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（財）自治体国際化協会 
平成 20 年 6 月 3 日 

 
 
 

ロンドン事務所における「日英交流150周年記念 歴史上の人物誌セミナー」 

第１回アバディーン・セミナーの開催について 
 
 
（財）自治体国際化協会では、日本の地方行政や地域に関する情報を海外へ紹介するための

様々な事業を行っているところです。この度、当協会のロンドン事務所が「日英交流150周年

記念 歴史上の人物誌セミナー」を下記のとおり開催しますので、お知らせします。 
 

記 
 
１ 目的 
   先人の偉業を掘り起し、今後の日英関係のあり方を考えていく上でのよすがとします。

2008 年は日英修好通商条約締結 150 周年の節目の年であることから、例年実施している

「日英交流セミナー」に加えて、日本にゆかりの英国人の生誕地において、当該テーマに

沿って、歴史家、ビジネスマン、学者等による講演を中心としたセミナーを行います。 
 
２ 日時及び場所 
   6月10日（火）17:30～20:00  Aberdeen (Robert Gordon University) 

  
３ 内容 
   テーマ：「トーマス・グラバーと日本」 

トーマス・グラバーと幕末、明治の日本との関係を掘り起し、今後の日英間の相互理解を

深めるよすがとします。アバディーンにおいては、ビジネスという側面を強調し、グラバ

ーが日本にビジネスに与えた影響についての講演を行います。 
   

講演者：長崎総合科学大学 ブライアン・バーフガフニ教授 
欧州三菱重工株式会社 有原正彦社長 

   司会進行：ロバートゴードン大学学長 
   主催：財団法人自治体国際化協会ロンドン事務所、ロバートゴードン大学 
   協賛：全日本空輸株式会社 

    
※詳細については、別紙をご参照ください。 

 
４ その他 
   なお、一連の「日英交流150周年記念 歴史上の人物誌セミナー」として、今後以下の

セミナーの開催も予定されています。 
(1)    9月13日（土）14:00～16:00 

       Medway (テーマ：William Adams) 
(2)    9月22日（月）14:00 ～19:00  

            Newcastle (テーマ：Sir William George Armstrong) 
(3)   11月18日（火）13:00~20:00 

Derbyshire (例年実施のセミナーとして開催） 
(テーマ：Regenerating Regions Through Partnership) 

連絡先 
（財）自治体国際化協会 
ロンドン事務所 所長補佐：木村 
電話：+44-20-7839-8500 
FAX：+44-20-7839-8191 
Email：mailbox@jlgc.org.uk 

mailto:mailbox@jlgc.org.uk
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日英交流 150 周年記念 歴史上の人物誌セミナー (Aberdeen) 

 

1. 概   要 

(1) 開催日時 2008 年 6 月 10 日（火） 17：30～20：00 

(2) 会  場 Aberdeen (Robert Gordon University) 

(3) テ ー マ 「トーマス・グラバーと日本」 

(4) 参加予定者 英国内地方自治体、政府、関係団体、大学関係者、ＪＥＴ-ＡＡ等 約 100.名 

(5) 主催    財団法人自治体国際化協会ロンドン事務所 

ロバートゴードン大学 

(6) 協賛    全日本空輸株式会社 

 

2. プログラム  

司会 ロバート・ゴードン大学学長 

17：30 受付開始 

18：00     セミナー開催  

司会者挨拶、Aberdeen 市及び Aberdeenshire 県挨拶、 

JLGC ロンドン事務所長挨拶、長崎市長によるビデオレター 

18：15～18：40 講演 1 

        長崎総合科学大学 ブライアン・バーフガフニ教授 
   18：40～19：05 講演 2 

欧州三菱重工株式会社 有原正彦社長 
   19：05～19：30 質疑応答 

19：30～20：00 ネットワーキングレセプション 

 

3. その他 

 （1）関係者： 

   エディンバラ総領事館、スコットランド政府、アバディーン市、アバディーンシャー県、長

崎市、グラバー財団、ＪＥＴ-ＡＡ他 

  (2) その他： 

 この事業は大使館が主導で行っているJapan-UK150認定イベントです。 



Japan-UK Biographic  
Memorial Seminar  

Thomas Blake Glover

Tuesday 10 June
Faculty of Health & Social Care, Garthdee Road

5.30pm for 6pm
The seminar will conclude at approximately 7.30pm followed by Anglo-Japanese refreshments

Sponsored by

Japan Local Government Centre



The timing of the event coincides not only with the 150th anniversary of the signing 
of the Anglo-Japanese Treaty, but also with the 170th anniversary of Glover’s birth in 
Fraserburgh and the centenary of his being awarded the Order of the Rising Sun - the 
first non-Japanese ever to be accorded the honour. We are delighted to support this 
commemoration of one of the North East’s great entrepreneurs and a famous son of 
‘the Broch.’

Keynote speakers: 

Professor Brian Burke-Gaffney, a Canadian academic at the Nagasaki Institute of 
Applied Sciences and one of the world’s leading authorities on Glover will look at 
some of the lesser known aspects of Glover’s life and work in the historical context 
of Nagasaki.

Mr Masahiko Arihara, Managing Director of Mitsubishi Heavy Industries Europe, will 
be speaking about Glover’s connection to Mitsubishi, looking at the development 
and evolution of the Nagasaki shipyards, and the challenges for Mitsubishi Heavy 
Industries in the 21st century.

The Robert Gordon University’s 

Aberdeen Business School and The 

Japan Local Government Centre in 

London are delight
ed to invite you to

 a 

seminar which will examine the impact 

Thomas Blake Glover had on Meiji 

Japan and his lega
cy in both countri

es, 

focusing on busine
ss enterprises and

 trade. 


