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（平成２８年４月１日現在）
理事長

田

中

良 幸

副理事長

河

合

進 一

日

比

利

安

藤

光 男

社

本

久

今

川

喜 章

〃

臼

井

千

〃

衣

斐

茂 光

〃
常務理事
〃
理

事

雄
夫
里

理

事

栗

田

茂 康

平

野

宏 司

朝比奈

鋭 一

〃

義

見

まり子

評議員

小

川

博 隆

〃

木

曽

義

〃

木

村

定 昭

〃

子

安

一 徳

〃

土

川

達 也

〃

橋

本

祐 二

〃

松

井

典 子

〃
監

事

尚

〃

森

妙 子

〃

山

信 彦

〃

横

井

香

織

＜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２８年３月３１日現在）
団体会員：

４２社

個人会員：１４３人

Ⅱ

平成２７年度

事業報告

（平成２７年４月１日から平成２８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２７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
ベルギー・ナミュール市と中国・邯鄲市への派遣を予定した。
今年度は、国際テロ組織活動の活発化など、国際情勢に対する不安感が大きいこと
や派遣対象者が小・中学生であること等を勘案して、派遣は中止とした。
①

第７回 ベルギー・ナミュール市 中学生 研修派遣中止
・時 期：平成２７年９月

＜８日間＞

・人 数：中学生８人、引率者２人

計１０人

② 第９回 中国・邯鄲市 小・中学生 研修派遣中止
・時 期：平成２７年８月

＜７日間＞

・人 数：小･中学生９人、引率者２人 計１１人
（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）であるドイツ・シュツットガルト市から学生
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した。
平成２７年度は、第１１回 ドイツ・シュツットガルト市 学生訪問団受入
・時 期：平成２７年９月３０日（水）～１０月９日（金）＜１０日間＞
・人 数：高校生１３人、引率者２人 計１５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、相互理解する場を提供し、交流を深めることができた。
＜（一財）自治総合センター、コミュニティ助成事業＞①②③
①

子ども外国語読み聞かせ講座 ～きっずえいご～
・日

時：平成２７年６月７日（日）
１０：００～１１：００、１１：００～１２：００ ２回

・会

場：スイトピアセンター 学習館４階 幼児活動室

・内

容: 外国絵本の紹介・読み聞かせをはじめ、歌やリズム遊びを通じ
外国人とふれあい子どもたちの国際感覚を養うことができた。

・講

師：山本 悦子氏（英会話教室主宰）、林 ジェニー氏（イギリス出身）
古川 カチア氏（ＨＩＲＯ学園教師ブラジル出身）

・参加者：親子延べ１１０人（未就学児～小学３年生）
②

子ども地球探検研修講座
・日

時：平成２７年８月９日（日）８：３０～１６：３０

・会

場：ＪＩＣＡ中部「なごや地球ひろば」

・内

容 :水に関する世界の課題を学び、発展途上国の文化を体験する
「水惑星ツアー」を実施し、国際的な視野を育てることができた。

・講

師：倉坪 久美氏・山根 大典氏（独立行政法人国際協力機構）

・引率者：木曽 義尚氏ほか６人（当協会ボランティア）
・参加者：８人（小学５・６年生）
③ 子ども国際理解ワークショップ
・日

時：平成２７年１１月１５日（日）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 :世界を学ぶワークショップ「地球の食卓」、参加型ワークショッ
プにより、アメリカ・エクアドル・クェートの３ヶ国の写真を
通して各国の食事の特徴をみんなで考え、子どもたちの創造力・
表現力を刺激し、より深い国際理解を働き掛けることができた。

・講

師：蒲 美幸氏（
（公社）青年海外協力協会 中部支部）
青木 道裕氏（ＪＩＣＡ岐阜県デスク 岐阜県国際協力推進員）

・参加者：１１人（小学６年生～中学３年生 ）

（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。
（平成２８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

３９人

・通訳

３９人

・翻訳

２７人

・日本文化紹介

５２人

・日本語指導

①

１８５人

・海外文化紹介

１０人

・母国文化紹介

５人

・災害時通訳

２０人

・企画・運営

３０人

日本語指導ボランティア講座（日本語の教え方講座）
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２７年 ５月１４日～ ６月１８日
毎週木曜日

第１期

１８：３０～２０：００（全６回）

平成２７年１０月１６日～１１月２０日 第２期
毎週金曜日 １４：３０～１６：００（全６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（岐阜経済大学教授 日本語教育主任）

