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
本法人は、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「フレンドリー構想」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（平成２７年４月１日現在）
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＜事務局＞
事務局長（常務理事兼務） １人
職 員 ４人、日々雇用職員 １人

７．賛助会員の状況（平成２７年３月３１日現在）
団体会員：

４５社

個人会員：１５９人

Ⅱ

平成２６年度

事業報告

（平成２６年４月１日から平成２７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
平成２６年度の派遣は、大垣市のフレンドリーシティ（友情都市）である
ドイツ・シュツットガルト市とオーストラリア・グレンアイラ市へ派遣した。
派遣先では、ホームステイや学校訪問等同世代の少年少女との直接交流を通して
異なる文化・歴史・価値観などを学び合い、両市の友好親善を図った。
平成２６年度は、次の２都市に学生訪問団を研修派遣
① 第１０回 ドイツ・シュツットガルト市

中学生 研修派遣

・時 期：平成２６年７月２２日（火）～７月２９日（火）＜８日間＞
・人 数：中学生８人、引率者２人

計１０人

・内 容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームステイ
中学校、高等学校見学及び生徒との交流など
② 第５回 オーストラリア・グレンアイラ市

小・中学生 研修派遣

・時 期：平成２６年８月１９日（火）～８月２６日（火）＜８日間＞
・人 数：小学生４人、中学生５人、引率者２人

計１１人

・内 容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームステイ
中学校、高等学校見学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）であるベルギー・ナミュール市から
学生訪問団を受入した。
市内の中･高等学校を訪問し、同世代の生徒、学生との交流を深め
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。
また、中国・邯鄲市からの学生訪問団の受入は、邯鄲市側の都合により中止と
なった。

平成２６年度は、
第７回 ベルギー・ナミュール市

学生訪問団 受入

・時 期：平成２６年１０月２７日（月）～１１月１日（土）＜６日間＞
・人 数： 学生９人、引率者１人

計１０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、高等学校、見学及び生徒・学生との交流など
（３）地域国際交流事業
地域在住外国人市民と市民が、文化・習慣等の違いを正しく理解することを目的
として、相互理解する場を提供し、よりよい国際社会の形成に役立つ事業を開催。

＜（一財）自治総合センター、コミュニティ助成事業＞①②③
①子どもＩＴ国際理解講座
・日

時：平成２６年６月１４日（土）１３：３０～１６：３０

・会

場：大垣市情報工房２階 会議室４

・内 容 :ⅰPad を操作しアプリケーションソフトを使ってスライドショ
ーを作成した。日本人と外国人の児童が混ざった４グループで
日本と外国の特徴を紹介することをテーマとして作成した。
ⅰPad は、視覚的・感覚的に操作ができ言語に頼らず作業がで
きるので、言葉が通じない参加者同士でも共に作業することが
できた。完成した作品はウェブ上にアップした。
・講

師：グレートインフォメーションネットワーク㈱ 浅野暁子氏ほか２人

・参加者：１８人

小学３年生～中学１年生

（外国人１０人 ブラジル６人スリランカ３人チェコ１人、日本人８人）
②子ども料理国際交流講座
・日

時：平成２６年９月２８日（日）１０：００～１３：００

・会

場：スイトピアセンター学習館４階

・内

料理実習室

容 :日本料理とフィリピン料理作りでは日本人と外国人とが一緒に
調理・飾り付けすることで国際交流を図り、フィリピン文化紹
介では、スライド写真を使って食べ物や生活習慣について紹介
することで、国際理解を推進した。

・講

師：安田
砂川

裕美子氏（大垣市レクレーション協会派遣講師）
エスペランザ氏（フィリピン出身）

・アシスタント：小森さと子氏（日本文化紹介ボランティア）、通訳２人
・参加者：２４人（日本、チェコ、ブラジルの親子）

③子どもレクレーション国際交流会＜スイトピアこどもまつり協賛事業＞
・日

時：平成２７年２月７日（土）１０：１５～１５：３０

・会

場：スイトピアセンター学習館２階

・内

フレンドリーフロア

容 :「つくって☆英語で☆日本語で☆あ・そ・ぼ」工作(傘袋ロケット、
ストロー動物、新聞ヨーヨー)、遊び・うた・おはなしを通して
子どもたちの国際感覚を養う講座を開催。たくさんの親子が参加さ
れ、楽しそうに体を動かしながら外国語に触れることができた。

