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京大ブータン連携 60周年記念行事ロジスティクス

松永倫紀、松井一純、松沢哲郎

京都大学高等研究院

ヒマラヤ学誌　No.19, 23-32, 2018

1、まえがき
　ブータン王女ソナム・デチェン殿下をお迎えし
た。京都大学ブータン友好 60周年記念事業であ
る。高等研究院ほかの部局から申請して、平成
29年度総長裁量経費によって実現した。したがっ
て高等研究院の事務局が中心となって事務作業を
おこなうとともに、招へいの中核となった研究者

（教員や大学院生等）がその対応をした。2017年
10月 21日から 27日までの日本滞在だった。そ
の 1週間の動きを精細に記録に留めるのが本稿の
目的である。いわゆる「ロジスティクス（logistics）」
として詳述する。ロジスティクスとは、物事を前
に進めるための具体的な手順を書いたものであ
る。つまり、だれが（Who）、いつ（When）、ど
こで (Where）、なにを（What）、どうするか（How）、
の「4W1H」の計画をまず立てる必要がある。そ
の計画書は詳細を極めたものでなければならな
い。当初計画を黒字で表記し、計画を逐次変更し
て現実に対応し、当該のイベントが終了した日に、
その日の最終的な結果を青字に残した。こうして
日々更新された結果として残ったロジスティクス
は、事業の詳細報告でもある。本稿は、最終的な
青字として残ったロジスティクスの全貌を示し
た。次回以降の招へい事業の参考になること、ま
た同様に何らかの事業を具体化するときの資料に
されることを期待したい。なお、敬称は原則とし
て省略させていただいた。

2、招へい者
　以下の 5名を招へいした。

1. HRH Princess Sonam Dechan Wangchuck、ソナム・
デチェン王女、以下「王女」と呼ぶ。
2. Major General, Chencho Dorji、チェンチョ・ド
ルジ（王立護衛隊 少将、四代国王のパーソナル
ボディーガード）、以下「少将」と呼ぶ。
3. Mr. Sangay Dorjee, Dean, Jigme Singye Wangchuck 
School of Law、サンゲイ・ドルジ、ジグミー・シ
ンゲ・ワンチュク・法律大学の校長。
4. Ms. Rinzi Pem, Lady-in-Waiting to HRH、 リ ン
ジー、王女付きの女官、以下「侍女」と呼ぶ。
5. Mr. Tenzin, Personal Secretary to HRH、テンジン、
王女の秘書。

3、日程の記録
　以下に、2017年 10月 20日から 27日までの日々
の行動記録を残す。

10 月 20 日（金）の行動記録
16:05 王女一行が坂本を同道して、パロ空港発 
Druk Air(KB120) 21:20 バンコク着。
23:30 バンコク発。タイ国際航空 TG622。

10 月 21 日（土）の行動記録
7:00 関西国際空港（第 1ターミナル）到着。
王女殿下一行（と同行の坂本）を出迎え（秋山・
加藤）。今津（ブータン大阪総領事館）他も出迎え。
ブータン一行 5名は、すぐに全員入国。坂本もす
ぐに出ることができた。
　ハイヤー 3台（クラウン 1台＋ハイエース 2台）
でホテルへ（所要：90分）

　ブータン王女ソナム・デチェン殿下が 2017年 10月 21日から 27日まで来日した。本稿では、その
一行を迎えた京都大学の側が用意したロジスティクスを公開する。ロジスティクスとは、事業の推進
のしかたの詳細である。それを開示することで、通常は裏方で進行する作業を公にすることを試みた。
情報開示の一環であるとともに、それを通じて、物事を前に進める際に必要な相互支援の必要性を示
したい。
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＊
16:30 開場、受付開始
17:00 開始
司会：坂本
17:05 松沢の先導で王女一行が入場。拍手でお出
迎え。
17:10 松沢による挨拶
17:15 王女の御言葉
17:20 湊理事 乾杯挨拶、乾杯（日本酒スパークリ
ング）

（17:25-17:45 歓談）
17:45 門川京都市長より挨拶
17:50 在大阪ブータン名誉領事 辻卓史挨拶
17:55 栗田靖之日本ブータン学会会長より挨拶
18:00 松沢によるブータンと京大の 60年を回顧す
るスライドショー写真の紹介（紹介後、歓談に移
行。歓談中はずっと映しておいた。）

