＜Closing Remarks＞

Closing Remarks

Immediately after the 1st GQAC was held and it was decided that the 3rd GQAC would be hosted
by JSQA, we estimated that the number of the participants would be just about 1,000, and started to
move forward to prepare for the conference step by step. However, on the 11th of March, 2011, the
greatest and most horrible earthquake and tsunami ever experienced attacked the Tohoku District of
Japan. After the disaster, a number of JSQA members thought that it was extremely difficult to host
the conference. They were indeed very skeptical about the number of people who would participate
in the 3rd GQAC. Fortunately, however, it turned out that we were able to have 908 participants
from 22 countries and regions! In addition, the weather cooperated with us. Finally, the conference
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ended successfully without any serious problems.

I sincerely hope that all the attendees enjoyed

the 3rd GQAC conference, its accompanying events, and also the beauty of Kyoto.
For the memorial issue of 3rd GQAC, the photos were selected from more than 6,000 pictures
taken by the professionals and also some volunteers. In these photos, everybody looked well and
happy.

The members of the Public Relations Committee spent a lot of time in selecting photos. I

would like to thank Mr. Seiichi Ohba, the chairman of the Public Relations Committee, and other
members of the committee for the selection of the photos.
Finally, I would like to take this opportunity to thank all the people who helped us with the
conference directly or indirectly.
See you again in Las Vegas in 2014.

Makiko Azuma
Secretariat of 3rdGQAC
JSQA 3rdGQAC Steering Committee
Secretary-general of JSQA Secretariat Office
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記念特集号発刊にあたって
第3回グローバルQA会議事務局
3rd GQAC ステアリング・コミッティ
日本QA研究会

事務局長

東

牧子

2005年米国オーランドで第1回GQACが開催され、第3回大会をJSQAが主催することになった当初、
JSQAでは日本大会の参加者数を約1000人と見積もっていました。ところが、2011年3月に日本を襲った未
曾有の東日本大震災の後、海外からの参加者が激減する可能性から、会議開催に対して悲観的な意見もあ
り、参加予定者数を500名と想定するまでになってしまいました。案の定、4月末にスタートした事前参加
登録申込も開始直後は申込の出足が非常に悪く、ステアリング・コミッティ内でも随分心配致しましたが、
JSQA内はもちろん、SQA、BARQA、各国QA団体や後援団体をはじめ、関連各所に参加呼びかけのお願い
を繰り返し、最終的に22の国と地域から908名の方にご参加頂くことができました。紅葉の見頃には少し早
かったのですが、会期中は素晴らしい好天に恵まれ、盛会のうちに会議を終えることができました。
今回の3rd GQAC記念特集号は、公式写真とカメラボランティアの皆様が撮影して下さった写真を合わせ
た6000枚の中から写真の選定を行いました。どの写真も皆様が素敵なお顔をされているので、会報用の写
真を選ぶ作業に広報委員会の皆様は膨大な時間を使われたことと存じます。大場広報委員長はじめ、委員会
の皆様のご尽力に厚く御礼申し上げます。
会議開催当日までには数々の困難に直面致しましたが、無事会議を終了することができて安堵と感謝の気
持ちでいっぱいです。故郷京都での3rd GQACは、準備期間も含めて私の人生の中でとても思い出深い貴重
な経験となりました。写真の中の沢山の素敵な笑顔を拝見して、参加者の皆様もきっと3rd GQACと秋の京
都をenjoyして下さったことと感じています。この場を借りて、ご参加頂いた皆様、3rd GQACに温かいご
理解とご支援を頂いた全ての皆様に心から御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
次回第4回グローバルQA会議は、2014年4月に米国ラスベガスで開催されます。多くの皆様のご参加に
より、再び盛会な会議となりますことを祈念申し上げます。

3rd GQAC 記念特集号

日本QA研究会 Feb. 2012
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