
⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

日韓交流事業 北海道のスポーツを通した韓国との交流・意見交換を行う。

北海道外国訪問団受入事業 南米の北海道出身移住者子弟の訪問団を受け入れ、道民との交流や
地域視察などを実施し、友好親善と相互理解に資する。

国際交流ラウンジの開設
内　容：外国人の相談窓口、国際交流関係の図書・視聴覚教材等の資
料閲覧室及び交流コーナーを備えた国際交流ラウンジの管理運営を行
い、国際交流活動や情報交流の場として利用に供する。

http://www.kokusai-
koryu.jp/about/lounge/

県民参加型国際交流推進事業

韓国、台湾、その他東南アジア諸国をターゲットに交流を希望する民間
団体を発掘し、ﾏｯﾁﾝｸﾞを行って、継続・発展的な民間交流を実現する。

ワン・ワールド・フェスタ inいわて
の開催

国際交流・協力及び多文化共生の啓発普及を図るため、関係団体等と
連携・協働して、交流イベントを国際交流センター及び地域で開催する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

外国人との交流会「ちゃっとラン
ド」の開催

県民と外国人との交流を図るため、文化紹介、スポーツ、季節の行事な
どをテーマに、国際交流センターで交流会を開催する。

http://www.iwate-ia.or.jp/

(公財)宮城県国際化
協会

みやぎのふるさとふれあい事業
市町村の伝統文化行事等に県内在住の外国人住民を招待し、伝統文
化、生活習慣を体験するとともに、地域住民との交流を通じて地域の国
際化を推進する。

異文化交流スペースの運営管理 国際理解を深めるための情報提供・企画展示の実施や在住外国人の
生活に必要な情報収集・提供を行う。
また、国旗や民族衣装の貸出を通じて異文化交流や多文化共生を促進
する。

http://www.aiahome.or.jp/serv
ice/detail.html?serial_id=29

ロシア青少年交流事業 県民の国際理解と青少年の国際感覚の醸成を図るため、本県と友好協
定を締結しているロシア沿海地方から高校生を受け入れる。本県の高
校生と交流を行い、言葉や文化の違いを認め合うとともに、ロシアへの
理解を深める。

国際交流サロンの開設 国際関係情報、留学情報等の収集、提供。また、洋書、日本語学習の
テキスト、地球市民学習関係図書の貸し出しと無料インターネットの設
置。

http://www.airyamagata.org

ボランティア室の設置 県内の民間団体や個人ボランティアの打ち合わせや語学指導のために
無料開放。

http://www.airyamagata.org

(公財)福島県国際交
流協会

国際交流サロンの開設 県民の誰もが利用できることができ、国際理解、語学（日本語を含む）等
の関係図書等をサロンをを開設する。また、協会の事業実施に支障が
ない場合は、国際交流団体等がサロンを活動のために使用することが
できる。

http://www.worldvillage.org/fia
/instiution/instiution.html

国際交流イベントへの参加 各地域で開催される国際交流フェスティバル等、イベントに出展等参加
する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

茨城ふるさとファミリー事業 留学生や在県外国人がホームステイを通して日本の生活習慣を体験す
るとともに「茨城の家族」として継続的に交流する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

茨城県留学生親善大使の登録・
派遣

県内在住の留学生を茨城県留学生親善大使に任命し、国際理解教育
や交流事業に派遣し、県民の国際交流、国際理解を推進する。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

交流サロンの開設 県民と外国人が自由に話し合いのできる交流の場として協会本部に交
流サロンを開設している。

http://www.ia-ibaraki.or.jp

(公財)栃木県国際交
流協会

とちぎ国際交流センターラウンジ
コーナーの設置

とちぎ国際交流センター1階に国際関係情報の収集、提供、交流団体の
打ち合わせの場の提供、インターネット等のマルチメディアコーナーを設
置。

(公財)埼玉県国際交
流協会

国際フェア 県内のNGOの活動発表や在住外国人との交流を通して、県民に対する
国際交流・国際協力活動を啓発するため国際フェアを開催する。

http://www.sia1.jp/residents/f
air/

国際フェスタＣＨＩＢＡの開催
県民の国際交流・協力に対する機運を醸成するとともに、国際交流団体
相互のネットワークづくりにも役立てるため、参加・活動事例等について
知り得る機会を提供する。

