親

善

交

流

団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
(一財)井上国際交流
基金
(桐山 尚輝 ）
〒501-6133
大垣市万石2-31
1 近藤 裕一
TEL 0584-81-6173
FAX 0584-81-2486

(公財)ＡＦＳ日本協会
岐阜支部
坪井 牧子
(武山 洋子）
〒503-0865
2 大垣市寺内町1-18
坪井 牧子
TEL 080-4372-9423
FAX 0584-74-1911

岐阜さくらの会
川島 和男
(伊藤 謙介）
〒500-8058
3 岐阜県岐阜市常盤町23番
地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 治示
(松井 直樹）
〒501-1128
4 岐阜市洞813
松井 直樹
TEL 058-239-0288
FAX 058-239-0288

設立年 設立の目的
会員数 主な活動内容
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
与する為
1 国際交流事業
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱにおける農村部での小学校建設及び児童達への教育環境支援、ｼｪﾑﾘｱｯﾌﾟ
州内における井戸建設や小児病院などへの支援
2 地域活性化事業
地域の中学校・高等学校・大学における活動への支援、地域の人々を招待しての
コンサ－トの開催（海外演奏家を招待・無料招待）

1983 1 年間プログラム生 受入（１年間）
（個人）
ホームステイ、県内の高校への通学、ヒロシマ平和学習ツアー
100
2 ＭＥＸＴ生 受入（1ヶ月）
ホームステイ、県内の高校への通学
3 語学研修生受け入れ（6週間）
ホームステイ（岐阜県内）、語学学校への通学（名古屋）
4 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への支援
5 BBQ交流会（4月）、留学説明会（6月）、留学体験発表会（7月、1月）
1993 ・桜を友好と平和と位置づけ、海外を訪問し、桜を植樹して贈呈し、その都市地域
（団体） との交流をはかり、国際平和の実現をはかる
147
（個人） 1 ロシアサンクトペテルブルグ桜植樹（岐阜さくらの会）
393
2014.5.22 ～ 28にロシアサンクトペテルブルグを訪問し。植物園に桜を植樹し
た。
2 メキシコ、メキシコシティ桜植樹（岐阜さくらの会）
2015.3.18 ～ 24にメキシコ、メキシコシティを訪問し。メキシコ独立200周年公
園と日墨協会地内に桜を植樹した。

1994 ・岐阜大学の地元黒野地区で外国人留学生を支援しようとボランティアを募って結
（個人） 成しました。
11
1 第21回ハローインくろの
約65人が黒野城跡公園にてグランドゴルフ他に興じ、ボランティアが作るカレー
ライスを食べ満開の桜の下で花見会をしました。祭の子どもミコシも4基入る。
又、夜はイルミネーション実施。
2 ウェルカムパーティー参加（主催：岐大交流室）
新しく岐大入学の留学生を招待したパーティーに参加。
3 中国留学生の結婚祝うパーティーに参加
無料で黒野公民館別館を借りてやり、準備も立合い。
パーティー約2時間余、あと全員で掃除迄立合う。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
国際交流の輪∽黒野

設立年 設立の目的
会員数 主な活動内容
4 文化祭に活動報告
黒野校区文化祭に協力。平成26年の活動報告（写真等B紙4枚分）
留学生より預かる民芸品の展示及び解説。
5 第21回日本の正月ともちつき大会
岐阜大学交流会館の玄関前を借りて開催。ボランティア36名の協力で7時～準
備、9時より花もち用花台作り、10時よりもちつきの用意。11時～はきな粉も
ち、雑煮もち、ぜんざいもちを食べ、日本の昔子どもが遊ぶコマ廻し、羽子板で
興じ。花もち作りと出来栄えで競うコンクール。生活用品が並ぶ輪投げで2時解
散。計77人参加。
6 アルバイト紹介及び雇用
引越しの為トラック貸出し
中古品の生活用具渡し

岐阜県ユネスコ協会
平井 花画
(川本 卓男）
〒500-8483
岐阜市薮田南5-4-12
5 岐阜県シンクタンク庁舎
3階
親
野原 智子
TEL 058-215-0367
善
FAX 058-215-0367
交
流
大垣ユネスコ協会
西脇 保彦
(今 みどり）
〒503-8601
6 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
今 みどり
TEL 0584-81-4111
FAX 0584-81-7800
ホームステイ岐阜
古田 千賀子
〒501-1233
7 本巣市外山1738-1
古田 千賀子
TEL 0581-32-5948
FAX 0581-32-5948

