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2020 年 8月 17 日 

日米韓三か国議員によるオンライン会合開催 

7 月 28日夕方（日本時間 29 日朝）、マンスフィールド財団は、日米友好基金 トーマス・S・フォーリー議員交流

プログラムを実施した。日米韓の議員は、COVID-19で悪化する社会情勢に対する各国の取り組みや、北朝鮮

問題、米中関係など、幅広い事案について意見交換を行った。本議員交流は、例年であれば、日米韓三か国の

国会議員がワシントン DC、東京、ソウルを相互に訪問し、対面での会合を開催しているが、今回は COVID-19

の影響によりオンラインでの実施となった。 

以下は、参加議員（順不同） 

＜米国＞マーク・タカノ下院議員（民主党）共同議長 

       フレンチ・ヒル下院議員（共和党）共同議長 

       以下、ヒル議員のフェイスブック 

       https://www.facebook.com/RepFrenchHill/posts/3082415655187044 

＜日本＞猪口邦子参議院議員（自由民主党）共同議長 

       中川正春衆議院議員（立憲民主党）共同議長 

       山本幸三衆議院議員（自由民主党） 

       岸本周平衆議院議員（民主党） 

＜韓国＞朴振（パク・ジン）議員（未来統合党）議長 

       洪翼杓（ホン・イクピョ）議員（共に民主党） 

       趙太庸（チョ・テヨン）議員（未来統合党） 

       金炳周（キム・ビョンジュ）議員（共に民主党） 

  

（公財）市川房枝記念会女性と政治センター主催/米国大使館領事館共催 

アメリカ女性参政権 100 周年記念 オンラインシンポジウムのご案内 

2020 年 8 月 26 日（水曜日）14時-15 時 45分に、（公財）市川房枝記念会女性と政治センター主催/米国大使

館領事館共催で行われるオンラインイベントにつきご案内します。本イベントでパネリスト兼モデレーターを務め

る中林美恵子早稲田大学教授は、弊財団の名誉フェローでもあります。ご関心のある方は、ご参加いただきま

すようお願い申し上げます。 

なお、弊財団のイベントではありませんので、詳細・お申込みについては、アメリカンセンターJapanのウェブサイ

トをご参照ください。 

  

https://www.facebook.com/RepFrenchHill/posts/3082415655187044
https://americancenterjapan.com/event/202008266998/
https://americancenterjapan.com/event/202008266998/


マンスフィールド・フェローシップ・プログラム日本在住同窓生近況報告 

English follows. 

 ●ホ ジューン・イム（Ho Joon Lim）氏、第 24期フェロー（2019 年－2020 年） 

 （米国連邦航空局 航空安全/航空機認証サービス 国際プログラムマネージャー） 

COVID-19 のため 3月にマンスフィールド・フェローシップ・プログラムの活動が停止

後、出身元の米国連邦航空局（FAA）が、家族とともにこのような時期に帰米すること

を回避し、東京に残ったまま在宅勤務を続けています。 

米国連邦航空局に復職後すぐ、ボーイング 737MAX リターン・トゥ・サービス・プログラ

ムへの配置となりました。私はボーイング 737MAX事業におけるプログラムマネージ

ャーとしての職務を同僚と共同して行い、特に中国民用航空局（CAAC）を担当してい

ます。中国は世界で 737MAXの最大の機体を所有しているため、関係者は皆、機体

の安全な再運航に関心を持っています。私は北京や上海から時差たった 1時間のところにいて、電話や会合な

どを東京から支援することができるため、プログラムの共同管理はうまく回っていると思います。このプログラム

は過密業務のため、私が東京から支援することで、米国にいる同僚が休息をとることができるのです。 

マンスフィールド・フェロ―シップを通じて、様々なスキルを磨き向上させることができました。もっとも向上したス

キルは、他者の視点をよりよく理解し、全ての関係者にとっての解決策を実践することです。このスキルは困難

な状況で受け入れられる解決策を見つけることに大変役立ちました。 

今後は、初秋に米国連邦航空局シアトルオフィスの国際プログラムマネージャーに復帰し、航空機に関する

様々なプログラムに従事する予定です。 

  

