
※外部提供用 

 

加古川市の国際交流年表 

 

《文字色の説明》 

 全 般  ブラジル関係  ニュージーランド関係  中国関係  その他 

 

1973年 昭和48年 

6月19日         加古川市議会で加古川市とマリンガ市との姉妹都市提携が決議される。 

 

7月2日          加古川市長ほか一行４名がマリンガ市を公式訪問し、姉妹都市提携を調印。 

 

1974年 昭和49年 

5月25日         パラナ州経済使節団一行16名が加古川市を公式訪問。 

 

9月17日         マリンガ市使節団 8 名がマリンガ市長メッセージを携行し、加古川市を

   訪問。両市婦人会役員の交歓 会を開催。 

 

1975年 昭和50年 

6月25日         加古川市少年団の絵画100点をマリンガ市へ送付｡ 

 

8月27日   加古川市姉妹都市協会発起人会及び設立総会を開催 

 

9月2日～5日    マリンガ市使節団８名が加古川市を公式訪問。 

 

1976年 昭和51年 

5月8日～19日  加古川市姉妹都市使節団７名がマリンガ市を公式訪問し、マリンガ市制

   29周年記念式典に出席。 

 

9月20日～21日  マリンガ市日系訪問団16名が加古川市を訪問。 

 

1978年 昭和53年 

6月11日～25日  ブラジル日本移民 70 周年記念・兵庫県ブラジル友好親善訪問団(加古川市

   より9名が参加)がマリンガ市を訪問。 



※外部提供用 

 

 ・6月22日  明仁皇太子殿下、妃殿下(現上皇陛下、妃殿下)ご臨席にてのマリンガ文化体

   育協会新会館の定礎式に出席。 

 

1979年 昭和54年 

4月10日        桜の苗木 150 本をマリンガ市へ寄贈。インガ公園とマリンガ文化体育協会

   の日本庭園に植樹。 

 

4月11日～14日  マリンガ市使節団22名が加古川市を公式訪問。 

 

5月4日～22日   加古川市親善使節団 4 名がマリンガ市を公式訪問し、マリンガ市制記念

   式典に出席し、マリンガ市から加古川市に提供された工業用地を視察。 

 

7月5日         空手国際大会ブラジル選手団10名が加古川市を訪問。 

 

9月21日       パラナ州経済使節団17名が加古川市を訪問。 

 

1980年 昭和55年 

3月15日         マリンガ市より加古川市制 30 周年記念マリンガ・加古川児童絵画展の作

   品43点が送付される。 

 

6月13日～16日  マリンガ市慶祝友好使節団 11 名が加古川市を公式訪問し、加古川市制

   30周年記念式典に出席。 

 

7月3日～18日   加古川市親善使節団5名がマリンガ市を公式訪問。 

 

1981年 昭和56年 

4月13日～5月4日 加古川市姉妹都市協会経済視察団 23 名がマリンガ市を公式訪問。工業

   団地はじめ産業経済を視察。 

 

6月3日          パラナ州経済使節団20名が加古川市を訪問。 

 

7月11日         パラナ州農務長官ほか一行17名が加古川市を訪問。 

 

7月14日～16日  マリンガ市議会議長ほか一行5名が加古川市を公式訪問。 

 



※外部提供用 

 

8月14日   加古川市制 30 周年記念品として加古川市、加古川市姉妹都市協会、県立農

   業高校より灯篭を寄贈し、マリンガ文化体育協会に整備中の日本庭園に設置。 

 

12月21日～1月1日 加古川市親善訪問団4名がマリンガ市を公式訪問。 

 ・12月26日  マリンガ市において稲岡貞男加古川市姉妹都市協会長にマリンガ市名誉市

   民賞が授与された。 

 

12月21日～1月11日 加古川市姉妹都市協会主催第 1 回ポルトガル語研修生 6 名がブラジルを訪

   問。(マリンガ市、クリチバ市、サンパウロ市、パラナグア市、ブラジリア 

   市、リオデジャネイロ市ほか) 

 

1982年 昭和57年 

4月13日～15日  マリンガ市親善訪問団６名が加古川市を公式訪問。 

 

1983年 昭和58年 

5月13日～28日  姉妹都市提携 10 周年記念加古川市親善訪問団 4 名がマリンガ市を公式

   訪問。 

 ・5月17日  マリンガ文化体育協会横の道路のアヴェニーダ・カコガワ(加古川大通

   り) 竣工式に出席。 

 ・5月18日  マリンガ文化体育協会日本庭園の竣工式に出席。 

 

1984年 昭和59年 

5月29日        パラナ州友好経済使節団17名が加古川市を訪問。 

 

10月8日～12日  マリンガ市親善使節団13名が加古川市を公式訪問。 

 

10月9日         加古川市・マリンガ市姉妹都市提携10周年記念式典を挙行。 

   10年のあゆみ写真展・ブラジル物産展を開催。 

 

1985年 昭和60年 

4月19日         パラナ州友好経済使節団33名が加古川市を訪問。 

 

11月30日  加古川市姉妹都市協会創立 10 周年記念事業として、マリンガ文化体育協

   会へ野球のピッチング・マシーンを寄贈。 



※外部提供用 

 

 

1987年 昭和62年 

   加古川市民が、中国を旅行中に病気で桂林市第二人民医院で治療を受けた際、

   治療にあたった医師の日本への「想い」を受け、 帰国後、加古川市民病院と

   の仲立ちをされ、以降両市の友好交流が始められた。 

 

5月4日～16日    マリンガ市制４０周年記念加古川市親善訪問団５名がマリンガ市を公

   式訪問。  

 ・5月10日  マリンガ市制40周年記念式典に出席。 

 

