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25周年　ありがとうございます
「フレンドリー」７７号は、２０周年からの５年間を振り返り、編集をいたしました。
この間、鳥インフルエンザ、大震災による福島原発事故等で派遣･受入が中断され
ることもありました。でも、フレンドリーに掲載された派遣学生・受入学生さんの感想
や、ボランティアさんの活動、海外紹介を読みますと、笑顔とありがとう！の言葉が聴か
れます。世界中に、この、笑顔とありがとう・ごめんなさいの言い合える、フレンドリーな
時がくることを願って２５周年記念号を編集いたしました。
また、表紙の“ありがとう　２５周年”の書をお書きいただきました、臼井千里先生に厚
く感謝申し上げます。ありがとうございました。

【皆様からの情報をお待ちしております】
皆様の身近での国際交流活動や海外での異文化体験などの情報がありましたら、事務局
までお知らせください。また、ご意見、ご感想などありましたら、併せてお寄せください。

フレンドリー

編集後記

【行事予定とお知らせ】
✿外国人市民のための行政手続相談会
毎月第１日曜日　１３:００～１５:００（事前予約制）
ビザなどの手続きについての相談会です。
予約、通訳の有無については本協会まで、お問い
合わせください。

✿海外研修派遣団員の報告会
１１月９日(土)　１３:３０～１５:３０
スイトピアセンター　男女共同賛画活動室にて
今年度の研修派遣事業でベルギー・ナミュール市
へ行った中学生による報告会です。
皆様のご参加をお待ちしております。
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「ありがとう 25周年」 書　臼井千里
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平成２３年度

平成２2年度

平成２０年度

✿フレンドリーシティ派遣事業

✿フレンドリーシティ受入事業
平成２０年度
●中国・邯鄲市学生訪問団受入（団員１２名） （7/30～8/8）　　　　　　●ベルギー・ナミュール市学生訪問団受入（団員９名） （10/27～11/1）
平成２１年度
●ドイツ・シュツットガルト市学生訪問団受入（団員１５名） （9/25～10/2）
平成２２年度
●中国・邯鄲市学生訪問団受入（団員１３名） （7/26～8/3）　　　　　　●ベルギー・ナミュール市学生訪問団受入（団員７名） （11/1～11/6）
平成２４年度
●ドイツ・シュツットガルト市学生訪問団受入（団員１５名） （4/3～4/11）     ●中国・邯鄲市学生訪問団受入（団員１２名）（8/1～8/9）　　　　　　　　　　　　　
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●ベリア・グレンアイラ・邯鄲部会
●昌原部会
●シュツットガルト・ナミュール部会

広報委員会

●フレンドリー発行

ボランティア委員会

[ボランティアグループ種類]
●通訳・翻訳
●ホームステイ・ホームビジット
●日本文化紹介　　●日本語学習支援
●海外文化紹介　　●母国文化紹介　
●災害時通訳　　　●企画運営

●第７回中学生ドイツ･シュツットガルト市研修派遣団（7/20～7/27）
団長　棚橋　弘（興文中 校長）　　
総務　柴田　りえ（興文中 教諭）
団員　佐竹　梨沙（興文中）
 時田　彩香（赤坂中）
 日比野　亜衣（西部中）
 藤原　光梨（北中）
 川上　真由（赤坂中）
 小林　真美（星和中）
 西脇　慎一郎（東海中）

●第８回中学生ドイツ･シュツットガルト市研修派遣団（7/21～7/28）
団長　岩田　健次郎（星和中 校長）　　
総務　増田　裕子（南中 教諭）
団員　大久保　伶美（東中）
 西脇　ひかる（南中）
 柳瀬　貴大（北中）
 淺井　有希（北中）
 浅野　晃平（江並中）
 伊藤　恵里奈（江並中）
 井戸　優果（西部中）
 渡部　真実（愛知淑徳中）

●第３回小中学生オーストラリア･グレンアイラ市研修派遣団
団長　宇佐美　新晶（日新小 校長）　　
総務　吉安　三恵（大垣国際交流協会）
団員　佐宗　叶（興文小）
 永井　あや（興文小）
 早野　詩織（興文小）
 松岡　真里奈（興文小）
 岩崎　純兵（北小）
 林　　香里（中川小）
 小野　史織（東中）
 松居　礼華（北中）
 マルチンス　イザベラ（西中）

●第５回中学生ベルギー・ナミュール市研修派遣団（9/17～9/24）
団長　奥田　修二（東中 校長）　
総務　森下　直美（赤坂中 教諭）
団員　井戸　瑞歩（西部中）
 中里　智絵（東中）
 大谷　怜（上石津中）
 松井　悠雅（南中）
 小倉　莉緒奈（星和中）
 藤原　千華（北中）
 青井　萌華（興文中）
 大角　碧唯（江並中）

●第８回小中学生中国･邯鄲市研修派遣団（8/18～8/24）
団長　谷口　隆康（一之瀬小 校長）　　
総務　藤田　康代（大垣国際交流協会）
団員　甲斐　紫音（北小）
 高山　宝也（興文小）
 中島　朱里（興文小）
 渡邉　大智（安井小）
 柏　　陽菜乃（南小）
 酒井　梨緒（赤坂小）
 篠原　大弥（中川小）
 浅野　出帆（東中）
 田中　利果（聖マリア女学院中）