 ●アレック・ウェルツィン（Alec Weltzien）氏、第 24 期フェロー（2019 年－2020 年） 

 （米国国務省領事局アメリカ市民サービス・危機管理課、市民サービススペシャリスト） 

現在は東京に残り、在宅勤務の形で復職しています。マンスフィールド・フェローシッ

プ・プログラムが終了してからは、18 か国と 3つの領土に在住する米国市民を助ける

ため、10 の大使館と領事館と連携した仕事に従事しています。 

最近は海外在住で医療措置を必要とする米国市民の支援や困窮状態にある米国市

民の帰国支援も行いました。COVID-19の発生以来、国務省は海外で身動きがとれ

なくなった 10 万人以上の米国市民の帰国を支援し、私自身も帰国しようとする米国

市民を助けてきました。旅行者が正確な海外安全・治安情報を得られるよう、東アジ

ア及び太平洋地域諸国における新型コロナウイルスに関する国務省の渡航情報を更新する作業にも携わって

います。 

 

 



マンスフィールド・フェローシップで得られた経験を直ちに実務に役立たせることができていると思います。４月に

東京でコロナウイルスの感染が拡大した際、東京に在住する約 57 万人の外国人向けにウイルス情報を提供す

る多言語コールセンター・サービスの立ち上げを東京都の職員とともに調整しました。日本に関する問題につい

て国務省に助言するためフェローシップの間に得られた知識を駆使し続けています。今はこの秋ワシントン DC

に戻り、日米関係をより深める新たな道を模索することを楽しみにしています。 

  

 ●ジェフリー・キム（Jeffery Kim）大佐、第 20期フェロー（2015 年－2016 年） 

 （米国海軍、大佐） 

今夏、マンスフィールド第 20期フェローとして渡日してから 5年にわたる日本での生

活を終えようとしています。フェローシップ終了後に海軍に戻りましたが、マンスフィー

ルド・フェローシップ・プログラムの経験以上に、在日海軍での任務の準備にふさわし

いものはなかったと思います。 

2016 年 7月、フェローシップが終了して 3 週間後、私は在日米海軍横須賀艦隊基地

司令官に任命されました。横須賀は、日本で最大の米海軍基地で、かつ第 7番艦隊

の母港です。その後 3 年間、横須賀基地の司令官として、本州に在住するアメリカ人

の最大のコミュニティを管理運営しました。その数は 2 万人以上で、軍人だけでなく、民間雇用者、コントラクタ

ー、彼らの家族たちが含まれ、ほとんどは基地内に住んでいますが、神奈川県の基地外の土地に数千人が暮ら

しています。基地はまた、日米同盟の一環として在日米海軍を支援する日本人雇用者数千人の職場でもありま

す。 

横須賀は、日米同盟にとって特別で、戦略的に重要な港です。この地球上で同盟国同士の艦隊が隣同士に停

泊している軍港が他にあるでしょうか。横須賀の日本の自衛隊の艦隊と米国第 7艦隊がそれです。そして横須

賀は、米国外で米国の原子力空母が受け入れられている唯一の場所でもあります。そこには数十年にわたる海

事パートナーシップと自由を守る 2つの民主主義国家による決意を維持していく使命と重責があるのです。 

マンスフィールド・フェローとして来日した時はすでに職業軍人として、横須賀のイージス艦の司令官を含む第 7

艦隊におけるいくつかの任務に就いていたため、まったく日本に馴染みがないというわけではありませんでし

た。しかし、フェロー以前に同盟関係のため何年も従事してきたにも関わらず、フェローになって日本の省庁に勤

務することで初めて二国関係のそれぞれの立場を真に理解できるようになりました。 

このように横須賀基地の司令官に任命される前に、防衛省や外務省、神奈川県庁の基地関係業務を扱う部署

でフェローとして勤務でき、それは復職後の任務にすぐに役立つ有益な経験となりました。またフェローシップの

お陰で、海上保安庁と緊密な交流を持つという初めての機会を得ることができ、その後、基地司令官として、横

須賀における様々な案件を海上保安庁と調整する際に役立ちました。 

 



