Ⅰ 公益財団法人

大垣国際交流協会の概要

１．設立年月日
昭和６３年９月３日に任意団体「大垣国際交流協会」として設立、平成元年１２月
２８日に財団法人化、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
となる。

２．定款に定める目的
当法人は、産業、文化、スポーツ、教育等幅広い分野で国際的な交流を基とした「フ
レンドリ－構想」の促進をはかり、国際社会に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。

３．定款に定める事業内容
（１）フレンドリーシティとの学生等の相互受入、人材育成、市民活動の支援など
地域住民の国際交流・国際協力活動を推進し、もって国際相互理解の促進に寄与する
事業。
（２）多言語による相談、情報発信及び日本語学習支援など、在住外国人市民支援
活動を推進し、もって多文化共生社会の形成に寄与する事業。
（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

４．所在地
岐阜県大垣市室本町五丁目５１番地

５．所管官庁に関する事項
岐阜県

６．役員等に関する事項（令和２年４月１日現在）
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７．賛助会員の状況（令和２年３月３１日現在）
団体会員

：

３７社

個人会員

：

１１２人

Ⅱ 令和元年度

事業報告

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日）

１ 事業の実施状況
【Ⅰ】 フレンドリーシティとの学生等の相互受入、人材育成、市民活動の支援など、
地域住民の国際交流・国際協力活動を推進し、もって国際相互理解の促進に寄与
する事業
（１）フレンドリーシティ派遣事業
大垣市のフレンドリーシティ（友情都市）である中国・邯鄲市とベルギー・ナミュ
ール市及びアメリカ合衆国・オレゴン州ビーバートン市、ユージーン市への派遣を実
施した。
令和元年度は、次の４都市に児童・生徒・学生訪問団の研修派遣を実施した。
①第１０回 中国・邯鄲市 小・中学生 研修派遣
・時

期：令和元年７月２８日（日）～８月２日（金）＜６日間＞

・人

員：小・中学生６人、引率者３人

・内

容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームビジット、小学校見学及び児

計９人

童との交流など。
②第８回

ベルギー・ナミュール市 中学生

研修派遣

・時

期：令和元年９月２１日（土）～９月２８日（土）＜８日間＞

・人

員：中学生８人、引率者３人 計１１人

・内

容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームステイ、中高一貫校訪問及び
生徒との交流など。

③第４回

アメリカ合衆国オレゴン州・ビーバートン市、ユージーン市高校生研

修派遣
・時

期：令和元年１０月１０日（木）～１０月１８日（金） ＜９日間＞

・人

員：高校生１０人、引率者３人 計１３人

・内

容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームステイ、高等学校・大学訪問・
授業体験及び生徒との交流など。

（２）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）である中国・邯鄲市から小・中学生訪問団の受入
を実施した。

市内の中学校を訪問し、同世代の生徒との交流を深め、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。
令和元年度は、次の都市の学生訪問団の受入れを実施した。
①第１７回 中国・邯鄲市 小・中学生訪問団受入
・時

期：令和元年８月２３日（金）～８月２９日（木）＜７日間＞

・人

員：小・中学生１５人、引率者２人 計１７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
校見学及び生徒との交流など。

②フンボルテウム・シュツットガルト学生訪問団受入
・主

催：大垣市（協会はホームステイプログラムを担当）

・時

期：令和元年１０月３１日（木）～１１月３日（日）＜４日間＞
（ホームステイは１１月１日（金）～３日（日）の２泊）

・人

員：高校生１２人、引率者２人 計１４人
（ホームステイは高校生１２人のみ）

（３）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、次世代を担う子どもの国際意識・国際感覚の醸成を図り、地域の国際化に寄
与する事業を提供し、交流を深めることができた。
①多文化紹介講座
〇第１回「親子で楽しむ世界の子どもの遊び」
・日