1988年 昭和63年 

3月18日         日本人ブラジル移民 80 周年記念パラナ州農工畜産展に加古川市、加古川

   市議会、加古川商工会議所、加古川市姉妹都市協会から提灯 100 個を送る。 

 

4月5日～10日    姉妹都市提携 15 周年記念マリンガ市親善訪問団 19 名が加古川市を公

   式訪問。  

 ・4月7日～9日  姉妹都市提携15周年記念「マリンガ市交流展」を開催。 

 ・4月9日       姉妹都市提携15周年記念式典・パーティーを挙行並びに開催。 

 

5月13日   姉妹都市提携 15 周年を記念して、市内児童生徒絵画 80 点をマリンガ市へ

   送付。 

 

5月16日～25日   桂林市第二人民医院より院長ほか一行 2 名の医師が加古川市民病院を訪問。 

 

6月16日～7月2日 日本人ブラジル移民 80 周年記念兵庫県南米親善使節団に加古川市から訪

   問団11名が参加し、マリンガ市を訪問。 

 ・6月18日(移民の日) 日本人ブラジル移民80周年記念式典(サンパウロ)に出席。 

 ・6月19日  パラナ州移民80年祭(ローランジャ)に出席。 

 ・6月22日~25日 マリンガ市を訪問 

 

7月1日～10月30日 姉妹都市提携15周年記念「マリンガ市紹介展」を市内各公民館にて開催。 

 

7月9日           姉妹都市提携 15 周年記念「カルロス・トシキ＆オメガトライブ」コンサー

   トを開催。(市内福祉施設関係者138名を招待)） 

   ※カルロス・トシキ氏は、マリンガ市出身 

 



※外部提供用 

 

11月15日       「マリンガ市の子供達への手紙」30通をマリンガ市へ発送。 

 

11月28日        姉妹都市提携 15 周年を記念して加古川ライオンズクラブがマリンガ市へ

   図書45冊を寄贈。以降毎年寄贈。 

 

12月8日～11日   第一次民意中国桂林市訪問団を結成し、第二人民医院を訪問し友好を深める。 

 

1989年 平成元年 

7月19日        マリンガ市第1回日本文化週間に展示する加古川市の資料を寄贈送付。 

 

11月6日～8日    マリンガ市訪問団8名が加古川市を訪問。歓迎夕食会、市内見学、ゲー 

   トボール親善交流試合を開催。 

 

1990年 平成2年 

1月22日～28日   加古川市民病院訪問団４名が、桂林市第二人民医院を表敬訪問。 

 

1月28日～30日   加古川商工会議所経済視察団がマリンガ市を訪問。 

 

3月7日   加古川市議会で、ワイタケレ市との友好都市提携が、全会一致で可決。 

 

4月13日         パラナ州友好経済使節団24名が加古川市を訪問。 

 

6月13日～19日  マリンガ市親善使節団25名が加古川市を訪問。 

 ・6月14日  市表敬訪問 

 ・6月15日  加古川市制40周年記念式典に参加。 

   経済協力に関する調印式(加古川商工会議所とマリンガ商工会議所) 

 ・6月16日  友好校の調印式(兵庫女子短期大学とマリンガ総合大学) 

 

11月17日～22日  第二次民意中国桂林市訪問団が、第二人民医院を訪問し友好を深める。 

 

1991年 平成3年 

2月12日～17日  第二人民医院より一行4名が加古川市民病院を訪問する。 

 ・2月20日       日中医学交流講習会で２医師が講演する。 

 

4月14日～20日  ワイタケレ市長ほか一行９名が友好都市提携調印のために加古川市を訪問。 



※外部提供用 

 

 ・4月17日  加古川市役所において加古川市、ワイタケレ市の友好都市提携調印 

 

5月7日～14日    加古川市友好訪問団５名が桂林市及び第二人民医院を表敬訪問。 

 

8月4日～12日  第1回加古川市中学生海外派遣団17名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

9月27日         パラナ州経済使節団23名が加古川市を訪問。 

 

1992年 平成4年 

3月27日         加古川市7億円出捐にて、財団法人加古川市国際交流協会が設立。 

 

4月6日～8日     マリンガ市ゲートボールチーム11名が加古川市を訪問。 

 

5月2日～10日  第１回ワイタケレ市学生海外派遣団8名が加古川市を訪問。 

 

5月3日   加古川市親善訪問団15名がワイタケレ市を訪問  

 

5月4日   ワイタケレ市役所において、加古川市・ワイタケレ市の姉妹都市提携調印 

 

5月8日～12日  加古川市友好訪問団15名がマリンガ市を訪問。 

   マリンガ市制45周年式典に参加。 

 

7月6日           加古川市姉妹都市協会総会において発展的解散が決議され、すべて 

   財団法人加古川市国際交流協会へ継承することを決定。 

 

8月16日～24日  第2回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

   中学生13名、引率者２名 

 

8月18日～28日   第1回加古川市青年海外派遣団10名がマリンガ市を訪問。 

 

9月6日～9日  第1回加古川市障がい者海外派遣団11名が、台湾高雄市を訪問 

 

11月5日         パラナ州友好経済使節団16名が加古川市を訪問。 

 

1993年 平成5年 

1月21日～25日  ワイタケレ市総務部長及び女子柔道使節団の一行８名が加古川市を訪問 



※外部提供用 

 

 

5月1日～10日  第２回ワイタケレ市学生海外派遣団9名が加古川市を訪問。 

 

8月14日～24日   第2回加古川市青年海外派遣団10名が、マリンガ市を訪問。 

 