横須賀での 3年間の任務の後、私は東京に配置され、市ヶ谷にある防衛研究所（NIDS）の米国交換学生として

防衛省職員や自衛隊士官のための一般課程を履修しました。マンスフィールド・フェロー時に、実は NIDSでの

短期間の配置もあったので、今度はそこで一年まるまる受講できることになり本当に嬉しかったです。私はすで

に国際安全保障や防衛関係の分野で大学院レベルの教育を受けていましが、NIDSでこれらのことを日本人の

視点から学べるということは、貴重で他では得られない濃厚な経験でした。 

NIDSを卒業し、間もなくワシントン DCに戻り、米国海軍省に復職します。私の次の職務では、以前のように同

盟関係事案を定期的に取り扱うということがないかもしれませんが、今後も日米関係を強く支持し、注視していき

ます。 

＜財団事務所より＞ 

20期フェローのキム大佐につきましては、令和 2年 4 月 29 日付けで発令された令和 2年春の外国人叙勲にて

旭日中綬章を叙勲されました。外国人叙勲は日本との友好の増進等について顕著な功労のあった外国人に授

与されるもので、キム氏は「防衛分野における日本・ アメリカ合衆国間の関係 強化に寄与」したことが叙勲の

理由です。心からお祝いを申し上げます。 

  

 Update: Mansfield Fellowship Program alumni living in Japan 

 

● Ho Joon Lim, MPF24 (2019-2020) 

International Program Manager, Aviation Safety/Aircraft Certification Service, Federal Aviation 

Administration, U.S. 

Since the Mansfield Fellowship's suspension in March due to Covid-19, I officially 

returned to the Federal Aviation Administration (FAA). Thankfully, FAA agreed to let 

me work remotely from Tokyo, to avoid traveling back to the States with my family 

during an uncertain time. This was possible due to assistance from the US Embassy 

Tokyo and Mansfield Foundation.  

After rejoining the FAA, they quickly put me to work on the Boeing 737 MAX Return 

to Service program. I along with another colleague have been working program 

manager duties for the 737 MAX project, specifically working with the Civil Aviation Administration of China 

(CAAC). China has the largest fleet of 737 MAX in the world, so all parties have an interest in seeing the 

aircraft returned to service safely. Sharing program management duties has worked out well, since I can 

support phone calls and meetings from here with only a one hour time zone difference with Beijing and 

Shanghai. It allows my colleagues back home to rest, since this program keeps everyone extremely busy. 

 



The Mansfield Fellowship experience developed and enhanced several skills.  One important skill developed 

was to better grasp others’ perspectives to apply solutions that would work for all involved. This has helped 

tremendously to find acceptable solutions to difficult situations. 

I plan on returning to the Seattle area in early fall. There I will continue my International Program Manager 

duties on various aircraft programs. 

  

● Alec Weltzien, MFP24 （2019-2020） 

Citizen Services Specialist, Office of American Citizens Services and Crisis Management, Bureau of 

Consular Affairs, U.S. Department of State 

I currently telework from Tokyo for my home office, the Department of State’s 

Office of American Citizen Services and Crisis Management. Since completing the 

Mike Mansfield Fellowship, my responsibilities include working with ten embassies 

and consulates to help U.S. citizens in eighteen countries and three territories. I 

recently assisted U.S. citizens abroad in medical emergencies and helped destitute 

U.S. citizens return to the United States. Since the outbreak of COVID-19, the 

State Department has repatriated over 100,000 Americans stranded abroad, and I 

have also assisted U.S. citizens in their efforts to return home. To ensure the public 

has accurate safety and security information when traveling, I helped to update the State Department’s Travel 

Advisories with information on the novel coronavirus for multiple countries in the East Asia and Pacific region. 

