To the attention of:
The Mayor Matsudo City,
and the Future Center Start-up Team in Matsudo City
Dear Honorable Mayor, Dear Future Center Start-up Team Colleagues,
On behalf of the Board of Directors of the Future Center Alliance, I would
like to congratulate you on the opening of your Future Center in Matsudo.
It is very good to know that Japan has a new local government-operated
Future Center, which can deal with issues important to the city of
Matsudo and its residents.
I understand that the initial activities will focus on adult education and
related themes. This is an important issue in Western Europe, and I
believe that this is also true in Japan.
We live in an Information Era, where the Knowledge Society and the
Smart City require new knowledge and skills to meet the needs of a
constantly changing world.
Both in Europe and Japan, it is essential to continue learning throughout
our lives. We must make innovative use of education to equip us with the
tools we need to support the quality of life we want.
Future Centers are excellent instruments to help us develop innovative
and effective solutions for the changes we can anticipate, and be ready
for those that are unexpected.
Hopefully we will be able to exchange information and ideas about how
to deal effectively with these issues through our Future Centers, and
perhaps even work together on specific challenges in adult education in
the future.
I hope that I will have a chance to visit your Future Center the next time
I am in Japan. And if we at the Future Center Alliance can be of any
assistance in the work of your Center, please do not hesitate to contact
us.
Congratulations to everyone involved.
Best regards,
Hank Kune
On behalf of the Future Center Alliance

松戸市長

本郷谷

健次

様

並びに

松戸フューチャーセンター準備チームの皆様、
フュチャーセンターアライアンスの役員を代表して、松戸フューチャーセンタ
ーの開所を謹んでお祝い申し上げます。
日本において、自治体が運営するフューチャーセンターが新たに生まれ、自治
体と住民にとって重要な課題の解決に取り組もうとしていることを知り、とて
も嬉しく思っています。
松戸フューチャーセンターで当初取り扱う予定のテーマは、社会人教育とその
関連分野だと伺っております。このテーマは西ヨーロッパにおいても重要な課
題ですが、日本においても同様でしょう。
私たちは情報化時代に生きています。情報化時代では、知識社会やスマートシ
ティへのシフトが進み、絶え間なく変わりゆく世の中のニーズに応えるための
新しい知識やスキルが必要となります。
ヨーロッパにおいても、日本においても、生涯を通して継続して学ぶことが不
可欠となっています。革新的な方法で教育を活用し、自分たちの望む人生の質
を実現するために必要な道具を手に入れなければなりません。
フューチャーセンターは、予想される変化に対して革新的で有効な解決策を生
み出し、予想外の事態に備えることを助けてくれる優れた手段であり道具です。
願わくは、フューチャーセンターアライアンスに加盟している他のフューチャ
ーセンターとも、これらの課題の有効な解決策について情報を交換できればと
思っています。さらに、将来的には、生涯学習における特定の課題について一
緒に取り組むこともできるかもしれません。
次に来日する際には、是非、松戸フューチャーセンターを訪問させていただき
たいと思っています。また、もしもフューチャーセンターアライアンスがお手
伝いできることがあるようでしたら、遠慮なくご連絡をいただければと思って

います。
最後に、このプロジェクトに関わったひとりひとりのメンバーに対し、心から
お祝いを申し上げます。
ハンク・クネ
フューチャー・センター・アライアンスを代表して