時：令和元年７月２８日（日）１３：３０～１５：３０

・会

場：スイトピアセンター 学習館２階 スイトピアホール

・内

容：中国、ブラジル、ベトナムの子どもの遊びを親子で体験しながら多
文化理解の推進。

・講

師：王

俊芬（ワン ツンヘン）氏 日本語学習者＜中国＞他

チュー・ビエット・クイ氏

日本語学習者＜ベトナム＞他

ミヤワキ・シズカ氏 放課後学童保育教室運営＜ブラジル＞他
・参加者：８家族１６人
〇第２回「親子で楽しむ米国と英国の文化」
・日

時：令和元年１０月２２日（火・祝）１３：００～１５：００

・会

場：スイトピアセンター 学習館２階 スイトピアホール

・内

容：アメリカのハロウィーンの紹介やイギリスのアドベントカレンダー
作りを実施。

・講

師：ライアン・テーラー・ファーク氏 日本語学習者＜アメリカ＞
キャサリン・オーア氏 岐阜県国際交流センター国際交流員
＜イギリス＞

・参加者：１３家族３７人
〇第３回「ベトナムとリトアニアの文化」
・日

時：令和２年２月２４日（月・祝）１３：００～１５：００

・会

場：スイトピアセンター 学習館２階 スイトピアホール

・内

容：ベトナム文化紹介やリトアニアのソダス作り体験を実施

・講 師：グエン・ゴック・フエン・チャム氏 岐阜協立大学学生＜ベトナム＞
ジヴィレ・ヨマンタイテ氏 岐阜県国際交流員＜リトアニア＞
・参加者：１７人
（４）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。
（令和２年３月３１日現在の国際交流ボランティア登録者数）
・ホームステイ・ホームビジット

５７人

・通訳

３７人

・翻訳

２２人

・日本文化紹介

４９人

・日本語指導

１７０人

・海外文化紹介

１４人

・母国文化紹介

４人

・災害時通訳

１９人

・企画・運営

２８人

①日本語指導ボランティア講座
外国人市民への日本語指導法やボランティア活動について学ぶ講座を開講し日
本語指導ボランティアの養成を図った。
当事業は文化庁の委託を受け「生活者としての外国人」のための日本語教育事
業地域日本語教育実践プログラム（B）の取り組み「地域日本語力はぐくみ事業」
日本語教育を行う人材の育成・研修事業として実施した。

〇第１期 令和元年７月１４日（日）～９月８日（日）
１０：００～１２：００

全５回

〇第２期 令和元年１１月１０日（日）～１２月１３日（金）
１８：３０～２０：３０

全５回

〇第３期 令和２年１月１２日（日）～２月２日（日）
１４：００～１６：３０

全４回

・会

場：スイトピアセンター 学習館３階 学習室３－５ほか

・内

容：在住外国人の現状、多文化共生について、日本語の教え方実践ほか。

・講

師：大垣市まちづくり推進課職員（かがやき出前講座）
柏谷

涼介

氏（日本語教師）

・受講者：第１期３１人（一般２４人、ボランティア登録者７人）
第２期１６人（一般１２人、ボランティア登録者４人）
第３期１５人（一般２人、ボランティア登録者１３人）
②ボランティアの集い
地域日本語教育シンポジウム in 大垣の開催に併せ、永年にわたりボランティア
活動に尽力された方を表彰するとともに、活動者の課題解決などの意見交換やボ
ランティア登録者の参加意識の醸成を図った。
・日

時：令和２年２月９日（日）１３：００～１６：００

・会

場：スイトピアセンター スイトピアホール

・内

容：永年活動者への感謝状贈呈及び交流会

・参加者：８５人（地域在住外国人市民及び当協会ボランティアほか）
（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。
助成件数：５件、助成総額：４００千円

助成対象事業は、＜別表＞のとおり

＊助成件数と助成金額の推移
年

度

助

成 件

Ｈ２８
数

助成金額（千円）

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｒ元

５件

７件

４件

５件

４００

５６０

３２０

４００

＜別表＞
令和元年度「(公財)大垣国際交流協会国際交流等活動助成金」事業一覧表
№ 事業名
１

主催者

第３７回 ネオ・ダール
「日・仏・韓国合同美術展」

助成対象

交付

助成額

事業費

決定額

(千円）

ネオ・ダール会

652

80

80

ＷＩＮＧ

240

80

80

541

80

80

1,962

80

80

958

80

80

4,353
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400
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計 ５件