8月15日～28日  第３回加古川市中学生海外派遣団15名がワイタケレ市を訪問。 

 

8月15日～27日  加古川市・マリンガ市姉妹都市提携 20 周年記念訪問団 8 名がマリンガ

   市を訪問、記念式典等に出席。 

   姉妹都市提携20周年を記念し加古川市から寄贈された「加古川･マリンガ外

   国語センター」竣工式に参加 

 

8月19日   姉妹都市提携 20 周年を記念してマリンガ市、マリンガ市議会、加古川マリ

   ンガ姉妹都市協会、マリンガ文化体育協会からブラジルの黒御影石の記念

   碑が贈られ、小柳公園に設置。 

 

9月17日         パラナ州友好経済使節団27名が加古川市を訪問。 

 

9月17日～19日   桂林市友好代表団10名が加古川市を訪問。 

 

1994年 平成6年  

2月14日～20日  第 2 回加古川市障がい者海外派遣団 22 名が、オーストラリア パース市

   を訪問 

 

2月22日～27日   第1回マリンガ市青年派遣団９名が加古川市を訪問。 

 

4月30日～5月14日 第３回ワイタケレ市学生海外派遣団16名が加古川市を訪問。 

 

6月14日～16日   マリンガ市親善訪問団 5 名が加古川市を訪問。姉妹都市提携 20 周年を

   記念して小柳公園に設置された記念碑の除幕式に出席。 

 

6月23日～30日  ワイタケレ市親善訪問団20名が加古川市を訪問 。 

 

7月24日～25日   サンパウロ州ジュニア・サッカーチーム 19 名が加古川市を訪問。市内

   の中学生サッカーチームと交流試合を実施。 

 

8月15日～27日  第4回加古川市中学生海外派遣団15名がワイタケレ市を訪問。 



※外部提供用 

 

 

8月16日～26日   第3回加古川市青年海外派遣団9名がマリンガ市を訪問。 

 

10月1日～8日  加古川市国際交流協会賛助会員姉妹都市訪問団28名がワイタケレ市を訪問   

 

11月29日～30日  パラナ州友好経済使節団20名が加古川市を訪問。 

 

1995年 平成7年  

2月12日～19日  第3回加古川市障がい者海外派遣団23名が、ワイケレ市を訪問。 

 

2月23日～26日   第2回マリンガ市青年派遣団8名が加古川市を訪問。 

 

4月22日～5月8日 第4回ワイタケレ市学生海外派遣団10名が、加古川市を訪問。 

 

8月14日～26日  第5回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

8月18日～28日   第4回加古川市青年海外派遣団9名がマリンガ市を訪問。 

 

12月9日        パラナ州友好経済使節団20名が加古川市を訪問。 

 

1996年 平成8年 

1月22日        ホテルオークラ神戸にて、稲岡貞男加古川市名誉市民、木下正一加古川市

   長、瀧川松男加古川商工会議所会頭、舟坂勝国際交流協会副理事長がブラ

   ジル国パラナ州「パラナ松勲章」の叙勲を受ける。(パラナ州知事より県内

   9人に手交) 

 

1月24日～28日   第3回マリンガ市青年海外派遣団一行9名が加古川市を訪問。 

 

2月12日～19日  第4回加古川市障がい者海外派遣団20名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

4月27日～5月13日 第5回ワイタケレ市学生海外派遣団9名が、加古川市を訪問。 

 

6月10日～20日  ワイタケレ市親善訪問団21名が加古川市を訪問。 

 ・6月14日  加古川中央ライオンズクラブとワイタケレ市ライオンズクラブとのランチ

   ョンクラブ友好クラブ提携の協定書を取交す。 

 ・6月15日  加古川市・ワイタケレ市姉妹都市提携 5 周年記念として、ワイタケレ市か



※外部提供用 

 

   ら寄贈されたトーテムポール 3 本(ワイタケレ市のトーテムポール、加古川

   市のトーテムポール、ワイタケレ市のマオリ部族テ・カウェラウ・ア・マ 

   キのトーテムポール)を小柳公園に設置し、除幕式を開催。 

 ・6月15日  ロバート・アムスター・ハーヴェイ ワイタケレ市長、イヴォンヌ・コープ

   ランドワイタケレ市議会議員、アシッド・コーバン前ワイタケレ市長に加

   古川市功労者表彰を授与。 

 

6月22日～28日  加古川市親善訪問団5名が、パラナ州クリチバ市、マリンガ市を訪問。 

   一部兵庫県・パラナ州友好提携 25 周年記念兵庫県友好団と同行。上野連邦

   下院議員、サイジ前マリンガ市長、ヒカルド・バーロスマリンガ市長、マリ

   ンガ文化体育協会に市功労者表彰状を伝達。 

 

8月12日～24日   第5回加古川市青年海外派遣団10名がマリンガ市を訪問。 

 

8月16日～29日  第6回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

12月2日        パラナ州友好経済使節団25名が加古川市を訪問。 

 

12月6日   ニュージーランドのハット市のマオリ文化紹介グル－プ 34 名による ”海の

   心”マオリ文化公演を加古川総合文化センターで開催。(マオリ族の彫刻、手

   芸、舞踊の紹介)  

 

1997年 平成9年 

1月22日～26日   第4回マリンガ市青年海外派遣団9名が加古川市を訪問。 

 

2月18日～24日  第5回加古川市障がい者海外派遣団20名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

5月7日～15日    賛助会員姉妹都市訪問団7 名がマリンガ市を訪問し、マリンガ市制50 周年

   記念式典並びにマリンガ文化体育協会創立50周年記念式 典に出席。 

 

