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２９年４月１日現在）
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７．賛助会員の状況（平成２９年３月３１日現在）
団 体 会 員

：

３９社

個 人 会 員

：

１３５人

Ⅱ 平成２８年度

事業報告

（平成２８年４月１日から平成２９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。
平成２８年度は、
① 第１１回 ドイツ・シュツットガルト市 中学生 研修派遣
・時 期：平成２８年７月２６日（火）～８月２日（火） ＜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
中学校、高等学校見学及び生徒との交流など
② 第６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２８年８月１７日（水）～８月２４日（水）＜８日間＞
・人 員：小･中学生９人、引率者３人 計１２人
・内 容：市表敬訪問、市内外施設見学、ホームステイ
小・中・高等学校見学及び生徒との交流など
③ 第１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：平成２８年１０月１４日（金）～２２日（土） ＜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、大学見学・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）であるベルギー・ナミュール市から学生
訪問団の受入を実施した。

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２８年度は、
第１１回 ベルギー・ナミュール市 学生訪問団受入
・時 期：平成２８年１０月３０日（日）～１１月４日（金）＜６日間＞
・人 員：高校生１２人、引率者１人 計１３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、次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。
＜（一財）自治総合センター、コミュニティ助成事業＞①②
① 親子ふれあい異文化交流会 『えいごに☆タッチ！』
英語を使って遊んだり歌ったり、新しいことばに触れて、リズムや音を楽しみ
各テーマに沿って実施し、地域の子ども達の国際感覚を養うことができた。
・日

時：平成２８年６月１９日～１２月１８日

毎月第３日曜日 全７回

１０：００～１０：４５、１１：００～１１：４５
・会

場：スイトピアセンター 学習館４階 幼児活動室ほか

・講

師：カールソン ブレナ氏（英語指導者）

２回

・参加者：７回で延べ２７８人（うち子ども１５０人）
・協力者：通訳として９人（延べ２９人）
〇 第１回 平成２８年６月１９日（日）
・内

容：世界の食べ物を通して地域の子ども達の国際感覚を養うことができた。

・参加者：１２人（中国、ブラジル）２か国より５家庭
〇 第２回 平成２８年７月１７日（日）
・内

容：国旗や挨拶を通して地域の子ども達の国際感覚を養うことができた。

・参加者：４４人（インドネシア、オーストラリア、中国、ベトナム、ラオス、
フィリピン、ブラジル）７か国より１７家庭
〇 第３回 平成２８年８月２１日（日）
・内

容：民族衣装を通して地域の子ども達の国際感覚を養うことができた。

・参加者：４９人（日本、ブラジル、中国、ラオス、オーストラリア）
５か国より１７家庭

〇 第４回 平成２８年９月１８日（日）
・内

容：乗り物を通して地域の子ども達の国際感覚を養うことができた。

・参加者：４７人（日本、ブラジル、ラオス、オーストラリア）
４か国より１６家庭
〇 第５回 平成２８年１０月１６日（日）
・内

容：ハロウィンを通して地域の子ども達の国際感覚を養うことができた。

・参加者：４７人（日本、ブラジル、ラオス、オーストラリア）
４か国より１７家庭
〇 第６回 平成２８年１１月２０日（日）
・内

容：アメリカ感謝祭を通して地域の子ども達の国際感覚を養うことができた。

・参加者：４１人（日本、ブラジル、中国、オーストラリア）
４か国より１６家庭
〇 第７回 平成２８年１２月１８日（日）
・内

容：クリスマスを通して地域の子ども達の国際感覚を養うことができた。

・参加者：３８人（日本、ブラジル、中国、ベトナム、オーストラリア）
５か国より１６家庭
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２８年１１月６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
ステージ発表（ブラジル武術披露）ほか

・参加者：２０１人（紹介ブース訪問者数）
（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２９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

４８人

・翻訳

３５人

・日本文化紹介

５３人

・日本語指導

１８０人

・海外文化紹介

１３人

・母国文化紹介

６人

・災害時通訳

２９人

・企画・運営

３１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（Ａ）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 平成２８年８月１９日（金）～１０月２１日（金）
１０：００～１２：００

全８回

〇 第２期 平成２８年１２月１４日（水）～平成２９年２月５日（日）
１３：００～１５：００

全７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）
ホツマインターナショナルスクール日本語教師、大垣消防署職員