●第９回中学生ドイツ･シュツットガルト市研修派遣団（7/24～7/31）
団長　鷲野　善仁（赤坂中 校長）　　
総務　山之内　佳奈（西中 教諭）
団員　安田　かな
　　　　　　（岐阜聖徳学園附属中）
 青木　遥果（東中）
 澤木　愛（南中）
 吉安　潤菜（興文中）
 小島　悠太郎（興文中）
 平松　由貴（愛知淑徳中）
 髙橋　淳（東海中）
 日比野　有紗（金城学院中）

●第４回小中学生オーストラリア･グレンアイラ市研修派遣団
団長　大野上　喜雄（青墓小 校長）　　
総務　他田　美穂（小野小 教諭）
団員　岡田　美沙（東小）
 鍵本　なつみ（中川小）
 高橋　萌（日新小）
 濱田　翔太（興文小）
 山崎　二葉（北小）
 新井　亮介（西部中）
 日比野　阿美（西中）
 山本　玲（愛知淑徳中）
 廣田　怜奈（西部中）

●第２回小中学生オーストラリア･グレンアイラ市研修派遣団
団長　堀　　憲司（川並小 校長）　　
総務　廣瀬　百合子（中川小 教諭）
団員　平井　開都（興文小）
 久世　さくら（北小）
 吉村　彩理華（中川小）
 酒井　美乃理（青墓小）
 三輪　圭司（多良小）
 矢野　凱（東中）
 長屋　由紀（興文中）
 丹羽　麻有（興文中）
 川瀬　友可里（西中）

（8/24～8/31）

（8/22～8/29）

（8/21～8/28）

　多くの市民の皆さまのお力添えにより昭和63年9月に任意団体「大垣国際交流協会」とし

て設立されました。平成元年12月に財団法人化、平成24年4月1日から岐阜県より公益認定を受

け、公益財団法人 大垣国際交流協会として、ここに25周年を迎えることができましたことは、

ひとえに皆さま方のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

　当協会設立以降、大垣にお住まいの外国人市民は、近年若干減少傾向にあるものの、総人口

の2.6％を占めるとともに定住化傾向にあるため、外国人市民との共生社会づくりが求められて

います。こうしたなか、重点目標とし「外国人市民とともに生きる地域社会づくり」及び 

「国際交流・多文化共生を担う人材育成」に寄与する事業の推進を掲げ、外国人市民への日本

語学習支援事業や日本文化体験講座等を開催するとともに、従来にもまして数多くの協会を支

えていただける国際交流ボランティアの皆さまの育成にも積極的な展開をしております。

　また、フレンドリーシティ（友情都市）との学生、青年、女性等の派遣・受入を中心とした

幅広い国際交流・国際協力活動を展開してまいりました。海外との交流事業では、派遣総数

約650人、受入総数約1，000人という大きな実績を残すことができました。

　今後も、こうした海外との交流に微力ながら貢献していくとともに、国内での地域社会に

根差した活動を幅広く展開していくためにも、皆さま方の変わらぬご支援とご理解をお願い

申し上げ私のあいさつとさせていただきます。

公益財団法人  大垣国際交流協会

　　 理 事 長　田 中　良 幸　

２５周年を迎えて

公益財団法人 大垣国際交流協会組織図

▲理事長、ナミュール市学生訪問団記念植樹にて
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　多くの市民の皆さまのお力添えにより昭和63年9月に任意団体「大垣国際交流協会」とし

て設立されました。平成元年12月に財団法人化、平成24年4月1日から岐阜県より公益認定を受

け、公益財団法人 大垣国際交流協会として、ここに25周年を迎えることができましたことは、

ひとえに皆さま方のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

　当協会設立以降、大垣にお住まいの外国人市民は、近年若干減少傾向にあるものの、総人口

の2.6％を占めるとともに定住化傾向にあるため、外国人市民との共生社会づくりが求められて

います。こうしたなか、重点目標とし「外国人市民とともに生きる地域社会づくり」及び 

「国際交流・多文化共生を担う人材育成」に寄与する事業の推進を掲げ、外国人市民への日本

語学習支援事業や日本文化体験講座等を開催するとともに、従来にもまして数多くの協会を支

えていただける国際交流ボランティアの皆さまの育成にも積極的な展開をしております。

　また、フレンドリーシティ（友情都市）との学生、青年、女性等の派遣・受入を中心とした

幅広い国際交流・国際協力活動を展開してまいりました。海外との交流事業では、派遣総数

約650人、受入総数約1，000人という大きな実績を残すことができました。

　今後も、こうした海外との交流に微力ながら貢献していくとともに、国内での地域社会に

根差した活動を幅広く展開していくためにも、皆さま方の変わらぬご支援とご理解をお願い

申し上げ私のあいさつとさせていただきます。

公益財団法人  大垣国際交流協会
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２５周年を迎えて
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