5月3日～15日    加古川市親善訪問団 5 名がマリンガ市を訪問し、マリンガ市制 50 周年

   記念式典並びにマリンガ文化体育協会創立50周年記念式典に出席。 

 

8月10日～18日  加古川市長ほか一行 4 名が、ニュージーランド、ワイタケレ市を訪問

   し、市長表敬訪問。日本庭園の計画について協議。建設の鍬入れ式に出席。 

   

8月10日～23日  第7回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 



※外部提供用 

 

 

8月11日～21日   第6回加古川市青年海外派遣団8名がマリンガ市を訪問。 

 

9月16日～27日  第1回ワイタケレ市障害者海外派遣団22名が、加古川市を訪問。 

 

10月8日～12月6日 桂林市外事弁公室職員1名が加古川市役所にて研修を行う。 

 

12月8日         パラナ州友好経済使節団25名が加古川市を訪問。 

 

1998年 平成10年 

1月21日～25日   第5回マリンガ市青年海外派遣団9名が加古川市を訪問。 

 

2月6日～15日  ワイタケレ市日本庭園完成記念第 2 回賛助会員ツアー一行 19 名が、日本

   庭園開園式に出席のため、ワイタケレ市を訪問。 

2月7日～15日  ワイタケレ市日本庭園完成記念訪問団４名が、日本庭園開園式に出席の

   ため、ワイタケレ市を訪問。 

2月12日～19日  第6 回加古川市障がい者海外派遣団 16 名が、ワイタケレ市を訪問。日本庭

   園開園式に出席。 

 ・2月13日  ワイタケレ市において加古川市より寄贈の日本庭園開園式が挙行される  

   加古川市民約60名が出席し、有志による野点の茶道披露。 

 

4月25日～5月4日 第6回ワイタケレ市学生海外派遣団20名が、加古川市を訪問。 

 

8月11日～25日  第8回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

8月12日～23日   第7回加古川市青年海外派遣団10名がマリンガ市を訪問。 

 

10月3日～10日  加古川市中国友好訪問団11名が、桂林市及び第二人民医院を表敬訪問。 

 

11月20日～23日  ブラジル・ゲートボール使節団31名が加古川市で親善試合を行う。 

 

11月26日        パラナ州友好経済使節団25名が加古川市を訪問。 

 

1999年 平成11年 

1月20日～24 日  第6回マリンガ市青年海外派遣団9名が加古川市を訪問。 

2月12日～19日  第7回加古川市障がい者海外派遣団16名が、ワイタケレ市を訪問。 



※外部提供用 

 

 

2月13日～16日  ニュージーランド訪問団4名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

4月29日～5月14日 第7回ワイタケレ市学生海外派遣団10名が加古川市を訪問。 

 

8月12日～23日  第8回加古川市青年海外派遣団8名がマリンガ市を訪問。   

 

8月12日～26日  第9回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

8月15日         ブラジルサンパウロ市の和道流空手チームが、加古川市を訪問。 

 

2000年 平成12年 

2月9日～16日  第8回加古川市障がい者海外派遣団20名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

6月9日～13日    マリンガ市親善訪問団 20 名が加古川制 50 周年記念式典出席のため加

   古川市を訪問。木下加古川市長がマリンガ市名誉市民賞を授与される。 

 ・6月10日  記念植樹、加古川市制50周年記念式典、民俗芸能フェスティバル 

 ・6月11日  加古川市国際交流センター開館記念式典,マリンガ市紹介写真展 

 

6月9日～13日  ワイタケレ市親善訪問団24名（マオリ・ダンスチーム「テ・ロープー・ 

   マヌタキ」15名を含む）が市制50周年記念式典出席のため加古川市を訪問。 

 ・6月10日  記念植樹 加古川市制 50 周年記念式典  市内視察 民俗芸能フェスティ

   バル出演（マオリのダンスと歌） 

 ・6月10日  加古川市制 50 周年を記念して、加古川市にニュージーランド関係図書 50

   冊が寄贈 される。ウェルネスパークにて贈呈式を実施。 

 ・6月11日  加古川市国際交流センター開館記念式典、ワイタケレ市紹介写真展を開催  

 

6月9日～13日    桂林市友好代表団4名が市制50周年記式典出席のため加古川市を訪問。   

 ・6月10日  記念植樹、加古川市制 50 周年記念式典、姫路城視察、民俗芸能フェスティ

   バル  

 ・6月11日  加古川市国際交流センター開館記念式典、桂林市紹介写真展を開催  

 

6月11日   加古川市国際交流センターが開館 

 

７月７日          パラナ州友好経済使節団６名が加古川市を訪問。 

 

７月28日～8月７日 ブラジル兵庫県人会創立４０周年記念・パラナ州友好提携３０周年記念・



※外部提供用 

 

   兵庫県友好代表団に加古川市から２名が参加。ブラジルマリンガ市等を訪問。 

 ・7月29日  阪神淡路大震災復興写真展祝賀式典参加(サンパウロ) 

 ・7月30日  ブラジル兵庫県人会創立40周年記念式典参加(サンパウロ) 

 ・7月31日  兵庫県・パラナ州友好提携30周年記念式典参加(クリチバ) 

 ・8月2日  マリンガ市訪問(市役所、議会、アセマ) 

 ・8月4日  植田憲司氏マリンガ市名誉市民賞受賞祝賀会出席 

 

8月10日～21日  第10回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

8月12日～22日   第9回加古川市青年海外派遣団5名がマリンガ市を訪問。 

 

8月23日         桂林市都市建設視察団 10 名が加古川市を訪問。表敬訪問の後、ウェル

   ネスパーク、総合文化センター、海洋文化センターを視察。 

 

