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
田代
(松永

久美子
晴美）

〒509-7292
恵那市長島町正家
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
(法人･
団体) ・教育・文化・経済・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
27 創造と多文化社会に貢献すること。
団体会
員
10 1 オーストラリア派遣事業
(個人)
99
市内中学生20名と農業高校生3名をクイーンズランド州トウーンバ市オーキー地区に派遣し、
ホームステイをしながら現地校生やホストファミリーとの交流・異文化理解を図った。期間7
月30日～8月8日（10日間）
2 ワールドカフェ
中高生を含む市民と外国人との交流活動を留学生のホームステイ体験・日本文化紹介と併せて
行った。
お互いに文化や国を紹介したり、ゲームなどを通じて交流した。
実施日：11月18日（土）～11月19日（日）123名参加【日本人96名 外国人27名（16か国）】

1

3 日本語教室
市民と在住外国人が日本語や生活支援を通して相互交流を図った。また恵方巻体験や餅つき体
験など日本文化も体験した。年34回 816名参加【学習者547名 ボランテイア243名】

市
町

4 多言語サポート
市民と（在住）外国人とが言語支援や相互交流（文化紹介・生活支援）を通して相互扶助を図
る。
実績：7件

村
国
際

流

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」
(公財)大垣国際交流協会 (団体)
34 の促進をはかり、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
(個人)
日比 利雄
139 1 第9回 大垣市小・中学生中国・邯鄲市研修派遣事業

協

(社本

交

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

会

2

時期：平成29年8月1日（木）～8月23日（水）＜7日間＞
人数：小・中学生9名、引率者3名 計12名
内容：市表敬訪問、市内外施設見学、大学・専門学校見学及び児童との交流など
2 第7回 大垣市中学生ベルギー・ナミュール市研修派遣事業
時期：平成29年9月16日（土）～9月23日（土）＜8日間＞
人数：中学生8名、引率者3名 計11名
内容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームステイ、小・中・高校見学及び児童・生徒との交
流など
3 第2回 大垣市高校生アメリカ合衆国オレゴン州・ビーバートン市、ユージーン市研修派遣事業
時期：平成29年10月13日（金）～10月21日（土）＜9日間＞
人数：高校生10名、引率者3名 計13名
内容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームステイ、高校・大学での授業体験及び生徒・学生
との交流など
4 第12回 ドイツ・シュツットガルト市学生訪問団受入
時期：平成29年9月27日（水）～10月4日（水）＜8日間＞
人数：高校生13名、引率者2名 計15名
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、小・中・高校見学及び児
童・生徒との交流など
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団体名
設立年
区
設立の目的
No 代表者（事務局長）
分
主な活動内容
会員数
連絡先
(公財)大垣国際交流協会
5 地域国際交流事業＜（一財）自治総合センター
室
①『ブラジル文化を知ろう！』

コミュニティ助成事業＞子ども食文化体験教

日時：平成29年6月17日（土） 10：00 ～ 15：30
会場：朝倉公園（不破郡垂井町宮代）
内容：地域のブラジル人学校に在籍する生徒たちが参加するブラジルの祭に参加し、ブラジル
料理やブラジル人との交流を通して、ブラジルについての理解を深めた。
講師：進藤 明美氏（教育委員会日本語教室指導補助員）
古川 カチア氏（ブラジル人学校講師）
参加者：28名（うち子ども16名）
6 地域国際交流事業＜（一財）自治総合センター
室
②『えいごでクッキング！』

コミュニティ助成事業＞子ども食文化体験教

日時：平成29年9月18日（月・祝） 10：00 ～ 14：30
会場：スイトピアセンター 料理実習室（学習館4階）
内容：外国人講師の進行のもと、親子で英語を使いながら料理作りをし、料理で使う一般的な
英語表現や英単語を学んだ。
講師：加藤 ミリアム氏（コミュニケーションスクール主催者）ほか英語指導者2名
参加者：13名（うち子ども8名）
7 地域国際交流事業＜（一財）自治総合センター
室
③『本場のカレーの作り方』
市
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コミュニティ助成事業＞子ども食文化体験教

日時：平成30年1月5日（金） 10：00 ～ 14：30
会場：スイトピアセンター 料理実習室（学習館4階）
内容：子どもたちが好きなカレーを、日本で一般的なカレールーからではなく、香辛料や野菜
を使って作成することで、異文化との違いをわかりやすく体験するとともに、南アジアの文化
を学ぶ講座を合わせて実施した。
講師：向井 陽子氏（インド・ネパール料理店経営者）
参加者：30名（うち子ども18名）
8 地域国際交流事業＜（一財）自治総合センター
子ども国際交流お菓子フェスティバル

コミュニティ助成事業＞

日時：平成29年11月5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、ステージ発表（協会紹介及び市内在住外国人による文化紹介ステージ
発表など）
参加者：622名（紹介ブース訪問者数）
9 日本語指導ボランティア講座

会

日時：【第1期】平成29年7月26日～8月27日
【第2期】平成29年10月6日～11月10日
【第3期】平成30年1月12日～2月2日
各期5回
会場：スイトピアセンター かがやき活動室6－3（学習館6階）ほか
内容：在住外国人の現状や多文化共生について、実践的な日本語の教え方についてほか
講師：大垣市まちづくり推進課職員、ホツマインターナショナルスクール日本語教師
受講者：【第1期】21名、【第2期】10名、【第3期】7名
10 外国人市民のための防災訓練
主催：大垣市
共催：公益財団法人大垣国際交流協会
協力：岐阜経済大学、大垣消防組合、ＮＰＯ法人防災支援ネットワーク
日時：平成29年10月14日（土） 9：30 ～ 12：00
会場：岐阜経済大学 校内食堂・テラスほか
内容：地震体験車による地震体験、消火器・担架の作り方、炊き出し
（ベトナム及びブラジル料理）による異文化交流
参加者：59名（協会ボランティアほか）
11 ボランティアの集い
日時：平成30年3月3日（土） 13：30 ～ 16：30
会場：スイトピアセンター スイトピアホール（学習館2階）
内容：多文化共生及び日本語学習支援に関する講演会とボランティア同士の交流会
講師：杉本 篤子氏（「やさしい日本語」有志の会）
参加者：39名

