
  
 

事    業    報    告 
 

１ 概 要 

 

（１）  総括事項 

加古川市国際交流協会は設立 20年を経過いたしました。平成 23年度は、８月にブラ

ジル・マリンガ市へ青年を、ニュージーランド・オークランド市へ中学生を派遣しまし

た。２月にはオークランド市へ障がいを持つ中学３年生を派遣しました。 

また、青年の受入れなど海外諸都市との交流に関する事業を実施いたしました。 

国際理解と国際協力に関する事業については、外国人講師による外国語講座や国際料

理講座などを開催し、身近な国際交流について市民の理解を深めました。 

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の開催や

生活相談を実施することによって、言葉、教育、就労など在住外国人が直面するさまざ

まな問題の解決に努めました。 

以上の事業を中心に、地域の国際交流をより発展させるよう尽力してまいりました。

今後は、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。 

 

 

○海外諸都市との友好交流に関する事業 

①第 21回加古川市中学生海外派遣事業 

・実施期間  平成 23年 8月 4日～15日 

・訪 問 先    

・派遣人数  中学生 12人及び引率者 3人 

  ニュージーランド・オークランド市ほか 

・事前研修  延べ 4回 

②第 20回加古川市青年海外派遣事業 

・実施期間  平成 23年 8月 6日～16日 

・訪 問 先    

・派遣人数  青年 6人及び引率者 2人 

  ブラジル・マリンガ市ほか 

・事前研修  延べ 4回 

③マリンガ市青年海外派遣団受入事業 

・実施期間  平成 24年 1月 19日～1月 23日 

・内 容    

・受入人数  青年 8人及び引率者 3人 

  ホームステイ及び市内外見学等 

④第 20回加古川市障がい者海外派遣事業 

・実施期間  平成 24年 2月 5日～12日 

・派 遣 先  ニュージーランド・オークランド市ほか 

・派遣人数  中学生 7人及び引率者 9人 

・事前研修  延べ 4回 



  
 

 

○国際理解と国際協力に関する事業 

①語学講座（各 15回コース） 

・実施場所  加古川市国際交流センター 

＊中高年のための初級英会話講座 

・実施期間  平成 23年 5月 11日～9月 21日 

・受 講 者  14人 

＊ポルトガル語会話入門講座 

・実施期間  平成 23年 5月 13日～8月 26日 

・受 講 者  12人 

＊中国語会話入門講座 

・実施期間  平成 23年 5月 14日～8月 27日 

・受 講 者  6人 

②ふれあいティータイム 

・実 施 日  平成 23年 6月 4日 

・実施場所  加古川市国際交流センター 

・内  容  杉本レイラ氏（フィリピン人）による対話懇談会 

・参 加 者  21人 

③ふれあい国際料理講座 

・実施場所  加古川市青少年女性センター 

・内  容  在住外国人講師による料理講座 

＊第 1回 中国料理                  10月 8日    受講者 20人 

＊第 2回 ベトナム料理                 11月 5日    受講者 20人 

＊第 3回 インドネシア料理                 12月 3日    受講者 20人 

④国際協力セミナー 

  ・実施場所  加古川市国際交流センター 

＊第 1回 

 ・実 施 日  平成 23年 11月 20日 

 ・内  容  元青年海外協力隊「体育教師」 

             本多望聖氏（パラグアイ派遣）による講演 

 ・参加人数  12人 

＊第 2回 

 ・実 施 日  平成 23年 12月 4日 

 ・内  容  全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ） 

             桑山誠司氏による講演 

・参加人数  9人 

⑤協会広報紙発行 

・発 行 日      平成 24年 3月 



  
 

・発行部数  2,500部 

・配 布 先    

⑥姉妹・友好都市の紹介及び特産品の展示販売 

  賛助会員及び関係機関 

⑦インターネット用パソコンの無料提供 

⑧国際交流関係図書・ビデオの貸出し 

 

○多文化共生社会の実現に関する事業 

①外国人のための日本語講座 

・目    的  在住外国人を対象とし、日常生活に必要な日本語の教育を実施する。 

・実施期間  平成 23年 4月～24年 3月 

      ・実施場所  加古川市国際交流センター 

・内    容  登録ボランティアによる週 1回（2時間）の講義 

・受 講 者  31人 

②外国人のための日本語教育個人指導 

・目    的  在住外国人を対象とし、日常生活に必要な日本語の教育を実施する。 

・実施期間  随時 

      ・実施場所  加古川市国際交流センターほか 

・内    容  登録ボランティアによる個人指導 

・受 講 者  101人 

③日本語教育ボランティア養成講座 

・実施期間  平成 24年 1月 21日～3月 17日 

・内    容  外国人の日本語学習を指導するボランティアを養成する。（9回コース） 

・受 講 者  27人 

④外国人のための各種相談事業 

・内    容  各種の相談に対応するとともに、関係機関と連携し、問題の解決に努め

る。 

・相談件数  92件（電話による相談を含む。） 

・相談内容  言語、教育、医療等 

 

○その他の事業 

①使用済みテレホンカード・外国コイン・書き損じハガキ収集事業 

市民より使用済みテレホンカード等を収集し、日本国際ボランティアセンターに送付

した。 

②各種ボランティアの募集及び登録 

在住及び来加する外国人へ各種サービスが提供できるよう、各種のボランティアを随

時募集、登録した。 

・登録状況 各種サービス 230 件、語学 77件、ホームステイ 31件 

③ツーデーマーチへの参加推進事業 



  
 

・実 施 日    

・

  平成 23年 11月 12日、13日 

参 加 者    

④日本伝統行事への参加推進事業 

  市内在住外国人、ボランティア 

・実 施 日    

・

  随時 

参 加 者    

⑤ブラジル政府観光公社、ニュージーランド大使館及び政府観光局との連絡並びにマリ

ンガ市、オークランド市、桂林市との連絡による情報及び資料の収集 

  市内在住外国人、ボランティア 

⑥その他関係機関との連絡調整 

⑦インターネットホームページによる国際交流の普及啓発 

⑧賛助会員登録事業 

  協会事業の趣旨に賛同いただいた個人・団体・企業等に賛助会員として登録いただき、

財政的援助、協力をいただいた。 

・登録状況  法人 64件、団体 12件、個人 161 件、計 237件 

（参考：平成 22年度 法人 69件、団体 17件、個人 178件、計 264件） 

⑨賛助会員ツアー 

・実施期間  平成 23年 10月 6日～10月 12日 

・訪 問 先    

・参加人数  21人 

  カナダ 

 

 