・受講者：第１期２３人（一般１２人、ボランティア登録者１１人）
第２期３１人（一般１５人、ボランティア登録者１６人）

②

稲沢市国際友好協会との交流会
稲沢市国際友好協会の皆さんが当協会を訪問され、交流会を実施した。

日頃のボランティア活動の紹介を通して両協会の歩み等についても学び合うこ
とができ、お互い和気あいあいと闊達な意見交換がされて有意義な会であった。
・日

時：平成２７年１０月２４日（土）１０：００～１１：５０

・会

場：スイトピアセンター 学習館３階 学習室３－１

・内

容：ボランティア活動についての意見交換等

・参加者：稲沢市国際友好協会理事 原 千壽子氏ほか、１０人
当協会ボランティア１０人、事務局２人
③ 災害時外国人支援ボランティア研修・外国人防災啓発事業
・主

催：
（公財）岐阜県国際交流センター

・共

催：大垣市・岐阜経済大学・
（公財）大垣国際交流協会

・日

時：平成２７年１１月２９日（日）１０：００～１６：３０

・会

場：岐阜経済大学 食堂

・内

容：災害時に、日本語が十分にわからない外国人が直面する課題と
ボランティアの役割について学ぶことができた。

・講

師：高木

和彦氏、高橋 伸行氏

（ＮＰＯ法人多文化共生マネージャー全国協議会）
・参加者：２４人（当協会ボランティアほか）
④ 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同志の交流・意見交換を
開催した。
・日

時：平成２８年３月１９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

・内

容：国際協力・ボランティア活動に関する講演
パラグアイでの活動、風俗、文化紹介及び一村一品運動ほか
及びボランティア同志の交流会を開催した。

・講

師：加藤 孝平氏（派遣先、パラグアイ国イタプア県庁農村開発課）
独立行政法人国際協力機構・シニア海外ボランティア

・参加者：３６人

（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：７件、助成総額：５６０千円

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
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成
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数

助成金額 （千円）

Ｈ２４
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Ｈ２７
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＜別表＞
平成２７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
２

事業名
第１５回海外児童文化交流
派遣事業
２０１５年オレゴン高校生教育
ホームステイグループ大垣訪問

３ 高校留学フェア―
４ 第３３回ネオ・ダール展
５

ＰＴＰＩ蔚山チャプター
大垣訪問団 受入

６ 大垣ポスターフェスティバル
７
計

主催者
大垣竹の子会
ＷＩＮＧ
(公財)AFS 日本
協会岐阜支部
ネオ・ダール会
ＰＴＰＩ大垣
日本国際ポス
ター美術館

国際理解講座「ＪＩＣＡアフリ

岐 阜 県 世 界

カ（英語圏）交流事業」

青年友の会

７件

交付

助成額

決定額

(千円）

882

80

80

299

80

80

605

80

80

785

80

80

1,049

80

80

2,288

80

80

362

80

80

6,270

560

560

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：７件、共催事業件数：１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：平成２７年１０月９日～１１月２７日 毎週金曜日
１８：３０～２０：００（全８回）

・会

場：スイトピアセンター 文化会館４階 会議室５

・講

師：加藤 ミリアム氏（英会話講師・ＭＩＣスクール代表）

・受講者：１９人（一般６人、賛助会員１３人）
②

ポルトガル語基礎会話講座（隔年）
・日

時：平成２７年１０月１９日～１２月１４日 毎週月曜日
１９：００～２０：３０（全８回）

・会

場：スイトピアセンター 学習館３階 ３－２

・講

師：丸井 合氏（ブラジル出身・ブラジル人学校講師）

・受講者：５人（一般１人、賛助会員４人）
③

韓国語 基礎会話講座（毎年）
・日

時：平成２８年 １月１４日～３月１０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３階 学習室３－２

・講

師：兪 瑞 香 氏（韓国語講師）

ユ

ソ ヒャン

・受講者：１８人（一般５人、賛助会員１３人）
④

中国語基礎会話講座（隔年）
・日

時：平成２８年１月９日～３月５日 毎週土曜日
１９：００～２０：３０（全８回）

・会

場：スイトピアセンター 学習館３階 学習室３－５

・講

師：早野 嘉秀氏（中国語講師）

・受講者：１３人（一般２人、賛助会員１１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 多文化紹介講座「多文化交流サロン」
〇 第１回
・日

時：平成２７年８月２２日（土）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

・内

容：イギリス・エクアドル・ネパールの紹介

・講 師：ローラ・マックリー氏 (公財)岐阜県国際交流センター国際交流員
〈イギリス出身〉
、当協会ボランティア 稲川 裕子氏、ラグ・ナタ・
アディカリ氏〈ネパール出身〉
・参加者：１６人
〇 第２回
・日

時：平成２７年１１月７日（土）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

・内

容：中国の紹介

・講

師： 劉

りゅう しゅんらん

春 蘭氏 (公財)岐阜県国際交流センター国際交流員〈中国出
よう

けい

身〉当協会ボランティア 佐藤 公彦氏、角田 敬氏、楊 慧氏〈中国出身〉
・参加者：２１人
〇 第３回
・日

時：平成２８年２月６日（土）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

・内

容：トルコ・コートジボワール・フランスの紹介

・講 師：セヴギ･チェヴィック氏 岐阜県国際戦略推進課 国際交流員
〈トルコ出身〉、当協会ボランティア カク･ジョセリン･アカ氏
〈コートジボワ―ル出身〉、金子 香男里氏〈フランス留学〉
・参加者：１７人
② 国際交流フェスティバル
市民に対して海外文化及び国際交流をＰＲし、国際交流・多文化共生に対す
る市民の意識醸成の一助とするために開催した。
・日