・講

師：山本悦子氏（外国語児童教育講師）田中ジョディー氏（英語講師）

・参加者：工作のひろば 400 人、あそびのひろば 80 人、おはなしのひろば 85 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。なお、平成２７年３月３１日現在の国際交流ボランティア登録者
数は 次のとおりです。
・ホームステイ・ホームビジット

３５家庭

・通訳

３７人

・翻訳

２６人

・日本文化紹介

５２人

・日本語指導

１７７人

・海外文化紹介

１２人

・母国文化紹介

２人

・災害時通訳

２０人

・企画・運営

３１人

① 日本語指導ボランティア養成講座
一般市民を対象に、外国人及び外国人児童への日本語指導法やボランティア
活動について学ぶ養成講座を開講し、日本語指導ボランティアの養成を図った。
・日

時：平成２６年６月４日～ ７月２日

毎週水曜日

１８：３０～２０：００ （全５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

・内

容：日本語指導に関わる人向けに教え方や基本の文法を学んだ。

・講

師：加藤 由紀子氏（岐阜経済大学准教授 日本語教育主任）

・受講者：３７人（一般２５人、ボランティア登録者１２人）

② 日本語教授法講座（たのしい日本語の教え方講座）
日本語指導ボランティアの開拓及び育成を図るため、たのしい日本語の
教え方講座を開講しスキルアップを図った。
・日

時：平成２６年９月２６日、１０月３日、１０日（金）３回
１４：３０～１６：００ （初級編）
平成２６年１０月２２日、２９日（水）２回
１８：３０～２０：００ （中級編）

・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
・内 容：初級日本語の文法ポイント、活動の中で事例別に研修。
・講

師：加藤 由紀子氏（岐阜経済大学准教授 日本語教育主任）

・受講者：２４人
③ ボランティアの集い
ボランティア活動の活性化に向けたボランティアの研修・意見交換の開催。
・日

時：平成２７年 ３月２１日（土・祝）１３：３０～１６：００

・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：ドキュメンタリー映画「ブラジル ノ ニッポン」鑑賞、交流会

・参加者：３８人
④ 通訳ボランティア講座「外国語で日本文化を紹介しよう」
日本文化は海外でどのように受入れられているのか、外国の人に日本
文化を紹介する際のポイントなど、実践練習を交えて学ぶ内容で開催。
・日 時：平成２７年３月８日（日） １３：３０～１６：００
・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
・講

師：河合 雅子氏（ぎふ善意通訳ガイドネットワーク会長）

岐阜県国際戦略推進課国際交流員１人（カナダ）
岐阜県国際交流センター国際交流員３人（ブラジル、イギリス、中国）

情報科学芸術大学院大学（IAMAS）国際交流員１人（アメリカ）
・参加者：３８人（受講者３０人、日本文化紹介ボランティア２人ほか）
⑤ 日本語指導ボランティア交流会
・日

時：平成２６年 ９月１５日（月・祝）１３：１５～１４：３０

・会 場：スイトピアセンター 学習館３階
・内

学習館３－１

容：日本語指導ボランティアが普段の活動の様子や活動の仕方を
テーマに意見交換し、ボランティア同士の繋がりを推進した。

・参加者：１４人（日本語指導ボランティア）

（５）民間国際交流助成事業
（公財）大垣国際交流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：６件
助成総額：４８０千円
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
助

