市町村国際交流協会
団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
恵那市国際交流協会

樋田

芳久

(松永 晴美）
〒509-7292
恵那市長嶋町正家
1-1-1
松永 晴美
TEL 0573-26-1868
FAX 0573-26-1868

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1992 ・経済、学術、文化、スポーツ等幅広い分野で交流を促進し、もって国際化に対応する恵那市の創造と国際親善
（法人） に寄与することを目的とする。
25
人材育成事業
中学生海外派遣事業
（団体） 1
オーストラリア・トゥーンバ市にあるオーキー州立高校と21年に渡って交流を続けている。市内中学生20名
9
が国内研修(12回)と現地研修(7月27日～8月5日まで10日間)に参加。現地生徒と授業や異文化体験を通して
（個人）
交流を深めた。また1人1家庭に5泊6日ホームステイをし、ファミリーと交流、視野を広げることができた。
103

2

3

5

多言語サポート
恵那市民と在住外国人との相互扶助活動を目的とする。登録者46名
①ホームステイ・ホームビジット
②語学（翻訳・通訳）
③国際交流や多文化共生にかかわる情報提供
④文化紹介(日本文化・外国文化)
⑤企画・運営(活動サポート)
⑥在住外国人支援(日本語教室・生活支援)
学校通訳や市役所看板多言語表記、その他イベントの通訳や講師など紹介した。

6

情報発信事業
①情報提供

国
1

交
流
協

②オーストラリア・トゥーンバ市訪問団受け入れ(行政関係者4名 友好市民団9名)
岩村と恵那農業高校に分かれて視察のあと、広重美術館で合流し、版画や茶道を体験の後、恵那峡グランド
ホテルにて歓迎会が行われた。
多文化共生交流事業
日本語教室
中コミュニテイーセンター第1会議室にて10:00～11:30
Ａクラス（第2・第4日曜日）Ｂクラス(第1・第3日曜日)両方参加可
☆参加者441名(学習者延べ213名・ボランテイア228名)ベトナム人研修生が増加傾向にある。日々の学習の
他、カラオケへ行ったり、恵那峡遊覧船に乗船するなど、恵那の魅力を感じてもらった。
ワールドカフェ2015
10月4日（日）13：30～15：30 岩村コミュニティーセンター 恵那市民と在住外国人・名古屋商科大留学
生併せて１４４名が交流を通して、理解を深めた。普段外国人との交流が少ない恵那市民にとってまたとな
い機会となった。

町

際

トゥーンバ市より市旗贈呈される

4
市

村

国際交流推進事業
①恵那駅旗掲揚塔置

会

ＨＰの更新

②サポーター登録者への講演会やイベント案内など

7

会報誌作成
年1回 恵那市全戸配布

8

活動紹介活動
活動をより多くの市民に知ってもらうため、まちづくり市民協会と連携し、ボランテイア団体紹介活動に参
加。
①夢ショップ(ピアゴでの展示)
②はじめの一歩(ボランテイア団体紹介活動)

9

他団体交流事業
上矢作町モンゴル国友好協会との連携
イベント(ナーダム祭)に参加
モンゴル国より生徒・引率者来恵の際,ホームステイ先を紹介した。

10

ＮＰＯユーリカインターナショナルとの連携
恵那での活動をＨＰで紹介し、市民に参加交流の機会を提供。

11

名古屋商科大学との連携
ワールドカフェで留学生に参加協力を依頼し、留学生に日本文化体験（飾り巻きずし体験・着物体験）を提
供した。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
(公財)大垣国際交流
協会
田中

良幸

(社本 久夫）
〒503-0911
大垣市室本町5-51
スイトピアセンター
学習館2階
熊谷 康宏
TEL 0584-82-2311
FAX 0584-82-2314

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1988 ・産業、文化、スポーツ、教育など幅広い分野で国際的な交流を基とした「フレンドリー構想」の促進をはかり
（団体） 、国際社会に対応できる街づくりと国際親善に寄与することを目的とする
42
フレンドリーシティ派遣事業
（個人） 1
平成27年度の派遣は、大垣市のフレンドリーシティ（友情都市）であるベルギー・ナミュール市と中国・邯
143
鄲市への派遣を予定した。
今年度は、国際テロ組織活動の活発化など、国際情勢に対する不安感が大きいことや派遣対象者が小・中学
生であること等を勘案して、派遣は中止とした。
第7回 ベルギー・ナミュール市 中学生 研修派遣中止
・時 期：平成27年9月 ＜8日間＞
・人 数：中学生8人、引率者2人
計10人
第9回 中国・邯鄲市 小・中学生 研修派遣中止
・時 期：平成27年8月 ＜7日間＞
・人 数：小･中学生9人、引率者2人 計11人
2

平成27年度は、第11回 ドイツ・シュツットガルト市 学生訪問団受入
・時 期：平成27年9月30日（水）～10月9日（金）＜10日間＞
・人 数：高校生13人、引率者2人 計15人
・内容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームステイ、日本文化体験中学校、高等学校、見学及び生徒・学
生との交流など

市
町
村
3

国
際

2

地域国際交流事業
地域在住外国人市民と大垣市民の文化・習慣等の違いを正しく理解することを目的として、相互理解する場
を提供し、交流を深めることができた。
(一財)自治総合センター、コミュニティ助成事業

交

①子ども外国語読み聞かせ講座 ～きっずえいご～
②子ども地球探検研修講座

流
協

フレンドリーシティ受入事業
フレンドリーシティ（友情都市）であるドイツ・シュツットガルト市から学生訪問団を受入した。
市内の中･高等学校を訪問し、同世代の生徒、学生との交流を深めまた、日本文化体験やホームステイなど
を通じ、異なる習慣・文化・価値観などを相互に学び合うことができ、両市の友好の絆をさらに強くするこ
とができた。
また、中国・邯鄲市からの学生訪問団の受入は、邯鄲市側の都合により中止とした。

③子ども国際理解ワークショップ
4

会

国際交流ボランティア活動推進事業
市民参加による国際交流・多文化共生を推進するため、日本語指導、日本文化紹介、ホームステイ・ホーム
ビジット、通訳・翻訳等の各国際交流ボランティア募集を引き続き実施した。また、ボランティア同士の共
通課題解決のため研修会を開催し、ボランティア活動を積極的に支援するとともに、地域活動の担い手の育
成に努めた。
①日本語指導ボランティア講座（日本語の教え方講座）
一般市民を対象に、外国人及び外国人児童への日本語指導法やボランティア活動について学ぶ養成講座を開
講し、日本語指導ボランティアの養成を図った。
②稲沢市国際友好協会との交流会
稲沢市国際友好協会の皆さんが当協会を訪問され、交流会を実施した。
日頃のボランティア活動の紹介を通して両協会の歩み等についても学び合うことができ、お互い和気あいあ
いと闊達な意見交換がされて有意義な会であった。
③災害時外国人支援ボランティア研修・外国人防災啓発事業
④ボランティアの集い
ボランティア活動の活性化に向けたボランティア同志の交流・意見交換を開催した。

5

民間国際交流助成事業
市内の民間団体が実施する国際交流活動に対して、国際相互理解の促進に寄与する事業及び多文化共生社会
の形成に寄与する事業については、後援や共催事業として協力するとともに、当協会国際交流等活動助成金
交付要綱に基づいて、市内の各種団体の国際交流活動等の事業に対し助成した。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
(公財)大垣国際交流
協会

