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マンスフィールド財団の友人・サポーターの皆様へ
今年も大変お世話になりました。
2020 年は私たちに歴史的な教訓を与え、そしてそれはまるで、教科書のページから言葉が飛び出し、私
たちは目の前で特別な講義を受けているかのようでした。
世界規模の新型コロナウイルスのパンデミックは、私たちに人々との最も基本的な交流ですら再考を余
儀なくしました。このパンデミックは、人々の繋がりと対話を活動の根本的な使命とするマンスフィー
ルド財団に極めて重大な課題を突き付けましたが、一方で新しいことに取り組む機会も与えました。ま
ず、財団は、マンスフィールド大使夫妻の国際協力への意志を支え続けるため、プログラムをオンライ
ンに切り替えました。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やキャピトルヒル・
アジア政策対話を初めてオンラインで実施し、ガラや会議のスポンサーとなり、議員や学者の皆様の意
見を拝聴しました。そして韓国のビジネスや政府における女性の地位の問題からインド太平洋における
安全保障戦略まで幅広いトピックを議論し分断への橋渡しに努めました。
最も特筆すべき活動は、財団の基幹プログラムであるマンスフィールド・フェローシップ・プログラム
第 26 期フェローの選考を今年オンラインで実施したことです。パンデミックのため、第 24 期フェロー
は研修半ばで在京の研修先から急遽米国へ帰国、第 25 期フェローは今夏の研修開始が 1 年延期されま
した。マンスフィールド財団は、2021 年には、プログラム 25 周年を記念する第 25 期フェローが無事来
日し、また第 26 期フェローを近いうちに皆様にお披露目することを心より願っています。この場をか
りて、マンスフィールドフェローへの感謝とともに、稀にみる挑戦的なこの一年の皆様からの変わらぬ
ご支援・ご厚情に深く感謝申し上げます。
私たちは 2021 年 最大限に有効に活動できるよう努力いたします。来年は、ルース・アジア・スカラ
ー・ネットワーク・プログラムや日米次世代パブリック・インテレクチュアル・ネットワーク・プログ
ラム他、多くの事業の会合も予定中ですので、どうぞご期待ください。
ではまずは、より良き新しい年の始まりを祈り乾杯致しましょう。シャンパン、ビール、お酒、焼酎、
コーラ、コーヒー、抹茶、シトロンティー何でも結構です。
末筆ながら皆様の新年のご多幸をお祈り申し上げます。来年も何卒宜しくお願い申し上げます。
モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団
理事長
フランク・ジャヌージ
*************************************

[View this email in your browser]
Dear friends and supporters of the Mansfield Foundation,
2020 has given us all a history lesson—the crash-course kind, where the words spring off of the textbook page
and manifest in front of our eyes.
In particular, the global COVID-19 pandemic has asked us to rethink even our most basic interactions with
others. For the Mansfield Foundation, premised so fundamentally on connection and dialogue, this has posed a
significant challenge—but also, an opportunity to innovate. The Foundation has turned to online programming as
a way to continue upholding Maureen and Mike Mansfield’s commitment to international cooperation. We have
hosted the first-ever virtual Foley legislative exchanges and Capitol Hill Asia Policy Dialogues, sponsored galas
and conferences, and heard from congressmen and scholars. We’ve bridged divides with discussions on topics
ranging from women in business and government in South Korea to security strategy in the Indo-Pacific.
Most notably, we have completed recruitment for the 26th Class of Mansfield Fellows. Due to the pandemic,
the 24th cohort of our flagship program had to curtail their placements in Tokyo and return to the States early,
and the departure of the 25th cohort has been delayed. We look forward to deploying the milestone 25th class
to Japan in 2021 and unveiling the 26th class very soon. We wish to extend a special thank you to our Fellows.
We know that this year has been uncommonly challenging, and we cherish your continued support.
I would like to close this difficult and tumultuous year with gratitude: thank you. Your support allowed us to
pivot to virtual operations effectively and uphold the standard of high-quality programming for which we have
come to be known.
We look forward to making the most of 2021. In the coming year, please look forward to more meetings of our
Luce Scholars program, Network for the Future initiative, and much more. Before we dive back into the hard
work, though, we want to raise a glass—whether it’s full of champagne, sake, or soju; cola, matcha, or citron
tea—to better things ahead. Here’s to new beginnings and fresh starts.
With warmest wishes for the New Year,

Frank Jannuzi
President and CEO