（歓談）
18:30 王女退場（秋山）
閉会として、京都市長は、隣の会場に移動（引き
続き、18:45より挨拶）（市長秘書で対応）、一般
客が退場した。
＜参加者への連絡事項＞
日時、場所、会費、当日の連絡先
京都ブライトンホテル
 〒 602-8071 京都市上京区新町通中立売（御所西）
 TEL.075-441-4411（代表）
ドレスコードは設定しない（平服でよい）
使用言語は原則英語とした。
用意したものは以下のとおり。
・花、吊看板、国旗（ホテルに依頼）
・ポスターを入り口に看板として掲示。
看板データ作成（左海、秋山）、印刷は高等研。
・京大ブータン友好の写真をスライドショーで流
す（作成：左海、秋山）
プロジェクター確保（ホテルに依頼）、PC持参（左
海）
・写真撮影（高等研・高宮）
・名札は作らない（個人名を記載しない）。参加
証のみ。
・プログラム（1枚もの）作成（英訳は高等研で
翻訳に依頼）
・領収書（個人名を記載）
・ネームホルダー、カード用紙、上質紙（プログ

1台目（4名乗り）：王女、少将、侍女⇒関空 1階
に配車。京都に先発。
2台目ハイエース（9名乗り）：ブータン 2名、坂
本、秋山⇒関空 4階に配車。荷物の積み込み、今
津氏との打合せ終了後、15分遅れで出発。
3台目ハイエース（9名乗り）：荷物、加藤⇒ 2台
目と同じ。
　全員でスーツケース約 10個＋お土産等の段
ボール箱＋木箱（タンカ）あり。
8:45 ブライトンホテル出迎えメンバー集合（6名：
松沢、山本、松井、竿、松永、左海）
9:00 （9時より早く着かないようタクシーのほう
の速度を調整した）
京都ブライトンホテル正面に王女と少将を乗せた
1台めが到着（アーリーチェックイン）、部屋に
案内した（坂本、秋山）。ほぼ同時刻に、随行者・
坂本・加藤もホテルに到着、部屋に案内した。部
屋に荷物を搬入。お疲れのようすもありオリエン
テーション（経費負担等）（坂本、秋山）は実施
しなかった。ホテルで休息。京大側は、1階バー
ラウンジ（6席を終日確保）で待機した。※ハイヤー

（クラウン 1台、ハイエース 1台）はホテル前で
待機。

11:30-12:30 昼食：ホテル内「蛍」奥座敷で昼食会
（11名）
13:00- 京都観光（金閣寺）⇒ショッピング（寺町
御池⇒寺町通を南下⇒四条通を経て四条河原町交
差点）※松沢、山本、松井、竿、左海、秋山が同
行。
16:15 ホテル戻り。
17:00-18:30 「ブータン王国ソナム王女歓迎の夕べ、
京都」
京都ブライトンホテル カディコート（VIP控室：
16:00過ぎ -17:00 ブライトンサロン）

（16:30 受付開始）
17:35 京都市長到着、市長秘書 1名が随行。※ブ
ライトン左側エントランス前到着、出迎えなし（受
付まで来てもらう）
湊長博京都大学理事・副学長を主催者側の主賓と
して、高等研究院の主催する歓迎の夕べとした。
来賓は門川京都市長、辻ブータン名誉総領事ほか。
プログラムは以下のとおり。
＊＊＊歓迎の夕べのプログラム（当初計画）＊＊
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参加証の回収、片づけ
18:45 全員がカディコート前に集合、翌日の確認

（坂本）
19:00 解散
立食形式（指定席は設けない）⇒王女等の VIPは
椅子を設置。壁沿いに椅子を配置。
出席者
出席予定者 54名のうち欠席は 7名で 47名参加、
出席予定者名簿外からの参加は 17名、招待者 6名、
実行委員（事務＋受付名簿外）は 12名参加。

10 月 22 日（日）の行動記録
朝食：王女以外の 4名は、洋食レストランで朝食。
王女はルームサービス。
10:00 京大側メンバー 6名、ホテル集合（松沢、
坂本、松井、松永、左海、秋山）
10:30 京都ブライトンホテル発 ※ハイヤー 2台（ク
ラウン、ハイエース） 10:15から待機した。
1台目：3名【王女、少将、侍女】
2台目：8名【ブータン 2名、京大 6名：松沢、
坂本、松井、松永、左海、秋山】
11:00-12:00 二条城訪問【熊谷、当日は坂本】
東大手門に到着（ハイヤーは、北大手門から入っ
た城内で駐車して待機）
二条城側：3名
北村信幸 文化市民局文化担当局長・元離宮二条
城事務所長
横山克久 元離宮二条城事務所副所長
他 2名
11:30 嶌村：ひと・健康・未来研究財団の烏丸御
池事務所に先発した。
12:30 京都大学特任教授の久能祐子が財団に到着。
それ以外は二条城からハイヤーで到着。
12:30-13:30 ひと・健康・未来研究財団（烏丸御池）