1 2014年度絵で伝えよう「わたしの町のたからもの」
県内の小中学生を対象に地域の文化財や自然環境のすばらしさを知り、わたしだ
けの宝物として絵に描いて貰い絵画を募集する。
2 岐阜県ユネスコ青少年グランプリ
県内の小中高学生を対象に教育･科学･文化･国際･人権文化の分野で顕著な活動を
している学校又は団体に贈る。2014年度で36回目となる。
3 第9回スタデイツアーinカンボジア
2014年度で9回目となるカンボジアとの国際交流。県内の高校生･大学生を対象に
参加者を募集。行く前の研修3回は、全て学生が仕切り、ユネスコ会員は、補助
をし、カンボジアで1週間活動研修をする。
1979 ・発展途上国との交流を軸とした寺子屋支援活動やそこから得た情報を広く伝える
（団体） こと
20
（個人） 1 国際理解講座
35
小学校等での出前講座。識字率の低いバングラデシュの情報を伝え、自分達の生
活をふりかえってもらう。
2 バングラデシュＮＧＯと交流
バングラデシュに寺子屋を贈る。
識字キャンペーンを展開。特に平成25年には当協会設立35周年を記念し、
ＮＧＯリーダーを招へい。
3 「世界の人とふれ合う会」グローバルイシューワークショップ
1978 ・世界平和とホームステイを通じて。異文化交流。
（個人）
1 岐阜県世界青年友の会
15
香港城市大学生受け入れ。
2 岐阜県世界青年友の会
フィリピン大学生受け入れ。
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
白鳳古式くみひも道

所

鳳弘

(清水 鳳冨三）
8 〒503-0877
大垣市御殿町1-38
清水 鳳冨三
TEL 0584-74-0768
FAX 0584-74-0768

設立年 設立の目的
会員数 主な活動内容
1968 ・岐阜県の薬草分布の豊かさを活用し、地域の人に薬草染めの技術指導と普及を図
（個人） る。伝統工芸組紐を通し日本及び欧州各国に技術の伝承、障がい者のリハビリと自
440
立支援。
1

ギリシャ、ボスニア・ヘルツェゴビナ等欧州5カ国における日本文化紹介と現地
指導者育成事業
在墺日本国大使館、在ギリシャ日本国大使館、在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本
国大使館、ベルリン国立東洋美術館、ケルン東洋美術館他

くみひも、草木染ワークショップによる日本文化紹介。
2 夏休み親子体験学習
ぎふ地球環境塾、岐阜県美術館等で藍染、組紐体験学習
3 障害を持つ人達に講演と組紐体験

岐阜市障がい者センター他でリハビリの為の組紐体験。垂井町ルターホーム等で
リハビリと自立支援のための組紐指導。
2005 ・岐阜県を訪れる外国人旅行者やこの地域の外国人を対象に観光地を外国語で案内
ぎふ善意通訳ガイド
（個人） し、イベント等の通訳･コーディネート等国際観光振興の推進に貢献する。
ネットワーク
40
河合 雅子
1 カンガルーカップ国際女子オープンテニス （岐阜県他）
(住田 百合恵）
運営、通訳等
〒502-0871
2 2014 Oregon Educational Homestay Group
岐阜市鷺山新町6-12
企画、研修
住田 百合恵
3 ハローギフ・ハローワールド２０１４
TEL
080-5114－7240
親 9
ブース運営、司会担当他
善
4 日本文化紹介プレゼンテーション講座
日本文化を紹介し、プレゼンテーションを実施する
交
5 日本文化プレゼンテーション講座
流
海外研修の事前研修指導（県岐阜商業高校）
6 カナダホームステイプログラム
観光案内
1972 ･女性の人権と地位向上。
国際ソロプチミスト岐阜 （個人）
･いろいろな国からの留学生に日本文化を伝え交流を図る。
25
杉沢 和子
1 国際ソロプチミスト岐阜
〒500-8453
和太鼓演奏と指導会に留学生招待
10 岐阜市加納鉄砲町2-16
杉沢 和子
TEL 058-273-0134
FAX 058-273-0986
2003 ・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､
山県市ホストファミリー
（個人） 又､外国人に日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。
の会
15
上野 靖
1 ホームスティ受け入れ事業
〒501-2192
・韓国の留学生のホームステイ受け入れをおこなった。
11 山県市高木1000-1
山県市生涯学習課内
安川 英明
TEL 0581-22-6845
FAX 0581-22-6851
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
ネオ・ダール会
伊藤 文夫
(浅野 一範）
〒503-0024
12 大垣市宿地町941-1
伊藤 文夫
TEL 0584-81-4075
FAX 0584-75ｰ3956

