
公益財団法人 AFS 日本協会 評議員・役員名簿 
（ 2022 年 4 月 1 日現在 ） 

※ 常勤の理事・事務局長を除き、評議員・役員は全員ボランティアとして協力しています。 

◆評議員                                （敬称略。役職別、五十音順） 

役職 氏名 主な経歴 

議 長 尾身 一郎 

元 朝日新聞社ロンドン特派員・論説委員 

元 朝日新聞アメリカ社代表取締役 社長 

元 AFS 国際理事 

元 当協会 理事 

AFS 年間派遣第 9 期生('62-'63) 

副議長 菅井 毅 
Chatwork 株式会社 監査役 

元 当協会理事 
AFS 年間派遣 20 期生('73-'74) 

 小川 郷太郎 
アスジャ・インターナショナル 日本国理事 

元 当協会 理事長 

元 駐カンボジア大使・駐デンマーク大使 

AFS 年間派遣 8 期生('61-'62) 

 形山 鮎子 
当協会 地域活動委員会 副委員長 

当協会 前 関東地域代表 

東京多摩支部 副支部長 

AFS 短期派遣生('85) 

派遣生保護者 

 金髙 雅仁 
警察共済組合 理事長 

日本国際警察協会 会長 

元 警察庁長官 

AFS 年間派遣 19 期生('72-'73) 

 小林 弘裕 
前 駐ニュージーランド大使 

元 駐イラン大使・駐ボツワナ大使 

元 長野県警察本部長 

AFS 年間派遣 19 期生('72-'73) 

 齋藤 弘 
Microsoft Co. シニア・エグゼクティブ 
国際教養大学 客員教授 

前 山形県知事 

AFS 年間派遣 22 期生('75-'76)  

派遣生保護者 

 坂巻 政明 
米公益法人太平洋電気通信協議会 諮問委員会委員 

元 総務省中国総合通信局長 
AFS 年間派遣 20 期生('73-'74) 

 長澤 紀美江 
当協会 名古屋北支部支部員・元 支部長 

元 当協会 中日本地域代表 
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、派遣生保護者 

 水越 豊 
The Boston Consulting Group シニア・アドバイザー 

金沢工業大学客員教授 

株式会社カプコン取締役 

AFS 年間派遣 20 期生('73-'74) 

派遣生保護者 

 吉田 寿昭 合同会社知の泉 代表社員 
AFS 年間派遣 18 期生('71-'72) 

派遣生保護者 

 



公益財団法人 AFS 日本協会 評議員・役員名簿 
（ 2022 年 4 月 1 日現在 ） 

※ 常勤の理事・事務局長を除き、評議員・役員は全員ボランティアとして協力しています。 

◆役員（理事）                                                  （敬称略。役職別、五十音順） 

役職 氏名 主な経歴 

理 事 長 
(代表理事) 

加藤 暁子 
日本の次世代リーダー養成塾 専務理事・事務局長 

元毎日新聞社香港特派員 
AFS 年間派遣 24 期生('77-'78) 

副理事長 
(代表理事) 

古川 惠子 
テレビ山口株式会社 編成業務局編成業務部シニアマネージャー 

当協会 地域活動委員会 委員長 

当協会 山口支部 LP コーディネーター 

AFS 年間派遣 25 期生('78-'79) 

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、派遣生保護者 

運営理事 
（ 常 勤 ） 

河野 淳子 当協会 事務局長 
AFS 年間派遣 28 期生('81-'82) 

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 

運営理事 西牧 宏 
有限会社エクシディア 代表取締役 

当協会 財務委員会 委員長 
AFS 年間派遣 21 期生('74-'75)  

 青木  玲奈 株式会社 TBS テレビ AFS 年間派遣 46 期生('99-'00) 

 秋沢 淳子 
株式会社 TBS テレビ 総務局 CSR 推進部部長 
一般社団法人 SPUTNIK International 創設理事  

一般社団法人全日本ヨガ連盟 理事 

AFS 年間派遣 32 期生('85-'86) 

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 

 一見 仁 want.jp 株式会社 
AFS 年間派遣 38 期生('91-'92) 

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、派遣生保護者 

 今村 正治 

学校法人旭学園理事・佐賀女子短期大学 学長 

元立命館アジア太平洋大学（APU)副学長 

元学校法人立命館常務理事 

兵庫県立大学法人評価委員 

ホストスクール 

 内田 宏男 
当協会 地域活動委員会 副委員長 

当協会 東海支部支部員、元 支部長 
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、派遣生保護者 

 小笠原 悟 大分大学 経済学部教授 派遣生保護者 

 志賀 志保子 当協会 大分中部支部支部員、前 支部長 
AFS 年間派遣 18 期生('71-'72) 

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、派遣生保護者 

 田島 克洋 
株式会社ファンドクリエーショングループ 代表取締役社長 

公益財団法人東京コミュニティー財団 理事 

当協会 財務委員会 副委員長 

AFS 年間派遣 29 期生('82-'83) 



公益財団法人 AFS 日本協会 評議員・役員名簿 
（ 2022 年 4 月 1 日現在 ） 

※ 常勤の理事・事務局長を除き、評議員・役員は全員ボランティアとして協力しています。 

 松浦 聖子 
NLP トレーナー  

発達障害の子を持つ親の支援コーチ 
AFS 年間派遣 27 期生('80-'81) 

 

 

◆役員（監事）    

                                                                 （敬称略。五十音順） 

役職 氏名 主な経歴 

 小澤 哲郎 弁護士法人小澤総合法律事務所 所長・弁護士 
AFS 年間派遣 22 期生('75-'76) 

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、派遣生保護者 

 佐々木 弘造 株式会社アミューズ 執行役員（法務担当）・弁護士 AFS 年間派遣 36 期生('89-'90) 

 