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
6

外国語基礎会話講座事業
外国人講師等による講義を通じて、基礎的な語学力を養いコミュニケーション能力の向上とともに地域住民
が異文化・習慣等を正しく理解し国際感覚を養うために実施した。
①英語基礎会話講座
・日 時：平成27年10月9日～11月27日 毎週金曜日
18：30～20：00（全8回）
・会 場：スイトピアセンター 文化会館4階 会議室5
・講 師：加藤 ミリアム氏（英会話講師・ＭＩＣスクール代表）
・受講者：19人（一般6人、賛助会員13人）
②ポルトガル語基礎会話講座
・日 時：平成27年10月19日～12月14日 毎週月曜日
19：00～20：30（全8回）
・会 場：スイトピアセンター 学習館３階 3－2
・講 師：丸井 合氏（ブラジル出身・ブラジル人学校講師）
・受講者：5（一般1人、賛助会員4人）
③韓国語 基礎会話講座
・日 時：平成28年 1月14日～3月10日 毎週木曜日
18：30～20：00（全8回）
・会 場：スイトピアセンター 学習館3階 学習室3－2
・講 師：兪(ユ) 瑞(ソ)香(ヒャン)氏（韓国語講師）
・受講者：18人（一般5人、賛助会員13人）
④中国語基礎会話講座
・日 時：平成28年1月9日～3月5日 毎週土曜日
19：00～20：30（全8回）
・会 場：スイトピアセンター 学習館3階 学習室3－5
・講 師：早野 嘉秀氏（中国語講師）
・受講者：13人（一般2人、賛助会員11人）

市
町
村

7

国
際
交
流
協
会

2

海外事情紹介事業
地域住民の異文化への興味や理解を深めることにより国際交流の啓蒙及び知識の普及を図り、ひいては国際
相互理解の促進に寄与することを目的に実施した。
① 多文化紹介講座「多文化交流サロン」
第1回
・日 時：平成27年8月22日（土）13:30～15:30
・会 場：スイトピアセンター 学習館４階 男女共同参画活動室
・内 容：イギリス・エクアドル・ネパールの紹介
・講 師：ローラ・マックリー氏 (公財)岐阜県国際交流センター国際交流員
〈イギリス出身〉、当協会ボランティア 稲川 裕子氏、ラグ・ナタ・
アディカリ氏〈ネパール出身〉
・参加者：16人
第2回・日 時：平成27年11月7日（土）13:30～16:00
・会 場：スイトピアセンター 学習館4階 男女共同参画活動室
・内 容：中国の紹介
・講 師：劉(りゅう) 春(しゅん)蘭(らん)氏
(公財)岐阜県国際交流センター国際交流員〈中国出身〉当協会ボランティア 佐藤 公彦氏、角田
敬氏、楊(よう) 慧(けい)氏〈中国出身〉
・参加者：21人
第3回
・日 時：平成28年2月6日（土）13:30～15:30
・会 場：スイトピアセンター 学習館4階 男女共同参画活動室
・内 容：トルコ・コートジボワール・フランスの紹介
・講 師：セヴギ･チェヴィック氏 岐阜県国際戦略推進課国際交流員
〈トルコ出身〉、当協会ボランティア カク･ジョセリン･アカ氏
〈コートジボワ―ル出身〉、金子 香男里氏〈フランス留学〉
・参加者：17人
② 国際交流フェスティバル
市民に対して海外文化及び国際交流をＰＲし、国際交流・多文化共生に対する市民の意識醸成の一助とする
ために開催した。
日時：平成27年11月1日（日） 10:00～15：00
会場：大垣駅通り 元気ハツラツ市会場
内容：ＰＲブース設置、協会紹介及び市内在住外国人による文化紹介、ブラジルコーヒーの試飲、ステージ
発表（ベトナム舞踊披露）ほか
参加者：213人（紹介ブース訪問者数）
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
(公財)大垣国際交流
協会

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
8

9

事業記録写真等展示事業
・海外紹介パネル展示
ボランティア活動者提供の西ヨーロッパ・リヒテンシュタイン、中国(西安市・張家界市)、イギリス(ジブ
ラルタル)の写真を掲示し、市民へ海外の事情紹介を実施した。
・事業紹介パネル展示協会の事業実施状況等をパネル展示し、広く市民に広報した。
広報事業
・協会ニュース「フレンドリー」発行
当協会の機関誌「フレンドリー」№81号（9月号）№82号（3月号）を発行し、協会の事業・行事等や各団体
の国際交流に関する情報などを提供した。
・ウェブサイト等による広報事業
ウェブサイトやメール等を活用して、行事・事業等の紹介、お知らせ等最新の情報を随時提供した。

10

校外学習授業・見学
大垣市立荒崎小学校（5年生）ほか

市

11

ボランティアによるマンツーマン方式の日本語学習支援
日時：休館日を除く、毎週１回 8：30～17：00
会場：スイトピアセンター 学習室等
内容：ボランティアによるマンツーマンでの日本語学習支援
学習者：外国人市民134人（16カ国）
日本語指導ボランティア：106人

12

にほんごおしゃべりルームの開設
日時：平成27年4月1日～平成28年3月31日の毎週日曜日 9：30～15：00
各種イベント：茶道体験(4／26、5／24）、七夕（7／12)
開催回数：50回
会場：スイトピアセンター 学習館2階 フレンドリーフロアー
内容：日本語指導ボランティアの協力により、当協会で日本語を学習している外国人市民を対象に日本語を
話す機会の場を提供し、日本語をより多く使うことにより、日常会話を習得してもらうことを目的に設置。
どのような話でも良く、なごやかな雰囲気になるよう飲食も可能として実施した。
参加者：711人(日本語学習をしている外国人市民 延べ410人、 日本語指導ボランティア 延べ301人)

13

外国人市民のための日本語教室「入門コース2015」
＜岐阜県国際交流センター 国際交流・多文化共生推進事業助成金＞

町
村
国
際

2

交
流
協

生活の中で役立つ日本語を目標に、1期10回講座を3期開講。
第１期：平成27年5月24日～7月26日
第２期：平成27年8月30日～11月1日
第３期：平成27年11月29日～平成28年2月14日
全て毎週日曜日 9：30 ～ 11：15
会場：スイトピアセンター 学習館4階 男女共同参画活動室ほか
授業形態：一斉方式による授業
内容：日常生活の様々な場面で使用する初心者向け日本語教室
講師：日本語指導学校（㈱ホツマインターナショナル）の講師
アシスタント：日本語指導ボランティア21人(延べ87人第１期31人、第2期26人、第3期30人）
受講者：57人（延べ283人 第１期21人、第2期21人、第3期15人）（中国、ネパール、ブラジル、フィリピ
ン、ベトナム、タイ、ペルー、南アフリカ、アメリカ、パキスタン、バングラデシュなど）

会

14

15

就学前外国人児童日本語等指導事業 プレスクール・きらきら教室＜市受託事業＞
日時：平成27年6月10日（水）～平成28年3月31日（木）
会場：北幼保園及び各幼保園・幼稚園・保育園
内容：就学前の外国人児童への集団指導及び各園巡回指導による日本語学習支援を実施した参加者：日本語
学習児童 25人（ブラジル・中国・フィリピン・ペルーの4ヶ国)
相談窓口の設置
会場：スイトピアセンター 学習館2階 協会事務室
○ポルトガル語による相談：毎週日曜日 9：00～15：00
○中国語・英語による相談：休館日を除く毎日8：30～17：15
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
(公財)大垣国際交流
協会

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
16

17

18

19
市

2

町

20

村
国
際
交

外国人市民のための神輿体験(十万石まつりへの参加)
日時：平成27年10月11日(日) 12：15～16：00
会場：大垣駅通りほか
内容：日本文化である「みこしかつぎ」を体験
協力者：当協会ボランティア3人
参加者：23人(ベトナム・中国・インドネシア・カナダ・フィリピン)