【嶌村】
ハイヤーは御池通り側から建物の駐車場に入る。
御池通り周辺で待機。
昼食（サンドイッチ・軽食） 16名 ※写真撮影：
嶌村
ブータン 5名、財団側 5名（塩田、島岡、河内、
竹内、森田）、久能、京大実行委員側 5名（松沢、
坂本、秋山、松井、左海）（嶌村：連絡担当） ※
松永は、財団到着後すぐに裏千家へ先発。
13:30 財団を出発、裏千家へ（ブータン 5名、京

ラム印刷用）
・名簿、掲示等の作成・印刷
【歓迎の夕べの実施体制】
松沢、秋山、坂本、山本、松井、藤井、嶌村、竿、
松永、高宮、左海、加藤、竜野
時間帯 会場 王女・VIP（★） 受付（山本、嶌村、
加藤、竜野）、17時以降、竿合流
受付前：藤井待機、控室（ブライトンサロン）竿、
左海
備考（実施の事前準備の詳細ならびに実際の動き
の記録）
15:30 配置の確認（坂本）、
スライドショーの確認（左海）
両替（嶌村）
15:50 全員集合（カディコート前）
15:50 ～ 16:00 全体打合せ（坂本）
16:00 王女一行、ホテルに戻る（秋山、山本）
16:00 ～ 16:30 松沢・松井：会場前で待機。受付
準備（山本以外の 3名）。藤井：受付前で待機。
16:30 受付開始（山本合流）
・名簿確認（1名）
・会費受領（お釣り返却）（2名）
・参加証・プログラム渡し（1名）
早く来た VIP（★）は、会場又は控室
に案内（竿、左海）
17:00 宴会開始（司会：坂本、写真撮影：高宮）
王女の準備完了を確認（秋山→松永）
遅刻者・退場者対応、金額確認、竿合流。
17:00 以降、控室は使用不可。
17:05以降ほぼ 5分刻みで、王女一行入場、主催
者挨拶（松沢）、王女の御言葉、乾杯挨拶（湊理事）、
★ VIP:湊理事、川添理事、森田理事、森院長、辻、
栗田、西岡、桑原。北野理事は急な用務で欠席と
なった。
17:35 歓談 市長、ホテル到着、会場へ（市長秘書
が受付に状況を確認）
17:55 京都市長より挨拶
辻卓史 在大阪ブータン名誉領事 挨拶
栗田靖之 日本ブータン学会会長 挨拶
18:00 ～ 18:10 スライドショー写真の紹介（松沢、
左海） 〃
18:10 ～ 18:25 歓談 金額確定、支払い（竿）
18:30 王女退場（拍手でお見送り）（秋山）
閉会
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⇒三越⇒和光）。
昼食：ニューオータニ・タワー階 6階 ソバ屋（麺
処 NAKAJIMA）
13:30 ニューオータニ発、日弁連（有楽町）へ。
王女一行の全員が中本和洋日弁連会長ら日弁連の
幹部と会談した。
ブータン 5名、秋山、松沢、熊谷、津崎
13:45 ニューオータニ発、タクシーに乗って、贈
呈品を事前に預ける（坂本、松井）（～ 15:30）
14:00 ～ 15:00 日弁連で中本会長と会談（場所：
弁護士会館 16階来賓室）
出席者：ブータン 5名、松沢、秋山、熊谷、津崎

（※連絡担当：津崎）
その後、一旦、ホテルに戻った後、ショッピング。
松沢、津崎、秋山が同行。
16:00 王女、少将、松沢がホテルに先着。その他
も 17:00頃ホテルに帰着。
16:50 京大側スタッフ、会場前に集合。熊谷によ
る全体説明の後、設営・準備。
17:30 開場、受付開始
18:00-19:30 「ブータン王国ソナム王女歓迎の夕べ、
東京」
会場：鳳凰西の間（控室：椿の間）