－51－

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
12 民間国際交流助成事業
助成件数：7件

助成総額：560千円

13 後援・共催事業
後援事業件数：3件

共催事業件数：1件

14 英語基礎会話講座
日時：平成29年10月7日～12月2日の毎週土曜日 13：30 ～ 15：00（全8回）
会場：スイトピアセンター かがやき活動室6－2（学習館6階）
講師：加藤 ミリアム氏（英会話講師・ＭＩＣスクール代表）
受講者：14名
15 ポルトガル語基礎会話講座
日時：平成29年10月7日～12月9日の毎週土曜日 10：00 ～ 11：0（全8回）
会場：スイトピアセンター 学習室3－2（学習館3階）ほか
講師：進藤 明美氏（ポルトガル語通訳・翻訳）
受講者：5名
16 韓国語基礎会話講座
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日時：平成30年1月11日～3月1日の毎週木曜日 18：30 ～ 20：00（全8回）
会場：スイトピアセンター 学習室3－3（学習館3階）
講師：兪 瑞香（ユ ソヒャン)氏（韓国語講師）
受講者：8名
17 中国語基礎会話講座
日時：平成30年1月13日～3月3日の毎週土曜日 19：00 ～ 20：30（全8回）
会場：スイトピアセンター 学習室3－2（学習館3階）ほか
講師：早野 嘉秀氏（中国語講師）
受講者：12名
18 多文化紹介講座「多文化交流サロン」（第1回）
日時：平成29年8月26日（土） 13：30 ～ 15：30
会場：スイトピアセンター 男女共同参画活動室（学習館4階）
内容：イギリス、オーストラリアの文化紹介
講師：ピーター コリンズ氏（岐阜県海外戦略推進課国際交流員）、大森
ンティア）
参加者：19名

久美氏（協会ボラ

19 多文化紹介講座「多文化交流サロン」 （第2回）
日時：平成30年1月20日（土） 13：30 ～ 15：30
会場：スイトピアセンター かがやき活動室6－3（学習館6階）
内容：中国、ロシア、アンドラの文化紹介
講師：呉 双氏（(公財)岐阜県国際交流センター国際交流員）、アルカンゲルスキー
ー氏（岐阜経済大学院留学生）、日比 晃氏（協会ボランティア）
参加者：21名

ビクタ

20 海外研修派遣団員の報告会（小・中学生）
日時：平成29年11月12日（日） 13：30 ～ 15：30
会場：スイトピアセンター スイトピアホール（学習館2階）
内容：フレンドリーシティへの派遣団による異文化体験の報告及び市民への海外事情紹介
発表者：第9回大垣市小・中学生中国・邯鄲市研修派遣団（9名）、第７回大垣市中学生ベルギ
ー・ナミュール市研修派遣団（8名）
参加者：52名
21 海外研修派遣団員の報告会（高校生）
日時：平成29年12月16日（土） 13：30 ～ 15：30
会場：スイトピアセンター スイトピアホール（学習館2階）
内容：フレンドリーシティへの派遣団による異文化体験の報告及び市民への海外事情紹介
発表者：第2回大垣市高校生アメリカ合衆国オレゴン州・ビーバートン市、ユージーン市研修
派遣団（10名）
参加者：33名
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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
22 事業記録写真等展示事業
・海外紹介パネル展示
ボランティア提供の中国等の写真を掲示し、市民へ海外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。
23 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」№85号（9月号）№86
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。
24 校外学習授業
・大垣市立荒崎小学校5年生施設見学、校外学習授業
25 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150名（13カ国）
日本語指導ボランティア：102名
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26 にほんごおしゃべりルームの開設
日時：平成29年4月1日～平成30年3月31日の毎週日曜日 9：30 ～ 15：00
イベント：七夕体験（7月2日（日））
開催回数：51回
会場：スイトピアセンター フレンドリーフロア（学習館2階）
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：624名（日本語学習をしている外国人市民 延べ376名、日本語指導ボランティア 延
べ248名）
27 外国人市民のための日本語教室「基礎コース」
＜文化庁日本語教育事業「地域日本語教育実践プログラム」委託事業＞
日時：【第1期】平成29年5月14日～8月20日
【第2期】平成29年10月1日～平成30年1月14日
毎週日曜日 9：30 ～ 11：30 各期15回
会場：スイトピアセンター 男女共同参画活動室（学習館4階）ほか
内容：生活者に必要な初歩の日本語を教室形式で学習する
講師：日本語学校（ホツマインターナショナルスクール）の講師各回1名
アシスタント：日本語指導ボランティア20名（延べ90名）
受講者：【第1期】26名、【第2期】23名（中国、ブラジル、ベトナム、ペルー、フィリピン、
アメリカ、マレーシア、パキスタン）受講者の家族を対象にした託児を実施。
28 外国人市民のための日本語教室「緊急時会話コース」
＜文化庁日本語教育事業「地域日本語教育実践プログラム」委託事業＞

日時：【第1期】平成29年8月27日～9月24日
【第2期】平成30年1月21日～2月18日
毎週日曜日 9：30 ～ 11：30 各期5回
会場：スイトピアセンター 男女共同参画活動室（学習館4階）ほか
内容：日常生活の場面（病院・警察・消防など）での会話を教室形式で学習する
講師：日本語学校（ホツマインターナショナルスクール）の講師各回1名
専門分野講師：警察署職員、消防署職員各1名
アシスタント：日本語指導ボランティア14名（延べ31名）
受講者：【第1期】9名、【第2期】21名（ブラジル、ベトナム、フィリピン、ロシア、アメリ
カ、パキスタン）受講者の家族を対象にした託児を実施。
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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
29 外国人市民のための日本語教室「生活情報習得クラス」
＜文化庁日本語教育事業「地域日本語教育実践プログラム」委託事業＞
日時：平成29年8月20日～9月17日
毎週日曜日 13：00 ～ 15：00
会場：スイトピアセンター 男女共同参画活動室（学習館4階）ほか
内容：日常生活で直面する場面の会話・生活情報などを教室形式で学習する
講師：岐阜経済大学非常勤講師ほか 計3名
専門分野講師：市役所職員 計2名
受講者：8名（ブラジル、ベトナム、フィリピン）
受講者の家族を対象にした託児を実施。
30 日本語教育の学習教材作成（運営委員会）
＜文化庁日本語教育事業「地域日本語教育実践プログラム」委託事業＞
内容：大垣地域に暮らす外国人市民が活用できる、地域の特色を取り入れた日本語学習支援教
材（Ａ4サイズ、総ぺージ数188ページ）を作成した。扱ったテーマ：医療機関、公共交通機関
の利用、買い物、公共施設の利用ゴミ出しのルールなど日常生活の場面教材執筆者：伊藤 か
んな氏ほか2名［運営委員会］
日時：平成29年7月29日（土）、平成29年12月3日（日）、平成30年3月4日（日）の計3回
会場：スイトピアセンター 学習室3－5（学習館3階）ほか
内容：大垣地域に暮らす外国人市民の日本語学習について検討した。
運営委員会委員：伊藤 かんな氏（岐阜経済大学非常勤講師）ほか8名
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31 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29年4月1日（土）～平成30年3月31日（土）
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41名（ブラジル、中国、フィリピン、台湾、ドミニカ共和国、エジプ
ト、インドネシア）
32 相談窓口の設置
会場：スイトピアセンター 大垣国際交流協会事務室（学習館2階）
○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
33 行政書士による行政手続き相談会

