
 

 

１．令和３年度事業報告について 

 

（１） 総括事項 

 加古川市国際交流協会は設立 30年を経過いたしました。グローバル化の進展など社 

会情勢の変化により、加古川市においても、在住外国人の数が徐々に増加しており、 

当協会の果たすべき役割は増大しています。 

 そのような中、令和３年度は、海外諸都市との友好交流に関する事業については昨 

年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響で、例年実施している海外派遣事業、受 

入事業を実施することができませんでしたが、東京オリンピック・パラリンピックの 

事前合宿の受入に係る関係事業を実施し、様々な媒体を活用してのオンラインでの交 

流事業や、思いを伝え合う事業を展開いたしました。 

 また、国際理解と国際協力に関する事業についても、語学講座や「はじめての国際 

交流」事業、展示事業など、身近な国際交流について、市民の理解を深める取り組み 

を展開しました。 

 多文化共生社会の実現に関する事業については、外国人のための日本語講座や日本 

語教育個人指導を開催し、日本語学習機会の提供を行うとともに、加古川市総合防災 

マップの多言語化事業など、災害時の外国人支援のための取り組みを強化するととも 

に、在住外国人が直面する様々な生活相談を実施しました。 

 これらの事業を中心に、地域の国際交流活動をより進展させるよう地道に取り組ん 

でまいりました。今後も、さらに事業の充実に努力してまいります。 

 なお、年間事業実施状況は次のとおりです。 

 

１ 海外諸都市との友好交流に関する事業 

 

  若者に姉妹都市等との交流機会を提供し、外国人への理解を深め、国際的視野を持 

 ち、国際親善に貢献できる人材の育成を図ることを目的とした。 

 

(1) ブラジルパラバレーボール協会の事前合宿に係る事業 

  当初、事前合宿受け入れ準備を進めていたところ、新型コロナウイルス感染対 

  策のため、ブラジルパラリンピック委員会としての事前合宿地を浜松市に限定 

  されたため、選手等の受入はできなかったが、各種応援事業等に取り組んだ。 

  (結果:女子シッティングバレーボール 銅メダル) 

① ブラジルホストタウンメッセージ交流事業 

・応援メッセージ送付 

     時 期 令和 3年 8月 

 内 容 ブラジルホストスクールに指定されている東神吉南小学校、氷 

     丘南小学校の児童が、シッティングバレーボールチームに応援 

     メッセージカードを作成して送付した。選手からはお礼のメッ 

     セージと動画が届いた。 

・メッセージ交換事業 



 

 

     時 期 令和 3年 11月 

 内 容 マリンガ市の小学生等と東京 2020オリンピックの応援等を通 

     してメッセージを交換し交流した。 

  加古川市内小学生からのメッセージ 178枚 

   氷丘南小学校 4年生 49枚→加古川・マリンガ外国語センター 

   氷丘南小学校 5年生 55枚→オスヴァルド・ド・クルス市立小学校 

   東神吉南小学校 6年生 74枚→サンフランシスコ・ジャピエル学校 

② 加古川市×ブラジル連邦共和国ホストタウンフレーム切手発行事業 

 時 期 令和 3年 9月 

        内 容 日本郵便株式会社と協力して、ブラジルのホストタウンとして 

            加古川市、ブラジル連邦共和国(マリンガ市)を紹介する切手シ 

            ートが 300部発行され、近隣郵便局等で販売された。 

    (1シート:84円切手×5枚/920円) 

③ オンライン共同応援事業 

     日 時 令和 3年 9月 3日午後 8時～9時 30分 

     内 容 シッティングバレーボール(女子準決勝ブラジル VSアメリカ) 

                       応援を、オンラインで、ブラジルマリンガ市、アラカジュ市、 

    東京都、加古川市を結んで実施した。試合前には、ホストタウ 

    ン自治体紹介、加古川市長あいさつ、ブラジル国の紹介等が行 

    われた。また、ブラジルパラバレーボール協会長から、加古川 

    市のホストタウン受け入れへのお礼のあいさつがあった。 

 

 (2)ツバルオリンピック委員会の事前合宿実施に係る事業 

    ①陸上男子１００ｍ選手(カラロ・ヘポイテロト・メイブカ)事前合宿受入事業 

     日 時 令和 3年 7月 9日(金)～21日(水) 

     内 容 ・練習：加古川運動公園陸上競技場、宿泊：少年自然の家 

    ・表敬訪問：7月 10日(土)オンラインで国際交流センター、 

       少年自然の家、ツバルを結び表敬訪問を実施。 

            ・加古川中学校オンライン交流(7月 14日(水)) 

    ・川西小学校オンライン交流(7月 19日(月)) 

    ・大会結果報告会(8月 6日(金)) 

    オンラインで、東京、ツバル、加古川市を結び大会結果 

    報告会を開催し、事前合宿への感謝とともに、今後とも 

    スポーツを通した交流を続けたいとの話があった。 

    (ツバル選手記録) 