＜民間国際交流団体等の実施事業に対する後援事業＞
民間国際交流団体等が実施する事業に対して後援を実施。
後援事業件数：４件、共催事業件数：０件
（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（毎年）
・日

時：令和元年１０月２６日～１２月２１日 毎週土曜日
１３：００～１４：３０（全８回）

・会

場：スイトピアセンター 学習館６階 かがやき活動室６－３他

・講

師：加藤

ミリアム氏（英会話講師・ＭＩＣスクール代表）

・受講者：１１人（一般０人、賛助会員１１人）

②中国語基礎会話講座（隔年）
・日

時：令和２年１月２０日～３月１６日 毎週月曜日
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：李

敏（リ

ビン）氏（中国語通訳）

・受講者：１２人（一般５人、賛助会員７人）
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため後半３回は中止。
③韓国語基礎会話講座（毎年）
・日

時：令和２年１月２３日～３月１２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４階 学習室４

・講

師：兪 瑞 香 氏（韓国語講師）

ユ

ソ ヒャン

・受講者：４人（一般１人、賛助会員３人）
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため後半３回は中止。
④ポルトガル語基礎会話講座（隔年）
・日

時：令和元年１０月２０日～１２月２２日 毎週日曜日
１０：００～１１：３０（全８回）

・会

場：スイトピアセンター 学習館４階 学習室４

・講

師：進藤

明美氏（ポルトガル語通訳、翻訳）

・受講者：１８人（一般２人、賛助会員１６人）
（７）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海外研修派遣団員の報告会
フレンドリーシティへの学生派遣団による異文化体験の報告及び海外事情紹介
を兼ねて、一般市民の方も対象に開催した。
〇小・中学生研修派遣団（中国・邯鄲市、ベルギー・ナミュール市）
・日

時：令和元年１１月１６日（土）１３：３０～１５：３０

・会

場：スイトピアセンター 学習館２階 スイトピアホール

・参加者：４６人
〇高校生アメリカ合衆国・ビーバートン市、ユージーン市研修派遣団

・日

時：令和元年１２月１４日（土）１３：３０～１５：００

・会

場：スイトピアセンター 学習館２階 スイトピアホール

・参加者：３１人
（８）国際相互理解事業
当協会の事業紹介や海外紹介のための展示、国際交流ボランティアの活動、地域
の各団体の国際交流に関する活動、記録、お知らせ等を協会機関誌やウェブサイト
を通じて広く市民等に広報することにより、地域住民の国際相互理解の一助となる
よう実施した。
①事業記録写真等展示事業
ａ．海外紹介パネル展示
市民提供のブラジルの切手などを掲示し、市民へ海外の事情紹介を実施した。
ｂ．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。
②広報事業
ａ．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」Ｎｏ．８８号（９月号）Ｎｏ．８９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。
ｂ．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。
（９）その他（校外学習授業・見学等）
国際交流に関心の高い学校の要望に応え、学習授業において出前講座を実施し、
当協会の事業、活動状況や外国文化などを紹介した。
〇岐阜県立大垣西高等学校（１、２年生）を対象に、当協会の活動、特にフレン
ドリーシティーの文化や見どころ、交流実績などを授業で紹介した。
出前講座：令和元年９月１２日（木）、１２月５日（木）

【Ⅱ】多言語による相談、情報発信及び日本語学習支援など、地域在住外国人
市民支援活動を推進し、もって多文化共生社会の形成に寄与する事業

（１）多文化共生推進事業・外国人市民支援事業
地域在住外国人市民が、日本の文化、生活習慣、ことば等を理解する一助とする
ことを目的に、外国人市民を対象とした各種講座等を開催するとともに、相談窓口
の設置や外国人市民の活動を支援することにより、もって多文化共生社会の形成に
寄与する事業を実施した。
①地域在住外国人市民の日本語学習支援
地域社会で日常生活をする上では、日本語を話そうとする地域在住外国人は多
くないのが現状で、日本語を話す機会が少ないことのみならず日本語を話したり
聞いたりする自信がなかったり、日本語に対する不安によるものと思われる。
このことは、多文化共生の観点からもコミュニケーション形成上の壁となって
おり、より地域に親しんでもらえるために日本語学習支援が不可欠となっており、
そのため、日本語の学習を希望する地域在住外国人市民を対象に各種の日本語学
習支援事業を実施した。
（ａ）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：日本語指導ボランティアによるマンツーマンでの学習支援。