http://www.mcic.or.jp/

国際交流サロンの提供 国際交流・協力活動や研修、交流、国際関連情報提供等の場として、研
修室や資料コーナー等を提供する。

http://www.mcic.or.jp/

メーリングリストによる情報交換 メーリングリストを用いて財団及びボランティア相互間の情報提供、ボラ
ンティアの募集、国際交流イベントの周知などを行う。

http://www.mcic.or.jp/

(公財)新潟県国際交
流協会

北東アジア友好交流促進事業 北東アジア地域について、当該地域との交流実績のある関係団体と連
携しながら、民間レベルでのより一層の相互交流の拡大を図る。

(公財)とやま国際セン
ター

環日本海交流会館の運営 県民と外国人の交流や国さ交流団体の活動の場である環日本海交流
会館の運営

http://www.tic-toyama.or.jp/

石川国際交流サロンの管理運営
日本的な佇まいを残す町家を活用して、県内の国際交流団体や文化
サークル等が行う自主的な活動や発表の場を提供し、県民と外国人と
の交流を促進する。

http://www.ifie.or.jp/japan/fac
ilities/salon/home_salon.html

石川国際交流ラウンジの管理運
営

ボランティアによる各種の日本文化講座の開催を通じて、石川県を訪れ
る外国人が手軽に日本文化を体験できる場を提供し、石川県の文化へ
の理解を深める。

http://www.ifie.or.jp/japan/fac
ilities/lounge/home_lounge.htm
l

(公財)山形県国際交
流協会

(公財)茨城県国際交
流協会

(公社)北海道国際交
流・協力総合センター

(公財)岩手県国際交
流協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー

(公財)青森県国際交
流協会

(公財)秋田県国際交
流協会

(公財)石川県国際交
流協会
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

サロン de トーク 石川県国際交流センター等において、県民と外国人住民が軽食を持ち
寄り、日本語や外国語で自由に交流する機会を提供する。

国際交流会館開館２０周年記念
事業

国際交流会館の開館20周年を記念して、最新の国際情勢をテーマに、
著名な講師を招いて記念講演を実施する。また、福井国際フェスティバ
ル当日には、子どもたちをはじめとする県民の 方々に海外への関心を
深める機会を提供するため、航空会社と連携したイベントを実施する。

https://www.f-i-a.or.jp/

総領事等招へいによる福井PR事
業

在阪総領事や経済担当官等を招いて海外進出県内企業と今後進出を
考えている県内企業を対象に、講演会を開催することで、海外情報を提
供し、同時に、総領事等に本県の企業、製品、観光地等について母国
への情報発信を依頼する。

https://www.f-i-a.or.jp/

国際交流・協力のつどい開催事
業

国際交流団体、ボランティア、在住外国人などが協力して国際交流・協
力に関する多彩な催しを手作りで開催。（嶺北、嶺南で各1回）

https://www.f-i-a.or.jp/

国際交流サロン 県民と在住外国人との交流を図ることを目的として、様々な交流プログ
ラムを実施する。

http://www.yia.or.jp/

ワールドチャリティークリスマス
チャリティを目的として、世界の様々な音楽や民族舞踊の発表、外国料
理の紹介などを行うクリスマスイベントを開催する。県民と在住外国人
が交流を図る機会とし、その収益を国際協力団体等に寄付する。

http://www.yia.or.jp/

(公財)岐阜県国際交
流センター

情報サービス事業
国際交流・国際協力に関する情報の提供、各種相談への対応、研修室
（無料スペース）の貸出等の他、国際交流員による交流サロン（自国の
紹介）を実施。

http://www.gic.or.jp

(公財)愛知県国際交
流協会

民間国際交流団体の活動の場の
提供

民間の国際交流団体が国際交流に関する活動や行催事の準備を行う
際に利用できる交流室を提供。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
oryu/j/dankou/index.html