【東京の歓迎の夕べの当初予定のタイムスケ
ジュール】
・18:00 開会
・18:00 ～ 18:05 王女一行入場
・18:05 ～ 18:10 主催者挨拶（松沢先生）
・18:10 ～ 18:15 ソナム・デチェン王女挨拶
・18:15 ～ 18:20 乾杯（堀江正彦特任教授）
・18:20 ～ 18:45 歓談
・18:45 ～ 19:00 来賓挨拶
徳田ひとみ氏、在東京ブータン王国名誉総領事
小島誠二氏、日本ブータン友好協会 会長／元在
タイ日本大使
石川浩司氏、外務省アジア大洋州局南部アジア部
審議官
・19:00 ～ 19:25 歓談
・19:25 王女一行退場
・19:30 閉会挨拶（松沢）
参加者への連絡事項はホームページで随時告知し
た
＜連絡事項の内容＞
①日時、場所、会費、当日の連絡先、②ドレスコー

大 5名：松沢、坂本、秋山、松井、左海）
13:30 松永：裏千家に先着、動線・駐車場の確認・
打合せ（裏千家国際部 植田課長・ハーディ氏）
13:45 京大側メンバー（現地集合組）5名が集合（松
林、吉川、院生 3名：加藤、竜野、瀬川）
14:00-14:40 裏千家による呈茶【松永】
小川通り、兜門前にハイヤー到着、平成茶室へ（駐
車場所 3台確保）。千玄室自らが応接してくださっ
た。
ブータン 5名、京大 10名：松沢、松林、吉川、
坂本、松井、左海、秋山、院生 3名が参加。裏千
家（記録用）：編集と淡交社カメラマンの 2名同席。
松永は写真撮影・連絡担当。（松林、吉川、院生
3名：終了後、解散）
14:50 ブライトンホテル着、ホテルで東京への移
動準備、荷造り。
＊台風の接近が懸念されて、急遽、予定を変更し
た。京都に宿泊するところをキャンセルして、本
日中に東京に移動する。これによって台風の来襲
の前に東京に到着できた。
15:30 ブライトンホテル発
1台目：3名【王女、少将、侍女】
2台目：6名【ブータン 2名、京大 6名：松沢・
坂本・松井・松永・左海・秋山】
16:00 京都駅八条口 到着
16:30 津崎が合流のため京都駅へ集合。
16:39 京都駅発の新幹線で東京へ
 ※ブータン 5名、京大 4名（松沢、坂本、松井、
秋山）、※熊谷は、別途で東京入り（この新幹線
に乗れない）。松永、津崎も後発。
18:56 東京駅着
日本橋口より、ハイヤー 2台（クラウン 1台、ハ
イエース 1台）に乗車。
1台目（クラウン）：ブータン 3名（王女、少将、
侍女）。
2台目（ハイエース）：ブータン 2名、京大 4名（松
沢、坂本、松井、秋山）
※荷物が乗りきらない場合は、その場でタクシー
をつかまえて対応。
17:15 東京駅発
17:30 ホテルニューオータニ到着、各自夕食。

10 月 23 日（月）の行動記録
午前中 東京観光・銀座でショッピング（伊東屋
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会場は、立食形式、最前列の中央 1卓は席を設置。
ホテルニューオータニ 鳳凰西の間。王女、少将、
松沢ほかの指定席を用意。
参加者名簿は、個人情報につき割愛します。

10 月 24 日（火）の行動記録
皇居ならびに赤坂御所で、この一日で皇室の主
だった方々と交流の機会をもった。
10:30-11:00　王女は皇后陛下と懇談した。
10:30-13:00　王女は秋篠宮両殿下ならびに眞子内
親王殿下のお三方と昼食をともにした。
18:30-20:30　王女は皇太子殿下の出迎え受けて、
東宮のご一家と懇談した。
詳細は、松沢の留め置きとする。
※ハイヤー 2台（クラウン 1台、ハイエース 1台）
確保
昼食（予約しない）、夕食（予約しない）、※京都
へ持ち帰る荷物の量を確認（秋山、坂本）。量が
多い場合はハイヤー担当者に事前連絡（松永）