10月6日～10日   桂林市第二人民医院から一行２名が加古川市民病院 50 周年を記念して加古

   川市を訪問。 

 

12月   加古川市からワイタケレ市へ図書館交流の一環として、図書50冊を寄贈。 

 

2001年 平成13年 

1月18日～22日   第8回マリンガ市青年海外派遣団6名が加古川市を訪問。 

 

2月8日～15日  第9回加古川市障がい者海外派遣団21名が、ワイタケレ市を訪問。 

   新たにニュージーランド関係図書50冊が寄贈され、派遣団が持ち帰る。 

 

4月20日～5月5日 第8回ワイタケレ市学生海外派遣団16名が、加古川市を訪問 

 

5月9日～12日  加古川市姉妹都市訪問団 9 名が、マリンガ市制 54 周年記念パレード参

   加等のため、マリンガ市を訪問 

 

8月9日～19日  第10回加古川市青年海外派遣団12名がマリンガ市を訪問。 

 

8月9日～23日  第11回加古川市中学生海外派遣団14名が、ワイタケレ市を訪問。 

   ニュージーランド関係図書50冊が寄贈され、派遣団が持ち帰る。 

 

8月16日～21日  加古川市姉妹都市訪問団 4 名がワイタケレ市を訪問。ワイタケレ市ラン

   グホルム地区へ寄贈する救急車の贈呈式に出席。 



※外部提供用 

 

 

10月23日～30日  加古川市友好都市訪問団9名が桂林市及び第二人民医院を表敬訪問。 

 

2002年 平成14年 

1月17日～21日   第9回マリンガ市青年海外派遣団9名が加古川市を訪問。 

 

2月8日～15日  第10回加古川市障がい者海外派遣団14名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

2月12日～15日  マリンガ市訪問団４名が加古川市を訪問。 

   故稲岡貞男名誉市民市民葬に参列 

 

8月6日～20日  第12回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

8月7日～17日    第11回加古川市青年海外派遣団12名がマリンガ市を訪問。 

 

10月15日～21日  加古川市友好都市訪問団11名が桂林市及び第二人民医院を表敬訪問。 

 

11月1日～2日   桂林市友好代表団５名が加古川市を訪問。 

 

2003年 平成15年 

1月23日～27日   第10回マリンガ市青年海外派遣団5名が加古川市を訪問。 

 

2月1日～8日  木下前市長ほか一行 3 名がワイタケレ市を訪問し、木下前市長にワイタケ

   レ市名誉市民賞が授与。 

 

2月5日～12日  第11回加古川市障がい者海外派遣団17名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

4月3日～8日  桂林市女性代表団8名が、加古川市を訪問。表敬訪問とともに、市内女 

   性団体等と交流。 

 

4月22日～5月6日 第9 回ワイタケレ市学生海外派遣団 13 名が、加古川市を訪問。ホームステ

   イと市内外を見学 

 

5月5日～16日    姉妹都市提携30周年記念訪問団22名がマリンガ市を訪問。 

 ・５月11日  加古川市・マリンガ市姉妹都市提携 30 周年記念式典、加古川マリンガ外国

   語センター10周年記念式典 



※外部提供用 

 

   ・マリンガ市から舟坂勝前理事長、大庫典雄元副理事長にマリンガ市名誉市 

    民賞が授与。 

   ・加古川市から鈴木孝二前アセマ会長、植田憲司アセマ会長に加古川市功労 

    者表彰を授与 

 

5月28日   桂林市へSARS対策のため、マスク5,000枚を送付 

 

8月6日   桂林市友好代表団一行14名が、加古川 市を訪問。 

 

8月7日～17日    第12回加古川市青年海外派遣団12名がマリンガ市を訪問。 

 

8月8日～22日  第13回加古川市中学生海外派遣団14名がワイタケレ市を訪問。 

 

10月30日～11月6日 加古川市友好訪問団8名が、桂林市及び第二人民医院を訪問。 

 

2004年 平成16年 

1月22日～26日   第11回マリンガ市青年海外派遣団10名が加古川市を訪問。 

 

2月3日～10日  第12回加古川市障がい者海外派遣団18名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

2月4日～11日  加古川市姉妹都市訪問団 26 名がワイタケレ市を訪問。日本庭園移設にあた

   っての説明打合せ、市内見学、交流事業に参加。 

 

4月13日～26日  第10回ワイタケレ市学生海外派遣団11名が、加古川市を訪問。ホームステ

   イと市内外を見学。 

 

5月11日～15日  ワイタケレ市代表団3名が加古川市を訪問  市施設等見学、交流交歓 

 

8月４日～14日   第13回加古川市青年海外派遣団11名がマリンガ市を訪問。 

 

8月4日～18日  第14回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

10月17日～23日  加古川市友好訪問団9名が、桂林市及び第二人民医院を訪問。 

 

12月6日   パラナ州友好経済団10名が加古川市を訪問 

 

2005年 平成17年 



※外部提供用 

 

1月21日～24日  第12回マリンガ市青年海外派遣団9名が加古川市を訪問。 

 

2月3日～10日  第13回加古川市障がい者海外派遣団16名が、ワイタケレ市を訪問。自然体

   験、交流事業に参加。 

 

2月6日～13日  加古川市姉妹都市訪問団6名が、ワイタケレ市を訪問。ワイタケレ市庁舎移

   転に伴う日本庭園移設について、現地確認等。 

 

3月7日      パラナ州経済人訪問団7名が加古川市を訪問。 

 