協力：県行政書士会

日時：平成29年4月2日～平成30年3月4日の毎月第1日曜日 13：00 ～ 15：00
会場：スイトピアセンター 学習室3－2（学習館3階）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）ほか
相談者：3件

予約制

34 ポルトガル語によるこころの相談会
日時：平成29年4月9日～平成30年3月11日の毎月第2日曜日 10：00 ～ 16：00 予約制
会場：スイトピアセンター 学習室3－3（学習館3階）ほか
内容：日常生活でのこころのケア専門カウンセラーによる相談
相談員：ビビカナン ベルナルヂィ アルベス氏（日本心理学会認定心理士）
相談者：58件
35 外国人市民のための和服体験
日時：平成29年度の日曜日 年14回 10：00 ～ 12：00
会場：スイトピアセンター 茶室（学習館2階）
指導者：日本文化紹介ボランティア（着付け）5名
参加者：40名（ベトナム、中国、フィリピン、ブラジル、インドネシア）
36 外国人市民のための浴衣体験
日時：平成29年7月16日（日） 10：00 ～ 12：00
会場：スイトピアセンター 学習室3－4（学習館3階）
指導者：日本文化紹介ボランティア（着付け）2名
参加者：14名（ベトナム、ブラジル）
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団体名
設立年
区
設立の目的
No 代表者（事務局長）
分
主な活動内容
会員数
連絡先
(公財)大垣国際交流協会
37 外国人市民のための生け花体験
日時：平成30年3月11日（日） 11：00 ～ 12：00
会場：スイトピアセンター 創作実習室3（学習館5階）
指導者：日本文化紹介ボランティア（華道）2名
参加者：16名（ブラジル、中国、ベトナム、オーストラリア、アメリカ）
38 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29年8月24日（木）～25日（金） 18：30 ～ 21：00
会場：西地区センター 和室（南若森ふれあい公園内）
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名
参加者：55名（ブラジル）
2

39 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29年10月8日（日） 12：15 ～ 16：45
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：ボランティア2名
参加者：19名（ベトナム、中国）
40 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 ～ 12：00（月8回）
会場：学校法人ＨＩＲＯ学園
対象：学校法人ＨＩＲＯ学園生徒
指導回数：96回
派遣講師：石水 美佳子氏

市
町
村
国
際
交

1981
(法人)
中津川市姉妹都市友好推
42
進協会
(個人)
82
杉本

潤

流

(池戸 一秀）
〒508-0032
協
3 岐阜県中津川市栄町1-1
にぎわいプラザ4階
会
中津川市生涯学習課内
松木 麻美
TEL 0573-66-1111
(4312)
FAX 0573-65-5795

・姉妹都市提携に関する協定の趣旨にのっとり両市民間の友好を深め、日伯両国の親善と世界平
和に後援することを目的にした協会の設立と、両国の学術、文化・教育・芸術・経済・産業など
市民同士の幅広い交流を深めるために会員を募集する。
1 中津川市姉妹都市友好推進事業（中津川市姉妹都市友好推進協会）
・両国の学術、文化・教育・芸術・経済・産業など市民同士の幅広い交流を深める。
・情報交換
・事業PR活動等

2001 ・市民と情報を共有しつつ、国際社会で広く学び、交流し、互いに支え合って恵まれた自然環境
中津川市国際交流事業検 (個人)
を守り、人・文化・情報を国内外に発信できる幅広いまちづくりをすすめるために、諸外国との
討委員会
16 交流を図ることを目的とする。
松田
(池戸

幸博
一秀)

〒508-0032
4 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
三尾 武久
TEL 0573-66-1111
(4313)
FAX 0573-65-5795

1 市民国際交流事業「中学生海外研修」（中津川市国際交流事業検討委員会）
市内の中学生を海外に派遣し、訪問国での交流や現地の文化・風俗に触れることを通じて、相
互の友好と理解を促進するとともに、中学生の人との関わり方や国際感覚を育み、心身ともに
健全で豊かな人材を育成することを目的とする。現地ではホームステイ、学校交流、食文化交
流等を行う。市民のボランティアスタッフが企画・運営を行い、現地へも同行するところがこ
の事業の特徴である。
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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
北角
(稲川

浩一
和宏）

〒504-8555
各務原市那加桜町1-69
各務原市観光交流課内
梅田 宅真
TEL 058-383-1426
FAX 058-389-0765

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1986
(団体) ・各務原市民が国際的に経済、学術、文化の幅広い交流を積極的に推進し、国際化に対応できる
25 街づくりと、国際親善を図り、ひいては世界平和に寄与することを目的とする。
(個人)
215 1 小学生米国（グアム）派遣事業 (各務原国際協会)
市内の小学生を米国グアム準州グアム島へ派遣し、グアム大学アドベンチャースポーツプログ
ラム（英語、現地の子どもとの交流）、平和学習（戦争遺跡ほか見学）などを実施する。
2 セリトス市高校生交流団受入事業 （各務原国際協会）
セリトス市高校生交流団の来市に伴い、市内高校への訪問支援やホームステイに係るホストフ
ァミリーの募集等を行い、市内高校生との交流を通じて国際交流を図る。
3 2017女子ホッケーアジアカップ通訳ボランティア派遣 （各務原国際協会）
各務原市内で行われた女子アジアカップに日本を含めた8ヵ国（中国・韓国・タイ・インド・
マレーシア・シンガポール・カザフスタン）が出場したため、通訳ボランティア50名を派遣。
チーム付き通訳や本部にて通訳を行った。
4 日本語講座 （各務原国際協会）
外国人を対象とした、ボランティア講師による日本語講座。
5 日本語スピーチコンテスト （各務原国際協会）