・学習者：地域在住外国人市民１４４人（１２か国）
・協力者：日本語指導ボランティア９３人
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、令和２年２月２８日以降は中止。
（ｂ）にほんごおしゃべりルーム
・日

時：平成３１年４月１日（月）～令和２年３月３１日（火）
毎週日曜日９：３０～１５：００

・開催回数：４６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。どのような話でもよく、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：６３９人 日本語学習をしている外国人市民、延べ３４４人
日本語指導ボランティア、延べ２９５人
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、令和２年３月１日以降は中止。

（ⅽ）外国人市民のための日本語教室「基礎クラス、会話クラス」
＜文化庁日本語教育事業「地域日本語教育実践プログラム」受託事業＞
・生活の中で役立つ日本語を目標に開講した。
〇基礎クラス 第１期：令和元年 ５月１２日～ ７月２８日
第２期：令和元年 ８月１１日～１０月２７日
第３期：令和元年１１月１０日～令和２年２月２日
全て、毎週日曜日９：３０～１１：３０

各期１２回

・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

・内

容：生活者に必要な、初歩の日本語学習教室の開講。

・講

師：日本語学校（ホツマインターナショナルスクール）講師１人

・アシスタント：日本語指導ボランティア１５人（延べ １２６人）
・受講者：第１期１８人（延べ１１１人）、第２期２０人（延べ１２５人）
第３期２３人（延べ１６２人）
（ベトナム、ブラジル、中国、インドネシア、マレーシア、ペルー、
フィリピン）
・託児サポーター：４人
〇会話クラス
・日

時：令和元年８月４日～１０月６日
日曜日 １０：００～１２：００ 全８回

・会

場：スイトピアセンター 学習館６階 かがやき活動室６－３ほか

・内

容：日常生活の場面での会話を学ぶ教室の開講。

・講

師：
「せいかつのにほんご」執筆者３人

・アシスタント：日本語指導ボランティア７人（延べ１８人）
・受講者：２５人（延べ１０５人）
（フィリピン、中国、ブラジル、ベトナム、マレーシア）
・託児サポーター：４人（基礎クラスと合同で実施）
（ｄ）日本語勉強 N３クラス（試験的実施）
・日

時：令和元年６月２３日～１１月２４日
日曜日 １０：００～１２：００ 全１５回

・会

場：スイトピアセンター 学習館３階 学習室３－３ほか

・内

容：日本語能力試験（N３）受験を想定した日本語教室の開講。

・講

師：新川

和功氏（日本語学校講師）

・受講者：１０人（延べ７４人）

（e）地域日本語教育シンポジウム in 大垣
＜文化庁日本語教育事業「地域日本語教育実践プログラム」受託事業＞
・日

時：令和２年２月９日（日）１３：００～１６：００

・会

場：スイトピアセンター 学習館２階 スイトピアホール

・内

容：日本語教育プログラムの成果を発信するとともに、文化庁職員によ
る講演や地域の日本語教育についてのパネルディスカッションを通
して、日本語教育に関する理解を促進するシンポジウムを実施した。

・受講者：８５人
（f）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
＜大垣市受託事業＞
・日

時：平成３１年４月１日（月）～令和２年３月３１日（火）

・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３９人
（ブラジル、中国、フィリピン、ネパール、モンゴル、パキスタン
ペルー、ベトナム、イタリア）
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、第５回集団指導等は中止。
②外国人市民のための相談窓口の設置
（ａ）相談窓口の設置（会場：スイトピアセンター 学習館２階
○ポルトガル語による相談：毎週日曜日
相談員：古川