4月19日～5月3日 第11回ワイタケレ市学生海外派遣団18名が加古川市を訪問。ホームステイ

   と市内外を見学 

 

6月14日～18日  第1回マリンガ市商工ミッション:マリンガ市代表団29名が、加古川市を訪

   問。市議会議場でマリンガ市長、議長がスピーチ。加古川市制 55 周年を記

   念して、整備中のマリンガ通り起点の加古川駅北広場にイッペーの木を植樹。 

 

7月30日～8月2日 ワイタケレ市代表団4名が加古川市を訪問。権現湖畔の加古川キャンプ場オ

   ープン記念式典に出席。 

 

8月2日～12日  第15回加古川市中学生海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

8月3日～13日  第14回加古川市青年海外派遣団5名が、マリンガ市を訪問 

 

8月6日～17日  加古川市姉妹都市訪問団9 名が、兵庫県・パラナ州姉妹州提携 35 周年記念

   式典に出席後、マリンガ市を訪問し、マリンガ日本文化祭に出席。マリンガ

   市の日本庭園建設計画について協議。 

 

10月31日～11月7日 賛助会員ツアー加古川市友好都市訪問団 29 名が、桂林市を訪問し、桂林市

   人民政府、桂林市第2人民医院を表敬訪問。 

 

2006年 平成18年 

2月4日～11日  第14回加古川市障がい者海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

2月18日～23日  木下理事長ほか一行6名が、ニュージーランドを訪問し、ウェリントンでの

   ニュージーランドメリット勲章受章式に出席。その後ワイタケレ市を訪問。 

 



※外部提供用 

 

4月22日～5月2日 第12回ワイタケレ市学生海外派遣団12名が、加古川市を訪問。 

 

8月2日～12日  第15回加古川市青年海外派遣団4名が、マリンガ市を訪問 

 

8月4日～15日  第16回加古川市中学生海外派遣団14名が、ワイタケレ市訪問。 

 

8月26日～9月3日 加古川市国際交流協会賛助会員一行 21 名がワイタケレ市を訪問し、ワイタ

   ケレ市役所新庁舎オープニング式典に出席。 

8月27日～9月3日 加古川市使節団9名がワイタケレ市を訪問し、ワイタケレ市役所新庁舎オー

   プニング式典に出席。 

・9月1日  ワイタケレ市新庁舎竣工式、日本庭園開園式が開催され、加古川市から 56

   名が出席。昭和住宅太鼓グループ「飛龍」が太鼓演奏。賛助会員有志が茶 

   道披露。加古川市から日本庭園内に丸雪見灯籠一基を寄贈。 

 

2007年 平成19年 

1月22日～26日  第13回マリンガ市青年海外派遣団6名が、加古川市を訪問 

 

2月6日～13日  第15回加古川市障がい者海外派遣団16名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

3月   JR 加古川駅北側のマリンガ通りが竣工。駅北ロータリー内にマリンガ大聖

   堂を模したモニュメントを設置。 

 

4月16日～23日  第13回ワイタケレ市学生海外派遣団14名が、加古川市を訪問。 

   学生10名、引率者4名 

 

5月5日～15日  マリンガ市制60 周年記念加古川市訪問団4 名がマリンガ市を訪問し、マリ

   ンガ市制60周年記念式典に出席 

 

6月18日～28日  マリンガ文化体育協会創立60 周年記念加古川市訪問団5 名が、マリンガ市

   を訪問し、マリンガ文化体育協会創立 60 周年記念式典に出席。日本庭園建

   設について打合せ。 

 

8月1日～11日  第16回加古川市青年海外派遣団4名が、マリンガ市を訪問 

 

8月8日～20日  第17回加古川市中学生海外派遣団14名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

10月15日  パラナ州友好経済使節団21名が、加古川市を訪問 



※外部提供用 

 

 

11月9日～12月12日 マリンガ市からの要請により、加古川市から日本庭園技術者2名をマリンガ

   市に派遣 

 

2008年 平成20年 

1月25日～28日  第14回マリンガ市青年海外派遣団10名が、加古川市を訪問 

 

1月27日～2月1日 加古川市・桂林市両市の友好交流 20 周年を記念して、加古川市友好親善訪

   問団7名が、桂林市及び第二人民医院を訪問 

 

2月5日～12日  第16回加古川市障がい者海外派遣団15名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

4月26日～28日  移民100周年記念マリンガ使節団13名が、加古川市を訪問。 

   兵庫県公館で開催の移民100周年記念式典に出席。 

 

4月27日～5月5日 第14回ワイタケレ市学生海外派遣団14名が、加古川市を訪問。 

 

5月23日～6月13日 加古川市からマリンガ日本庭園へ庭園技術者等 3 名を造園技術指導に派遣。

   加古川市から日本庭園内に寄贈される「加古の庭」の建設にあたる。 

 

6月18日～27日  ブラジル移住100周年記念加古川市訪問団10名が、マリンガ市を訪問、 

   移民100周年記念式典等に出席。 

 ・6月22日  パラナ州日本移民100周年記念式典、EXPO IMIN 100(マリンガ)、皇太子

   殿下(今上天皇陛下)が出席のもとマリンガ日本庭園落成式が開催され た。加

   古川市から日本庭園入口付近に「加古の庭」を建設し、マリンガ市に寄贈し

   た。 

 

8月6日～16日  第17回加古川市青年海外派遣団11名が、マリンガ市を訪問 

 

8月6日～18日  第18回加古川市中学生海外派遣団14名が、ワイタケレ市を訪問。 

 

11月12日～14日  ワイタケレ市代表団2名が加古川市を訪問。 

 