市

外国人を対象とした日本語学習の目標となるよう開催。

5

6 英語スピーチコンテスト （各務原国際協会）

町

中学氏の英語力向上と優れた国際感覚養成を目的に開催。

村

7 国際交流料理教室 （各務原国際協会）

国

料理を通じて、外国の文化に触れることを目的とする。市国際交流員をはじめ、外国籍市民と
交流する場を提供する。

際

8 サンタクロース訪問事業 （各務原国際協会）

交

サンタクロースが市内保育所、ブラジル人学校ＮＯＶＡ
ＥＴＡＰＡのクリスマス会を訪問する。

流
協

9 イングリッシュバスツアー

（各務原国際協会）

英語をブラッシュアップしたい人の為の英語漬けのバスツアーを開催し、市民をはじめとして
会員同士の親睦を深める

会

10 英語絵本読み聞かせ事業

（各務原国際協会）

市国際交流員による英語絵本の読み聞かせを実施する。
11 英文多読交流会

（各務原国際協会）

英文多読初心者のための交流会を開催する。

金山町国際交流協会
古田

嘉穂

〒509-1695
下呂市
6 金山町大船渡600-8
金山振興事務所内
兼山 壽伸
TEL 0576-32-2201
FAX 0576-32-3336

1989
(団体) ・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
4 深めるための活動を行うことを目的として設立されました。
(個人)
90 1 ケチカンデー
毎年、ケチカン市訪問団と市民の方の交流を目的としたイベントを開催。太鼓演奏や盆踊り、
煎茶道体験など日本の文化も紹介しています。今年は、交流事業30周年を祝い記念式典を開催
し、ケチカン市長らも参加され、両市の末永い友好を祈念されました。
2 クリスマスパーティー
アメリカンスタイルのクリスマス料理を作って、パーティーを開催。目玉料理は、ターキー(
七面鳥)。アメリカのクリスマス料理のレシピで「丸焼き」に挑戦しました。
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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
渡邉
(各務

孝夫
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

設立年
会員数
2000
(団体)
27
(個人)
574

設立の目的
主な活動内容
・国籍、民族文化・社会環境の異なる人々も、等しく平和に共生できる地域社会の実現を目指し
て、地域の人々がともに協力し合い、国内外の人々と共に交流し、学び合い、協働活動を行うこ
とを目的にしている。
1 自主事業
・語学学習講座（前期後期各10講座）
・子どもの語学学習教室「サシペレレ」（7クラス）
ポルトガル語で英語（4クラス）
・日本語支援者養成講座（6回）
・多言語情報誌の発行（毎月ポルトガル語、英語発行）
・国際理解教育事業
・通訳・翻訳活動
【委託事業】
・定住外国人の子どもの就学支援事業
・文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
・外国人向け親育て、子育て支援事業

市

・多治見市外国籍等児童生徒教育支援事業
【助成事業】

町

・在住ブラジル人等の子どもの学習支援

村

・地域グローバル人材育成事業

国

・在住外国人の自立に向けた地域社会参加促進事業（ファシリテーター＆コーディネーター養
成講座）

際 7

【寄附事業】

交

・ＨＥＡＴプロジェクト寄附事業

流

【補助事業】

協

・岐阜県外国籍の子どもの進学支援事業
その他

会

地域の団体等連携事業

2 受託事業
可児市多文化共生センター管理運営事業（可児市指定管理委託事業）
(1)情報収集・発信・提供事業
･･･在住外国人向け親育て・子育て支援事業、
日本語教室の開催、多言語情報常設展示、
イベントや地域情報案内、閲覧用パソコン、
フレビアだより発行、メールマガジン
月2回発信、フェイスブックの展開
(2)外国人相談窓口
･･･ポルトガル語相談窓口の常設及び英語、
タガログ語対応、災害時訓練等、
あんしん賃貸支援事業、生活ガイダンス
などの実施
(3)交流の場
･･･多文化共生フェスティバルの開催、
日本語作文コンテスト開催など
(4)可児市多文化共生センターの管理運営業務
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
岐南町国際交流協会
髙見

昌伸

（井上

哲也）

〒501-6197
羽島郡岐南町八剣7-107
井上 剛志
TEL 058-247-1370
FAX 058-240-4568
8

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1999
(団体) ・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、
12 国際感覚あふれる街づくりに寄与することを目的とする。
(個人)
(岐南町国際交流協会）
143 1 国際理解講座
田渕 琢真「3回の協力隊経験から学んだＴｈｉｎｋ ｇｌｏｂａｌｌｙ,Ａｃｔ
Ｌｏｃａｌｌｙ」
2 第1回海外料理教室

(岐南町国際交流協会）

ドイツ・手作りパン
3 第2回海外料理教室

(岐南町国際交流協会)

ペルークリスマス料理教室
4 国際交流フェスタ

(岐南町国際交流協会）

ぎなんフェスタ内のイベントの一部として、ハロウィン仮装コンテストを実施。
5 第1回海外工芸教室ハッピーハロウィンＩＮぎなん

(岐南町国際交流協会）

岐阜県国際交流員の外国人講師を招いて、ランタン作りやハロウィンゲームなどで、交流を深
める。
6 第2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
市
(公財）岐阜市国際
交流協会

町
村

堀

国

(辻

幹夫
賢司）

〒500-8076
岐阜市司町40番地5
西村 千輝
TEL 058-263-1741
FAX 058-263-1741

際
交
流

1991
(団体) ・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
11 い、国際化に対応したまちづくりと国際親善の発展に寄与する。
(個人)
1 情報提供・広報啓発事業
55
a)「インターナショナルインフォメーションスタンド」の運営
国、県、市、当協会等が作成した各種の多言語資料をはじめ、民間国際交流団体が行うイベン
トや、岐阜市の友好姉妹都市などの国際交流に関する様々な情報を提供した。
b)ホームページによる国際交流・多文化共生推進イベント等の情報発信

協

当協会のホームページ等を利用し、日本語講座などの当協会主催事業や外国人市民に役立つ情
報など、各種情報を発信した。

会

c)「国際交流ニュースＧＩＦＵ」の発行
岐阜市の国際交流及び多文化共生推進の取り組みを広く市民に紹介するため、国際交流イベン
ト、ボランティア活動、多文化共生推進事業、岐阜市の友好姉妹都市交流などの記事を掲載し
た情報誌を発行した。
9

2 国際交流推進事業
1) 外国文化理解講座
外国文化の理解促進を目的として、外国人市民などを講師に、諸外国の文化や言語を紹介する
講座を実施した。
a) Ｅｎｊｏｙ！！アメリカ