微風の会
堀 幹夫
(玉田 澄子）
13 〒500-8147
岐阜市三笠町2-1-4
玉田 澄子
TEL 058-246-2380
FAX 058-248-4462
親
善
ふるさと会
交

佐藤

流

雅之

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

設立年 設立の目的
会員数 主な活動内容
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。
43
・『会員相互の啓発』として、年1回の美術展開催。
1 ネオ・ダール美術館の旅
①秋野不矩美術館
②パラミタミュージアム

3月25日(浜松市）
11月11日（三重県菰野）

2 小学校巡回展
6月23日～30日 場所：大垣市立小野小学校
3 ネオ・ダール『日・仏・韓』合同美術展
7月31日～8月3日場所：大垣市スイトピアセンター文化会館
4 CREART展に参加
8月18日～24日 韓国昌原市 城山アート・センター
1993 ・中国東北三省との高校生に奨学金を贈って交流をはかる。すべてはボランティア
(個人） で行う。
300
1 第19回訪中団の派遣 平成26年5月11日～20日
10日間
東北三省の高校生及び大学生奨学金を贈呈する。代表の学生や教師と交流。
2 第22回戦争体験を語る会中国東北戦争の資料館
中国では日中戦争が語り継がれているか。映像で紹介

1995
・親から子へと継承されている日本伝統文化を守り育み、地域に浸透する手助けを
（個人） しつつ、海外の方へは日本の文化に触れていただく機会を持ち、日本の文化を延い
35 ては日本を好きになってもらえるよう手助けしたい。
1 夜空カフェ×盆踊り(夜空カフェ)
・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 真福寺盆踊り(真福寺自治会)

14

・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 鷺山本通り盆踊り(鷺山自治会連合会)
・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
5 大龍寺灯籠まつり(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
6 加納西公園盆踊り(加納西自治会)
・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
7 珠泉院地蔵盆(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

－53－

団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先

設立年 設立の目的
会員数 主な活動内容

1967 スコティシュカントリーダンスの普及と会員間の親睦を深める
岐阜スコティッシュ
カントリーダンスクラブ （個人） 1 第44回スコティシュカントリーダンスビギナーズクラス2014年9月6日-10月25日
25
（土曜日、計8回）（岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ）
有田 典和
初心者を対象に、スコティシュカントリーダンスの基本ステップとダンスを紹
(有田 深雪）
介。併せてスコットランドに関する情報を提供。 （春・秋の年2回開催）
15 〒500-8802
岐阜市不動町18
2 Summer Party 2014 2014年7月6日 X'mas Party 2014 2014年12月 23日
有田 深雪
（岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ)
TEL 058-262-1656
FAX 058-262-1656
会員間の交流
本巣市青少年海外学生
友好交流協会
梅田 壽哉
(林 誠司）
16 〒501-0466
本巣市下真桑1000
林 誠司
TEL 058-323-7764
FAX 058-323-2964

大垣竹の子会
永井 清睦
(堀 陽介）
善 17 〒503-0025
大垣市見取町1-13-1
大垣青年の家内
交
小林 明人
TEL 0584-74-3377
流
FAX 0584-74-3377
親

岐阜ゾンタクラブ
篠田 薫
〒502-0908
岐阜市近島131
18 北川 多鶴子
TEL 058-231-0059(自宅)
058-380-0676(職場)

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
（個人） りと国際親善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10名を本巣市へ招聘し、ホームステイを通じて、国際交流活動の
推進を図りました。

1963 ・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
（個人）
かな人間性を育み、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
46 ことを目的とする。
1 海外児童文化交流派遣事業
・韓国 昌原市小学生と大垣市内小学生の交流
2 交通遺児夏のつどい、クリスマス会
・交通遺児の子供達と交流し、思い出をつくる。
3 万灯流し、写生大会、十万石まつり