22

ブラジル人子弟日本語学習支援事業
日時：毎週火・金曜日 9：00～11：00(月8回)
会場：学校法人ＨＩＲＯ学園
指導回数：96回 生徒数延べ4,418人
派遣講師：石水 美佳子氏、へナト･ダ･フォンセカ･ブランダオン氏

協

中津川市姉妹都市友好推進協
会
堤 後彦
(糸魚川 典芳）
(木村 良徳)
〒508-0032
3 岐阜県中津川市栄町1-1
にぎわいプラザ4階
中津川市生涯学習課内
松木 麻美
TEL 0573-66-1111
(4313)
FAX 0573-65-5795

予約制

外国人市民のための和服体験
日時：平成27年度の日曜日 年11回 10：00～12：00
会場：スイトピアセンター 学習館2階 茶室
指導者：日本文化紹介ボランティア（着付け）6人
参加者：23人(ベトナム・中国・フランス・ブラジル)
外国人市民のための浴衣着付け体験
日時：平成27年7月26日（日） 10：00～12：00
会場：スイトピアセンター 学習館3階 学習室3－4
指導者：日本文化紹介ボランティア（着付け）5人
参加者：22人(大人20人,子供2人)(ベトナム・ブラジル・中国・ネパール・バングラデシュ)
外国人市民のための茶道・尺八・琴体験
日時：平成28年3月13日(日) 13：30～15：30
会場：スイトピアセンター 学習館2階 茶室ほか
指導者：日本文化紹介ボランティア（茶道・尺八・琴）4人
参加者：18人(大人15人、子供3人)(ベトナム・中国・ラオス・ネパール・フィリピン)
納涼盆踊りでの外国人市民のための浴衣着付け体験
日時：平成27年8月20日(木)～21日(金) 18：00～21：00
会場：西地区センター、南若森ふれあい公園
内容：地域の夏祭りに参加する外国人の浴衣着付け体験
指導者：日本文化紹介ボランティア延べ5人
参加者：延べ32人(ブラジル・フィリピン・中国)
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「行政書士による行政手続き相談会」
協力：県行政書士会協力
日時：平成27年4月5日(日)～平成28年3月6日(日)の毎月第１日曜日13：00～15：00
会場：スイトピアセンター 学習館３階 学習室3－2ほか
内容：日常生活での行政手続など
相談員：日置 章氏（行政書士）
相談者：9件

1981 姉妹都市両市民間の友好を深め、日伯両国の親善と世界平和に貢献すること。
(法人)
1
PR事業（中津川市姉妹都市友好推進協会）
30
市内イベント（ふるさとじまん祭、図書館まつり）にて姉妹都市及び国際交流ブースを設置
(個人)
82 2
会報発行事業
姉妹都市協会ニュースの発行（年1回）
3

姉妹都市提携35周年記念事業
中津川市とレジストロ市の姉妹都市提携３５周年を祝して、レジストロ市より１９名の親善団を中津川市に
招き、記念式典や団体交流会などをはじめ、市内企業、文化施設、学校の見学、市役所訪問などを行い、改
めて２つの市の友好を深めました
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
各務原国際協会
林

榮一

(稲川 和宏）
〒504-8555
各務原市那加桜町1-69
4
各務原市観光文化課内
桐山 貴文
TEL 058-383-1426
FAX 058-389-0765

金山町国際交流協会

市

古田 嘉穂
〒509-1695
下呂市
5 金山町大船渡600-8
金山振興事務所内
田口 薫
TEL 0576-32-2201
FAX 0576-34-0001

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1986 ・国際交流の推進
（団体） ・多文化共生事業の推進
24
小学生米国派遣事業 (各務原国際協会)
（個人） 1
各務原市と姉妹教育交流協定を締結している米国カリフォルニア州セリトス市でホームステイ体験を実施。
301
2

外国籍市民向け日本語講座 (各務原国際協会)
ボランティア講師による外国籍市民向けの日本語講座を開催。

3

外国籍市民向け日本語スピーチコンテスト (各務原国際協会)
外国籍市民の日本語学習の目標となるよう各務原市・各務原市教育委員会が後援で開催。

1989 ・アラスカ州ケチカン市と、下呂市との教育交流をサポートするとともに、民間レベルでの交流を深めるための
（団体） 活動を行うことを目的として設立されました。
4
ケチカンデー＆夕食会
（個人） 1
ケチカン訪問団と金山町との交流を目的としたイベント
94
2

クリスマスパーティー
参加者に手作りのお菓子や料理を持参して頂き、絵本の朗読、ジュニアリーダーとゲーム、キャンディー＆
餅投げを行う。

町
村

特定非営利活動法人
可児市国際交流協会

国
際

小澤 勉
(各務 眞弓）
〒509-0203
可児市下恵土1185-7
可児市多文化共生
センター フレビア内
TEL 0574-60-1200
0574-60-1122
FAX 0574-60-1230

交
流
協
会
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2000
(団体）
26
（個人）
505

それまで個々の活動をしていた市民を組織的なものとするため1999年「国際交流協会設立準備会」を発足し、「
可児市国際交流協会」発足に向け語論を重ね、可児市も「可児市国際化対応市民懇話会」を設置し、2000年には
「国際化大綱」が策定された。この国際化大綱の基本理念である“国際化が日常化された地域社会の実現”をめ
ざし、市民が中心となって活動する国際交流協会として2000年5月20日に可児市国際交流協会が設立された。
管理運営業務
1.情報閲覧、情報誌、新聞2紙の閲覧、多言語フリーペパー7誌（英、ポ、タ、ス）及びイベント情報の掲示
インターネットアクセス、HP、メールマガジン（1,024人に配信）、facebookの活用いいね！1,070人と情報
共有あんしん賃貸支援事業として、加盟不動産店の紹介やガイドブックなどの配布 7件紹介フレビア便り
、毎月300部 45号～56号
※ＦＭらら ラらサタデー情報提供（6回出演）
2.日本語学習支援業務（日本語教室の開催）
１）日本語教室（昼間のクラス）
毎週日曜日 13:30～15:30 回数：1回 参加者：17人
２）日本語交流教室（夜間クラス）
毎週土曜日 19:00～20:30 回数：1回 参加者：24人
３）日本語多様化
2月14日～4月24日 毎週日曜日 13:00～15:30
・日本語能力試験を目指す人 回数：10回 参加者：11人
４）地域日本語指導者養成講座後期講座
3月20日（日曜日） 10:00～12:00 参加者：11人
3.在住外国人の相談に関する業務
1） 日常相談窓口（常設）
在住外国人の日常生活全般、市民活動や交流・施設利用などの相談窓口業務
外国人相談窓口：9：00～18：00
ポルトガル語、タガログ語、英語（17：00まで）
相談件数の総数：2,458件
2）防災に関する情報提供、多言語支援センター開設訓練
・6月7日水防訓練
・9月6日可児市防災訓練と連動した多言語支援センター立ち上げ訓練
・12月6日13：00～17：00岐阜県国際交流センター主催の災害時通訳サポーター研修と連動し、多言語支援
センター立ち上げ訓練 参加者：55人
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
特定非営利活動法人
可児市国際交流協会

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
3） 無料弁護士相談会
6月27日 年金・保険関係 1件
アパート関係 1件
10月24日 離婚関係・家族問題
2月27日 0件
行政書士相談会