～アメリカンクッキング～

当協会の多文化交流員を講師に、アメリカの地域ごとの料理の違いについてクイズを通して学
び、料理を作って試食し、アメリカへの知識や理解を深めた。
b) Ｅｎｊｏｙ！！ホンジュラス
ホンジュラス出身の市民を講師に、ホンジュラスの文化や歴史、習慣についての話を聞き、伝
統楽器の演奏や手作り料理の試食などを通して、ホンジュラスへの知識や理解を深めた。
c) Ｅｎｊｏｙ！！トルコ
岐阜県の国際交流員を講師に、トルコの文化や歴史、習慣についての話を聞き、伝統的な踊り
の体験やお菓子の試食などを通して、トルコへの知識や理解を深めた。
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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

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
2) 国際理解連携講座（岐阜市生涯学習センターとの共催）
国際交流や多文化共生の理解促進を目的として、「大統領が女王、天皇、主席と本音で食事を
したら…？」と題し、「食べる」「もてなす」という視点から、食を通した世界各国の文化や
歴史、社会を学び、外国への興味や関心や理解を深める講座を開催した。
3) ハローギフ・ハローワールド2017への参加
日中不再戦碑文交換のパネル展示や外国茶の試飲、東京オリンピック・パラリンピックにおけ
る岐阜市のホストタウン相手国スロバキアの紹介を行った。
4) 国際理解出前講座
岐阜市教育委員会主催のマイチャレンジ講座「外国の人とふれあおう」に当協会の外国人スタ
ッフを派遣し、母国の文化や遊びを紹介した。
5) 国際理解啓発事業
世界の文化、習慣等の異文化や国際交流の歴史を学ぶ機会を提供することを目的として、下記
の事業を実施した。
a) 「不戦と友好の歩み」日中国交正常化45周年・日中不再戦碑文交換55周年写真展

市

日中国交正常化45周年及び岐阜市と友好都市である杭州市とが日中不再戦の碑文を交換してか
ら55周年にあたることを記念し、中部6県の日中友好協会の長年にわたる活動や岐阜市と杭州
市との交流の歩みを市民にパネルで紹介する写真展を開催した。また、写真展に合わせ、中国
の切り絵や書写の体験コーナーを実施した。※岐阜県日本中国友好協会及び中国駐名古屋総領
事館主催(当協会共催)

町

b) ワールドフェス

〜楽しく知ろう、考えよう、多文化共生〜

国

世界の文化、習慣等の異文化を学び、多文化共生について考えてもらうことを目的に、オープ
ンスペースにおいて、黒人初のメジャーリーガーを題材にした映画の上映や、外国の飲み物の
試飲、子ども向けの英語イベントなどを、高校生及び大学生のボランティア8名の企画・運営
により開催した。

際 9

6) 日中不再戦碑文交換55周年記念事業（岐阜市委託事業）

交

岐阜市と中国・杭州市が日中不再戦の碑文交換を行ってから55周年となることを記念し、程永
華中国駐日本国特命全権大使らを迎え、記念式典を開催したほか、日中不再戦碑の訪問等を行
った。

村

流

7) イタリア・フィレンツェ市訪問団受入事業（岐阜市委託事業）
協
会

岐阜市歴史博物館で開催された「レオナルド×ミケランジェロ展」にあわせ来岐したクリステ
ィーナ・ジャーキフィレンツェ市副市長を受入れ、同展覧会開場式への出席や歓迎レセプショ
ン、友好校訪問、市内視察などを行った。
8) 岐阜市友好姉妹都市等一般交流事業（岐阜市委託事業）
友好姉妹都市等と岐阜市との交流に関する下記事業を実施した。
a) 国際交流アドバイザーの配置
友好姉妹都市等における民間団体の交流を促進するため、国際交流アドバイザーを配置し、杭
州市やフィレンツェ市を訪問する民間団体に対し、現地での交流活動に関するアドバイスを行
ったほか、イタリアやブラジルとの交流を進める民間団体等に対し、交流事業に関するアドバ
イスを行った。
b) 姉妹都市における平和の鐘パネル展
毎年、岐阜空襲の日に「平和の鐘」を鳴らし、平和の大切さを再確認する事業を姉妹都市でも
実施しており、その様子を写真などで紹介するパネル展示を「子どもたちに伝える平和のため
の資料展」にあわせて開催した。
c) シンシナティチルドレン合唱団受入事業
岐阜市の姉妹都市アメリカ・シンシナティ市から来岐したシンシナティチルドレン合唱団を受
入れ、岐阜むくの木合唱団とのジョイントによる「ウェルカムコンサート」を岐阜市文化セン
ターで開催した。
d) 韓国・大邱(テグ)広域市寿城(スソン)区東山(トンサン)小学校訪問団受入事業
岐阜市と都市間交流を進めている韓国・大邱広域市寿城区の東山小学校からリュ・ミンハ校長
ら訪問団を受入れ、岐阜市立加納小学校との姉妹校提携調印式に出席したほか、市内視察や歓
迎夕食会を行った。
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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

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容
9) 「多文化交流フェスタ in メディコス」の開催（岐阜市委託事業）
国際交流・多文化共生・国際協力イベントとして、市内の国際交流団体等と連携し、外国の音
楽や踊りなどを披露するステージパフォーマンスや外国文化の体験を実施した。また、「楽し
く知ろう！国際交流・国際協力・多文化共生」と題し、友好姉妹都市や多文化共生などについ
て紹介する展示を行った。
10) ホストタウン交流事業（岐阜市委託事業）
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、岐阜市のホストタウン相手国である
スロバキア共和国について、市民に紹介するイベントを実施した。
a) スロバキア模様のマグネットづくり
スロバキアの国旗と伝統刺繍をモチーフにしたマグネットを作成するイベントを留学生協力の
もと実施した。（学校法人岐阜学園コロムビア・ファッション・カレッジ主催の学生デザイン
制作発表会と連携を図り実施）
b) スロバキアフェスティバル
スロバキア民族舞踊研究会「ヴァラシュカ」を招き、スロバキアの踊りを紹介したほか、スロ
バキアのお菓子の試食や、スロバキア模様のマグネットづくりを実施した。また、イベントに
あわせ、駐日スロバキア共和国大使館の協力のもと、風景ポスターや伝統工芸品などの展示を
行った
3 多文化共生推進事業