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
22 ・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 世界の女性、女児への暴力、虐待撲滅と防止（国際ゾンタ及び26地区エリア2岐
阜ゾンタクラブ）
・女性、女児への支援活動を実施している団体が把握する事例を聞く会を開催。
防止活動への支援をする。
・スローガンを掲げて、チャリティーバザーの実施

ザ・フレンドシップ
フォース オブ 岐阜
藤井 進
(志知 文子）
19 〒500-8384
岐阜市薮田南3-5-22-802
志知 文子
TEL 058-276-0397
FAX 058-276-0397

1984 1 The Friendhship Force of Gifu
（個人）
4月 オーストラリア、ニューキャッスルから19名受け入れ
47
2 The Friendhship Force of Gifu
9月26日～28日 日本大会主催

－54－

団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
NPO法人BPW岐阜
河合 洋子
(森川 幸江）
20 〒500-8823
岐阜市江川町16
森川 幸江
TEL 058-262-4982
FAX 058-264-3103

岐阜県青年海外協会
小川

博貴

杉野 亜由美
21 〒501-6064
岐阜県羽島郡笠松町北及
773番地
TEL 090-9229-9360
FAX 058-388-3-2353

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 0584-81-4111(394）
FAX 0584-81-7800

親
善
交
流

22

設立年 設立の目的
会員数 主な活動内容
1970 ・女性の地位向上、女性の職場環境の向上
（個人）
25
※平成26年度は活動休止中

1971 ・岐阜県内、県外の外国人青年との交流を行う。
（個人）
1 外国人との交流事業
60
県内の中国・フィリピンの方を交え川島河川環境楽園にて淡水水族館見学の後、
バーベキューを行う。
2 会員交流会
姫路城・竹田城を見学する。神戸のユースホステルに宿泊し、外国人と交流す
る。

1982 1 JENESYS2.0科学技術第18陣（科学技術・ものづくり・先端技術）ベトナム学生訪
（役員）
日
38
学生交流（岐阜大学工学部）、IAMAS/ソフトピアジャパン訪問、企業訪問、ホー
ムステイ体験、日本文化・歴史理解講座－日本理解を深める
2 JENESYS2.0メディア第7陣フィリピン大学生訪日
岐阜放送、大垣女子短期大学（デザイン美術科）、ソフトピアジャパン・
IAMAS視察・交流。ホームステイ体験、日本文化・歴史理解講座－日本理解を深
める
3 おおがき芭蕉生誕370年祭市民企画事業『朗読と琵琶演奏でたどる奥の細道』
薩摩琵琶演奏：北川鶴昇氏、朗読：三島幸司氏。同時開催－パネル展（GWY
史）、おもてなし講座「茶席」
4 2014香港城市大学専上学院・岐阜県「日本語研修・日本文化体験」事
香港城市大学専上学院の学生に日本語研修（岐阜経済大学）を行ない、同時に岐
阜県の魅力的な歴史や文化、生活などを体験 してもらい両国間の国際交流・友
好の促進を図る。（岐阜市、大垣市、高山市、郡上市)
5 myJICAマレーシア学生交流事業「マレーシア国立マラ工科大学メラコラージ代表
団」
文化歴史理解講座―岐阜市歴史博物館、奥の細道むすびの地記念館視察。学校訪
問―岐阜県立「岐阜総合学園高等学校」、大垣市立「中川小学校」、大垣女子短
期大学（音楽科等）訪問。ホームステイ体験－岐阜市、大垣市、各務原市、郡上
市等を実施

(一社）国際女性教育
振興会 岐阜県支部
西田 栄代
〒505-0021
美濃加茂市森山町1-6-3
西田 栄代
23 TEL 0574-25-2781
FAX 0574-25-8155

1978
・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
（個人）
める諸事業を行い、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
16 教・営利を主とした事業には関与しない。
1 平成26年度 総会
総会行事
関市出前講座受講
2 役員会
年間4回
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
国際交流ＭＩＺＵＨＯ
親

小倉 妙子
〒501-0303
善
24 瑞穂市森479－3
小倉 妙子
交
TEL 058-328-5169
FAX 058-328-5169
流

設立年 設立の目的
会員数 主な活動内容
1993 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１１名の学生等のホームステイ。穂積中学校、京都など訪問
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
3 ワールドクッキングの会
外国人によるレシピで、外国人と共に料理を作り、交流する。
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