年

度

成

件

数

助成金額 （千円）

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

７件

７件

７件

６件

５６０

５６０

５６０

４８０

＜別表＞
平成２６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
№
１

事業名
２０１４年オレゴン高校生
教育ホームステイの受け入れ

２ 高校留学フェア―
３ 第３２回ネオ・ダール展
４

ＰＴＰＩ蔚山チャプター学生
大垣訪問団受け入れ

５ ポーランドの巨星 3 人展
６
計

交付

助成額

決定額

(千円）

298

80

80

602

80

80

ネオ・ダール会

926

80

80

ＰＴＰＩ大垣

337

80

80

805

80

80

774

80

80

3,742

480

480

主催者
ＷＩＮＧ
(公財)AFS 日本
協会岐阜支部

日本国際ポス
ター美術館

ｍｙＪＩＣＡマレーシア

岐 阜 県 世 界

学生交流事業

青年友の会
６件

事業費

＜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：６件

（６）外国語基礎会話講座事業
①英語基礎会話講座
・日

時：平成２６年１０月 １１日～１２月１３日

毎週土曜日

１３：３０～１５：００ （全８回）
・会 場：スイトピアセンター
・講

学習館３階 学習室３－５ ほか

師：加藤 ミリアム氏（英会話講師）

・受講者：２８人（一般４人、賛助会員２４人）
② ハングル基礎会話講座
・日

時：平成２７年 １月１９日～平成２７年 ３月９日 毎週月曜日
９：３０～１１：００

・会 場：スイトピアセンター
ユ

（全８回）
学習館３階 学習室３－５

ソ ヒャン

・講 師：兪 瑞 香 氏（韓国語講師）
・受講者：
③

８人（一般３人、賛助会員５人）

ドイツ語基礎会話講座
・日

時：平成２６年 １０月１６日～１２月 １１日

毎週木曜日

１９：００～２０：３０ （全８回）
・会 場：スイトピアセンター

学習館３階 学習室３－５ほか

・講 師：マリア･シャナー氏（ドイツ人）山田善久氏（岐阜経済大学教授）
・受講者：
④

９人（一般３人、賛助会員６人）

フランス語基礎会話講座
・日

時：平成２６年１２月１３日～平成２７年２月２８日
毎週土曜日

１９：００～２０：３０ （全８回）

・会 場：スイトピアセンター
・講

学習館３階 学習室３－５ほか

師：西部 美里氏（フランス語通訳・講師）

・受講者：１４人（一般１人、賛助会員１３人）
（７）海外事情紹介事業
① 多文化紹介講座「ブラジル文化紹介講座」
・日

時：平成２６年７月６日（日）１３：３０～１５：３０

・会

場：スイトピアセンター 学習館４階 料理実習室

・内 容：ワールドカップ開催地として注目されるブラジルの文化・生活
について紹介（日本語で実施）。ブラジルのお菓子「レモンム
ース」作り、パステウ（揚げたパイ）・マテ茶の試食を実施。
・講

師：森下･アンダーソン･実砂雄氏（公財）県国際交流センター国際交流員

・受講者：２４人（一般１９人、賛助会員５人）

② 海外研修派遣団員の報告会
第１０回大垣市中学生ドイツ・シュツットガルト市、第５回大垣市小・

中学生オーストラリア・グレンアイラ市研修派遣団員が、ホームステイや
異文化に触れ体験したことや、ドイツ・シュツットガルト市やオーストラリ

ア・グレンアイラ市のことについて、団員全員が報告した。
・日

時：平成２６年１１月３日（月・祝）１３：３０～１５：３０

・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

・参加者：７９人（団員１７人、引率者４人、来賓３人、一般５５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
ボランティア活動者提供の中国・上海市の写真を掲示し、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
当協会の機関紙「フレンドリー」№79 号（９月号）№80 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）
国際交流に関心の深い学校の校外学習授業・見学を受入れ、当協会の事業や
活動状況の紹介などを実施した。
校外学習授業・見学：大垣市立荒崎小学校（５年生）ほか

【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）外国人市民支援事業
地域外国人市民が、日本の文化、生活習慣、ことば等を理解する一助となる
よう、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 外国人市民の日本語学習支援
（ａ） 外国人市民のための日本語教室「入門コース２０１４」
＜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＞
・生活の中で役立つ日本語を目標に、全１０回講座を３期開講。
第１期：平成２６年 ５月１８日

～

７月２０日

第２期：平成２６年 ８月３１日

～

１１月 ２日

第３期：平成２６年１１月３０日

～ 平成２７年２月 ８日

全て、毎週日曜日
・会

９：３０ ～ １１：１５

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

・授業形態：一斉方式による授業
・内

容：日常生活の様々な場面で使用する初心者向け日本語教室

・講

師：日本語指導学校（㈱ホツマインターナショナル）の講師

・アシスタント：日本語指導ボランティア３６人（延べ８２人）

（第１期１３人、第２期１２人、第３期１１人）
・受講者：６３人（延べ３４１人）
（アメリカ、オーストラリア、カナダ、韓国、カンボジア、タイ、中国、
スリランカ、フィリピン、ブラジル、ベトナム）
（ｂ） ボランティアによるマンツーマン方式の日本語学習支援
・日

時：休館日を除く、毎日

８：３０～１７：００

・会 場：スイトピアセンター内、協会が指定した学習室
・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