協会事務室）

９：００～１５：００

カチア氏

○中国語・英語による相談：休館日を除く毎日

８：３０～１７：１５

相談員：当協会職員
（ｂ）「行政書士による行政手続き相談会」
（県行政書士会協力）＜予約制＞
・日

時：平成３１年４月７日（日）～令和２年３月１日（日）
１３：００～１５：００ 毎月第１日曜日

・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：行政書士 草野 保之氏ほか
・相談者：４人
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、令和２年３月は中止。

（ⅽ）ポルトガル語によるこころの相談会＜予約制＞
・日

時：平成３１年４月１４日（日）～令和２年３月８日（日）
９：００～１６：００ 毎月第２日曜日

・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：日常生活でのこころのケア専門カウンセラーによる相談。

・相談員：ビビガナン・ベルナルヂィ・アルベス氏
クリチバカトリック大学卒業、日本心理学会認定心理士。
・相談者：６０人
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、令和２年３月は中止。
③外国人市民のための行事、講座等の開催
（ａ）外国人市民のための日本文化講座
○外国人市民のための和服体験
・日

時：日曜日・年１７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）４人
・参加者：５５人（ベトナム、中国、ブラジル）
（b）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：令和元年１０月１３日（日） １２：００～１５：３０

・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：日本語指導ボランティア５人
・参加者：２２人（インドネシア、中国、ブラジル、ベトナム）
④ブラジル人子弟日本語学習支援事業
外国人（ブラジル人）子弟への日本語学習支援を実施するため、日本語指導の
講師派遣を実施した。
・日

時：平成３１年４月１日（月）～令和２年３月３１日（火）
毎週火・金曜日 ９：００～１２：００（月８回）

・対

象：学校法人ＨＩＲＯ学園の生徒

・派遣講師：古川 カチア氏

指導回数９６回

２ 理事会・評議員会の開催状況
公益財団法人の運営に関する事業計画、収支予算・決算その他重要な事項について審議
を受けるため、理事会・評議員会を次のとおり開催した。
（１）理事会の開催状況
第１回理事会：令和元年５月２２日（水）１３：５９～１４：４６
スイトピアセンター 学習館２階 特別会議室
第１号議案
「平成３０年度（公財）大垣国際交流協会 事業報告及び附属明細書」
（案）
について
第２号議案
「平成３０年度（公財）大垣国際交流協会 計算関係書類＜貸借対照表、正味
財産増減計算書及び附属明細書並びに財産目録＞」
（案）について
第３号議案
「
（公財）大垣国際交流協会

令和元年度定時評議員会の日時及び場所並びに

目的である事項等」
（案）について
報告事項
（１）
「令和元年度第１回 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況に関
する報告」について
その他
（１）今後の事業予定について
（２）次回理事会について
第２回理事会：令和２年３月１１日（水）１０：２６～１２：１０
スイトピアセンター 学習館２階 特別会議室
第１号議案
「令和２年度（公財）大垣国際交流協会

事業計画」
（案）について

第２号議案
「令和２年度（公財）大垣国際交流協会

収支予算＜損益＞」
（案）について

第３号議案
「令和２年度（公財）大垣国際交流協会

資金調達及び設備投資の見込み」

（案）について
報告事項
（１）
「令和元年度第２回 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況に関
する報告」について
その他

（１）今後の事業予定について
（２）次回理事会について
（２）評議員会の開催状況
定時評議員会：令和元年６月１２日（水）１３：５９～１５：０１
スイトピアセンター 学習館２階 特別会議室
第１号議案
「平成３０年度（公財）大垣国際交流協会 計算関係書類＜貸借対照表、正味
財産増減計算書及び附属明細書並びに財産目録＞」
（案）について
報告事項
（１）「平成３０年度（公財）大垣国際交流協会 事業報告及び附属明細書」に
ついて
（２）「令和元年度（公財）大垣国際交流協会

事業計画」について

（３）
「令和元年度（公財）大垣国際交流協会

収支予算＜損益＞」について

（４）「令和元年度（公財）大垣国際交流協会

資金調達及び設備投資の見込

み」について
（５）「令和元年度第１回 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況に
関する報告」について
その他
（１）今後の事業予定について

事業報告の附属明細書について
附属明細書については、「事業報告の内容を補足する重要な事項」が
存在しないので作成しておりません。

