
第９回

主催：一般社団法人　日本・オマーン協会

(13:30 開場 )

14:00～16:00
学士会館会議室
東京都千代田区神田錦町 3-28 
「神保町」下車　　　　　    
A9 出口より徒歩 1分

3 10
令和 3年

（水）

特別公開
市民講座

友好交流活動　－パートナーシップの充実－

繋がるつなげる活動
〇 関連の友好団体が行う行事への参加、協力

日本・オマーン協会は、会員の年会費で運営されている一般社団法人です。
日本・オマーン協会のホームページには、協会の概要、事業活動などを掲載しています。是非ご覧ください。
協会に関してのお問い合わせ、ご質問は、協会事務局までお願いいたします。

〇 市民講座：協会会員（個人、法人）を対象、定期的に開催
〇 公開講座：広く市民に開放、参加、年 1回開催

〇 「Meet the Ambassador」（大使との懇談）
〇 オマーン大使館の企画に参加、協力
〇 交歓訪問（オマーン日本友好協会との交流）

日本・オマーン協会の紹介
海のロマンが結ぶ友好関係

講演会の開催　－歴史、文化、政治、経済、安全保障について相互理解－

日本・オマーン協会の主な活動
オマーンを中心にアラブ湾岸地域の安全と発展に貢献

◆豊かな歴史、文化
◆海洋交易
マラッカ海峡／ホルムズ海峡

◆自然との共生
◆環境、希少動植物
　保護

◆異文化交流が育む
　国際関係
◆尊重と寛容

海洋国家 美しい自然 温和な国民性

一般社団法人 日本・オマーン協会 事務所
〒150-0013　
東京都渋谷区恵比寿 4丁目8番10 号　コンフォートEBISU 201号
Tel/Fax : 03-6721-6889     E-Mail : muscat2012@japan-omansociety.com
HP : http://japan-omansociety.com

デザイン：SUZAN PHILOSOPHY:) DESIGN
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　アラブ湾岸地域の安定と発展は、国際社会にとって最も重要な課題ですが、宗派の対立、関係大国を

巻き込む覇権争い等により、アラブ湾岸地域の情勢は、構造的な変化ともいえる変貌を呈しています。

　我が国は、自衛隊の艦艇、航空機をインド洋、オマーン湾に派遣し、国際社会の努力に参加しています。

国際協力活動に参加し、安定した国際秩序の形成と維持に努めることは、平和と繁栄を良好な国際関係

に大きく依存する我が国にとって極めて大切なことです。

　新たな戦略環境における友好の方向は、従来の思考に捉われない多様な考察が求められます。地域の

安定と発展にオマーンが果たしている貢献に着目し、考えてみます。

　「日本の安全保障政策と中東」についての講演が、皆様の友好活動の参考にして頂ければ幸甚であります。

第９回　特別公開市民講座の開催にあたって

プログラム
13:30

14:00

14:05～15:05

15:05～15:55

16:00

開　場

開講挨拶
協会理事長　大森 敬冶

基調講演

「日本の安全保障政策と中東」
（国際情勢の認識、日本の安全保障政策の方向性）
講師　前内閣官房副長官補
　　　（兼）国家安全保障局次長（兼）内閣サイバーセキュリティセンター長

前田 哲

討議懇談
パネリスト

● 中西 俊裕　帝京大学教授
● 佐藤 賢　　日本経済新聞社元北京特派員
討議懇談はご参加の皆様からのご質問、ご意見をいただいて進めます
（なお、パネリストは都合により変更の場合があります、ご了承ください）

閉　会

帝京大学　経済学部国際経済学科

教授 中西 俊裕
日本経済新聞 編集局 メディア戦略部

次長 佐藤 賢

理事長 大森 敬冶
一般社団法人　日本・オマーン協会

特別公開
市民講座

第９回

講師 前内閣官房副長官補
（兼）国家安全保障局次長（兼）内閣サイバーセキュリティセンター長

前田 哲
1983 年 4月、防衛庁に入庁。
主な職歴として在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官、防衛庁運用局運用課長、
警察庁長官官房参事官、防衛省大臣官房文書課長、同省報道官、内閣総理大臣秘書官、
防衛省地方協力局次長、内閣官房内閣審議官。
直近は、2015 年10月防衛省防衛政策局長、2018 年 8月内閣官房副長官補
（兼）国家安全保障局次長（兼）内閣サイバーセキュリティセンター長。

1984 年大阪外国語大学（現大阪大学）アラビア語
学科卒業。日本経済新聞社入社、編集局経済部、
国際部を経てバーレーン、カイロ、ドバイ、テヘラン
各支局長を歴任。編集委員などを経て現職。

1995年東北大学経済学部卒、日本経済新聞社に入社。
政治部記者として首相官邸、自民党、外務省、防衛
庁などを担当。   北京大留学を経て 2007～ 11年に
中国総局（北京）勤務。
現在は編集局メディア戦略部次長。

パネリスト紹介講師紹介
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