親善交流を主たる目的とする団体
1997 ・国際交流事業と地域活性化事業を通じて、海外の子供達、地域の子供達の育成に寄与するため
(公財)井上国際交流
基金
1 国際交流事業
井上
47

豊秋

(桐山 尚輝

カンボジア農村部の小学校にサッカーグラウンド整備及び児童達への教育支援
）

〒503-8552
大垣市万石2-31
川井 知洋
TEL 0584-81-6171
FAX 0584-81-2486

(公財)ＡＦＳ日本協会
岐阜支部
成田
(武山

百代
洋子）

48 〒501-0234
瑞穂市牛牧1382-81
成田 百代
TEL 080-4372-9423
FAX 0584-326-7255

2 地域活性化事業
地域の中学校、高等学校における活動への支援

1983 1 年間プログラム生受入（１年間）
(個人)
100
ホームステイ、県内高校へ通学、広島平和学習ツアー
2 語学研修生受入（4週間）
ホームステイ(岐阜県内）、語学学校へ通学（名古屋）
3 年間プログラム派遣生（1年間）
留学中、留学予定の高校生と保護者の支援
4 Ｂ.Ｂ.Ｑ.交流会（4月）、留学説明会（5月）、留学体験発表会(7月・1月）
受入生、派遣生、保護者との交流

岐阜さくらの会
親

川島

和男

1993 ・日本海と太平洋を桜でつなごうと、自らの給料を継ぎこみ桜の植樹活動をしながらも、夢半ば
(団体) で病によりこの世を去られた佐藤良二さん。その遺志を継ぎ、岐阜県はもとより世界に桜の輪を
137 広げていくことを目的に設立。
(個人)
360

善

(佐藤 佳子）
〒500-8058
49
交
岐阜県岐阜市常盤町23番
地
流
川島和男法律事務所内
伊藤 謙介
TEL 058-264-1813
FAX 058-265-2602
国際交流の輪∽黒野
工藤
50

(松井

1994 ・岐阜大学留学生を、支援し地域の住民との交流を図る。
(個人)
10

治示
直樹）

〒501-1193
岐阜市柳戸1-1
岐阜大学国際交流会館
松岡 靜典
TEL 090-8557-5877

岐阜県ユネスコ協会
平井
(川本

花画
卓男）

51 〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-12
岐阜県シンクタンク庁舎
3階
野原 智子
TEL 058-215-0367
FAX 058-215-0367

1947 1 第1回ＥＳＤパスポート体験発表会 （岐阜県ユネスコ協会）
(団体)
3
学校教育が取り組んでいる持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）との相乗効果を高めるため
(個人)
に、ボランティア活動を促進する「ユネスコ協会ＥＳＤパスポート」事業を実施。ユネスコＥ
57
ＳＤパスポートの活用を図りながら、ボランティア活動の体験を発表し、その経験を地域の人
たち等の交流に、また成長をサポートすることを目的とする。
2 絵で伝えよう「わたしの町のたからもの」展

（岐阜県ユネスコ協会）

世界遺産について、広く人々に紹介すると共に、地域の文化財や、自然環境の素晴らしさを見
つめ直し、自分が 思うたからものを発見。絵画募集をし、審査、展示をする。

－50－

大垣ユネスコ協会
西脇

保彦

(今

みどり）

〒503-8601
大垣市丸の内2-29
大垣市かがやきライフ
推進部
市民活動推進課
國枝、大橋
TEL 0584-47-7169
FAX 0584-81-7800

1979
(団体)
15
(個人)
25

・1979年設立時のスローガン：戦後30余年がたち、隣人愛の欠如と地域社会との連携意識の弱ま
りに警鐘をならしながら、物質文化を集結し精神文化への移行を促して、国際間の共存体制と均
衡ある発展をめざして、教育・科学・文化関係の各種団体、市民各層が私たちの故郷を見つめ直
し、新しい都市づくりをするため、この地域に国際理解のただよう社会をつくりあげよう。
1 ユネスコ国際理解出前講座