10 月 25 日（水）の行動記録
8:00 ホテル・ニューオータニ発
ブータン 5名、京大側 6名（松沢、坂本、熊谷、
松井、松永、秋山）、クラウン 1台、ハイエース
1台の計 2台で移動。（予備でタクシー 1台配車
⇒不要のためキャンセル）
8:30 東京駅着（日本橋口）
8:47 東京駅発 のぞみ 309号新大阪行
8号車 D C B A、テンジン 坂本 松沢、王女 侍女 
秋山 熊谷、少将 校長 松永 松井。
11:05 京都駅着。（荷物対応として、ホームで嶌村、
竿が予め待機）
八条口から、ハイヤー（クラウン 1台、ハイエー
ス 1台）に乗車してホテルへ
クラウン：王女、少将、侍女。ハイエース：ブー
タン 2名、松沢、坂本、秋山、熊谷、松永。※松
井、嶌村、竿はタクシーで直接京大へ戻る。参加
証を預ける。
11:45 ブライトンホテル着（※アーリーチェック
イン）
12:30 ブライトンホテル発（※出発時に川上に松
永が連絡）
12:00 清風荘：事務スタッフ（川上、左海、嶌村、
津崎）が現地に先発。津崎が門番（終了時まで）。

ドは設定しない（平服でよい） ③使用言語は原則
英語

【実施体制】
松沢、秋山、坂本、熊谷、松井、松永、津崎
時間帯 会場 王女・VIP（★） 受付（松永、津崎） 
田和氏
控室（椿の間）
備考（事前の準備と実際の動きの記録）
16:30 配置の確認（坂本、熊谷） 両替（松永）
16:50 全員集合
16:50 ～ 17:00 全体打合せ（熊谷）
17:00 王女一行、ホテルに戻る（松沢、秋山）
17:00 ～ 17:30 松沢・松井：会場前で待機。受付
準備
17:30 （ウェルカムドリンク提供）松沢・松井：会
場前で待機。
受付開始
・名簿確認、参加証・プログラム渡し（1名）
・会費受領（お釣り返却）（1名）
※早く来た VIP（★）は、会場前の待合室に案内。
17:50 王女到着、VIPを待合室から控室に案内し
て拝謁。
18:00 宴会開始（司会：熊谷、写真撮影：津崎） 
王女の準備完了を確認（秋山→松永）
遅刻者・退場者対応、金額確認（津崎）
18:00以降は 5分刻みで、王女一行入場、主催者
挨拶（松沢）、ソナム・デチェン王女挨拶
乾杯（堀江特任教授）
18:20 ～ 18:45 歓談
18:45 来賓挨拶
★ VIP:堀江、小島、徳田、石川。主催者側の主
賓を予定していた前京大総長の松本紘理化学研究
所理事長は急遽欠席に変更。代わりに堀江正彦特
任教授（前マレーシア大使）が主催者側を代表し
て祝辞を述べた。徳田ひとみ氏（在東京ブータン
王国名誉総領事）、小島誠二氏（日本ブータン友
好協会 会長／元在タイ日本大使）、石川浩司氏（外
務省アジア大洋州局南部アジア部審議官）。
19:00 ～ 19:25 歓談 金額確定（松永）
19:25 王女退場（拍手でお見送り）（秋山） 片づけ
19:30 閉会（松沢教授） 参加証の回収、片づけ
19:45 全員が会場前に集合、翌日の確認（松沢、
坂本、熊谷）
20:00 解散
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16:00-16:15 “Multidisciplinary Research on Buddhism 
and GNH in Bhutan: an overview” Dr. Seiji Kumagai 
(Associate Professor,
Kokoro Reseach Center) *15 min
16:15-16:30 “Fateful and Unexpected Encounters: 
Researching Bhutanese Youth” Prof. Dr. Tadashi 
Nishihira (Professor, Faculty of Education) *15 min
16:30-16:45 “Medical Cooperation between Kyoto 
University and University of Medical Sciences of 
Bhutan” Dr. Hideaki Okajima
(Associate Professor, Kyoto Univeirsity Hospital) *15 
min
16:45-17:00 Break (15 min)
17:00:-17:10 “Issues and Challenges of Rural-Urban 
Migration in Bhutan” Dr. Yezer (Dean, Student Affairs, 
Sherubtse College,
Royal University of Bhutan) *10 min
17:10-17:20 “Thinking on Rural Development from a 
Comparative Study of Rural Issues in Bhutan and 
Japan” Dr. Yoshio Akamatsu
(Affiliate Assistant Professor, Center for Southeast 
Asian Studies) *10 min
17:20-17:30 “A possible way to cope with depopulation 
and abandoning farming: Lessons from the workshop 
held in the Sherubtse
College and experience” Dr. Kazuo Ando (Associate 
Professor, Center for Southeast Asian Studies) *10 min
17:30-17:45 “Community-based medical care for the 
elderly in Bhutan” Dr. Ryota Sakamoto (Associate 
Professor, Center for Southeast Asian Studies) *15 min
17:45-17:55 Dzongkha Songs by Kyoto University’s 
students. *10 min
17:55-18:00 Concluding Remarks by Prof. Takakazu 
Yumoto (Director, Primate Research Institute) *5 min
*MC: Dr. Shinya Yamamoto
※ソナム王女以外は、スライドを使用。

