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１ 平成２９年度公益財団法人高松市国際交流協会事業報告書 

 

（１）事業に関する事項             
                                              

                      

 公益財団法人高松市国際交流協会は、「世界に開かれた都市・高松」づくりを進めるため、

次の事業を行なうことで、市民レベルの国際交流の振興を図っている。 

 

（公益目的事業） 

ア 国際交流・多文化共生推進事業 

 

  （法人の事業を管理） 

   イ 協会の運営管理 
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ア 国際交流・多文化共生推進事業 
          

姉妹・友好都市等との交流 
（ア）研修生等の受入れ 

a．親善使節団・研修生との懇親会 

(a) セント・ピーターズバーグ市、南昌市親善研修生歓迎夕食会 

b．ホームステイ受入れ事業（ロシア カムチャツカ短期研修訪問団） 

(a) 期 間：平成２９年７月１４日（金）から７月１５日（土）２日間 

(b) 訪問者：カムチャツカ短期研修訪問団の引率者１人、学生２人 

 

（イ）親善使節団・研修生の派遣 

a. 中学生訪中親善使節団の派遣             

(a) 派遣時期：平成３０年３月２５日(日)から３月３０日(金)の６日間  

(b) 訪 問 地：南昌市、上海市（中国） 

(c) 派遣者数：１０人（団長１人、高松市中学生８人、引率者１人） 

 

b. 高校生訪米親善研修生の派遣                                      

(a) 派遣時期：平成２９年７月２４日(月)から８月３日(木)の１１日間  

(b) 訪 問 地：セント・ピーターズバーグ市（アメリカ） 

(c) 派遣者数：４人（高松市高校生３人、引率者１人） 

 

c. 訪仏親善研修生の派遣               

(a) 派遣時期：平成２９年９月１６日(土)から９月２６日(火)の１１日間  

(b) 訪 問 地：トゥール市、パリ市（フランス） 

(c) 派遣者数：２人（大学生１人、専門学校勤務１人） 

 

d. 姉妹・友好都市親善派遣研修生報告会             

(a) 開 催 日：平成２９年１１月１９日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川３階 第１、第２会議室 

(c) 参加研修生：５人（セント・ピーターズバーグ市派遣３人、トゥール市 

派遣２人） 

 

（ウ）姉妹・友好都市記念事業等 

a．姉妹・友好都市週間事業 

(a) 開催期間：平成３０年１月２５日（木）から１月３１日（水） 

(b) 開催場所：瓦町ＦＬＡＧ 
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b．姉妹・友好都市記念事業 

日中国交正常化４５周年 日中友好交流都市中学生卓球交歓大会 

a. 開 催 日：平成２９年８月４日（金）から８月６日（日） 

b. 開催場所：北京市中国オリンピックセンター体育館 

c. 派遣者数：４人（団長１人、監督１人、選手２人） 

 

玉藻公園・ヴィランドリー城・トゥール市３庭園連携協定締結１周年記念事業 

a. 開 催 日：平成２９年１０月１５日（日） 

b. 開催場所：玉藻公園内披雲閣南庭 

c. 参加者数：約１，０００人 

 

多文化共生推進事業 

（ア）国際交流スポーツ大会 

a. 開 催 日：平成３０年３月３日(土) 

b. 開催場所：太洋ボウル 

c. 参加者数：外国人１３人（５か国地域）、日本人３３人 計４６人 

 

（イ）国際交流支援事業 

a. 実施期間：平成２９年４月から平成３０年２月 

b. 実施団体：４団体 

c. 実施回数：４回 

d. 参加者数：１４７人 

 

（ウ）国際交流ボランティア登録制度の推進 

a. 登録者数：１４３人（平成２９年度新規登録者 １６人） 

b. 主な活動：ホームステイ受入れ、日本語会話クラブ運営、 

高松まつりへの参加（運営、着付等）、イベント運営（多文化共生事業、 

国際交流スポーツ大会、世界のスウィーツ教室等） 

 