ポルトガル語の書籍を集めた「小さなブラジル図書館」のコーナーを設
置し、図書の貸し出しを行う

http://www.mief.or.jp/jp/brasil.
html

英語、フィリピノ語の育児、健康、科学などに関する図書の貸し出し
http://www.mief.or.jp/jp/tosho
.html

(公財)滋賀県国際協
会

国際情報サロンの運営 国際交流・協力、国際教育および多文化共生に関する資料や県内外の
関連団体に関する資料を収集・提供している。また、渡航支援やその他
の相談に対応している。その他
・サロン・ミニ展示会･･･当協会の事業紹介、地域の団体活動や事業紹
介やJICA関連パネル展、移民の歴史などの展示を随時開催
・交流掲示板の設置、教材の貸し出し等

http://www.s-i-
a.or.jp/sia/shisetu/index.htm

(公財)大阪府国際交
流財団

OFIXプラザの運営 国際交流に関する図書、資料、外国旗の貸出し、
コピー利用サービスを実施。

http://www.ofix.or.jp/info/plaz
a/index.html

ひょうご国際プラザの運営 県民の国際理解を深めるため、国際交流、国際協力、多文化共生等の
情報を提供するための「ひょうご国際プラザ」を管理・運営する。

http://www.hyogo-
ip.or.jp/plaza/

海外事務所の運営
海外における経済情報の収集等を行うため、兵庫県ワシントン州事務
所、西オーストラリア州・兵庫文化交流センター、兵庫県パリ事務所、兵
庫県ブラジル事務所及び兵庫県香港経済交流事務所を運営する。

西オーストラリア州友好提携35周
年記念　兵庫県民友好訪問団に
参画

兵庫県と西オーストラリア州が友好提携を締結して35周年を迎える年に
あたり、HIA友の会会員等をはじめ県民各界各層に対し、旅行会社等が
企画する同地方への魅力的な訪問団への参加を呼びかけ、現地での
周年記念行事への参加や現地での草の根交流を目的として県友好訪
問団に参画する。

国際交流まつり
地域において活動しているＮＰＯや民間国際交流団体、また自国の文
化理解を深めるために活動している地域の在住外国人の協力のもと企
画運営を行って、「国際交流まつり」を年１回開催。

国際協力フロア 和歌山県の移住について理解していただく機会として、小中高校生を対
象とした「作文コンテスト」のほか、国際協力関係のドキュメンタリー映画
の上映会、移住関係の写真展などを実施し、移住を中心に国際交流活
動全般への関心・理解を深めていただいた。

日中交流奨学事業 国際交流まつりにおいて、中国の伝統芸能を紹介し、参加者に中国へ
の興味・関心を高めていただいた。

多言語サロン 主に県内に在住する外国人や海外での経験のある方等、さまざまな文
化やことばに精通した方をリソース・パーソンとして招き、県民の方に世
界の多様な言語・文化等にふれてもらう場を提供する。交流を通して在
住外国人が同じ地域に住む住人であるという意識を持ってもらうことを
目的に実施した。

インターナショナル・カフェ くつろいだ雰囲気の中で、さまざまな国の方と直接コミュニケーションで
きる場を提供する。また、在住外国人には母語で話せる場を提供し、相
互に国際理解を図った。

交流ラウンジ・資料閲覧室の運
営

和歌山県国際交流センターにおいて、国際交流団体やボランティア活
動ができるスペースを設置。また、県民と在住外国人が自由に交流でき
るスペースを提供。外国語の新聞・雑誌閲覧サービス、図書貸出サービ
スの実施。インターネット・メールコーナーを設置。情報を交換できる
ボードの設置など、来館者の国際交流を促進した。

(公財)山梨県国際交
流協会

(公財)兵庫県国際交
流協会

(公財)福井県国際交
流協会

(公財)和歌山県国際
交流協会

図書資料の整備(公財)三重県国際交
流財団
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⑧　国際交流事業（④、⑤、⑥を除く）

地域国際化
協会名

事業名 事業概要 URL

(公財)鳥取県国際交
流財団

交流拠点の運営 各事務所で日本語教材、国際交流関係の図書、海外の新聞・雑誌の閲
覧及び無料貸出、国旗、民族衣装等の無料貸出、ＰＣ（インターネット端
末）の無料提供（本所のみ）などにより情報提供。また、マンツーマンの
日本語指導や交流の場として提供している。

http://www.torisakyu.or.jp/?id
=21

(公財)しまね国際セン
ター

外国人・地域住民インフォメー
ション事業（多言語・多文化リソー
スの提供）

本所に国際交流や国際協力に関する情報、多言語・多文化に関する情
報が入手しやすいスペースを整備し、閲覧・貸出をおこなっている。イン
ターネットの無料使用・Wi-Fiサービスあり。　西部支所では、主に日本
語関係図書の閲覧・貸出可。