【座席】
来賓席・発表者席を前列中央に用意
・最前列中央 11席を来賓用（ブータン人 5名・
総長・松沢・湯本・幸島、他教員 2名）
・2列目中央を発表者、王女の後列真後ろに秋山
・ゾンカ語合唱学生 8-10名：舞台向かって左側 or 
中央
****************************************

12:30 清風荘：出席者が現地に集合。
出席者：総長、稲垣、河野、松林、吉川、上本
仕出し弁当搬入（川上、左海）、写真撮影の準備（嶌
村）
12:50 ハイヤー清風荘着、※ハイヤー 2台は、清
風荘の正門前で待機。（病院長の公用車も待機）
13:00 ～ 14:15 清風荘で会食【川上】
ブータン側 5名、松沢、秋山
総長、稲垣、河野、松林、吉川、上本、坂本

（嶌村、松永は連絡担当・写真撮影として同席、
弁当不要）
13:00 昼食（第二会合室）
※王女のお召し替えが必要な場合、2階第五会合
室を使用。実際は、必要なかった。
13:45 庭を散策、集合写真撮影（川上、嶌村）（※
雨天の場合、建物内）
14:00 山崎秘書室長、松永が先に時計台へ移動。
14:15 清風荘発（クラウン：王女、少将、侍女、
ハイエース：ブータン 2名、総長、松沢、坂本、
秋山、嶌村）
※それ以外のメンバーで、シンポジウムの参加者
は、徒歩等で会場に移動。

（14:15 松井、山崎秘書室長、松永：時計台に先発）
14:25 時計台着
サロンにて写真展を見学、その後、徒歩でシンポ
ジウム会場へ移動（雨天の場合はハイヤーで移動、
時計台前で駐車）
14:45 国際科学イノベーション棟到着、
エレベータで 5階へ移動、控室着（ブータン側 5名、
総長、松沢、秋山）
15:00　60周年記念シンポジウム【山本】：英語で
おこなった。
Time Schedule
14:30-15:00 Open/Registration
Keynote Session
15:00-15:15 Welcome Remarks by President Juichi 
Yamagiwa
15:15-15:30 Keynote Address by HRH Ashi Sonam 
Dechan Wangchuck
15:30-16:00 Keynote Presentation by Prof. Tetsuro 
Matsuzawa
終了後に王女と総長による記念品の交換。ブータ
ン側：タンカ、京大側：風神雷神図屏風絵
Presentation Session
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（司会：山本、写真撮影：嶌村・高宮）
遅刻者・退場者対応、金額確認 王女の準備完了
を確認（秋山→山本）
懇親会場の準備（受付を縮小して対応。）
15:00以降は、王女一行入場（総長、松沢）、講演
Ⅰ、休憩、講演Ⅱ。休憩時にお茶出し。学生によ
る歌の披露、王女一行退場⇒控室へ、閉会。集音
マイク・マイクスタンド設置、ケータリングの受
け取り。
18:10 懇親会開始、主催者挨拶（松沢）、ソナム・
デチェン王女ご挨拶、乾杯（山極総長）
18:25 ～ 19:25 歓談 金額確定、支払い（竿）、片づ
け
19:25 王女退場（拍手でお見送り）（秋山）
王女はエレベータで 1階へ。
正面に配車済みのハイヤー 2台にてホテルに
クラウン：王女、少将、侍女、ハイエース：ブー
タン 2名、（秋山、坂本同行）
19:30 閉会 参加証回収
19:30 ～ 19:45 片づけ。ケータリングの回収
時間を確認
19:45 全員集合、翌日の確認（松沢、熊谷）
20:00 解散