（大垣ユネスコ協会主催）

吉城異高等学校にて（5/24)
・岐阜県吉城異高等学校にて総合的な学習の時間において、「世界から地域を知る講座」を開
催し、生徒が地域課題についての関心を高め、理解を深める講話を行った。テーマは、「ユネ
スコ活動とＥＳＤパスポート～国際社会へ向けて地域からの発信～」内容は、ユネスコ・ＥＳ
Ｄ・ユネスコスクール・ＥＳＤパスポート・国際社会の様子・アジアの国バングラデシュの6
項目。
2 大垣養老高等学校にて（6/9）
・大垣養老高等学校にてユネスコスクールとしてのあり方を考える機会として、ユネスコ・国
際社会・ＥＳＤなどについて講話を行った
3 静里幼稚園にて（6/19）
・静里幼稚園にて園児20人と保護者の皆さんに、ユネスコ・ＥＳＤ・国際社会の様子・世界寺
子屋運動、また大垣ユネスコ協会が長年交流をしているバングラデシュの人達の生活を紹介。
4 池田中学校にて（7/6）
・池田中学校にて総合学習の時間に、「地域・国際社会の中で生きる」の視点から、視野を広
げ、国際社会の一員としてできることの可能性を知る目的で講話を行った。
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5 大垣北小学校にて（11/17）
・大垣北小学校にて4年生約112人を対象に、バングラデシュ人をゲストに迎え、当協会が寺子
屋運動を通して長年交流をしているバングラデシュの生活を紹介するなど、国際理解を通して
、自分たちの日常生活をふりかえることの大切さを考えてもらった。
6 世界の人とふれあう会―グローバルイシュー
垣ロータリークラブ共催）12月9日（土）

親
善

ワークショップー（大垣ユネスコ協会主催、大

青少年の思考能力とコミュニケーション力を養成する目的で、西濃地区の高校生56人、主にア
メリカ合衆国出身の英語講師14人、その他希望者を含め、総勢80人で、極力英語で話すことを
原則としてワークショップを行った。10のグループに分かれ、「ＳＤＧｓ」を理解するための
様々なアクティビティーを進め、参加者同士が協力し合いながら徐々にコミュニケーションを
深める活動を行った

交
流

7 ＥＳＤパスポート体験発表会

（大垣ユネスコ協会主催）

2018年2月10日（土）

西濃地区のユネスコスクール及び申請中の5校と吉城高等学校が参入している、日本ユネスコ
協会連盟の「ＥＳＤパスポート事業」の1年間の活動の成果の発表会を実施。県立池田高校、
県立大垣北高校、県立大垣養老高校、県立大垣工業高校、池田町立池田中学校、県立吉城高校
の生徒さんのプレゼンテーションと、日本ユネスコ協会連盟理事長で、国連大学特任教授・法
政大学名誉教授の鈴木佑司氏による講評と、講演（「世界の中で平和に“生きる力” ユネス
コ活動とＥＳＤ」）を行った。
8 ニュースレター発行（大垣ユネスコ協会発行）

2018年3月：第34号

別送のニュースレター現物参照

白鳳古式くみひも道
所

鳳弘

(清水

鳳冨三）

〒503-0877
大垣市御殿町1-38
53 清水 鳳冨三
TEL 0584-74-0768
FAX 0584-74-0768

1968
(個人) ・岐阜県は自然が豊かで、とりわけ薬用植物の分布が多いことを生かし、薬草染めの技術指導普
440 及を図る。岐阜県は奈良時代から日本の有数の養蚕地として知られています。組紐の技術も日本
の伝統工芸の一つです。これを生かして現在にマッチするよう開発しながら日本及び欧州各国に
技術の伝承。障害者のリハビリと自立支援。
1 欧州各国を訪問し草き染め、組紐の技術指導と商品開発、現地指導者の育成を図る。
地域の女性に四季折々の草木染めを指導しボランティアとして地域子供たちにも体験講習を行
2
う
3 4月～6月 草木染組紐講習、展示、ワークショップ、講演
欧州5か国（ドイツ、オーストリア他）、アルジェリア
4 7月

親子組紐体験

5 8月

染色体験

岐阜環境塾

6 9月

染色体験

岐阜県美術館

7 10月

親子組紐体験

岐阜県美術館

大垣市おむすび博

－51－

白鳳古式くみひも道

8 11月

名森小学校組紐体験

9 1月講演
10 2月
53

県立揖斐高校

講演くすり博物館

11 3月講演

大垣市（興文地区）

12 3月組紐体験
13 3月組紐体験

ぎふ善意通訳ガイド
ネットワーク
河合
(住田

〒500-8458
54 岐阜市加納村松町1-28-4
河合 雅子
TEL 058-271-3963
FAX 058-271-3963

もりんちゅの会
瑞穂市清流保育園

2005 ・県内の善意通訳の資質向上と県の国際観光の推進につとめる。
(個人)
40 1 カンガルーカップ国際女子オープンテニス

雅子
百合恵）

岐阜県蚕糸協会

外国人選手へのボランティア通訳、接遇等
2

リトアニア～杉原千畝氏ゆかりの地
岐阜県とリトアニアの人・町の縁（えにし）をむすんで
杉原千畝が「命のビザ」を発給した日本領事館があったことから県や八百津町との交流を深め
る講座を料理を通して企画