北東アジア交流の翼inしまね事
業（県受託事業）

中国・韓国・ロシアの青年を島根に迎え、テーマに基づいた視察や文化
交流、ディスカッションを通しての国際的な人材育成事業

岡山を知ろう交流バスツアー 岡山在住の留学生・外国人及び県民等を観光バスで岡山県各地の旧
跡や観光地に案内し、岡山への理解を深め、お互いの交流を図る。

岡山フェアウェルパーティー 岡山を去る留学生、研修生等の送別会兼県民との交流会。岡山での思
い出作りと県民との交流を深めるためのパーティーを実施する。

交流ホールの運営 県民や外国人が自由に歓談できるふれあいの場を提供するとともに、
日本や外国に関する幅広い情報を提供する（国内外の書籍、新聞、ＤＶ
Ｄ、日本語学習教材等の閲覧及びパソコンによる海外情報の提供等）。
また、国際交流・協力を目的とした事業に対してホールの貸出を行う。

http://hiroshima-ic.or.jp

日本語学習支援事業 ボランティアによるワンペア日本語学習等を通じ、県民と在広外国人の
交流の場を提供する。

http://hiroshima-ic.or.jp

日本文化理解促進事業 在広外国人等に，地域の伝統行事への参加，歴史文化鑑賞や地域住
民との交流の場を提供する。

http://hiroshima-ic.or.jp

(公財)山口県国際交
流協会

情報収集提供事業　（交流ラウン
ジの開放）

協会の交流ラウンジを国際関係・ＮＧＯ関係情報の収集、提供の場とし
て、また、国際活動団体の打合せ、交流の場として提供。

http://www.yiea.or.jp

とくしま国際戦略センター推進事
業

県民、行政、関係機関の力を結集し、県内在住の外国人の生活利便性
の向上はもとより、海外との経済交流活動など、多様なニーズに対応す
る「ワンストップ情報受発信拠点」として、「とくしま国際戦略センター」を
整備する。

外国人による徳島県日本語弁論
大会

在住外国人に異文化理解・多文化共生などのテーマで、外国人からの
視点で意見を述べてもらい、また、来場者との意見交換の場を設けて、
異文化交流を図る。

阿波おどり交流事業 伝統的な郷土芸能である阿波おどりを外国人に紹介することと併せて、
青少年等との国際理解および国際親善を図る。

香川国際交流会館管理運営事業 香川国際交流会館（アイパル香川）の会議室等の利用申請の受付、使
用料の収納、交流談話室や図書閲覧室の管理運営を行う。当協会、県
内外民間国際交流団体、個人などが実施する事業等のチラシ、ポス
ターの掲示を行うほか、海外新聞や雑誌、在日外国人向け国内等情報
誌等の閲覧を通じて情報提供を行う。またインターネット端末を設置し、
来館者の利便を図る。
図書閲覧室では外国語の書籍、外国に関する日本語の書籍、日本語
学習及び日本語教育に関する書籍等の貸出及び閲覧を行う。平成27年
度には、ＤＶＤやＣＤ付の外国語教材が利用できるよう、AVブースのリ
ニューアル、聴覚スペースの設置を行った。
さらに、交流談話室やアイパルプラザでは、会館の利用を促進すること
を目的とし、さまざまなイベントを実施する。

http://www.i-pal.or.jp/what/

http://www.i-
pal.or.jp/raiburari/

アイパル・JICA映画祭
さまざまな国の映画上映や映画に関するトークショーを通して、他国の
言語・文化・習慣等を知り、国際理解を深める機会を提供することを目
的として、ＪＩＣＡ四国との共催で年3回実施する。

http://www.i-pal.or.jp/eigasai

国際交流センター運営事業 海外雑誌、新聞、図書の閲覧や貸出。パソコンを利用した海外情報の
提供。在県外国人に対する生活情報、観光情報の提供。海外安全情報
ネットワークや留学・ワーキングホリデー等の情報提供。国際協力に関
する情報資料の提供。情報交換の場としてのインフォメーション・ボード
の管理　など。

http://www.epic.or.jp/epic/ind
ex.html

国際交流イベント促進事業 （財）松山国際交流協会と共催の「地球人まつり」をモデル的イベントと
し、県内各市町、国際交流協会、国際交流・協力団体の参加を促し、運
営方法等を学んでもらうことで、県内各地での国際交流イベントの開催
を促進する。