2009年 平成21年 

2月6日～13日  第17回加古川市障がい者海外派遣団16名が、ワイタケレ市を訪問。 

 



※外部提供用 

 

6月9日   マリンガ日本庭園横の通りを、「稲岡貞男市長通り」(Rua Pref.Sadao 

   Inaoka)と命名。 

 

8月3日～15日    第19回加古川市中学生海外派遣団15名がワイタケレ市を訪問。 

 

8月6日～16日    第18回加古川市青年海外派遣団8名がマリンガ市を訪問 

 

10月1日   パラナ友好経済使節団20名が加古川市を訪問 

 

10月21日～22日  パラナ州経済視察団20名が加古川市を訪問 

 

10月29日～11月5日 ワイタケレ市制 20 周年記念訪問団5 名がワイタケレ市を訪問。ワイタケレ

   市制 20 周年記念式典と加古川市から贈呈された釣鐘「平和の鐘」贈呈式

   に出席。樽本庄一市長、玉川壽国際交流協会事務局長にワイタケレ市名誉市

   民賞が授与された。 

 

2010年 平成22年 

1月21日～25日   第15回マリンガ市青年海外派遣団10名が加古川市を訪問 

 

2月4日～11日    第18回加古川市障がい者海外派遣団16名がワイタケレ市を訪問。 

 

4月11日～19日   第15回ワイタケレ市学生海外派遣団12名が加古川市を訪問。 

 

6月17日～20日   加古川市制60周年記念マリンガ市訪問団22名が加古川市を訪問。 

   加古川市制60周年記念式典に出席。 

 

6月17日～21日   加古川市制 60 周年記念ワイタケレ市訪問団７名が加古川市を訪問。加古川

   市制 60 周年記念式典に出席。マオリ部族の物語が彫られた木彫とマオリの

   ローブ「コロワイ」が贈呈された。 

 

8月5日～15日   第19回加古川市青年海外派遣団6名がマリンガ市を訪問 

 

8月5日～16日   第20回加古川市中学生海外派遣団13名がワイタケレ市を訪問。 

 

10月10日～16日  加古川市友好親善訪問団8名が、桂林市及び第二人民医院を訪問 

 

2011年 平成23年 



※外部提供用 

 

1月20日～24日   第16回マリンガ市青年海外派遣団9名が加古川市を訪問 

 

2月3日～10日    第19回加古川市障がい者海外派遣団16名がオークランド市を訪問。 

 

4月1日   財団法人加古川市国際交流協会が公益財団法人加古川市国際交流協会移行 

 

5月6日～15日  加古川市友好親善訪問団5名がマリンガ市を訪問 

 

8月4日～15日   第21回加古川市中学生海外派遣団15名がオークランド市を訪問。 

 

8月6日～16日   第20回加古川市青年海外派遣団8名がマリンガ市を訪問 

 

2012年 平成24年 

1月19日～23日   第17回マリンガ市青年海外派遣団11名が加古川市を訪問 

 

2月5日～12日    第20回加古川市障がい者海外派遣団16名がオークランド市を訪問。 

 

5月10日～17日  加古川市姉妹都市訪問団7名が、オークランド市を公式訪問。 

 ・5月14日  オークランド市において加古川市・オークランド市の姉妹都市提携に調印。 

 

5月12日～19日  第 13 回賛助会員ツアーにて、7 名の賛助会員がオークランド市を訪問し姉

   妹都市締結式に参加。 

 

5月30日   パラナ州友好経済使節団15名が加古川市を訪問 

 

6月4日～6日     マリンガ市親善使節団24名が加古川市を訪問。 

 

8月7日～18日   第22回加古川市中学生海外派遣団13名がオークランド市を訪問。 

 

8月8日～18日   第21回加古川市青年海外派遣団8名がマリンガ市を訪問 

 

10月17日  オークランド市武道家訪問団(居合道) 18名が加古川市を訪問し、表敬訪問。

   加古川居合道会と交流。 

 

2013年 平成25年 

2月8日～15日    第21回加古川市障がい者海外派遣団16名がオークランド市を訪問。 



※外部提供用 

 

 

4月27日～5月5日 第16回オークランド市学生海外派遣団8名が加古川市を訪問。 

 

5月8日～18日  姉妹都市提携40周年記念訪問団22名がマリンガ市を訪問。 

   加古川市・マリンガ市姉妹都市提携40周年記念式典に出席。 

 ・5月11日  樽本庄一加古川市長、玉川壽元事務局長にマリンガ市名誉市民賞が授与。 

 

8月5日～17日   第23回加古川市中学生海外派遣団14名がオークランド市を訪問。 

 

8月6日～17日   第22回加古川市青年海外派遣団10名がマリンガ市を訪問 

 

10月11日  日伯経済友好使節団76名が、加古川市・マリンガ市姉妹都市提携40周年を

   記念し加古川市を訪問。加古川ウェルネスパークに、イッペーの木を記念

   植樹し、記念碑が設置。 

 

10月20日～25日  加古川市友好親善訪問団10名が、桂林市及び第二人民医院を訪問。 

   桂林国際山水文化旅游祭参加。 

 

2014年 平成26年 

1月16日～20日   第18回マリンガ市青年海外派遣団7名が加古川市を訪問 

 

2月9日～16日    第22回加古川市障がい者海外派遣団16名がオークランド市を訪問。 

 

3月31日   マリンガ市友好訪問団8名が加古川市を訪問 

 

8月10日～21日  第23回加古川市青年海外派遣団7名がマリンガ市を訪問 

 

8月16日～25日  第24回加古川市中学生海外派遣団13名がオークランド市を訪問。 

 