I have been able to quickly put my Mansfield Fellowship experience to use. As the coronavirus spread in Tokyo 

in April 2020, I coordinated with officials from the Tokyo Metropolitan Government to help set up a multilingual 

call center service about the virus for some of Tokyo’s 570,000 foreign residents. I have continued to use the 

knowledge gained during my Fellowship year to advise the State Department on Japan-related issues. When I 

return to Washington, I look forward to finding new ways to further the U.S.-Japan relationship. 

  

● Jeffrey J. Kim, MFP20 (2015-2016) 

Captain, U.S. Navy 

 



This summer I am finishing up five years in Japan since arriving as a Mansfield 

Fellow in the 20th Class (2015-2016).  In the Mansfield Fellowship Program I could 

not have imagined any better preparation for my subsequent Navy assignment in 

Japan. 

In July 2016, three weeks after completing the fellowship, I assumed command of 

Fleet Activities Yokosuka, which is the U.S. Navy’s largest base in Japan and home 

to the 7th Fleet.  For the next three years as Yokosuka’s base commander, I 

administered the largest community of Americans residing in the Mainland of Japan — a population of nearly 

20,000 when including military, civilian employees, contractors, and families; with most living inside the 

installation, but with thousands residing in the surrounding localities of Kanagawa Prefecture.  The base also 

is the workplace for thousands of Japanese employees who support the U.S. naval presence as part of the 

bilateral alliance. 

Yokosuka is a special place and strategically important harbor for the Alliance.  At no other naval port on 

Earth are two allied fleets stationed side by side, as Japan’s Self Defense Fleet and the U.S. 7th Fleet are in 

Yokosuka.  It is also the only location outside the United States that hosts a U.S. nuclear-powered aircraft 

carrier.  There is a deep sense of mission and responsibility in upholding the decades-long maritime 

partnership and the combined resolve of two democratic nations defending freedom. 

 

When I arrived for the Mansfield Fellowship I was hardly a stranger to Japan, having served multiple times 

throughout my career in 7th Fleet units, including being the commanding officer of an Aegis-equipped 

destroyer in Yokosuka.  However, despite my many prior years serving the Alliance, it was not until I was a 

Mansfield Fellow that I was able to truly comprehend both sides of bilateral relations through the perspective 

of working in Japanese government offices. 

Thus, before taking command in Yokosuka, I benefited immensely from my fellowship training inside the 

departments that handle base-related issues at the Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, and 

Kanagawa Prefectural Government.  The fellowship also offered my first opportunity to interact closely with 

the Japan Coast Guard, with whom I would later coordinate various local issues as a base commander. 

At the end of my three-year assignment in Yokosuka, I transferred to Tokyo as the U.S. exchange student at 

the National Institute for Defense Studies (NIDS) in Ichigaya, attending the regular course for officials of the 

Ministry of Defense and senior officers of the Self-Defense Forces.  Back during my fellowship days I had 

actually spent a short time at NIDS, and I was delighted to return there for a full year of in-depth instruction.  

I already had graduate-level education in international security and defense affairs, but learning all this at NIDS 

from the Japanese perspective was priceless and uniquely enriching. 

 



Now having graduated from NIDS, I will be returning to Washington, DC to work in the Navy Department.  In 

my next job I may no longer be dealing with Alliance issues on a regular basis, but I will be sure to stay 

informed as a strong advocate for U.S.-Japan relations。 

＜From the Mansfield Foundation＞ 

Captain Kim was conferred the Order of the Rising Sun, Gold Rays, with Neck Ribbon by the Government of 

Japan at the 2020 Spring Conferment of Decoration on Foreign Nationals, which was announced on April 29, 

2020. Decorations on Foreign Nationals are awarded to foreign nationals who have made remarkable contributions 

to the enhancement of friendship with Japan, and that Mr. Kim contributed to strengthening the relationship 

between Japan and the United States in the field of defense was a reason for the conferment. We sincerely 

congratulate on his 2020 Spring conferment of Decoration. 
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