市
町
村
国
際 9
交

1)外国人のための日本語講座（公益財団法人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」及び岐阜市補助金を受け実施）
外国人市民を対象に、日常生活に必要となる基本的な日本語を習得し、日本での生活や文化理
解の一助となることを目的に開講した。
2) 「たぶんカフェマネージャー」育成事業
当協会と協力して岐阜市における多文化共生推進の役割を担うボランティア人材「たぶんカフ
ェマネージャー」の育成を目的として、ボランティアを対象とした意見交換会を実施した。
3) 多文化交流政策研究会事業

流

多文化共生のまちづくりを推進し、政策に生かすことを目的として、外国人市民と日本人市民
が話し合う「ぎふしゃべり場」を開催し、外国人の生活をより豊かにするための方法や、日本
人とのコミュニケーションの取り方について意見交換を行った。

協

4) 多文化交流促進事業

会

賛助会員相互の交流を深めるとともに、外国人市民と日本人市民との交流の機会とすることを
目的として、下記事業を実施した。
a) 英会話イベント

Ｅｖｅｎｉｎｇ Ｅｎｇｌｉｓｈ

英会話を楽しむイベントを開催し、参加者同士の交流を深めた。
b) 交流会
フィリピンやブラジルの歴史や文化、習慣についての話を聞き、民族舞踊やお菓子、飲み物を
楽しむ交流会を開催した。
5) 多文化交流「場所づくり」事業（岐阜市委託事業）
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外国の飲み物の提
供、友好姉妹都市等の紹介展示などを行い、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。また、日本人市民及び外国人市民の交流・学び・創造の場を提供する下記
事業を実施した。
a) 季節イベント
イースターやハロウィン、クリスマス、春節などの外国の季節イベントにあわせ、カード作り
や折り紙、ぬり絵、切り絵などを通して外国文化を体験してもらうイベントを実施した。
b) 英語イベント
外国人スタッフと遊びを通して英語に親しむ「Ｈｅｌｌｏ！Ｅｎｇｌｉｓｈ」（４歳～小学生
対象）や「Ｈｅｌｌｏ！Ｅｎｇｌｉｓｈ“ＢＩＧＫＩＤＳ”」（小学3～6年生対象）、ゲーム
などを交え英会話を楽しむ「Ｏｐｅｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｉｒｃｌｅ」(中学生～25歳対象)を実施した。
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連絡先
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c) 言語かふぇ
外国人スタッフとお茶を楽しみながら、言語や文化について学ぶイベントを実施した。
d) 日本語かふぇ
外国人市民を対象に、日本の文化や日本語での会話を楽しむイベントを実施した。
e) ワイワイサークルの団体利用
日本語ボランティア教室や英会話サークルなど、国際交流、国際協力及び多文化共生に関わる
活動を行う団体の活動場所として、ワイワイサークルを貸し出した。
6) 多文化交流コーディネート事業（岐阜市委託事業）
多言語で日本人市民・外国人市民の交流をサポートするとともに、各種事業への参加促進を行
った。
7) 留学生ネットワーク活用事業（岐阜市委託事業）
市内の大学に在学する外国人留学生を対象に留学生委員を募集し、地域活動や就職、防災につ
いての意見交換会を実施したほか、留学生委員が企画、運営する防災イベントを行った。(防
災イベント参加者15名 ※留学生委員を含む)
8) 「外国人の視点」による魅力向上事業（岐阜市委託事業）

市

外国人の視点による観光やまちの魅力向上を目的として、外国人市民を対象に、乙津寺の縁日
や小紅の渡し体験、梅林公園の梅まつりへの参加、空穂屋での茶道体験を行う市内モニターツ
アーを開催した。また、ツアー後に意見交換を行うワークショップを実施し、感想等の情報を
まとめ、ホームページやＳＮＳを活用して多言語での情報発信を行った。開催にあたり、岐阜
市の観光やまちづくり担当者の意見を取り入れ、連携して実施することにより岐阜市のPRにつ
なげた。

町

9) 外国人コミュニティとの協働事業（岐阜市委託事業）

村

外国人コミュニティの育成と連携強化を目的として、外国人市民の自立と社会参画の推進に資
する事業を外国人コミュニティと協働で実施した。

国
際 9

a) ～日本で暮らすための～ マネーセミナー＆着物体験

交

フィリピン出身の市民らを対象に、子どもの将来について考えることを目的として、日本の教
育制度や学費・教育費についてのセミナーや、日本の通過儀礼としての着物文化についての講
演と着付け体験を実施した。（「ＡＳＦＩＬ ＧＩＦＵ」との協働事業）

流

b) 日中春爛漫交流会2018

協

日本人市民と中国人市民が楽しく中国文化を学び、体験しながら交流を深めることを目的とし
て、孔子にまつわる祭礼の紹介や、中国の文化である太極拳、切り絵、折花の体験、中国のお
茶やお菓子の試食などを通して交流するイベントを実施した。（「岐阜日中文化交流協会（星
友会）」及び「東海・北陸中国帰国者支援・交流センター」との協働事業）

会

10) ボランティア発掘・育成事業（岐阜市委託事業）
国際交流及び多文化共生の推進に携わる人材の発掘並びに育成を目的として、ボランティアの
企画・運営により、外国の民族衣装やボードゲーム、ぬり絵体験、英語の絵本の読み聞かせな
どを行うイベント「エンジョイ！ワールド！！」を実施した
11) 多言語案内表示ガイドライン普及事業（岐阜市委託事業）
民間事業者等を対象に、「岐阜市多言語案内表示ガイドライン」を活用して、多言語表記の必
要性やメリットについて紹介し、多言語メニューをパソコンで作成する実践研修を行った。ま
た、「多文化交流フェスタｉｎメディコス」で実施した展示の中で、ガイドラインの内容を紹
介する展示を行った。
12) 外国人市民向け資料の発行（岐阜市委託事業）
外国人市民の生活支援を目的とする「外国人生活ガイドブック」（英語、中国語）及び「外国
人生活ガイドブック概要版」（やさしい日本語、中国語、ポルトガル語）を一部改正し発行し
た。
13) 「やさしい日本語」講座（岐阜市委託事業）
外国人市民と日本人市民とのコミュニケーション促進を目的として、外国人市民にも理解しや
すい「やさしい日本語」について学ぶ講座を開催した。
14) 防災啓発事業（岐阜市委託事業）
外国人市民の防災意識の啓発及び防災知識の習得を目的として、「消防署で学ぼう！外国人市
民のための防災体験」と題し、消防署の見学やＡＥＤ講習、水消火器を使った訓練体験などを
実施したほか、防災の基礎知識や非常食についての講習を行った。
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15) 災害時多言語支援センター設置準備事業（岐阜市委託事業）
災害が発生した際、外国人市民に対する災害情報の多言語化や避難所の巡回等による支援を行
う「岐阜市災害時多言語支援センター」を設置運営するため、ボランティア等を対象に、災害
時の外国人支援について学ぶ講義や、設置運営マニュアルに基づいた災害情報の翻訳作業、避
難所巡回などのセンター運営業務の訓練を岐阜市の防災担当部局や岐阜県の関係機関と連携し
て実施した。また、災害時のセンター設置に備え、必要な物品の準備等を行った。
16) 外国人市民向け相談窓口の開設（岐阜市委託事業）
英語、タガログ語、中国語、ポルトガル語に対応する相談窓口を開設し、行政手続や日常生活
における相談業務を行った。
17) 多世代“学び”交流事業（岐阜市委託事業）
外国人児童の就学支援を目的に、豊富な経験と知識を有するシニア世代のボランティア等を活
用し、交流を通して学校の宿題や簡単な日本語の勉強、日本の文化などを教える「サポート交
流ひろば」を実施した。