3 海外研修プレゼンテーション講座
県岐阜商業高校のオーストラリアへ事前学習
4 第11回全国善意通訳の集い

親

東京大会

ＪＮＴＯ（国際観光振興会）と東京ＳＧＧによる全国の善意通訳団体との会議

善
交

1972
・国際親善と理解活動及び友情を通じて、女性の地位向上、高い倫理基準、万人の人権、平等開
国際ソロプチミスト岐阜 (個人)
18 発、平和を求め努力すること。

流

55

大塚

玲子

(大塚

玲子)

〒500-8434
岐阜県羽島郡岐南町
八剣6-70
大塚 玲子
TEL 090-7602-7332

1 日本文化の紹介
岐大留学生を招待して、着物、ゆかたを着付けさせて頂き着物を着用のまま茶道のお手前を見
学して、お抹茶を頂きました。（装賀きもの学院様全面協力）
2 「鵜飼」
岐大留学生、聖徳学園大学短期大学生、ソロプチミスト会員で鵜飼鑑賞

1994
山県市ホストファミリー (個人) ・ホームステイ受入により家庭で国際体験を行い､外国の生活習慣や文化を理解し､又､外国人に日
の会
14 本の生活習慣や文化を理解してもらうことを目的とする。
伊藤

隆

〒501-2192
山県市高木1000-1
56 山県市生涯学習課内
山田 奏乃
TEL 0581-22-6845
FAX 0581-22-6851

1 リトアニア国パクルオイス市からの訪問団受入

（山県市ホストファミリーの会）

リトアニア国パクルオイス市から訪問の打診を受け、学生9名、市関係者2名のホームステイの
受入を実施した。また、内1日は関係者全員（60名）を招き、市の無形民俗文化財に該当する
伊自良十六拍子の演奏を楽しみながら歓迎会を実施した。
2 第一回研修会（デンマーク文化交流会）

（山県市ホストファミリーの会）

デンマークで活躍されている中原画伯を招聘し、デンマークの制度・文化・歴史などを学んだ
。また、デンマークの伝統料理「スモーブロー」を実際に参加者で作ってみるなど、食文化交
流会も実施した。
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ネオ・ダール会
伊藤
(浅野

1982 ・『国際交流』として、フランス・韓国美術団体との交流。
(個人) ・『地域振興』として、地域の小中学校巡回展やアート・スクールの開催。
44 ・『会員相互の啓発』として、年1回の美術展開催。

文夫
一範）

57 〒503-0024
大垣市宿地町941-1
伊藤 文夫
TEL 0584-75-3956
FAX 0584-81ｰ4075
携帯 090-3423-0794

ふるさと会
佐藤

雅之

(佐藤 奈津代）
〒502-0077
岐阜市長良奧郷7-6
佐藤 雅之
TEL 058-295-1335
FAX 058-295-1441
58

1995 ・日本文化を通して 海外の方との交流を
(個人)
35 1 盆踊り練習会
(ふるさと会)
・盆踊りを通して多くの方との交流を楽しむ。岐阜の踊りを皆に知って踊って貰い未来へ残し
ていく
2 長良天神神社・みそぎ祭り（長良天神神社）
・盆踊りを通して多くの方との交流を楽しむ。岐阜の踊りを皆に知って踊って貰い未来へ残し
ていく
3 鷺山本通り盆踊り

・盆踊りを通して多くの方との交流を楽しむ。岐阜の踊りを皆に知って踊って貰い未来へ残し
ていく
4 珠泉院地蔵盆

親

(鷺山自治会連合会)

(珠泉院)

・盆踊りを通して多くの方との交流を楽しむ。岐阜の踊りを皆に知って踊って貰い未来へ残し
ていく

善

5 大龍寺灯籠まつり
交

(大龍寺)