【お土産】
①大学（総長）からのお土産：「風神雷神図屏風」
25日のシンポジウムで贈呈。
②高等研究院からのお土産（山本）。⇒時計台で
の懇談会の最後に迎賓室で贈呈。
王女： 香木の香り 3種セットほか
少将： 香木の香り 3種セットほか
お付きの 3名： 香木の香り 3種セット（コーンタ
イプ）ほか
シンポジウムと懇親会の参加結果（25日終了後）
シンポジウム 99名参加、懇親会 63名参加。
25日シンポジウム参加者名簿は個人情報のため
留保。

10 月 26 日（木）の行動記録
8:45 京大側メンバー（松沢、坂本、松井、竿、秋
山）がホテル集合
9:00 京都ブライトンホテル発 ブータン 5名＋松
沢、坂本、松井、竿、秋山
ハイヤー 2台（クラウン、ハイエース）、クラウン：
王女、少将、侍女

*懇親会（18:10頃 -19:30）【山本】
18:10 会場準備が整い次第、松沢先生（＋山極総長）
が王女ご一行と入場
18:10 ～ 18:15 主催者挨拶（松沢）
18:20 ～ 18:25 乾杯
18:25 ～ 19:25 懇談
19:25 王女退場（坂本、秋山）⇒控室へ
19:30 閉会（松沢）
*MC: Dr. Shinya Yamamoto
ブータン側への記念品贈呈式（総長）
****************************************
ケータリング手配【山本・リングホーファー】
人数：50名程度
場所：吉田キャンパス 国際科学イノベーション
棟 5階、シンポジウムホール前ホワイエ
実施体制：事前準備と実際の動き
※松沢、山本、坂本、熊谷、リングホーファー、
松井、嶌村、竿
越智、山岳部 3名（六車・森本悠介・井ノ上綾音）、
院生 2名（瀬川、竜野）
※写真撮影：嶌村・高宮・左海、動画撮影：中村
美穂（PWS から依頼）
時間帯 会場（六車）、会場内（照明・音響）（森本）
受付（竿、瀬川、竜野、井ノ上）
控室（越智・リングホーファー、秋山）
備考
13:00 熊谷が清風荘経由で到着
13:00 全員集合（ピロティ）
13:00 ～ 13:10 全体打合せ（山本）
13:10 ～ 14:30 歌のリハーサル（学生）、スライド
チェック（山本）
照明、音響の操作確認（山岳部学生 2名）
受付準備 控室準備
14:30 開場、受付開始
松井：会場前で待機
受付開始
・名簿確認（2名）
・会費受領（お釣り返却）（2名）
・参加証、プログラム渡し（1名）
14:45 王女一行が EVにてイノベーション棟に到
着。
総長、松沢が控室まで案内。王女一行他にお茶出
し。
15:00 シンポジウム開始
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実行委員会 5部）、加えてご自身の部局参加者が
使用する部数を、プリントアウトして紙媒体とし
てご持参いただいた。
15:05 時計台記念館発、ハイヤーにて京都造形芸
術大学へ。
德山豊理事長、尾池和夫学長らと懇談した。
ブータン 5名＋松沢、坂本、熊谷、左海、秋山
15:15 京都造形芸術大学 到着
16:15 京都造形芸術大学 出発、ホテルに戻る。
19:00 京料理かじ（丸太町）で送別の夕食会
※関空に持ち込む最終的な荷物をブータン側に確
認（坂本）⇒ハイヤー担当者に連絡（松永）

10 月 27 日（金）の行動記録
7:45 ホテル側にて各部屋から集荷、ハイヤーへ積
み込み。（所要 15分、ホテルに確認済み）
7:50 京大側メンバー（松沢、坂本、熊谷、松井、
松永、秋山、加藤、竜野）
ブライトンホテル集合
8:00 ハイエース 2台（ブータン 2名＋京大側 5名）
がホテルを先発、関西国際空港へ。松沢、松井、
松永はホテルでお見送り。
ハイエース①：ブータン 2名、秋山、坂本、竜野
ハイエース②：熊谷、加藤
8:30 クラウン（王女、少将、侍女）がホテルを出
発。
松沢、松井、松永はホテルでお見送り。
9:30 先発 2台、関西空港着（4階・出発階）
荷下ろし終了後、ハイエース 1台のみ待機。
10:00 クラウン、関西空港着（4階・出発階）
10:45 京大側見送り者（5名、坂本、熊谷、秋山、
加藤、竜野）は待機させたハイエース 1台で京都
に戻る。
11:45 関西国際空港発 タイ国際航空 TG623 バンコ
ク行、15:35 バンコク着予定。
17:55 バンコク発 タイ国際航空 TG315 デリー行。
20:55 デリー着予定。