3件

4)市民交流の場と機会の提供業務
1）・多文化共生フェスティバルin可児 2015 11月1日（日）10：00～15：00
ステージ発表9団体、室内ブース10団体 野外ブース12団体 参加者：400人
・民族理解のための作品展示・交流・発表会の開催
フィリピンの文化を紹介4月27日～5月3日
2）多文化共生を表現しよう（日本語作文コンテスト）12月13日（日
応募総数：58作品 一次通過 17作品 参加者：130人
3）食で市民交流「フレビアカフェ」の開催と常設
コーヒーなどのドリンク販売を常設し、第３土曜日にフレビアカフェの日を開催し、各国の料理を楽しむや
日本語作文コンテスト開催、フレビアカフェの常設）
多文化共生にかかわる事業
1 日本語指導者支援
1)企業日本語 9月1日～1月30日（39回）
火曜教室（企業内会議室）18：45～20：15
土曜教室（フレビア）18：00～20：00
2)可児市多文化人材育成推進事業
取組1 多文化人材育成推進委員会
取組2 初級者向け日本語
土曜日教室： 19:00～20:30 全33回
参加総数：552人 日曜日教室： 13：30～15：30
参加総数：406人 体験日本語

市
町
村
国
際
交
流
協
会
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全33回

1.防災ワークショップ（5/10,5/16,8/29,9/5,9/6)
岐阜県国際交流センター防災訓練と協働開催(12/6)
2.防災まちあるき(5/23,5/24,8/30)
3.料理教室 参加総数：98人
4.にわとり式漢字教材(7/12)

参加総数：78人

参加総数：39人

参加者数：14人

5.浴衣の着付け・盆踊りの練習(7/26,8/1) 参加総数：17人
6.祭り(8/2) 参加総数：21人
7.多読 ライブラリ(8/23) 参加者数：9人
8.カルタ大会・年賀状書き・書き始め(11/15・29、1/17)

参加総数:17人

取組3 中上級者向け日本語
日曜日 13：30～15：30 参加総数：73人
・仕事の日本語 4/12～7/5 全7回
・作文 9/27,10/18 全2回
・本読む 10/25～1/31 全2回
取組4 演劇ワークショップで伝える防災
① 美濃加茂市 イザキニュートン学校(2/22)
② 関市

わかくさ・プラザ(2/28)

参加人数：40人

参加人数：48人

取組5 日本語見本市 2月7日 10：30～15：00
参加人数：200人 出展数：21団体・教室
取組6 日本語教室空白地域での取組：八百津町

3月13日

10：00～15：00

多文化共生交流支援活動
1.子どもの就学支援活動
・在住外国人の子どもの進学支援教室「さつき教室」「かがやき教室」
月・火・木・金 10：00～12：00（13：00～16：00までは、さつきクラブで実施）
参加者：28人在住外国人の中学修了者または、15歳以上の高校進学を希望するおおむね
20歳までの子ども対象
日本語及び教科学習と体験学習、進路に関するガイダンス、地域交流、特別授業など実施
・在住外国人の子どもの就学支援「ゆめ教室」
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
特定非営利活動法人
可児市国際交流協会

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
不就学、不登校、自宅待機の子どもの日本語及び教科学習を行い学校への円滑な転入を行う
月曜日～金曜日

9：00～15：00

参加者：45人

・小学校入学ひかえた子どもの就学支援「ひよこ教室」
10月1日～3月31日（月・火・水・木・金）
9：00～12：30、（12：30～15：00 協会自主事業ひよこクラブで実施）
年中児童数：5人 年長児童数：6人
2.外国人子どもの進学支援【岐阜県外国籍の子どもの進学支援補助事業】
(1)高校進学支援教室
月・火・木・金 13：00～16：00（10：00～12：00は「かがやきクラブ」で実施）
参加者：9人 高校進学：8人
(2)進路に関するガイダンスや相談会
3.こどもの語学学習教室「サシペレレ」
(1)子どものポルトガル語教室 5クラス 参加人数：80人
(2)子どもの英語教室 2クラス 参加人数：34人
4.在住ブラジル人等の子どもの日本語と学習支援
(1)補習教室「きぼう教室」
在住外国人の子どもの日本語指導と基礎学習
小学生クラス 土曜日 13:00～16:00
中学生クラス 土曜日 9:30～11:30
参加人数：小学校クラス38人 中学校クラス22人
(2)子どもの日本語教室「おひさま教室」（10月からひよこ教室につなぐ）
4月～9月 月曜日～金曜日 9:30～15:30
(おひさまクラブとして12:30～15:30） 参加人数：5人

市
町
村
国
際
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(3)子どもの日本語教室「つばめ教室」
5月～12月 13：00～15：00 1月～3月 9：30～11：30
参加人数：8人

交
流
協
会

5.在住外国人の自立に向けた地域社会参加促進事業
1)多文化地域リーダーになろう 多文化共生を理解し、地域住民と交流しよう
①フィリピン日系人の秘められた歴史を知ろう
②ドキュメンタリー映画「バベルの学校」上映会とトークエベント
③ドキュメンタリー映画「ＨＡＦＵ」上映会とトークイベント
④演劇ワークショップと発表会（朝日大学経営学部松井准教授ＰＩＥプログラム）
⑤演劇ワークショップの振り返り
⑥外国人児童生徒の学校で支援のあり方を考える研修
⑦学校での支援の事例紹介
2)地域の仕事を学ぼう
①白川郷ならではの仕事を学ぼう
②地域の特産品作りに取り組む栗農家での剪定研修
③果樹農園を目指して果樹を植えよう
3)１泊研修で仲間を作ろう
①白川郷キャンプ事前研修Ｉ
②白川郷キャンプ事前研修

II

③白川郷キャンプ
4)ライフプランとしての性教育ワークショッププログラム開発と実践
5)国際交流協会による防災連携会議
6)多治見市外国籍児童生徒等支援事業
7)グローバル人材育成事業
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
1.通訳者養成プログラム

特定非営利活動法人
可児市国際交流協会

入門

①中学・高校生のためのポルトガル語
②中高生のためのポルトガル語で英語
③中学高校生のためのタガログ語で英語
2.通訳者ブラシュアップ研修
地域各種団体・学校等での多文化共生に関する連携協力活動
・関係い団体の「国際交流事業」「多文化共生事業」協力 東濃高校キャリア教育
・フレビア拠点に活動する団体の支援活動
・その他の連携協力
※企業との連携 ※多文化共生関連会議・行政・国際交流関係・ＮＰＯ／ＮＧＯ関係団体との指導者
8)市民交流事業
(1)フレビアカフェの常設
(2)フレビアカフェの日
3.国祭理解・語学学習活動

6

1)語学学習活動

市

(1)語学講座

町

ポルトガル語、中国語、ハングル、スペイン語、英語

(2)語学サロン

村

前期7講座、後期8講座参加者：149人

(3)短期集中講座

各サロンの活動支援
「今さら聞けない英会話」参加者27人「60歳以上の話せる英会話」11人

国

2)国際理解教育

際

3)語学通訳・翻活動
4.情報交流

交

1)広報かけはしライト発行

流

2)多言語情報誌の発行 ポルトガル語情報誌「UNIDOS」1200部
毎月15日発行 26か所配達、64箇所配送

各学校等への国際理解教育講師派遣及び事例報告市内3校、市外1後
各資料等の翻訳、通訳の派遣

翻訳51件

通訳依頼4件

1/22、3/31
英語「MAGKAISA」1300

協
岐南町国際交流協会

会

髙見

7

昌伸

三輪 学
〒501-6197
羽島郡岐南町八剣7-107
堀 友美香
TEL 058-247-1370
FAX 058-240-4568

1999 ・世界各国の人々と、教育、文化、産業などのあらゆる分野での交流を通して友好の絆を深め、国際感覚あふれ
団体） る街づくりに寄与することを目的とする。
11
(岐南町国際交流協会）
（個人） 1 国際理解講座
岩田英世（シニア海外ボランティア）「パラグアイの暮らしと文化」について公演
143
(岐南町国際交流協会）
2 第１回海外料理教室
ドイツ・手作りパン
3