・盆踊りを通して多くの方との交流を楽しむ。岐阜の踊りを皆に知って踊って貰い未来へ残し
ていく

流

6 吉祥寺地蔵盆

(吉祥寺)

・盆踊りを通して多くの方との交流を楽しむ。岐阜の踊りを皆に知って踊って貰い未来へ残し
ていく
1967 ・スコティシュカントリーダンス(ＳＣＤ)の普及。世界のダンサーとのフレンドシップを深める
岐阜スコティッシュ
(個人)
カントリーダンスクラブ
スコットランドの歴史・文化を紹介。
26
有田 典和
(有田 深雪）
59 〒500-8802
岐阜市不動町18番地
有田 深雪
TEL 058-262-1656
FAX 058-262-1656

本巣市青少年海外学生
友好交流協会
梅田

壽哉

(林 誠司）
60 〒501-0466
本巣市下真桑1000
林 誠司
TEL 058-323-7762
FAX 058-323-7763

2004 ・教育・文化を中心に世界各国との交流を通して、国際社会に対応できるまちづくりと国際親善
(個人) に寄与することを目的とする。
16
1 フランス学生受入事業
フランス学生16名を本巣市へ招聘し、ホームステイ・学校訪問等を通じて、国際交流活動の
推進を図りました。
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大垣竹の子会
林

1963
(個人) ・人間と社会の開発を目指して、地域社会の発展をはかり、正義と平和を愛する豊かな人間性を
42 育み、会員の友情のもとに団体活動を通して、公共の福祉に寄与することを目的とする。

優文

(高木 明弘）
61 〒503-0025
大垣市見取町1-13-1
大垣青年の家内
高木 明弘
TEL 0584-74-3377
FAX 0584-74-3377

岐阜ゾンタクラブ
安田

芳子

〒500-8878
岐阜市神室町2-14
62 井上 規伊子
TEL 058-262-7888(自宅)
058-263-7234(事務局)

1984
(個人) ・奉仕とアドボカシーを通して地球レベル、地域レベルで女性の地位の改善を図る
20 ・会員の世界的友好を通じて理解、親善、平和の推進のために働く
・正義と全ての人の権利及び自由の尊重を推進
・倫理基準を養い奉仕事業を行い、会員同士が支え合い親睦を深める
1 ゾンタクラブチャリティーバザー
ゾンタローズデー 記念

(3月8日）

（国連が定めた国際女性デー)

テーマ「女性と女児への暴力撤廃とその防止」
2 岐阜ゾンタクラブＬＥＧＥＮＤ 2017（チャリティーの夕べ）
ゾンタの組織を活かして地球規模、地域単位で収益から奉仕に活用している。
3 イヤーエンドパーティー2017参加
他団体の仲間と国際交流

ザ・フレンドシップ
フォース オブ 岐阜
親
松原
善

敬子

(志知

1984 1 Ｔｈｅ
(個人)
31
第40回
2 Ｔｈｅ

文子）

Ｆｒｉｅｎｄｈｓｈｉｐ

Ｆｏｒｃｅ

ｏｆ

本部

世界大会、イギリス・マンチェスターにて
Ｆｒｉｅｎｄｈｓｈｉｐ

Ｆｏｒｃｅ

ｏｆ

Ｇｉｆｕ

ホームステイ・アメリカ・サクラメントクラブ会員19名を受入

交 63 〒500-8384
岐阜市薮田南3丁目
5-22-802
流
志知 文子
TEL 058-276-0397
FAX 058-276-0397

岐阜県世界青年友の会
森

秀樹

(臼井

千里）

〒503-8601
大垣市丸の内2-29
大垣市かがやきライフ推
進部市民活動推進課職員
大垣市市民活動推進課内
大橋 良太
TEL 0584-4764 7169（直通）
0584-814111（代表）
FAX 0584-81-7800

