
 
日本英語交流連盟 

The English-Speaking Union of Japan 
 
ESUJ Lecture in English 
オーストラリア駐日大使による特別講演会 

 

『オーストラリアはインド太平洋地域の急速な環境変化に 

どのように対応しているでしょうか？』 

講師：リチャード・コート駐日オーストラリア大使 

 

過去六十年の間にインド太平洋地域は政治、経済、社会のいずれの面でも急速な変化

が見られてきました。オーストラリアはこの地域の中心的存在として、このような 

急速な変化に対応していかなければなりません。 

 

日時：2018年 6月 22 日（金）  午後 7時 ～ 8時 

 

会場：国際文化会館 講堂 

会費：無料 （本講演会出席者は会員・関係者及び 

予めお申込いただいた会員のゲストのみとさせていただきます。） 

 

申込：会員は総会出欠席葉書にてお申込みください。（締切：5月 30日 水曜日） 

 

   会員のゲストのお申込は、同封の FAX返信用紙又はオンライン・リンク

（https://ws.formzu.net/fgen/S2178423/ ）にてお願いいたします。 

   注：E メールでのお申込は受け付けておりませんのでご了承くださいませ。 

 

締切：2018年 6月 14 日（木） 定員になり次第、締め切らせていただきます。 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

プロフィール：リチャード・コート大使 

 

2017年 2月以来駐日オーストラリア大使。 

1982年に西オーストラリア州下院議員に当選。1993年から 2001

年まで、西オーストラリア州首相兼財務大臣を務めた。資源投

資戦略コンサルタンツやオーストラリア聖公会パース教区、西

オーストラリア州オリンピック・チーム・アピールなど、数多

くの公的及び民間組織の要職を務めた。 

2008 年、日豪関係への貢献により、旭日重光章を受章。2003

年、西オーストラリア州議会や地域社会への貢献が認められ、

オーストラリア勲章（一般部門・コンパニオン）を受章。 

西オーストラリア大学より、商学士号取得。 
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日本英語交流連盟 
The English-Speaking Union of Japan 

 

ESUJ Lecture in English 

Special Lecture by Australian Ambassador to Japan 
 

“How is Australia addressing a rapidly changing  

Indo-Pacific Environment?” 
 
 

H.E. Mr Richard Court AC, Australian Ambassador to Japan 

 

We have witnessed remarkable changes across the Indo-Pacific Region over the past 

six decades - politically, socially and economically. Australia sees itself at the centre 

of this region and must adapt to these rapid changes. 

 

Date: Friday, 22nd June, 2018   19:00～20:00 

 

Place：Lecture Hall, International House of Japan 

Admission: No charge 【ESUJ members, affiliates, and members’ guests only】 

To apply: ESUJ members, please return the reply card. (By Wednesday, 5/30) 

 

ESUJ members’ guests, those who wish to come as Members’ guests need to 

have their names listed in the enclosed FAX reply form or register online through 

the link ( https://ws.formzu.net/fgen/S2178423/ ) by Thursday, 14th June, 2018.  

We are afraid that we do not accept your guests’ registrations by email. 

Registration will be closed when we reach the capacity limit.  

 

 

 

 

 

Profile: H.E. Mr Richard Court AC 

Mr Richard Court has been Australian Ambassador to Japan since 

February 2017. 

Mr Court was elected to the Western Australia Legislative 

Assembly in 1982. He served as Premier and Treasurer of Western 

Australia from 1993 to 2001. He has held a number of senior 

positions and directorships in private and public companies, 

including Resource Investment Strategy Consultants, the Anglican 

Diocesan trustees and the Olympic Team Appeal for Western 

Australia.     

    In 2008, he was awarded the Order of the Rising Sun, Gold and 

Silver Star by the Emperor of Japan for his contributions to 

Australia-Japan relations. In 2003, he was appointed a Companion 

in the General Division of the Order of Australia for services to the 

Western Australian Parliament and to the community. 

     Mr Court holds a Bachelor of Commerce from the University 

of Western Australia. 

https://ws.formzu.net/fgen/S2178423/