第２回海外料理教室
スリランカ料理教室

(岐南町国際交流協会

4

ハッピーハロウィンINぎなん
ジャック・オ・ランタン作り

5

国際交流フェスタ
(岐南町国際交流協会）
世界各国の音楽、踊りを披露し、交流を深める

6

第１回海外工芸教室
(岐南町国際交流協会）
アメリカンパッチワーク教室

7

第２回海外工芸教室
(岐南町国際交流協会）
ソープカービング教室

(岐南町国際交流協会）
仮装パーティー
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
(公財）岐阜市国際
交流協会
堀

8

幹夫

(日野 和人）
〒500-8076
岐阜市司町40番地5
今井 裕正
TEL 058-263-1741
FAX 058-263-1741

郡上八幡国際友好協会
鷲見
市
町
村
国
際

幸彦

(辻 治美）
〒501-4297
郡上市八幡町島谷228
郡上市市長公室
9 秘書広報課内
地口 雅倫
TEL 0575-67-1121
FAX 0575-56-1711

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1991 ・産業、経済、教育、文化等幅広い分野での多文化共生社会の推進と、国際交流活動の促進を行い、国際化に対
(団体） 応したまちづくりと国際親善の発展に寄与する。
11
（個人） 1 外国人のための日本語講座((公財)岐阜市国際交流協会)
大学等で日本語を教えている専門の講師により、１年を前期、後期に分けて、日常生活に必要な基本的な日
47
本語を習得する講座を実施した。
2

草の根交流助成事業((公財)岐阜市国際交流協会)
市民及び各種団体が実施する国際交流、国際協力又は多文化共生推進活動に対し助成金を交付した。

3

多文化交流「場所づくり」事業(岐阜市からの受託事業)
ぎふメディアコスモスの多文化交流プラザにおいて、外国語新聞等の設置やＣＣＮの放映、外国の飲み物の
提供等を行い、日本人・外国人双方が交流するきっかけとなる場所づくりを行った。

4

外国人市民向け相談窓口の開設(岐阜市からの受託事業)
タガログ語、ポルトガル語、中国語、英語の相談窓口を開設し、行政手続きや日常生活における相談業務を
実施した。

1989
（団体） ・郡上市民と諸外国の人々が互いの理解と友情のうえに立ち、教育・文化等に関する交流を通じて、相互の友好
34 関係を促進し、もって国際親善に寄与するとともに、世界の平和に貢献することを目的とする。
（個人）
45 1 岐阜大学夏期短期留学生サマースクール (岐阜大学)
日本文化体験講座、学校訪問による児童・生徒との交流、歓迎交流会、市内散策、ホームステイなど
2

やさしいにほんご教室【在住外国人向け日本語教室】(郡上八幡国際友好協会)
ボランティア講師による在住外国人の日本語学習支援（全５回開催）

3

やさしい英会話教室【市民向け講座】（郡上八幡国際友好協会）
市内在住のＡＬＴ、八幡英会話サークル会員による市民向けの英会話講座（全4回開催）

4

世界の料理を楽しむ会開催事業（郡上八幡国際友好協会）
ベトナム出身の講師を招き、ベトナムの家庭料理の調理実習、試食会や食を通じた文化の紹介等

交
流
協

郡上市国際交流推進
協議会

会

鷲見

幸彦

(日置 美晴）
〒501-4297
10 郡上市八幡町島谷228
郡上市市長公室
秘書広報課内
地口 雅倫
TEL 0575-67-1121
FAX 0575-56-1711
白川町国際友好協会
細江 照男
(佐伯正貴）
〒509-1192
加茂郡白川町河岐715
11 白川町役場 企画課内
高木大輔
TEL 0574-72-1311
FAX 0574-72-1317

2005
（団体） 諸外国の人々と共生できる社会づくり、また異文化交流による地域活性を目的として、市内で活動する団体の連
2 携と事業推進を図り、国際理解、友好親善の普及、意識啓発を郡上市全域に広く展開する。
1

郡上市国際交流推進協議会
国際理解・多文化共生に係る学習会（全2回）

1985 ・世界の人々と教育・文化・産業及び経済など、あらゆる分野の交流を通して相互に理解を深め、町民の国際意
（団体） 識の高揚に努めるとともに、平和な国際社会の実現に寄与することを目的とする。
30
（個人） 1 青少年イタリアピストイア市派遣事業 (白川町・白川町国際友好協会)
中学生5名がイタリアピストイア市でのホームステイ等を通じて交流を深め、両市町の友好発展に資すると
179
ともに、異なる文化や生活習慣を学ぶことで国際化時代にふさわしい青少年を育成する。

2

在住外国人支援事業
(白川町国際友好協会・ボランティアグループ)
町内在住外国人とその家族を対象とした料理教室や視察研修を開催し、地域生活での悩みごとの相談や交流
を深める場とする。

3

白川・イタリアオルガン音楽アカデミー (実行委員会)
イタリアピストイア市から講師を招聘し、オルガン音楽の指導・普及を図り、国際・文化交流によって個性
豊かな人材を育成するとともに音楽文化の向上に資する。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
白鳥町国際交流協会
金山 久明
〒501-5121
12 郡上市白鳥町白鳥
1088-11
鷲見 英樹
TEL 0575-82-3005
FAX 0575-82-5677
関市国際交流協会
伊佐地

英俊

(井上 敬一）
〒501-3894
関市若草通3-1
庄司 祐衣
TEL 0575-23-6806
FAX 0575-23-7744

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1992
（団体） ・郡上市民と外国の人々とが理解と友情の上に立ち、教育・文化・産業などの交流を通じて、相互の友好関係を
27 促進し、もって国際親善に寄与するとともに、世界の平和と人類の福祉に貢献することを目的とする
（個人）
80 1 英会話教室
ＡＬＴの先生を講師としての地域住民の方への教室
2

外国人家族、外国人研修生、会員、地域の人との交流
1994 ・世界の人々と、教育・文化及び経済等の幅の広い交流を促進し、友好の絆を強め、市民の国際意識の高揚を図
（団体） り、国際感覚あふれるまちづくりに寄与することを目的をする。
57
（個人）
288 1 日本料理交流会
(関市国際交流協会)
在住外国人対象に、一緒に日本料理を作り、作ったものを試食しながら交流を深める。今年度のテーマは「
日本の夕食」。鯖の味噌煮や揚げ出し豆腐などを作った。

2

世界の料理交流会
(関市国際交流協会)
在住外国人を講師に招き、母国の料理について講習を行い、作った料理を試食しながら交流を深める。今年
度はブラジル料理を作った。

3

外国語サロン
(関市国際交流協会)
言語を通して外国文化に触れあうために外国語講座を開催した。英語、韓国語を開催

4

日本文化体験(茶道)
(関市国際交流協会)
日本の伝統文化として茶道を体験する教室を開催し、在住外国人に体験してもらった。またイベントに併せ
て在住外国人によるお茶会を開催し、来場者にふるまった。

5

バレンタインブラジルお菓子講座 (関市国際交流協会)
在住ブラジル人の方々を講師に招き、ブラジルのチョコレート菓子作りの講習を行った。

6

防災ワークショップ＆もちつき大会 (関市国際交流協会)
防災についての理解を深めていただくために防災ワークショップを開催。※可児市国際交流協会 協賛また
、そのあとに、在住外国人に日本の文化に触れていただくために、もちつき体験を行い試食をした。