１０８人（１２カ国）

・日本語指導ボランティア：９３人

（ｃ）にほんご おしゃべりルームの開設
・日

時：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日
毎週日曜日

９：３０～１５：００

・各種イベント：５月１１日（日）子どもの日、７月６日（日）
七夕、９月２８日（日）お月見、１月１８日（日）書道体験
・開催回数：４９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：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た。

・参加者：日本語学習をしている外国人市民、延べ２９３人
協力ボランティア、延べ２７０人
（ｄ） 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２６年１２月１日(月)～平成２７年３月１９日(木)

・会

場：北保育園及び各幼保園・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 ２９人
（インドネシア・中国・ブラジル・フィリピン・ペルーの５カ国）
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階協会事務室）
○ポルトガル語による相談：毎週日曜日

9：00～15：00

相談員：三木 恵美子氏（ブラジル出身・日本国籍）
○中国語・英語による相談：毎日（休館日を除く）8：30～17：15
相談員：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）
・日

時：平成２６年４月７日（日）～平成２７年３月１日（日）
１３：００～１５：００

毎月第１日曜日、予約制

・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

・相談者：６件

相談員：行政書士 日置 章氏

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和服体験
・日

時：毎月日曜日２回

計１４回 １０：００～１２：００

・会 場：スイトピアセンター
・内

学習館２階 茶室他

容：日本文化である和服の着付けを体験

・指導者：日本文化紹介ボランティア（着付け）７人
・参加者：３０人（中国・韓国・ベトナム・フランスの４カ国）
（ｂ）外国人市民のための浴衣着付け体験（納涼盆踊り大会）
・日

時：平成２６年８月２１日（木）～２２日（金）
１８：００～２１：００

・会 場： 西地区センター、南若森ふれあい公園
・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：着付け指導ボランティア延べ４人
・参加者：１２人（ブラジル・フィリピン・中国の３カ国）
（ｃ） 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２６年１０月１２日(日)１２：１５～１６：１５
・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：企画・運営ボランティア３人
・参加者：１８人（中国・ベトナム・インドネシアほかの８カ国）
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
教室等を開催するとともに、日本語指導者の講師派遣を実施。
（ａ） 学校法人ＨＩＲＯ学園への日本語講師派遣事業
・日

時：毎週火・金曜日

９：００～１１：００（月８回）

・会 場：学校法人ＨＩＲＯ学園
・指導回数：９６回

生徒数延べ ４，０４０人

・派遣講師：山下依里子氏、へナト･ダ･フォンセカ･ブランダオン氏

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。

（１）理事会の開催状況
第１回 理事会：平成２６年５月２８日（水）

１３：５８～１４：５２

スイトピアセンター 特別会議室（学習館２階）
第１号議案
「平成２５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２５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 役員等報酬規程の改正」（案）について
第４号議案
「
（公財）大垣国際交流協会平成２６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）
「平成２６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：平成２６年６月１８日（水）

「書面決議」

第１号議案「
（公財）大垣国際交流協会 代表理事の選任」
（案）について
第２号議案「
（公財）大垣国際交流協会 業務執行理事の選任」
（案）について
第３号議案「（公財）大垣国際交流協会 名誉役員の選任」
（案）について
第４号議案「
（公財）大垣国際交流協会 委員会委員の選出」（案）について
第３回 理事会：平成２７年３月１１日（水）

１０：３０～１０：５５

スイトピアセンター

自治会室（学習館４階）

第１号議案
「平成２７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
「平成２７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
「平成２７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
第４号議案
「
（公財）大垣国際交流協会平成２６年度 臨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
第５号議案
「
（公財）大垣国際交流協会

事務局長の承認」
（案）について

報告事項
（１）
「平成２６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：平成２６年６月１８日（水）

１４：００～１４：５７

スイトピアセンター 特別会議室（学習館２階）
第１号議案
「平成２５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２号議案「
（公財）大垣国際交流協会役員の選任」（案）について
第３号議案「
（公財）大垣国際交流協会役員等報酬規程の改正」（案）について
報告事項
（１）
「平成２５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）
「平成２６年度（公財）大垣国際交流協会 事業計画」について
（３）
「平成２６年度（公財）大垣国際交流協会 収支予算＜損益＞」について
（４）「平成２６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）「平成２６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）その他
臨時評議員会：平成２７年３月１３日（金）

「書面決議」

第１号議案「
（公財）大垣国際交流協会 理 事の選任」（案）について
第２号議案「
（公財）大垣国際交流協会 評議員の選任」
（案）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。