1982 1 ＪＥＮＥＳＹＳ2017招へいプログラム（一般財団法人日本国際協力センター）
(役員)
37
・ＪＥＮＥＳＹＳ2017 (経済）第8陣 ＡＳＥＡＮ、東ティモール
人数：29名（東ティモール10名、タイ11名、フィリピン8名）
期間：2017年4月18日（火）～4月25日（火）（岐阜県滞在4/19～4/24）
視察：ソフトピアジャパン・大垣市クリーンセンター・大垣共立銀行・三輪酒造
日本文化理解講座：茶の湯、居合、箏曲、俳句（奥の細道むすびの記念館
ホームステイ：4月21日（金）～4月23日(日)2泊3日
・ＫＡＫＥＨＡＳＨＩ2017アメリカ高校生第1陣（ワシントン：グローバライズＤＣ）
人数：25名（学生22名、引率3名）
期間：2018年2月20日～2月27日(岐阜県滞在日程：2/22-2/25)
視察:大垣共立銀行、日本文化理解講座：茶の湯、居合、箏曲、俳句（奥の細道むすびの記念
館)
ホームステイ：2月23日（金）～4月25日（日）2泊3日 22名-13家庭
2

2017ＧＷＹ夏季セミナー
(岐阜県世界青年友の会)

～日本語研修・岐阜県文化・地場産業～

実施期間：2016年7月2日(日)～7月22日(日)
香港城市大学専上学院語文学部日本語研究科1年生20名（男子11名、女子9名）
①日本語研修・スピーチ・修了証授与式（岐阜経済大学）
②日本および岐阜県の歴史文化理解講座実施
③児童・生徒・学生との交流
④地場産業体験・視察
⑤ホームステイ(2泊3日2回)
⑥ＧＷＹ35周年記念式典出席
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岐阜県世界青年友の会

3 ＧＷＹ35周年記念式典・交流会事業

（岐阜県世界青年友の会）

日時：2017年7月22日（土）11:00～
基調講演：国際交流 －過去・未来―「国際交流・国際貢献は何のためにあるのか？」
講師：五月女光弘氏（外務省参与・初代ＮＧＯ担当大使(元特命全権大使)
参加団体・個人：東京友の会・兵庫県友の会、国際交流団体等関係者
4 国際理解講座－講演会 （岐阜県世界青年友の会
日時：2017年9月16日（土）11:00～
演題：疾病の要因と遺伝的体質-日本と諸外国との比較講師：森秀樹氏（岐阜大学名誉教授、医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院顧問）
5 国際理解講座-ＪＩＣＡ研修員招へい事業 （岐阜県世界青年友の会）
ＪＩＣＡ課題別－産業振興のためのビジネス開発サービス(ＢＤＳ)強化(Ｃ)研修員招へい。
期間：2018年1月9日～3月13日
実施日： 2月17日（土）
人数：11名
国：アルゼンチン、カンボジア、コスタリカ、エチオピア、インドネシア、ヨルダン、ケニア
、キルギス、モロッコ、バヌアツ、ザンビア
①中川小学校5,6年児童との交流
②市民/県民との懇談会
③視察：奥の細道むすびの地記念館および周辺
④事前・事後研修
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6 国際サロン

(岐阜県世界青年友の会）

①「アジア事情-アセアン・東ティモール」
②「香港事情」

親
善
交

(一社）国際女性教育
振興会 岐阜県支部

流
西田

栄代

65 〒505-0021
美濃加茂市森山町1-6-3
西田 栄代
TEL 0574-25-2781

1986 ・本部定款に準じ、岐阜県内において女性教育に関する調査研究及び国際理解を深める諸事業を
(個人) 行い、もって女性教育の発展に寄与することを目的とし、政治・宗教・営利を主とした事業には
13 関与しない。
1 総会・講演会
総会行事・講演と実技（似顔絵）
2 国際交流懇談会
中国人留学生の話と交流・中国では学べない介護の講義を受けている。

国際交流ＭＩＺＵＨＯ
小倉

妙子

〒501-0303
瑞穂市森479－3
小倉 妙子
TEL 058-328-5169
66 FAX 058-328-5169

1993 ・ホームステイを中心に幅広い分野で国際的な交流を促進し、国際社会に対応できる瑞穂市のま
ちづくりと
国際親善に寄与すること、かつ、会員の教養を高めること。
1 オレゴン教育ホームステイツアー受け入れ
オレゴン州から１０名の学生等ホームステイビジターを７日間受け入れした。期間中には、瑞
穂市役所訪問、ウェルカムパーティー、穂積中学校１日訪問、大須・京都見学を行った。
2 バーベキューの会
外国人を交えてバーベキューを実施した。
3 茶話会
茶話会を開催し、団体の活動計画の話し合いや、会員の海外旅行体験を語り合った。
4 ボーリング大会
外国人を交えてボーリング大会を実施した。
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