7

日本語学習支援教室 つばさ教室 (関市国際交流協会)
※岐阜県国際交流センター国際交流多文化共生事業推進助成金

市
町
村

ふれあい交流会

13

国
際
交
流
協
会

市内小中学校在学の日本語を母語としない児童生徒を対象に日本語学習や教科の学習サポートを行う教室を
開催。
放課後教室 6月～2月の毎週金曜日 午後3時～6時
夏休み教室 夏休み期間午前中10時～12時 市内4校各3日間
多治見国際交流協会
牛込 進
〒509-8703
多治見市日ノ出町2-15
多治見市役所
文化スポーツ課内
和田 亜希子
14 TEL 0572-22-1111
(1135)
FAX 0572-25-6213

1999
（団体）
28
（個人）
187

・当協会は、市民が主体となり、市民の国際理解を促進し、教育、文化、スポーツ、産業等幅広い分野で国際交
流及び国際協力を図るとともに、この地で育まれた文化を尊び多文化との共生を図り、魅力ある国際都市の創造
に寄与することを目的とする。
1

国際交流のつどい（多治見国際交流協会)
多治見まつりにおいて多治見国際交流協会のブースを出展し、在住外国人と市民との交流を図った。

2

ジュニアクラブ (多治見国際交流協会)
日本に住んでいる外国人との交流を通して子どもたちが世界の国々の遊びや文化を学び、国際理解を深めた
。年６回実施。

3

世界の料理講座（多治見国際交流協会）
食を通して外国の文化を知る講座。年４回実施。外国人講師から出身国の料理の調理方法や歴史を学んだ。

4

日本語講座（多治見日本語講座）※協会所属団体
外国人の日本語レベルによって5クラスを設け、日常会話や日本語検定等に必要な日本語習得を目指しなが
ら、交流を深めた。年33回開催。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
多治見国際交流協会

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
5

在住外国人との交流会 ボーリング大会(多治見国際交流協会）
多治見市及びその近郊に在住している外国人の方と、市民との交流イベント。ボーリングを通して楽しく交
流することを目的として開催した。

6

協会会員と在住外国人との交流会（多治見国際交流協会）
国際交流協会総会終了後、在住外国人の方々を迎え、会員同士の親睦会、会員と在住外国人との交流会を行
った。

7

国際交流のつどい（多治見国際交流協会）
多治見まつりにおいて多治見国際交流協会のブースを出展し、在住外国人と市民との交流を図った。民族衣
装体験で記念写真が撮れる催し物などを行った。その他インド料理やスイーツなどを出店。ステージではア
イリッシュダンスとクラッシクバレエなど披露した。

8

在住外国人との交流会 ボーリング大会 (多治見国際交流協会）
多治見市及びその近郊に在住している外国人の方と市民との交流イベント。ボーリングを通して楽しく交流
することを目的として開催した。

9

外国人のための生活相談 （多治見国際交流協会）
外国人向けの生活相談を市役所開庁時間に随時受け付けた。

10 市民公開講座 （ボランティア通訳の会）
外国の方に英語で茶道の心得や飲み方を説明できるよう、実際にお茶とお菓子をいただきながら、二人一組
になって練習した。（全2回）
市

11 日本語講座 （多治見日本語講座）
外国人の日本語レベルによって5クラスを設け、日常会話や日本語検定等に必要な日本語習得を目指しなが
ら、交流を深めた。（年33回開催）

14

町

12 語学講座 （多治見国際交流協会）
在住外国人を講師に迎え、英語、韓国語、中国語講座を開催し、交流を深めた。(各講座年20回)

村
国

13 世界の料理講座（多治見国際交流協会）
食を通して外国の文化を知る、全４回の講座。外国人講師から出身国の料理の調理方法や歴史を学んだ。

際
交

14 協会会員と在住外国人との交流会 （多治見国際交流協会）
国際交流協会総会終了後、在住外国人の方々を迎え、会員の親睦会及び会員と在住外国人との交流会を行っ
た。

流
協

15 ジュニアクラブ(多治見国際交流協会）
日本に住んでいる外国人との交流を通して、子どもたちが世界の国々の遊びや文化を学び、国際理解を深め
た。(全6回)

会

16 国際講演会 （多治見国際交流協会）
ブルガリア出身の外国人を講師に迎え、ブルガリア文化等を紹介し、交流を深めた。
17 子どもアートひろば （多治見国際交流協会）
文化会館が開催する子どもアートひろばに二人の外国人講師を迎え、ブースを出展した。ブルガリアミサン
ガ作り体験とインド絵画のぬり絵を実施し、交流を深めた。

土岐市国際交流協会
籠橋

一貴

(石原 千賀子）
〒509-5401
土岐市駄知町1459-1
15
籠橋 一貴
TEL 0572-59-3266
FAX 0572-59-3266

2005 ・国籍、人種に関係なく相互理解のために様々に活動する。市民参加社会を推進し個人はもとより企業、行政に
（個人） 於いても積極的な参加を求め国境を越えた協働の輪を広げる。
15
1
東京代々木公園 ベトナムフェステイバル(ベトナムフェステイバル実行委員会・ベトナム大使館主催)
来場者凡そ18万人。「美濃焼333ゲーム」代々木公園野外メインステージにて、美濃焼どんぶりを使用した
日越民間文化交流を行う。岐阜県庁東京事務所よりミナモ応援隊出演する。
2

岐阜大学サマースクール留学生 日本事情（作陶・絵付け）
スウェーデンのルンド大学等と日本語研修生が、土岐市立陶磁器試験場にて美濃焼の歴史や製造過程を学び
、その後、道の駅どんぶり会館作陶場でロクロ・絵付け技法に挑戦する 作陶作品は外務省認定事業「土岐
エクスカーション美濃焼」展覧会で韓国インターシップ事業高校生作陶作品と共に展示する。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
土岐市国際交流協会

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
3

日韓国交正常化50周年（外務省認定事業）「土岐エクスカーション美濃焼」
韓国インターシップ事業で来日した光州広域市の選抜高校生12名と担当教師1名が、土岐市立陶磁器試験場
で美濃焼の歴史・焼成過程等を学び、道の駅どんぶり会館作陶場でロクロ・絵付け技法に挑戦する。作品は
岐阜大学サマースクール留学生作品と共に展覧会を開催する。岐阜県立土岐紅陵高校のハングル語・体育の
授業に参加。放課後には、漫画・卓球・野球・バスケットボール等の部活動参加と見学に同行する。

4

土岐市駄知町青少年育成会からの委託事業
土岐市立駄知小学校附属幼稚園、土岐市立みなみ保育園のクリスマス会にアメリカ人サンタクロースを派遣
する。

5

土岐市・イタリアファエンツァ姉妹都市交流関連事業
やさしいイタリア語講座を開催する。 セラトピア土岐研修室

6

土岐市功労者賞受賞
土岐市日本語支援教室のボランティア活動が、土岐市功労者賞を受賞する。式典出席

15

7

富加町国際交流協会
渡辺 謙太郎
〒501-3392
加茂郡富加町滝田1511
中村 泰裕
TEL 0574-54-2111
FAX 0574-54-2461

市
町

土岐市文化プラザ。

大垣市HIRO学園内、認知症サポーター養成講座と車椅子使用方法研修を行う。

2002 ・世界の人々と、教育、文化、産業、経済等幅広い分野での交流を促進し、相互理解を深め、町民の国際意識の
（団体） 高揚を図り、国際性豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。
11
（個人）
26 1 総会並びに会員の集い (富加町国際交流協会)
10家族
・世界の料理を味わう～ベトナム料理～
・音楽の夕べ 南米音楽バンド「エルスエニョ」を招き、民族楽器で演奏される南米音楽に聞き入った
・平成26年度事業・決算報告