9

18) 日本語の教え方講座（岐阜市委託事業）
外国人市民に基礎的な日本語を教えている、またはこれから教えようと考えている市民、ボラ
ンティアを対象に、日本語の教え方を学ぶための講座を開催した。
4 民間活動支援・連携事業
1) 草の根交流助成事業

市

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、助成金の交
付による支援を行った。

町

日中不再戦碑文交換55周年・日中国交正常化45周年記念訪中団

村

フィレンツェ展協賛
国

アフガニスタン講演会

際
交

郡上八幡国際友好協会

会

鷲見
(辻

幸彦
治美）

〒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
粥川 徹
TEL 0575-67-1121
FAX 0575-56-1711

1989
(団体)
28
(個人)
46

(スコラーズ岐阜)

(特定非営利活動法人

アフリカの子ども達に愛の靴、文房具を

流
協

イタリア音楽の調べ

(岐阜県日本中国友好協会)

飛鳥)

(ＮＰＯ法人ぎふ・コートジボワール)

・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。
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5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）
インドネシア出身の講師を招き、インドネシアの代表的な料理の調理実習、試食会や食を通じ
た文化の紹介等

郡上市国際交流推進
協議会
鷲見
(西川

幸彦
裕子）

11 〒501-4297
郡上市八幡町島谷228
郡上市市長公室
秘書広報課内
粥川 徹
TEL 0575-67-1121
FAX 0575-56-1711

2005 ・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
(団体) 活動する団体の連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
2 く展開する。
1 郡上市国際交流推進協議会 学習会
・岐阜県清流の国づくり政策課多文化共生担当係長から「岐阜県多文化共生推進基本方針」に
ついて講座を実施
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団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
白川町国際友好協会
鈴木 寿一
(安江 章）
〒509-1192
加茂郡白川町河岐715
白川町役場 企画課企画
係
高木 大輔
TEL 0574-72-1311
FAX 0574-72-1317

設立年
会員数
1985
(団体)
30
(個人)
171

設立の目的
主な活動内容
・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
。
1 在住外国人支援事業 (白川町国際友好協会・日本語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お出かけツアーや異文化交流、視察研修を開催し、地
域生活での悩み事相談や交流を深める場を作っている。
2 第15回青少年ピストイア市派遣事業
異文化交流やグローバルな人材の育成などを目的に、姉妹都市提携を結ぶイタリア・ピストイ
ア市に町内中学生を派遣。平成29年度は中学生6人と引率者3名がピストイア市を訪問。
3 在住外国人お出かけ交流ツアー

市
町

在住外国人の家族が、交流しながら近隣市町村の観光地を巡るツアー。日本語ボランティアグ
ル―プも同行する。平成29年度は26人参加。

12

4 イタリアオルガン音楽関連の後援事業

村

①パイプオルガン入門講座
②第33回白川・イタリアオルガン音楽アカデミー

国
際

・イタリアオルガン音楽の指導。
・国際、文化交流のによって個性豊かな人材を育成するとともに、音楽文化の向上を図る。

交

・平成29年度は①パイプオルガンの入門講座に県内外から34人受講、白川・イタリアオルガン
音楽アカデミーには全国から25人受講。

流

5 日本語ボランティアグループによる日本語教室

協

年間を通じて、日本語ボランティアグループが日本語教室を開催。
平成29年度は87名、89回（延べ回数）

会

白鳥町国際交流協会
金山

久明

1992 ・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
(団体) 互の友好関係を促進し、もって国際親善に寄与するとともに、世界の平和と人類の福祉に貢献す
27 ることを目的とする
(個人)
80

蓑島 晋一郎
13 〒501-5121
郡上市白鳥町白鳥
1088-11
蓑島 晋一郎
TEL 0575-82-3005
FAX 0575-82-5678

－63－

団体名
区
No 代表者（事務局長）
分
連絡先
関市国際交流協会

14

伊佐地

英俊

(井上

敬一）

設立年
会員数

設立の目的
主な活動内容

1994
(団体) ・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
56 意識の高揚を図り、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。
(個人)
293

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

多治見国際交流協会
牛込

進

渡邉

正紘

1999 ・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
(団体) 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
28 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。
(個人)
187

〒509-8703
15 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
TEL 0572-22-1111
(1135)
FAX 0572-25-6213
市
町

土岐市国際交流協会

村

籠橋

国
際
交

16

(石原

2005
(個人) ・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
15 り企業、行政に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。

一貴
千賀子）

〒509-5401
土岐市駄知町1459-1
籠橋 一貴
TEL 0572-59-3266
FAX 0572-59-3266

流
協

富加町国際交流協会

会
渡辺

謙太郎

17 〒501-3392
加茂郡富加町滝田1511
佐合 星彦
TEL 0574-54-2111
FAX 0574-54-2461

羽島市国際交流協会
川島
(北垣

義之
圭三）

〒501-6292
羽島市竹鼻町55
18 市川 美里
TEL 058-392-1111
FAX 058-394-0025

2002
(団体) ・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
9 民の国際意識の高揚を図り、国際性豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。
(個人)
26
家族
9