    カラロ選手  男子 100ｍ 11.42秒(ＮＲ) 

    マティエ選手 女子 100ｍ 14.52秒(ＰＲ) 

 



 

 

２ 国際理解と国際協力に関する事業 

 

  市民等に外国人とふれ合う機会を提供し、国際認識と国際理解を深め、国際協力に

対する意識の向上を図った。 

 

(1)語学講座（各 16回コース） 

・実施場所  国際交流センター 201号室、301号室 

＊基礎から学ぶ英会話 

・実施期間  令和 3年 5月 14日(金)～9月 17日(金) 

 ・講  師  ロバート・ダン氏 

 ・受 講 者  15人 

 

＊基礎から学ぶ韓国語会話 

・実施期間  令和 3年 5月 15日(土)～9月 4日(土) 

 ・講 師  李 承峰氏 

 ・受 講 者  9人 

 

 (2)ツバルオリンピック委員会記念品等展示 

  ・実施場所 国際交流センター3階展示室 

  ・実 施 日 令和 3年 9月 7日(火)～10月 31日(日) 

  ・内  容 ツバルオリンピック委員会の選手等の寄せ書き 

          オリンピック ユニフォーム、マスク、ピンバッチ 

民族衣装や民芸品、写真等 

 

(3)国際協力理解セミナー 

  ・実施場所 国際交流センター201号室 

  ・実 施 日 令和 3年 10月 2日(土) 

  ・内  容 JICA海外協力隊 OBによる国際協力活動報告 

         (シリア、ブラジル、パラグアイ、ガーナ) 

  ・参 加 者 20人 

 

(4）ふれあい国際料理講座 

 ＊中国料理 

   ・実施場所 青少年女性センター 調理実習室 

  ・実 施 日 令和 3年 10月 31日(日) 

  ・講  師 楊 麗艶氏 

  ・受講者数 4家族（13人） 

 

(5)国際理解講座(はじめての国際交流) 

    ・実施場所 青少年女性センター 大会議室 

    ・実 施 日 令和 3年 11月 7日(日) 



 

 

・参加人数 49人 

・内  容 兵庫県国際交流員 4人(オーストラリア、アメリカ、中国、韓国) 

    による各国の文化紹介、クラフト作成等 

   

 (6)イングリッシュ・カフェ 

    ・実 施 日 令和 4年 1月 15日(土) 

    ・実施場所 国際交流センター201号室 

    ・内  容 英語を使って外国人、日本人が気軽に懇談 

・人 数  36人 

 

 (7)桂林市のこども書画作品展 

    ・実施場所 加古川市民ギャラリー 

    ・実 施 日 令和 4年 2月 1日(火)～6日(日) 

    ・内  容 桂林市のこどもの作品(25点)等の展示 

※中国桂林市において、新型コロナウイルス感染が早く終息する    

 ことを願う作品で、桂林市博物館で展示されていたもので、加 

 古川市に寄贈されたもの。 

・人 数  77人 

 

(8)協会広報誌「Public Information Vol.39(令和 3年 4月号)」の発行 

・装  丁 A4版 6ページ 両面カラー 

    ・発行部数 1,500部 

    ・内  容 ①令和 2年度後期国際交流事業紹介 

② 特集「多文化共生社会の実現に向けて」 

③ NEWS ＆ お知らせ 

  

(9)協会広報誌「Public Information Vol.40(令和 3年 10月号)」の発行 

・装  丁 A4版 6ページ 両面カラー 

    ・発行部数 1,500部 

    ・内  容 ①令和 3年度前期国際交流事業紹介 

②特集「東京オリンピック、パラリンピック特別企画」「草の根国 

 際功労賞受賞特集」等 

④ NEWS ＆ お知らせ 

  

(10)国際交流、日本語教育関係図書等の貸出 

  ・館外貸出冊数  212冊 

  ・館外貸出人数  160人 

 



 

 

３ 多文化共生社会の実現に関する事業 

 

  外国人等が地域で生活を円滑に送ることができるよう、日本語学習の支援を行い、 

 外国人が日本の文化や地域性を理解することを促進し、国際理解の発展を図った。 

 

(1)外国人のための日本語講座 

・実施期間  令和 3年 4月 8日(木)～令和 4年 3月 10日(木) 

・実施場所  国際交流センター 201号室、301号室、302号室 

・内    容  登録ボランティアによる週 1回（2時間）の講義 

      Aクラス(初級入門)、Bクラス(初級)、Cクラス(初級Ⅱ) 

・受 講 者  25人(A:6人、B:6人、C:13人) 

 

(2)外国人のための日本語教育個人指導 

・実施期間  随時(講師と受講生の協議による) 

・実施場所  国際交流センターほか 

・内    容  登録ボランティアによるプライベートレッスン 

・受 講 者  在住外国人 172人(延べ) 

・備  考 この活動は、市ボランティアポイント制度の対象 

 