村

・平成27年度事業計画案、歳入歳出予算案などを可決しました。

国

2

愉快な音楽会 （富加町国際交流協会）
ペルーのダンスグループ「インティデルペルー」、関市を中心に活躍する南米音楽バンド
「エルスエニョ」、名古屋大学音楽同好会が出演し、演奏や踊りに盛り上がった。

3

世界のグルメ料理教室 (富加町国際交流協会)
・ペルー料理・チェコ料理・イタリア料理なじみの食材でも変わった料理となったり、それぞれの国の調味
料で美味しく出来上がったりして楽しい講習会となった。

4

Ｌｅｔ’ｓ Ｅｎｊｏｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ！！ (富加町国際交流協会)
講師に富加町ＡＬＴチャーミン先生を招いて、英会話教室を実施した。英語の歌で踊ったりゲームや遊びを
取り入れたり学びながら楽しいひとときを過ごした。

5

日本文化体験「琴・詩吟を楽しもう」 (富加町国際交流協会）
外国人3名を招き、琴の先生の指導で練習後、参加者の前で演奏を披露した。
詩吟の先生も招き、参加者全員で琴の演奏を聴いたり、体験をした。

際 16
交
流
協
会

羽島市国際交流協会
川島

義之

(北垣 圭三）
〒501-6292
羽島市竹鼻町55
市川 美里
TEL 058-392-1111
17 FAX 058-394-0025

1997 ・世界各国の人々と、教育・文化・産業などのあらゆる分野での交流を通して友好の絆を深め、国際感覚あふれ
（団体） る街づくりに寄与することを目的とする
22
（個人） 1 国際交流のつどい（羽島市国際交流協会）
巽幸恵氏(南インド古典舞踊家)を講師に招き、「祈り 祝い 躍動のインド」と題して、講演会と南インド
102
古典舞踊の実演をそれぞれ開催した。
2

交流会(羽島市国際交流協会)
国際交流のつどい後、講師にも参加していただき、会員及び在住外国人と交流を図った。また、南インド古
典舞踊を体験し、異文化交流を図った。

3

｢オレゴン異文化交流協会｣ホームステイ受入(羽島市国際交流協会)
「オレゴン異文化交流協会」の学生及び引率者（19名）が、協会活動サークル「ぎふはしまファミリー友好
クラブ」のボランティア宅で受け入れた。ウエルカムパーティや浴衣の着付け体験、県立岐阜羽島高等学校
と県内施設を訪問し、交流を図った。

4

日本語学習支援活動「日本語ひろば羽島市」（羽島市国際交流協会）
日本語ボランティアが主となり、羽島市内在住・在勤外国人及び近郊在住外国人を対象に日常生活程度の日
本語の習得の支援を行った。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
羽島市国際交流協会

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
5

日本文化体験講座（羽島市国際交流協会）
美濃竹鼻まつり・ふじまつりを見学し、日本の伝統文化にふれるとともに、地域の人々（竹鼻町川口区）と
交流を図った。
また、水墨画家の方を講師に招き、年賀状の作成を通して日本の伝統文化に理解を深めた。

6

はじめての国際交流（羽島市国際交流協会）
概ね65歳以上の方を対象に、市国際交流員から海外の文化について学んだ。

7

海外旅行準備セミナー（羽島市国際交流協会）
海外旅行の計画の立て方や、スペインの観光についてお話を聞きました。

8

国際料理教室
岐阜県国際交流員のエルワン・ケナッシュさんを講師に、フランス（アルザス地方）の家庭料理作りを体験
し、異文化理解を深めた。

9

ハッピー・ハロウィン（羽島市国際交流協会）
仮装した親子が参加し、ゲームやダンスを行い異文化にふれた。

10 海外のクリスマス（羽島市国際交流協会）
岐阜県国際交流センター国際交流員ローラ・マックリーさんを講師に招き、イギリスのクリスマスについて
説明を聞いた後、白い紙で雪の結晶を作成し、異文化理解を深めた。
11 ワインセミナー（羽島市国際交流協会）
岐阜大学地域科学部准教授であり、NPO法人「岐フランス」理事のジル・ゲランさんを講師にロワール産の
ワインを通じて異文化理解を深めるセミナーを開催した。

17
市
町

12 防災セミナー「災害時のやさしい日本語」（羽島市国際交流協会）
土井佳彦さん（NPO法人多文化共生リソースセンター東海代表理事）を講師に迎え、災害時に外国人へ伝え
るときの注意点など、多文化共生について学んだ。

村
国

13 幼児向け英会話講座（羽島市国際交流協会）
市国際交流員を講師に、遊びながら英語にふれ、親子のコミュニケーションを図る英語遊びを開催した。

際
交

14 こども英語講座(羽島市国際交流協会）
市国際交流員を講師に、小学生低学年を対象とし、アルファベットや簡単な英会話、ゲームなどを行いなが
ら、英語に関心をもつ講座を開催した。

流
協

15 国際交流サロン①②（羽島市国際交流協会）
岐阜県国際交流員セヴギ・チェヴィックさん（トルコ）とJICA岐阜県デスク青木道裕さんを講師に、トルコ
のお話やマラウイでのボランティア体験を聞き、異文化理解を深めるセミナーを開催した。

会

飛騨高山国際協会
國島

芳明

(田中 明）
〒506-8555
高山市花岡町2-18
高山市ブランド・海外戦略部
海外戦略課
植杉 祐貴
18 TEL 0577-35-3346
FAX 0577-35-3167

1987
・高山市の国際化の推進。
(団体）
・高山市民が国際的に学術及び文化等幅広い交流を積極的に推進し、国際化に対応できる文化都市づくりと国際
22
親善を図り、ひいては世界平和に寄与することを目的とする。
1
2

英語スピーチコンテスト （飛騨高山国際協会）
飛騨地域の学生や一般の方を対象に英語弁論大会を実施し、成績優秀者を市民海外派遣事業の派遣対象にす
る。
市民海外派遣事業 （飛騨高山国際協会）
英語スピーチコンテストの成績優秀者をアメリカ、オーストラリア、中国に派遣する。

3

名古屋大学大学院ヤングリーダーズプログラム （飛騨高山国際協会）
同プログラムで名古屋大学が受け入れをしている留学生を高山市に招待する。各国の医療振興に寄与すると
ともに、関係者へ高山の魅力を発信する。

4

災害時コミュニケーションサポーター研修 （飛騨高山国際協会）
高山市内で災害が発生した際に外国人観光客への情報提供や避難誘導の活動を支援する。平成2７年度は座
学と防災訓練を行った。

5

市民外国語講座 （飛騨高山国際協会）
上半期と下半期の2期に分け、英語、ドイツ語、中国語、韓国語、日本語の5言語15講座を開設し、市民の方
が外国語で接する機会を提供した。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
みの池田町国際親善を
進める会
国枝

達雄

(石井 智恵子）
〒503-2424
揖斐郡池田町池野11-3
19 石井 智恵子
TEL 0585-45-3580
FAX 0585-45-3580

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1997
（個人） ・国際交流推進上の諸問題を解決し、より国際化された地域社会の構築に寄与することを目的とする
20
1 はがき１枚が大きな力になります。(内部研修会・ＰＲ会)
会員の研修、この運動のため、ＰＲ対策
老人会ボランティア、クラブで会員が説明。ＰＲチラシ配りをする。
2

集まった葉書を数える会 年間3回 (内部研修会)
各民間、町役場etc.8か所の葉書を集め、葉書を会員で数える。チラシを補充する。年間で約2,100枚書き損
じ葉書を集める。

3

ＪＩＣＡ地球広場を見学、研修

(平成28年3月9日)