・受講者：第１期３２人（一般１６人、ボランティア登録者１６人）（延べ１８５人）
第２期２１人（一般１６人、ボランティア登録者 ５人）
（延べ ８０人）
② 外国人市民のための防災訓練
災害経験の少ない外国人市民に対して防災訓練を実施することで、防災意識
の啓発また、参加者出身国の地元料理による炊き出し等で交流を図った。
・日

時：平成２８年１１月１２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：地震体験者による地震体験、
炊き出し（ベトナム、ブラジル料理）による異文化交流

・主

催：大垣市、共 催：（公財）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

・参加者：５９人（地域在住外国人市民及び当協会ボランティアほか）

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研修とボランティア同志の交流・意見交換
会を開催した。
・日

時：平成２９年３月２０日（月・祝）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：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：伊藤 かんな氏、小寺 里香氏（岐阜経済大学 非常勤講師）

・参加者：４７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：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
助

年

度

成
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数

助成金額 （千円）
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＜別表＞
平成２８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
２０１６年オレゴン高校生教育
ホームステイグループ大垣訪問

２ 高校留学フェア―
３
４

第３４回ネオ・ダール展
「日・仏・韓国合同美術展」
第１０回大垣国際
招待ポスター展

５ イタリア歌曲とオペラの夕べ
計

５件

交付

助成額

決定額

(千円）

336

80

80

586

80

80

900

80

80

6,872

80

80

743

80

80

9,437

400

400

主催者

事業費

ＷＩＮＧ
(公財)AFS 日本
協会岐阜支部
ネオ・ダール会
日本国際ポス
ター美術館
岐 阜 県 世 界
青年友の会

＜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、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２８年１０月３日～１１月２１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 ３－５

・講

師：加藤 ミリアム氏（英会話講師・ＭＩＣスクール代表）

・受講者：１７人（賛助会員１７人）
② フランス語 基礎会話講座（隔年）
・日

時：平成２８年１０月６日～１２月１５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 ３－２ほか

・講

師：西部 美里氏（フランス語通訳）

・受講者：１３人（一般１人、賛助会員１２人）
③ 韓国語 基礎会話講座（毎年）
・日

時：平成２９年 １月１２日～３月２日 毎週木曜日
１０：３０～１２：００（全８回）

・会

場：スイトピアセンター 学習館３階 学習室３－３

・講

師：兪 瑞 香 氏（韓国語講師）

ユ

ソ ヒャン

・受講者：７人（賛助会員７人）
④ ドイツ語 基礎会話講座（隔年）
・日

時：平成２９年１月１２日～３月２３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：山田 善久氏（岐阜経済大学教授）

・受講者：５人（賛助会員５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２８年８月２７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：ブラジル、ベトナム、バングラデシュの文化や各名所の紹介

・講

師：岩本千恵美シルビア氏 (公財)岐阜県国際交流センター国際交流員
＜ブラジル＞、トラン ミン ドク氏 岐阜経済大学留学生＜ベトナム＞

モハンマド アリフル イスラム氏 母国文化紹介ボランティア＜バングラデシュ＞
・協力者：企画・運営ボランティア２人
・参加者：２０人
〇 第２回
・日

時：平成２９年１月２１日（土）１３：３０～１５：３０

・会

場：スイトピアセンター 学習館６階 かがやき活動室

・内

容：アメリカ、ネパール、フィリピンの文化や各名所の紹介

・講

師：セリナ フォレスト氏 (公財)県国際交流センター国際交流員〈アメリカ〉

６－３

タマング ラジュ氏 岐阜経済大学留学生〈ネパール〉、
石川 雅啓氏 海外文化紹介ボランティア〈フィリピン〉
・協力者：企画・運営ボランティア２人
・参加者：１９人
② 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 中学生ドイツ・シュツットガルト市及び小・中学生オーストラリア・グレン
アイラ市研修派遣団
・日

時：平成２８年１１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

・参加者：４８人（一般４２人、部会員６人）
〇 高校生アメリカ・ビーバートン市、ユージーン市研修派遣団
・日

時：平成２８年１２月１７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：２９人（一般２４人、部会員ほか５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イギリス（ジブラルタル）、モロッコ等の写真を
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」Ｎｏ．８３号（９月号）Ｎｏ．８４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。
〇 大垣市立荒崎小学校（５年生）を対象に、国際理解や異文化交流について
当協会 見学：平成２８年４月２０日（水）
校外学習授業：平成２８年７月１５日（金）
、１０月２０日（木）講師派遣を２回
〇 大垣市立興文中学校（３年生）を対象に、フレンドリーシティや外国人支援施策について
校外学習授業：平成２８年９月３日（土）講師派遣