4、京大実行委員および関係者
（各人の携帯番号を実際には記したが、個人情報
のため本稿では留保する）。
松沢哲郎（高等研究院・特別教授）、山本真也（高
等研究院・准教授）、川上文人（高等研究院・特
定助教）、リングホーファー萌奈美（高等研究院・

ハイエース：ブータン 2名、松沢、坂本、松井、竿、
左海、秋山
9:40 伏見稲荷着
10:40 伏見稲荷発
11:00 iPS 細胞研視察、山中伸弥所長他が対応。

（11:15 嶌村、竜野が病院外来棟正面玄関で集合。）
11:20 iPS 細胞研 出発
11:25 附属病院（外来棟 正面玄関）到着、岡島英
明先生＋ 1名でお出迎え
11:30 京都大学附属病院関係者との懇談（病院長
室）
 ※写真撮影：嶌村
12:00 昼食（河道屋養老）
13:30-16:00 ソナム・デチェン・ワンチュク王女と
京大関係部局との懇談会
 運営スタッフ：熊谷、坂本、リングホーファー（写
真撮影）、竜野
プログラム
〇ソナム・デチェン・ワンチュク王女と京大関係
部局との懇談会

【日時】2017年 10月 26日（木）13:30 ～ 15:00
【場所】京都大学百周年時計台記念館迎賓室（懇
談者待機場所：会議室Ⅰ）

【タイムスケジュール】
・13:30 ～ 14:00 ①松沢挨拶・霊長研・野生動物・
防災研（30分）
参加者（2名）：湯本貴和所長、幸島司郎教授、
橋本学教授。
・14:00 ～ 14:35 ②法学研究科（35分）
参加者（4名）：洲崎博史研究科長、木南敦教授（英
米法）、西谷祐子教授（国際私法・国際取引法）、
吉政知広教授（民法）
・14:35 ～ 15:05 ③東南研・教育学研究科・こころ
（30分）
参加者（7名）：安藤和雄准教授、坂本龍太准教授、
藤澤道子連携准教授、赤松芳郎連携助教、イェゼ
ル博士、加藤、竜野。
参加者（2名）：西平直教授、ジェレミー・ラプレー
准教授。
参加者（4名）：広井良典副センター長、内田由
紀子准教授、熊谷誠慈特定准教授、MiguelAlvarez 
Ortega博士。
・15:05 閉会
【資料】スライドを配布用に 10部（ブータン 5部、
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特定助教）、松井一純（高等研究院部長）、嶌村克
（高等研究院事務長補佐）、松永倫紀（高等研究院
総務企画掛長）、竿（サオ）智巳（高等研究院財
務戦略掛長）、津崎善晴（高等研究院特定職員）、
湯本貴和（霊長類研究所・所長）、幸島司郎（野
生動物研究センター・教授）、坂本龍太（東南ア
ジア地域研究研究所・准教授）、熊谷誠慈（ここ
ろの未来研究センター・特定准教授）、左海陽子（野
生動物研究センター PWS特定職員）、秋山未来（野
生動物研究センター PWS 特定職員）、竜野真維（京
都大学医学研究科人間生態学（フィールド医学講
座）大学院生 ）、加藤恵美子（京都大学医学研究
科フィールド医学講座大学院生）、瀬川裕美（医
学研究科社会疫学分野専門職学位 2回生）、酒井
肇（公共政策大学院修士 1年、ゾンカ語合唱団代
表）。京大外の関係者として小林舞（地球研・研
究員）。
※外部関係者
今津康雄（在大阪ブータン名誉総領事館・担当者）
他
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Summary

Logistics of Kyoto University Bhutan Friendship 60 Years 
Anniversary

Michinori Matsunaga, Kazuyoshi Matsui, Tetsuro Matsuzawa

Kyoto University Institute for Advanced Study

    Her Royal Highness Princess Sonam Dechan Wangchuk of Kingdom of Bhutan visited Japan from 

October 21 to 27, 2017. This article aims to describe the logistics of Kyoto University how to welcome the 

princess.  This kind of disclosure highlight the importance of the back-stage efforts to promote an event. 

This is of course a part of disclosure of information but it may help people to think about the procedure to 

make things forward through an effort of the mutual support.