・会員研修
地球広場見学
・徳川美術館見学
25名
ＮＰＯ法人美濃加茂
国際交流協会
安藤

市
町
村

志郎

(武田 由美）
〒505-0041
美濃加茂市太田町2689
まちづくりセンター内
武田 由美
TEL 0574-24-7771
FAX 0574-24-7771

1991
（団体） ・世界の人々と、あらゆる分野における交流を通して、市民の相互理解と友好親善を促進するとともに、国際意
35 識の高揚を図ることにより、多文化共生社会の発展と世界平和に寄与することを目的とする
（個人）
142 1 姉妹都市豪・ダボ市との青少年交流事業（市委託事業・ＭＩＥＡ主催）
〇中高生派遣 8月1日～12日 派遣生10名＋引率2名
派遣前研修8回及び帰国報告会実施
〇ダボ市からの高校生受入 9月27日～10月5日
派遣生7名＋引率2名 ホームステイ・日本文化体験・高校体験
2

国
際

〇ダボ市日本庭園「逍遙園」管理維持のために、庭師1名を派遣
8月29日～9月8日
3

外国人定住化促進事業 (市委託事業・ＭＩＥＡ主催)

4

〇日本語能力向上支援事業 日本語講座 毎週水・土曜日開講
在日ブラジル人児童教育セミナー（三井物産（株）委託事業・ＭＩＥＡ主催）
〇心理科医・学士による講演会および個別相談会 10月18日

交
流
協

姉妹都市ダボ市庭師派遣事業（ダボ市委託事業・ＭＩＥＡ主催

5

語学事業（ＭＩＥＡ主催）
〇初級英会話 毎週月曜日（月3回実施）
〇初級スペイン語 毎週木曜日

6

異文化理解～一緒に楽しく異文化を学ぶ講座(MIEA主催・岐阜県国際交流センター助成金)
〇冠婚葬祭マナー講座・サンバ体験・和食講座・国際出会いパーティなど全9回

7

在住外国人生活講座
(市委託事業)
〇日本料理・学校教育講座・国際クリスマス会・防災学習交通ルール・税の話など全11回

8

ＪＥＮＥＳＹＳホームステイプログラム (ＪＩＣＥ主催)
〇中国・カンボジアよりホームビジット・ホームステイ受入

会 20

9

各回20～28名11月・2月

各種ホームステイ受入協力 (ＭＩＥＡほか主催)
〇ＪＤＳ主催名古屋大学院生10名 10月24～25日
〇中日本自動車短大よりイタリア留学生引率10月17～19日
〇日米高校生親善レスリング学生・引率 5月4～6日

10 ア・カペラチャリティコンサート
〇豪ア・アカペラメンバーとチェコ出身ダニエル・フォルロー氏ジョイントチャリティ
コンサート 11月6日
11 不用学用品回収リサイクル (ＭＩＥＡ主催)
〇不用になった学生服・学用品を回収し、外国籍の子どもへの無料貸出・提供･･･通年
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
八百津町国際交流協会
後藤 英夫
松浦 政和
〒505-0392
岐阜県加茂郡八百津町八百津
21 3903-2
八百津町産業課
渡辺 仁美
TEL 0574-43-2111
FAX 0574-43-0969

養老国際交流協会
川瀬

市
町

重児

(久保寺 利明）
〒503-1392
養老郡養老町高田798
養老町教育委員会内
野崎 育美
TEL 0584-32-5086
FAX 0584-32-1946

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

2002
・町内における国際交流の推進活動組織として、町民の国際化への関心と理解を深めると共に、文化や歴史・社
（個人）
会環境の異なる人々が共生できる社会を築くために、地域の人々が共に協力し合い、国際交流事業を行うことを
27
目的とする。
1
2

プーリム・カーニバル（八百津町国際交流協会／八百津町役場）
プーリムの由来を紹介する人形劇、仮装コンテスト、ステージショーなどを開催

3

イスラエルツアー団体交流会（八百津町国際交流協会）
春・秋にイスラエルツアー団体を迎え、日本文化に親しんでもらう会を開催

4

国際交流協会ミーティング（八百津町国際交流協会）
国際交流協会メンバーでミーティングを行う

1998
（団体） ・産業・経済・学術・文化・スポーツ等幅広い分野での国際的な交流を促進し、もって国際化に対応できるまち
15 づくりと国際親善に寄与することを目的とする。
（個人）
82 1 総会・懇親会 鉢花募金を行う
総会・懇親会を開催。杉山花店さんの協力を得て、鉢花募金を行った。懇親会では、前副町長の西脇さんよ
りドイツでの体験談を、また、学習会館の久保田さんよりタイでの体験談を聞いた。

2

広報誌「WA和輪」No.29の発行
町内全戸配布

3

ナイトサロン
ヨーロッパ近代史「戦後70年特集」

4

歴史探訪
(美濃市・紙すき体験他)
美濃市「うだつのあがる町並み」を散策後、美濃和紙の里会館で紙すき体験を行った。

5

ナイトサロン
路面電車で行く「フランス：モンサンミッシェル」

6

ナイトサロン
路面電車で行く「イタリア：フィレンツェとパドヴァ」

7

ドイツ交流団へのプレゼントづくり (つり雛づくり)
細野由紀先生を講師に迎え、2回にわたり基本的なつり雛の作り方を指導してもらった。日本語教室の受講
生も参加し、ドイツ交流団へのプレゼントを制作した。

8

ナイトサロン
戦後70年の外交

9

英語で遊ぼう「金魚みこしづくり・金魚すくい」
ALTの指導により、金魚みこしに子ども達が願い事を書いたうろこを貼り付け、高田商店街を練り歩いた。
終了後、夏まつりで、きんぎょすくい、スーパーボールすくいを楽しんだ。

村
国
際
交
流
協

産業文化祭（ブース出店）（八百津町国際交流協会）
イスラエルのお菓子（オゼンハマン等）の販売、クイズ等

会 22

10 高田商店街 夏まつり 出店
高田商店街の夏まつりに、「金魚すくい」と「スーパーボールすくい」を出店した。
11 ナイトサロン
路面電車で行く「サンフランシスコ」
12 韓国料理とお話
講師の愈さんに3種類の韓国料理を教えていただき、食事をしながら韓国の話を聞いた。
13 日独文化交流協力
ドイツバートゾーデン市から6名の交流団員を迎え、文化紹介などの事業を行った。
14 オクトーバーフェスト
養老改元1300年祭事業『養老まるごと玉手箱』に参加し、養老駅前でドイツビールやワイン、ソーセージや
パンなどを食べながら、ドイツ交流団員の歓迎パーティを開催した。
15 高田地区町民運動会への参加
研修生11人が参加。ドイツからの交流団員も一緒に参加し、綱引きなどの競技を住民とともに楽しんだ
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
養老国際交流協会
市
町

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
16 キッズハロウィンパーティ
約60名の子どもが仮装して参加。ＡＬＴの指導により歌やクイズを楽しんだ。その後高田商店街7件の協力
を得て、お菓子をもらった。

村

17 ナイトサロン
是非行ってみたい「アイスランド」

国

18

際 22
交
流
協
会

養老改元1300年祭ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ「ふるさとフェスタ」出店「養老公園クイズDEウォーキング」開催
ふるさとフェスタにて「射的＆フリーマーケット」を出店。日曜日には、養老公園内の
ウォーキングラリーを企画し、21組72人が参加した。

19 ナイトサロン
世界一周鉄道の旅「スイス・マッターンホルン」
20 ファミリークリスマスパーティ
恒例のポトラックパーティを開催。ALTサンタと一緒に歌やマジックを楽しんだ。最後はキャンドルサービ
スを行い、1年を振り返り、来年の抱負を語った。

－74－