1997
(団体) ・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、
19 国際感覚あふれる街づくりに寄与することを目的とする
(個人)
111 1 国際交流のつどい・講演会（羽島市国際交流協会）
陶芸家七代加藤幸兵衛さんを講師に迎え、「悠久のペルシャと焼き物」と題し、イランの歴史
や文化についての講演会と、講師の作品を含むイランの民芸品の展示を併せて開催した。
2 「オレゴン異文化交流協会」ホームステイ（羽島市国際交流協会）
「オレゴン異文化交友協会」の学生及び引率者（16名）を、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入れ、ホームステイを行った。ウェルカムパーテ
ィや浴衣の着付け体験、県立羽島高等学校の訪問や美濃縞織り体験を通して、交流を図った。
3 幼児向け英会話講座 （羽島市国際交流協会）
3歳以下の幼児を対象に親子でゲームや絵本の読み聞かせなどを通し、遊びながら英語にふれ
、コミュニケーションを図る講座を開催した。
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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
4 ハッピー・イースター （羽島市国際交流協会）
イースターをテーマにしたゲームや英語の歌を通して英語にふれることで、異文化理解を深め
た
5 お菓子講座
（羽島市国際交流協会）
岐阜県国際交流員セヴギ・チェヴィックさんを講師に迎え、トルコの文化紹介を交え、トルコ
のお菓子レヴァーニ等を作り、異文化理解を深めた。
6 夏休み英語教室

（羽島市国際交流協会）

市ＡＬＴを講師に迎え、小学校低学年を対象とした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、英語にふれる講座を開催した。
7 中部国際空港セントレア訪問

（羽島市国際交流協会）

小学校及び義務教育学校4年生から6年生までを対象に、中部地方の空の玄関口として利用され
る国際空港であるセントレアを訪問し、ツアーガイドからセントレアの見どころや魅力につい
て説明していただき、国際感覚を養った。
8 外国人向け防災セミナー

（羽島市国際交流協会）

市内等在住外国人を対象に、岐阜県広域防災センターにて、地震体験や消火器訓練を通して防
災に関する知識を深めた。
9 フラダンスを踊ろう

（羽島市国際交流協会）

ハワイの文化紹介を交えながらフラダンスの踊りを体験し、異文化理解を深めた。
10 国際交流サロン
市

（羽島市国際交流協会）

講師よりスペインの日常生活や地域ごとの特徴をテーマにお話しいただき、異文化理解を深め
た

18

町

11 ハッピー・ハロウィン

村

（羽島市国際交流協会）

仮装をした親子が参加しゲームやエクササイズを行いながら異文化理解を深めた。
12 国際交流のつどい

国

交流会

（羽島市国際交流協会）

講演会後、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。

際

13 日本文化体験講座

交

（羽島市国際交流協会）

在住外国人を対象に琴の演奏体験を通して、日本の伝統文化に理解を深めた。
流

14 ハッピー・クリスマス

協

（羽島市国際交流協会）

クリスマスをテーマにしたゲームやクリスマスソングにふれることで、異文化理解を深めた。
15 国際料理教室

会

（羽島市国際交流協会）

韓国の家庭料理作りを体験し、異文化理解を深めた。
16 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・NPO法人「岐フランス」理事のジル・ゲランさんを講師に迎え、
イタリアのピエモンテ地方のワインの紹介等を通じて異文化理解を深めた。
17 紅茶セミナー

（羽島市国際交流協会）

スリランカの紅茶文化についての説明を聞いた後、セイロンティーの試飲を行い、異文化理解
を深めた。

飛騨高山国際協会

1987
(団体) ・協会は、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
24 る文化都市づくりと国際親善を図り、ひいては世界平和に寄与することを目的とする。

國島 芳明
19

(田中 明）
〒506-8555
高山市花岡町2-18
高山市役所海外戦略課
植杉 祐貴
TEL 0577-35-3346
FAX 0577-35-3167
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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
20

設立年
会員数

1997 ・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
(個人) する
20 1 フィリピンの路上生活の子どもたち写真展
平成29年7月19日～8月16日中央公民館ロビー。
・写真展ととも書き損じ葉書を集める。
・夏休み中なので小、中学生も多く又一般の方も熱心であった。

達雄

(石井

智恵子）

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

ＮＰＯ法人美濃加茂
国際交流協会
(武田

由美）

設立の目的
主な活動内容

2 講演会

フィリピンの路上の子どもを見つめて

平成30年3月4日中央公民館にて
講師 アイ・キャン 海外事業部長 吉田 文
写真映像を使っての講演は一般人の理解をいただくことが出来た、その人たちから困りの人
へと輪を広げてもらえる。書き損じ葉書、コイン等多くの協力が得られた。
1991 ・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
(団体) ともに、国際意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
33 目的とする
(個人)
143

〒505-0041
21 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

市

八百津町国際交流協会

町

後藤 英夫

村

古田

2002 ・協会は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
(個人) 共に、文化や歴史・社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
27 力しあい、国際交流事業を行うことを目的とする。

功

〒505-0392
国 22 岐阜県加茂郡八百津町八
百津3903-2
八百津町産業課
際
髙島 賢
TEL 0574-43-2111
交
FAX 0574-43-0969
流
協

養老国際交流協会
川瀬

会

重児

(久保寺

利明）

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
15 対応できるまちづくりと国際親善に寄与することを目的とする。
(個人)
85

〒503-1392
23 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
1951
(公財)大垣体育連盟
堤

後彦

(棚橋 武司）
〒503-0006
大垣市加賀野4－62
24 大垣総合体育館内
青木 伸行
(韓国交流担当)
下野 泰央
(ドイツ交流担当)
TEL 0584-78-1122
FAX 0584-78-1129

・アマチュアスポーツを普及振興して、大垣市民の体力の向上を図るとともに地域社会の発展に
寄与することを目的設立
1 第9回青少年・指導者ドイツ受入れ事業

（公益財団法人大垣体育連盟

主催）

大垣市のフレンドリーシティであるシュトゥットガルト市からの派遣団員(団長・総務含む13
名)を受入れ、スポーツを通した交流を図る。(平成29年4月15日から4月23日まで)
2 第18回青少年・指導者ドイツ派遣事業

（公益財団法人大垣体育連盟

主催）

派遣団員（団長・総務含む13名）を大垣市のフレンドリーシティであるシュトゥットガルト市
へ派遣し、スポーツを通した交流を図る。(平成30年3月27日から4月5日まで)
3 第10回韓国少年スポーツ相互交流事業

受入れ事業（大垣市

主催）

大垣市のフレンドリーシティである昌原市から小学生のサッカーチームを受け入れ、サッカー
の試合やホームステイを実施し交流を図る。(平成29年8月23日から26日まで)
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