高知県友好姉妹都市交流推進助
成事業

高知県と友好姉妹提携関係にあるフィリピン・ベンゲット州と中国安徽省
との民間レベルでの交流を促進する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

友好姉妹都市学生等交流推進事
業

高知県と観光・文化・産業部門で交流提携を締結している韓国・全羅南
道に本県の青少年を派遣し、両県道の交流を推進する。

講演会等開催事業 国連ハビタット福岡本部の活動を紹介するイベントを隔月で開催。また、
国際理解教育で学校等へ派遣・紹介している外国人、日本人講師を招
き、隔月イベントを開催。その他、大学やNPO等国際交流団体と共催
で、国際交流・国際理解に関する講座やイベントを開催。

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/project/international/

(公財)福岡県国際交
流センター

(公財)愛媛県国際交
流協会

(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)香川県国際交
流協会

(公財)ひろしま国際セ
ンター

(公財)徳島県国際交
流協会

(公財)高知県国際交
流協会
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こくさいひろばの活用 ①在住外国人と日本人が自由に交流できるオープンスペースの提供
②国際交流等関係資料、イベント・留学・生活などの情報提供
③賛助会員が国際交流イベントや会議、パソコンを利用できる場所の提
供
④ボランティアが日本語教室を開催する場所の提供
⑤ＮＰO等国際交流団体による活動紹介資料の展示や、当財団との共
催イベントが開催ができる場所の提供

http://www.kokusaihiroba.or.jp
/plaza/

国際フェスタ月間 県内で活動する民間国際交流団体等の活動を広く県民に周知するた
め、参加団体協働でイベントを開催

https://www.spira.or.jp/

国際交流団体等助成事業 県内の民間国際交流団体等が行う国際交流事業の振興を図り、本県の
国際化推進に資する事業に要する経費の一部を助成する

https://www.spira.or.jp/

ながさき国際協力・交流フェス
ティバル

国際協力や国際交流活動の紹介、海外の手工芸販売やチャリティーバ
ザー、各国料理の提供、日本文化体験、語学体験、楽器・遊びの体験
コーナーなどを行い、在住外国人を含む県民のふれあいの場を提供す
る。

長崎県国際交流協会交流フロア
の運営

国際協力・交流や海外留学、様々な国際交流イベントや県内の交流団
体の情報を来館者へ提供する。

国際交流事業 長崎県と諸外国の青少年等が、文化、スポーツ等様々な分野における
交流を通じて、相互理解と友好親善を深めるとともに、今後の諸外国と
の交流の発展につなげる。

熊本県国際協会 「第２２回熊本国際交流祭典
～　Let’s have fun!　輪になろう
世界とつながる私の一歩　～」

県民への国際交流の啓発を図るため、平成6年度から毎年開催し、協
会会員団体を中心として、入場無料で実施。ステージ披露、パネル展
示、着物、煎茶体験、世界のグルメ、バザー、世界各国の民族衣装の試
着等を行った。
（平成2７年11月７日に実施済）

国際理解講座 県民を対象に国際交流・国際協力・多文化共生をテーマとした講座を開
催する。

おおいた国際七夕フェスタ 大分市主催「大分七夕祭り」に協賛して、外国人による民族衣装パレー
ドや民族楽器等のパフォーマンスを実施し、交流と相互理解の場を創出
する。

国際交流サロン 県民と外国人が気軽に交流する場を提供する。

国際交流展示 「外国人が見た宮崎作品展」、国際協力写真の展示など国際交流、国
際協力についての県民の理解を促進するための展示を行う。

国際交流ボランティア事業 国際観光船の寄港時や，協会が実施する各種事業等において，ボラン
ティア登録者による通訳等の活動の機会を提供する。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
volunteer/system.html