【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
思われます。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１２８人（１７カ国）
・協力者：日本語指導ボランティア９１人
（ｂ）にほんご おしゃべりルーム
・日

時：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
毎週日曜日 ９：３０～１５：００

・各種イベント：茶道体験 １月２２日（日）
・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：５５０人 日本語学習をしている外国人市民、延べ３３１人
日本語指導ボランティア、

延べ２１９人

（ⅽ）外国人市民のための日本語教室「基礎・会話コース２０１６」
＜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＞
・生活の中で役立つ日本語を目標に、開講した。
〇 基礎コース 第１期：平成２８年 ５月８日～８月２１日
第２期：平成２８年１０月２日～平成２９年１月２２日
全て、毎週日曜日９：３０～１１：３０、全１５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：日本語指導学校（㈱ホツマインターナショナル）講師１人

・アシスタント：日本語指導ボランティア

２０人（延べ ９４人）

・受講者：第１期２６人（延べ２１１人）
、第２期３２人（延べ１９１人）
（中国、韓国、ブラジル、ベトナム、インドネシア、ペルー、
フィリピン、アメリカ、マレーシア、アイルランド、カナダ）
・託児サポーター：３人
〇 会話コース 第１期：平成２８年８月２８日～９月２５日・全５回
第２期：平成２９年１月２９日～２月２６日・全５回
全て、毎週日曜日 ９：３０ ～ １１：３０
・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ほか

・内

容：日常生活の場面（病院警察消防）での会話を学ぶ教室の開講

・講

師：日本語指導学校（㈱ホツマインターナショナル）講師１人

・専門分野：警察署職員、消防署職員各１人
・アシスタント： 日本語指導ボランティア

１６人（延べ３１人）

・受講者：第１期１３人（延べ４６人）、第２期１７人（延べ４６人）
（中国、韓国、ブラジル、ベトナム、ペルー、フィリピン、マレーシア、
オーストラリア）
・託児サポーター：３人
（ｄ）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＞
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を作成した。
・内

容：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を想定した日本語会話教材の作成など
（Ａ４サイズ、総ぺージ数１７０ページ）
・教材執筆者：伊藤 かんな氏ほか２人
・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７人

（ｅ） 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２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金）

・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 ３６人
（ブラジル、中国、フィリピン、ペルー、韓国、ドミニカ、ラオスの７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：進藤 明美氏
○ 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）
・日

時：平成２８年４月３日（日）～平成２９年３月５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：６人
（ⅽ）ポルトガル語によるこころの相談会＜予約制＞
・日

時：平成２８年４月１０日（日）～平成２９年３月１２日（日）
１０：００～１６：００ 毎月第２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３－３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
ブラジル、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：５６人
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：日曜日・年１３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）７人
・参加者：２９人(ベトナム、中国、フィリピン、ブラジル、ラオス)

〇 外国人市民のための浴衣体験
・日

時：平成２８年７月２４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）２人
・参加者：１９人（大人１６人、子ども３人）
(ベトナム、ブラジル、中国、ラオス)
〇 外国人市民のための琴・書道体験
・日

時：平成２９年２月１９日(日)１３：３０～１５：３０

・会

場：スイトピアセンター 学習館３階 ３－１ほか

・指導者：日本文化紹介ボランティア（琴・書道）６人
・参加者：２０人
(ベトナム、中国、インドネシア、ブラジル、マレーシア)
（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２８年８月２５日（木）～２６日（金）
１８：００～２１：００

・会

場：南若森ふれあい公園、西地区センター内和室

・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（着付け）ボランティア延べ４人
・参加者：６０人（男１４人、女４６人）
（ブラジル）
（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２８年１０月９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：当協会ボランティア３人
・参加者：１８人（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２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金）
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、指導回数９６回

・派遣講師：石水 美佳子氏

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
第１回 理事会：平成２８年５月２５日（水）１３：５５～１４：４５
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２７ 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２７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２８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２８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
臨

時 理事会：平成２８年６月１５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２回 理事会：平成２９年３月８日（水）１０：２５～１１：２５
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２９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２９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２９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）「平成２８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２８年６月１５日（水）１３：５７～１５：０３
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２７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 評議員の選任」（案）について
報告事項
（１）「平成２７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２８年度（公財）大垣国際交流協会 事業計画」について
（３）
「平成２８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」
について
（５）
「平成２８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。