時：平成２７年１１月１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、協会紹介及び市内在住外国人による文化紹介
ブラジルコーヒーの試飲、ステージ発表（ベトナム舞踊披露）ほか

・参加者：２１３人（紹介ブース訪問者数）

〇 秋のつどい（かがやきライフタウン大垣２０１５）
・日

時：平成２７年１１月１４日（土）
・１５日（日）10：00～16：00

・会

場：大垣城ホール

・内

容：ＰＲブース設置、活動紹介、各種チラシ配布など

（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西ヨーロッパ・リヒテンシュタイン、中国
（西安市・張家界市）、イギリス（ジブラルタル）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
当協会の機関誌「フレンドリー」№８１号（９月号）№８２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。
大垣市立荒崎小学校（５年生）を対象に、
校外学習授業：平成２７年６月２４日（水）
・平成２８年３月１１日（金）２回
当協会 見学：平成２７年４月２２日（水）

【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 地域在住外国人市民の日本語学習支援
（ａ） 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

１３４人（１６カ国）

・日本語指導ボランティア：１０６人
（ｂ）にほんご おしゃべりルームの開設
・日

時：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
毎週日曜日 ９：３０～１５：００

・各種イベント：茶道体験（４／２６、５／２４）、七夕（７／１２）
・開催回数：５０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：７１１人 日本語学習をしている外国人市民、延べ４１０人
協力、日本語指導ボランティア、延べ３０１人
（ｃ） 外国人市民のための日本語教室「入門コース２０１５」
＜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、１期１０回講座を３期開講。
第１期：平成２７年５月２４日～７月２６日
第２期：平成２７年８月３０日～１１月１日
第３期：平成２７年１１月２９日～平成２８年２月１４日

全て、毎週日曜日 ９：３０ ～ １１：１５
・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

・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２１人（延べ８７人）

（第１期３１人、第２期２６人、第３期３０人）
・受講者：５７人（延べ２８３人）
（第１期２１人、第２期２１人、第３期１５人）
（中国、ネパール、ブラジル、フィリピン、ベトナム、タイ、ペルー、
南アフリカ、アメリカ、パキスタン、バングラデシュなど）
（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２７年６月１０日（水）～平成２８年３月３１日（木）

・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 ２５人
（ブラジル・中国・フィリピン・ペルーの４ヶ国）
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：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）
・日

時：平成２７年４月５日（日）～平成２８年３月６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

・相談員：行政書士 日置 章氏
・相談者：９件

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
〇 外国人市民のための和服体験
・日

時：平成２７年度 日曜日・年１１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）６人
・参加者：２３人(ベトナム・中国・フランス・ブラジル)
〇 外国人市民のための浴衣着付け体験
・日

時：平成２７年７月２６日(日)１０：００～１２：００

・会

場：スイトピアセンター 学習館３階 学習室３－４

・指導者：日本文化紹介ボランティア（着付け）５人
・参加者：２２人（大人２０人、子供２人）
(ベトナム・ブラジル・中国・ネパール・バングラデシュ)
〇 外国人市民のための茶道・尺八・琴体験
・日

時：平成２８年３月１３日(日)１３：３０～１５：３０

・会

場：スイトピアセンター 学習館２階 茶室ほか

・指導者：日本文化紹介ボランティア（茶道・尺八・琴）４人
・参加者：１８人（大人１５人、子供３人）
(ベトナム・中国・ラオス・ネパール・フィリピン)
（ｂ）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２７年８月２０日（木）～２１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：日本文化紹介ボランティア延べ５人
・参加者：延べ３２人（ブラジル・フィリピン・中国）
（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２７年１０月１１日（日）１２：１５～１６：００

・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：当協会ボランティア３人
・参加者：２３人（ベトナム・中国・インドネシア・カナダ・フィリピン）

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

者の講師派遣を実施した。
・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４，４１８人
・派遣講師：石水 美佳子氏、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した。
（１）理事会の開催状況
臨時理事会：平成２７年４月１日「書面決議」
第１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２号議案「
（公財）大垣国際交流協会 委員会委員の選任」（案）について
第１回 理事会：平成２７年５月２７日（水）１４：０３～１４：４５
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２６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２６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）大垣国際交流協会平成２７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２７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２８年３月９日（水）１０：３０～１１：３０
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２８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２８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２８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 特定個人情報取扱規程」（案）について
報告事項
（１）「平成２７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２７年６月１７日（水）１４：００～１４：５０
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２６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２６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２７年度（公財）大垣国際交流協会 事業計画」について
（３）
「平成２７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」について
（５）「平成２７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。