国際交流プラザ管理運営 ＜国際交流プラザの運営＞県の委託を受けて，県民や在住外国人等を
はじめ関係団体等に幅広く利用されるよう各種のサービスの提供に努
める。
＜自由な交流の場の提供＞国際交流プラザを訪れる外国人と県民とが
気軽に談笑したり，情報や意見交換を行うなどの自由な交流を楽しむ場
を提供する。
＜伝言板の設置＞伝言板を設置し，イベントなどの情報交換の場を提
供する。
＜留学関係情報の提供＞世界主要国の留学制度，海外生活，海外事
情等に関する書籍を整備し情報を提供するとともに，相談に応じたり専
門機関の紹介を行う。
＜ワーキング・ホリデー促進への協力＞制度の紹介に努めるとともに，
各種相談に応じる。

http://www.synapse.ne.jp/kia/
services/index.html

（公財）沖縄県交流･人
材育成財団

ウチナーネットサポート事業
（県受託事業）

沖縄21世紀ビジョン基本計画に則ったウチナーネットワークの構築を図
るため、若者向けの県実施事業参加者を中心に、異文化間のコミュニ
ケーション作りやリーダーを養成するセミナー、移民・平和学習講座等を
開催し、将来的にネットワーク作りの役割を担う事ができる人材の育成
を図る。また、県・市町村担当者との連絡会や会議を開催し、連携して
課題や解決策を共有し、ウチナーネットワークの構築に向けて協議す
る。

(公財)札幌国際プラザ ホームステイ制度運営事業
国際交流を目的としたプログラムに沿って来札した外国人を対象にホー
ムステイ・ホームビジットによる交流を行う。

http://plaza-
sapporo.or.jp/citizen_j/volunte
er/homestay.html

せんだい地球フェスタ 国際交流等の団体とボランティアが集う「せんだい地球フェスタ」を開催
する。

仙台国際センター交流コーナー
の運営

国際交流・協力に関する情報、外国人市民のための生活情報などの収
集、提供を行うとともに、国際交流・協力団体に活動場所を提供する。

http://www.sira.or.jp/japanese
/index.html

国際友好フェア 市民及び外国人市民が、お互いの文化等を理解するため、市民並びに
国内外で活動するＮＰＯ／ＮＧＯとの連携により、各種展示等を通して、
友好親善並びに交流活動及び国際協力活動への関心を引き出し、お互
いが住みやすい地域づくりを促進する。

http://www.stib.jp/kokusai/fri

endship.shtml

国際ふれあいフェア 多文化共生社会の実現を促進する為、さいたま市と交流のある姉妹友
好都市を中心に文化、風習、民族料理などを紹介することで、市民及び
市内・近隣地域在住の外国人市民の触れ合いの場と世界の文化等を
理解する機会を設け、相互理解の推進とお互いが住みやすい魅力的な
多文化共生地域づくりを促進する。

http://www.stib.jp/kokusai/co
mmunicate.shtml

(公財)長崎県国際交
流協会

(公財)大分県芸術文
化スポーツ振興財団

(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公社)さいたま観光国
際協会

(公財)仙台観光国際
協会

(公財)宮崎県国際交
流協会

(公財)佐賀県国際交
流協会
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はじめましての会 市内に住み始めて間もない外国人市民と日本人との交流会として「はじ
めましての会」を年2回（春・秋）実施する。

http://www.stib.jp/kokusai/me
eting.shtml

外国人による日本語スピーチ大
会

市内在住、在勤、在学の外国人が、日頃の生活、通学や勤務を通して
感じたことや考えていることなどの意見を発表する場として日本語ス
ピーチ大会を開催し、自己啓発や生活意欲の向上を図るとともに、市民
との交流、相互理解を深める。

http://www.stib.jp/kokusai/sp

eech.shtml

国際交流サロン
外国語の雑誌・新聞や国際交流・国際協力に関する情報の提供。

http://www.stib.jp/kokusai/ce
nter.shtml

交流サロン 外国人と日本人が触れ合える場として交流サロン（日本人と外国人の交
流会、市夏祭りおける盆踊りへの外国人と日本人の合同チームでの参
加、日本語スピーチ大会、小学校等における文化紹介など）を実施す
る。

http://www.ccia-chiba.or.jp/

ちば市国際ふれあいフェスティバ
ル

市内国際交流団体間の相互連携と市民の国際化理解を深めることを目
的として「ちば市国際ふれあいフェスティバル」を開催する。

http://www.ccia-chiba.or.jp/

国際交流事業 オーストラリア・ウーロンゴン大学の川崎研修(日本語研修)において、
ホームステイによる受入れを行い、市民交流を推進する。

行事開催事業 市民と外国人との相互理解と友好親善を深めるとともに、市内の民間交
流団体等の活動を広く紹介するため、「2015インターナショナル・フェス
ティバルinカワサキ」を国際交流センターを会場として、大規模交流イベ
ントを開催する。各国大使館等にも参加を要請し、イギリス・シェフィール
ド市特別展、多文化紹介、市民と外国人との交流イベント、市民参加事
業、世界の料理(模擬店)及び民芸品等の販売、活動団体の紹介などが
実施される。
かわさき国際交流民間団体協議会と共催。地域並びに関係機関・団体
等と連携・協力し、実行委員会を組織して開催する。　時期：平成27年7
月5日(日)