(3)在住外国人交流事業（なつまつり） 

  ・実施場所 青少年女性センター 大会議室 

  ・実 施 日 令和 3年 8月 22日(日)   

  ・参  加 30人(外国人 10人、日本人 20人) 

  ・内  容 日本語学習者と講師の交流事業 

   音楽(シャンソン)鑑賞、レクリエーションゲーム等 

 

(4)日本語教育ボランティア養成講座(初級Ⅱ) 

・実施期間  令和 3年 10月 9日(土)～12月 4日(土)【９回コース】 

・実施場所  国際交流センター 201号室 

・内    容  外国人に日本語を指導するボランティアの育成を目的に開催(初級Ⅰの 

      受講者、日本語指導の経験者を対象) 

・受 講 者 15人 

 

 (5)やさしい日本語講座(会話編) 

  ・実施日等 令和 3年 11月 28日(日) 

・実施場所 青少年女性センター 大会議室 

  ・内  容 外国人とのコミュニレーションに活用できるやさしい日本語について 

  ・参  加 28人   

  ・備  考 ひょうご国際交流団体連絡協議会講師支援事業 

 

 



 

 

(6)災害時外国人支援ボランティア研修会 

  ・実施日等 令和 3年 12月 11日(土) 

・実施場所 国際交流センター 201号室 

  ・内  容 災害時に外国人が抱える課題について講義とグループワーク 

  ・参  加 24人   

 

 (7) 在住外国人交流事業（ふゆまつり） 

    ・実 施 日 令和 3年 12月 12日（日） 

・実施場所 青少年女性センター 大会議室 

  ・内  容 外国人日本語学習者等と講師等市民との交流等 

  ・参加人数 42人 

 

(8)日本語教育ボランティア養成講座(初級Ⅰ) 

・実施期間  令和 3年 12月 26日(日)～2月 27日(日)【９回コース】 

・実施場所  国際交流センター 201号室 

・内    容  外国人に日本語を指導するボランティアの育成を目的に開催 

・受 講 者 26人 

 

(9)災害時多言語シート集配置事業 

・実 施 日  令和 4年 1月～3月 

・実施場所  加古川市内小、中学校避難所 40ヶ所 

・内    容  災害時避難所用多言語指差しボード(14言語 各 1冊) 

   ※避難所内での外国人とのコミュニケーションツールとして活用 

 

(10)外国人のための「まなぶ・そなえる」防災セミナー 

  ・実施日等 令和 4年 2月 6日(日) 

・実施場所 防災センター 

  ・内  容 防災マップ(多言語翻訳版)を使った災害時の防災訓練等 

  ・参  加 12人   

 

 (11)にほんご・カフェ 

    ・実 施 日 令和 4年 2月 26日(土) 

    ・実施場所 国際交流センター201号室 

    ・内  容 日本語を使って外国人、日本人が気軽に懇談 

・人 数  22人 

 

(12)加古川市総合防災マップ多言語化事業 

  ・完 成 日 令和 4年 3月 31日(木) 

  ・内  容 加古川市総合防災マップを多言語化(英語、中国語(簡体)、韓国語、 

        スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語)し、HP等に掲載 

 



 

 

  (13)国際交流ボランティア研修会 

    ・実 施 日 令和 4年 3月 12日(土) 

    ・実施場所 国際交流センター201号室 

    ・内  容 登録ボランティア 4人の体験談の発表後グループに分かれて懇談 

・人  数 25人 

 

  (14)外国人による日本語スピーチ発表会 

    ・実 施 日 令和 4年 3月 13日(日) 

    ・実施場所 青少年女性センター大会議室 

    ・内  容 日本語を学習する外国人等によるスピーチ発表会を開催 

・人  数 51人 

 

(15)外国人のための各種相談事業 

・相談件数  131件（電話による相談を含む。） 

・相談内容  言語(日本語指導)52、生活 13、教育 26、労働 3、出入国 3、医療 4、 

      その他 30 

 

４ その他の事業 

 

(1)使用済み切手・プリペイドカード、外国コイン、書き損じハガキ収集事業 

市民から使用済み切手等を収集し、国際ボランティア団体を通じて、発展途上国の

支援活動に役立てる。  

・収集件数 43件 

・収集物品 使用済切手 8,812グラム、外国コイン 562グラム 

 

 (2)各種ボランティアの募集及び登録事業 

・登録状況  サービス 507件、語学 114件、ホームステイ 36件 合計 657件 

 

 (3)マリンガ市、オークランド市、桂林市等との連絡による情報及び資料の収集 

 

 (4)その他関係機関との連絡調整 

 

 (5)インターネットホームページ、フェイスブック等による国際交流の普及啓発 

 

 (6)賛助会員登録事業 

・登録状況  法人 34件（56口）、団体 10件（17口）、個人 252件（258口） 

 合計 296件（331口） 

 

 (7)国際交流団体等への協力支援 

   国際交流活動団体からの申請により、当該活動を支援 

・実施状況 後援 4事業 


