賞)       新潟駅   新潟空港 
         １１：１５～１１：４５   １１：５０            ～          １４：１０           １4：４０頃    １５：１０頃 

 





４.ご宿泊	 

	 

ご希望のホテル名を申込用紙にご記入ください。	 

〇宿泊設定日	 大会当日	 ９月２７日（土）	 

〇宿泊条件	 １泊朝食付き・税金・サービス料込（お一人様料金）	 

	 

ホテル名 タイプ 料金（お一人様） ＪＲ新潟駅からの距離 

ホテルオークラ新潟 
２名１室   (ツイン) 

１名１室 (シングル) 

9,200 円 

10,300 円 

新潟駅万代口より 

徒歩15 分 

万代シルバーホテル １名１室 (シングル) 8,700 円 
新潟駅万代口より 

徒歩10 分 

東横イン 新潟駅前 
２名１室   (ツイン) 

１名１室 (シングル) 

5,200 円 

6,900 円 
新潟駅万代口 直結 

チサンホテル新潟 １名１室 (シングル) 7,000 円 新潟駅南口 直結 

	 

各ホテル住所	 

ホテルオークラ新潟	 

新潟市中央区川端町6－53	 TEL	 025-224-6111	 

東横イン	 新潟駅前	 

新潟市中央区花園1-2-2	 TEL025-241-1045	 

万代シルバーホテル	 

新潟市中央区万代1-3-30	 	 TEL	 025-243-3711	 

チサンホテル新潟	 

新潟市中央区笹口1-1	 	 	 	 TEL025-240-2111	 

 
【ご注意】 

① 相部屋（ツイン）をご希望の方は同室者名を必ずご記入ください。ご記入がない場合、全国大会事務局にてお部屋割をさせて

いただきます。 

② 受付順に宿泊手配を致しますので、ご希望のホテルが満室の場合は同等クラスのホテルにて手配させていただきます。 

③ お申込みをいただきました宿泊施設決定のご案内は、請求確認書を発送いたしますので、ご確認ください。９月上旬頃に発送

予定です。 

 

 
 
 
 



５.国内旅行総合保険のご案内	 
 

大会期間中の安全対策には万全を期されていることとは存じますが、より安心してご参加いただくために、	 

任意保険のご加入のご案内をさせていただきます。	 

この保険は、大会期間中や往復の移動中の事故・盗難など万一の時の被害に対する思わぬ出費を補償する	 

保険です。参加者の皆様方がより安心してお過ごしいただくためにご加入をおすすめいたします。	 
 

■補償額一覧（保険料：お一人様1,000円）	 

死亡後遺障害	 	 	 872万円	 賠償責任	 3,000万円	 

入院日額	 	 10,000円	 携行品	 15万円	 

通院日額	 6,500円	 救援者費用等保険金額	 150万円	 
	 

この保険によって補償される期間（保険期間）は平成２６年９月２７日（土）午前０時から２８日（日）	 

夜１２時までで、かつ大会にご参加のためにご自宅を出発されてから帰宅されるまでとなります。	 

（保険期間であっても、一度帰宅した後に別の目的で再び外出した場合は補償の対象にはなりません。）	 
 

お問い合わせは、事務代行 ㈱新潟日報サービスネット・新潟日報旅行センターまでご連絡ください。 
 

６.変更・取り消し	 
 

宿泊等、参加申込後の変更・取消をされる場合は、第,６回地域ソフィア会全国大会事務代行 新潟日報旅行センターへお早めにご連絡ください。なお、変

更・取消の時期によっては下記の取消料が必要となりますので、予めご了承ください。 
 

 21 日前まで 20～8 日前 7～2 日前 前 日 当 日 無連絡 

大会参加費 参加申込後の大会参加費のご返金はいたしません。 
 

 21 日前まで 20～8 日前 7～2 日前 前 日 当 日 無連絡 

宿      泊 無 料 20% 30% 40% 50% 100% 

 

エクスカーション 

11 日前まで 10～8 日前 30% 40% 50% 100% 

無 料 20% 30% 40% 50% 100% 
 

※参加の申込後の大会参加費の返金はいたしませんので、ご了承ください。	 

※取消の基準日は郵便局の消印または事務代行	 新潟日報旅行センター	 の営業日・営業時間内のＦＡＸ通信を	 

有効といたしますので必ず文書にてご連絡ください。	 

※取消後の返金につきましては、大会終了後、取消料及び所定の振込手数料を差し引きの上、ご指定の口座へ	 

送金いたします。なお、事務整理上、多少の日数がかかりますので、予めご了承ください。	 
	 

7.個人情報について	 
	 

お申し込みの際にご提供いただいた個人情報は、全国大会の名簿作成、参加者との連絡や、輸送・宿泊等の	 

各関係機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただきます。	 

また必要な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供いたします。それ以外の目的でご提供いただく個人情報	 

は利用いたしません。	 
	 

8.全国大会に関するお問い合わせ先	 
 

上智大学ソフィア会事務局（担当：山田）	 	 URL	 http://www.sophiakai.gr.jp	 

〒102-8554	 東京都千代田区紀尾井町7-1	 

TEL	 03-3238-3041	 	 FAX	 03-3238-3028	 

事務局の開室時間	 月～金曜日	 10:00～17:00（土・日・祝日は閉室）	 
 

9.参加申し込み送付先、並びにエクスカーションに関するお問い合わせ先	 

 

第6回地域ソフィア会全国大会事務代行	 ㈱新潟日報サービスネット・新潟日報旅行センター	 

〒951-8131	 新潟県新潟市中央区白山浦２-２０-２６	 

TEL	 025-211-8000	 	 	 FAX	 025-211-8001	 

「第６回地域ソフィア会全国大会」係	 （担当：恩田・加藤）	 

営業時間	 	 月～土曜日	 9:30～17:30	 	 	 （日・祝日休業）	 

	 

	 