多文化共生推進イベント 地域における多文化共生推進のため、外国人とともに考えるイベントを
実施する。

http://www.kian.or.jp/evenko1
5/event/winter-
gathering.shtml

講座・研修の開催事業 (1)地球市民講座
地球の環境問題など様々な視点から「私たちに何ができるか」を考える
公開講座をかわさき国際交流民間団体協議会と共催で実施する。
(2)各種語学講座
市民レベルでの国際交流推進に資するため、市民に外国語を学ぶ機会
を提供する。英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、フランス語
等。
また、春・夏休みを利用した子ども外国語(英語・ポルトガル語)教室を開
催。
(3)ボランティア研修会
ボランティア活動支援のための研修会を実施。多言語情報紙発行のた
めの「やさしい日本語」の研修会を実施。
(4)外国人市民のための講座
日本で暮らしていく上で必要となる情報を取り上げ、外国人が暮らしや
すくするための生活情報講座。テーマは社会情勢やニーズに基づいて
設定。
(5)ふれあい交流会事業
市民の国際理解と外国人との友好親善を促進するため、世界の料理な

http://www.kian.or.jp/evenko1
5/kouza/course-prev-
schedule.shtml

http://www.kian.or.jp/evenko1
5/kouza/kodomo-
summer.shtml

http://www.kian.or.jp/evenko1
5/kouza/kodomo-
summer.shtml

http://www.kian.or.jp/evenko1
5/event/wf-thai.shtml

異文化コミュニケーション体験
フェア

静岡に暮らす在住外国人との共生への第一歩となることを目的とした
フェスティバルを実施する。市内で活動する国際交流団体や、在住外国
人が経営する料理店が出店し、静岡市と共催で実施する。

トークサロン 外国文化に精通した日本人や海外から静岡を訪れる外国人を講師に迎
え、各国の生活習慣、文化について理解を深める。

（公財）浜松国際交流
協会

国際交流・国際理解イベントの開
催

関係機関や外国人コミュニティ、市民活動団体と連携して、各国の文化
を体験できる機会を創出し交流を図る。（多言語ｄｅｸｯｷﾝｸﾞ・親子でＥｎｇｌ
ｉｓｈ・ポルトガル語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ・多文化交流イベント（講座）・グローバル
フェア・外国語講座

http://www.hi-hice.jp/

ホームステイボランティア制度の
運営

名古屋を訪れる外国人のホームステイ受け入れをコーディネートし、市
民の国際交流を推進する。

http://www.nic-nagoya.or.jp

外国人芸術作品展
外国人ボランティアグループのセントラル・ジャパン・インターナショナ
ル・ソサエティ（CJIS）との共催により、中部地域の外国人芸術家の作品
を発表する機会を設け、芸術を通した国際交流を行う。

http://www.nic-nagoya.or.jp

留学生の夕べ
愛知県内の留学生からなる愛知留学生会との共催により、歌・踊り・文
化紹介のパフォーマンスやブース出展、各国料理の試食を企画し、留学
生と市民の交流・相互理解を図る。

http://www.nic-nagoya.or.jp

kokokaオープンデイ 在住外国人を含む市民が気軽に利用できる場としての京都市国際交流
会館の役割と，多文化共生社会の構築を目指す国際交流協会の様々
な取組みを紹介する，市民参加型の催し。各種交流イベント，講演会，
世界の食や文化の紹介等を行う。11月実施。また、「平和」をテーマに、
京都市総合企画局と共催で基調講演・シンポジウム等を開催。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/openday/2015/in
dex.html

KYOTO・ふれあい講座「はじめて
のお茶」

日本の代表的伝統文化の一つ「茶道」の一端に触れる体験講座。在住
外国人を主な対象とする。3ヵ月を一期／12回とし、通年で実施。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/fureai/index.html