2015年 平成27年 

1月22日～26日   第19回マリンガ市青年海外派遣団7名が加古川市を訪問 

 

2月10日～17日   第23回加古川市障がい者海外派遣団13名がオークランド市を訪問。 

 

4月17日   第42回日伯経済友好使節団26名が加古川市を訪問 

 



※外部提供用 

 

8月20日～27日  第25回加古川市中学生海外派遣団13名がオークランド市を訪問。 

 

2016年 平成28年 

2月8日～15日    第24回加古川市障がい者海外派遣団16名がオークランド市を訪問。 

 

2月10日～21日  第24回加古川市青年海外派遣団8名がマリンガ市を訪問 

 

5月20日   第43回日伯経済友好使節団5名が加古川市を訪問 

 

6月8日～11日  桂林市医学代表団 4 名が、加古川中央市民病院開院式典のため加古川市

   を訪問。市内介護施設、保健施設等見学。 

 ・6月11日  加古川中央市民病院開院記念式典 

 

8月15日～22日  第26回加古川市中学生海外派遣団13名がオークランド市を訪問。 

 

10月25日～26日  第3回マリンガ市友好訪問団16名が加古川市を訪問 

 

2017年 平成29年 

2月8日～15日    第25回加古川市障がい者海外派遣団14名がオークランド市を訪問。 

 

2月12日～23日  第25回加古川市青年海外派遣団5名がマリンガ市を訪問 

 

5月6日～14日  マリンガ市制70周年記念訪問団7名がマリンガ市を訪問、マリンガ市制70

   周年記念式典に出席。サンパウロ市にて東京オリンピック・パラリンピック

   に向けて、パラリンピック委員会・パラバレーボール協会とのパートナーシ

   ップ協定を締結。 

 

5月29日   第4回マリンガ市友好訪問団20名が加古川市を訪問 

 

6月30日～7月1日 ブラジルパラリンピック委員会一行4名が加古川市を訪問視察。 

 

8月8日～12日   オークランド市との姉妹都市提携5周年として、オークランド市表敬訪問団

   5名がオークランド市を公式訪問し、平和の集い式典に出席。 

 

8月8日～17日   第27回加古川市中学生海外派遣団12名がオークランド市を訪問。 

 



※外部提供用 

 

8月15日～26日  第26 回加古川市青年海外派遣団6 名がマリンガ市を訪問。かつめし大使が

   同行され、マリンガ市でかつめし、たれの作り方を市民に講習。 

 

10月24日  第45回日伯経済友好使節団22名、第5回マリンガ市友好訪問団21名が加

   古川市を訪問 

 

2018年 平成30年 

1月11日   三都主アレサンドロ氏(マリンガ市民)が、加古川観光大使委嘱式のため加古

   川市訪問 

 

1月16日～20日   第20回マリンガ市青年海外派遣団5名が加古川市を訪問 

 

2月9日～16日    第26回加古川市障がい者海外派遣団13名がオークランド市を訪問。 

 

5月24日   第6回マリンガ市友好訪問団9名が加古川市を訪問 

 

7月14日～23日  ブラジル日本人移住110周年記念加古川市訪問団8名が、マリンガ市、クリ

   チバ市、サンパウロ市等を訪問。マリンガ市の新バス交通システムに「木下

   正一」元市長の名前を冠したバスターミナルが設置された。 

 ・７月20日  パラナ州移住110周年記念式典(マリンガ市) 

 ・7月20日～22日 移民110周年記念展示/加古川市を紹介する展示ブース設置 (マリンガ市) 

 ・7月21日  ブラジル移住110周年記念式典(サンパウロ市) 

 

8月7日～18日   第27回加古川市青年海外派遣団8名がマリンガ市を訪問。 

 

8月13日～22日   第28回加古川市中学生海外派遣団12名がオークランド市を訪問。 

 

8月21日～22日  ブラジルパラバレーボール協会3名が加古川市を訪問、東京2020パラリン

   ピックの事前合宿にかかる覚書締結。 

 

2019年 平成31年 

1月16日～20日  ツバルオリンピック委員会の4名が加古川市を訪問、東京2020オリ ンピ 

   ックの事前合宿受入にかかる覚書締結。 

 

1月24日～28日  第21回マリンガ市青年海外派遣団9名が、加古川市を訪問。 

 



※外部提供用 

 

2月8日～15日    第27回加古川市障がい者海外派遣団12名がオークランド市を訪問。 

 

2019年 令和元年  

5月24日～25日   マリンガ市親善訪問団3名が加古川市を訪問。 

 

8月4日～16日   第28回加古川市青年海外派遣団5名が、マリンガ市を訪問。 

   合わせてブラジルパラバレーボール協会との交流事業参加のため、セルジェ

   ペ州アラカジュ市を訪問し、交流事業に参加。 

 

8月12日～21日   第29回加古川市中学生海外派遣団12名がオークランド市を訪問。 

   中学生10名、引率者2名 

 

8月12日～25日   ツバル国オリンピック選手事前合宿として3名が、加古川市を訪問。陸上競

   技の練習とともに表敬訪問、施設訪問、市民との交流事業に参加。 

 

2020年 令和2年 

1月18日～22日   第22回マリンガ市青年海外派遣団10 名が加古川市を訪問。中央市民病院、

   兵庫大学等を見学。 

 

1月31日   桂林市へ、新型コロナウイルス対策としてマスク 12,000枚を送付。 

 

2月7日～14日    第28回加古川市障がい者海外派遣団14名がオークランド市を訪問。 

 

4月24日   桂林市から、新型コロナウイルス対策支援としてマスク50,000枚が届く。 