(公財)千葉市国際交
流協会

(公財)川崎市国際交
流協会

(公財)名古屋国際セン
ター

(公財)京都市国際交
流協会

http://www.samenet.jp/about/
business_scheme.html

静岡市国際交流協会
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ロングステイセミナー 主に中高年層で近年増加傾向にある海外での長期滞在を希望する市
民を対象とし、海外での「生活」に役立ててもらう情報を提供し、相談に
応じるセミナー。図書・資料室の蔵書も活用。2004年度に「オープンデ
イ」の一環として「ロングステイ財団」の協力のもとに開始、継続して毎年
開催を市民に定着させる。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/longstay/longstay-
index.htm

世界の絵本展
絵本を実際に手に取ることによって広く異文化に親しむ機会を提供す
る。図書・資料室所蔵の諸外国の絵本（90ヵ国約2,000冊）を展示・紹介。
テーマによって関係団体と連携、絵本の販売等も実施。8月開催。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/ehon/index.html

姉妹都市コーナー・展示室の運
営

京都市の各姉妹都市のパネル・工芸品等を展示する常設展を実施とす
るとともに、年間約20回程度の企画展を国際交流が目的の展示につい
て共催で運営。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/sistercity/index.htm
l

ほっこりBOOKカフェ 多文化共生の考えを理解するため、京都で様々な活動を行う外国人
や、外国にゆかりをもつ人をゲストスピーカーに迎え、多様なものの見
方や考え方の存在に気付くことを目的とする。
テーマ案：自分らしい生き方とは？、夢と現実、大人になるということ
は？など。
年3回程度、図書室の閉室時に開催。無料。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tosho/jp/hokkori-book-
cafe/book-cafe.htm

グローバル婚活 ｋｏｋｏコン グローバルなパートナーとの出会いを演出し、多様な人生観を共有して
もらうことにより多文化共生社会の実現をめざす。

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/kokokon/index.ht
ml

(公財)大阪国際交流
センター

アイハウス・ワールドカルチャー
シリーズ

「世界と身近な出会い、そして発見！」をコンセプトに各国の文化に触れ
られる機会を提供。民族音楽・舞踊等のパフォーマンス系で構成する大
規模イベントと各国文化を身近に感じ、交流できる小規模イベントを開
催。

神戸国際交流フェア
神戸市内のNGO・NPO による出展ブース・ステージ・演技等を通じ、相
互のネットワークを形成し,市民にNGO・NPO活動を周知する。また、市
民の異なる文化、伝統への理解を推進する。

http://www.kicc.jp/fair/index.h
tml

多文化交流会 日本人・外国人の市民に対して、各種の講演会や交流会を開催する。

国際交流・協力の日の開催
広島市内や海外で国際交流･協力活動を続けている市民団体が連携し
て様々な国際交流･協力活動を協働して行い、広島市民に国際交流･協
力への関心を高める機会を提供。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

国際交流員による国際交流事業
の実施

地域レベルでの国際交流及び国際理解の推進を図るために、国際交流
員を学校や市の関係機関が実施する国際理解･国際交流事業に派遣。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

「姉妹・友好都市の日｣の開催及
び「ヒロシマ・メッセンジャー」の運
営

広島市と姉妹・友好都市提携している海外6都市ごとに、民間の国際交
流団体などとともに市民参加型の記念イベントを開催。企画・立案、司
会進行等を公募で都市ごとに選出した「ヒロシマ・メッセンジャー」が行っ
ている。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

国際交流ラウンジの運営 日本人と外国人が交流するための場所を提供している。また、国際交
流･協力に関する情報、在住外国人には日常生活に関する情報などを
提供している。世界の新聞・雑誌の閲覧や、外国語を中心とした図書の
貸出なども行っている。

http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/ircd/

(公財)北九州国際交
流協会

キーネット支援事業
北九州国際交流団体ネットワーク（キーネット）加盟団体の活動を支援
するため、研修会や情報交換会等の実施についての活動を支援した。

http://www.kitaq-koryu.jp/

(公財)福岡よかトピア
国際交流財団

福岡・釜山連携事業「グローバ
ル・ギャザリング」

釜山国際交流財団が釜山広域市で開催するグローバルギャザリングに
参加してブースを出展し、福岡についての紹介を行うとともに来場した
市民との交流を深める。

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

イヤーエンドパーティ事業
在住外国人と市民と一緒になって参加し、交流を深める事業

(公財)神戸国際協力
交流センター

(公財)広島平和文化
センター
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