（エ）民間団体への後援及び事業費の助成 

a. 事業費助成：７件  

(a) 高松市日中友好協会「市民茶会＆中国家庭料理教室」 

(b) 香川日韓交流協会「やさしい韓国料理」 

(c) 公益社団法人高松青年会議所「国際交流事業」 

(d) 春節友好交流会実行委員会「春節友好交流会」 

(e) 高松ユネスコ協会「ユネスコ・クッキングパーティとワンポイント中国語講座」 

(f) 在日本大韓民国民団香川県地方本部「ノリマダン-韓国を楽しもう-」 

(g) 牟礼エルバートン親善委員会「牟礼エルバートン交流 35周年記念事業」 
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b. 後 援・共 催：１０件 

(a) 高松市日中友好協会「市民茶会＆中国家庭料理教室」 

(b) 学校法人穴吹学園専門学校穴吹ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ「穴吹カレッジ国際交流会～留学

生との交流イベント～」 

(c) 公益社団法人高松青年会議所「国際交流事業」 

(d) 公益財団法人かがわ海外交流財団「第 28 回オリーブ杯中学生英語スピーチコ

ンテスト」 

(e) 香川県高等学校教育研究会国際教育部会「平成 29年度（第 52回）香川県高等

学校国際理解弁論大会」 

(f) 香川県高等学校教育研究会国際教育部会「第 28 回国際理解のための高校生英

語スピーチコンテスト」 

(g) 高松秋のまつり大名行列推進委員会「第 24 回高松秋のまつり 仏生山大名行

列」 

(h) 四国華僑華人連合会「四国四県第七回留学生大運動会」 

(i) 香川日仏協会「第 33回フランスを知る ～渡仏留学生・研修生の視点から～」 

(j) 香川日仏協会「フランス文化セミナー『ルーヴル美術館の作品で紐解くフラン

ス絵画史』」 

 

（オ）私費海外留学生奨学金支給事業  【平成２９年度 休止】 

 

（カ）小学生英語暗唱大会 

a. 開 催 日：平成２９年７月２３日（日） 

b. 開催場所：アイパル香川 

c. 参加者数：１００人（内、出場者４０人） 

 

（キ）高松まつりへの参加 

a. 開 催 日：平成２９年８月１４日（月） 

b. 開催場所：中央通りほか 

c. 参加者数：外国人５０人（１３か国地域）、日本人２６人 計７６人 

 

（ク）児童国際理解促進事業 

a．Kid's国際理解出前事業 

(a) 実施期間：平成２９年４月から平成２９年１２月 

(b) 参加幼稚園及び保育園数：７園 

 

b．国際交流こどもスクール  

(a) 実施期間：平成２９年６月から平成３０年１月 

(b) 実施回数：４回 

(c) 参加者数：７２人（小学生） 
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（ケ）多文化地域づくり事業 

一緒に暮らすこと３ 「外国人防災体験講習」 

a. 開 催 日：平成２９年９月１０日（日） 

b. 開催場所：香川大学危機管理研究センター 

c. 参加人数：外国人７人 

 

一緒に暮らすこと４ 「多文化共生講演会の開催」 

a. 開 催 日：平成２９年１２月１０日（日） 

b. 開催場所：アイパル香川 

c. 参加者数：４２人（外国人及び高松市民） 

 

（コ）さぬき探訪事業 

第１１回 漆芸研究所・香川県庁・県警本部の旅 

a. 開 催 日：平成２９年５月１７日（水） 

b. 場  所：漆芸研究所、香川県庁、県警本部 

c. 参加者数：外国人２２人（７か国地域）、日本人５人 計２７人 

 

第１２回 ワールド印刷・志度寺・ＥＢｉＳＵ石材の旅 

a. 開 催 日：平成２９年１０月５日（木） 

b. 場  所：ワールド印刷(株)、補陀洛山 志度寺、(株)ＥＢｉＳＵ 

c. 参加者数：外国人６人（２か国地域）、日本人５人 計１１人 

 

第１３回 善通寺・少林寺・中津万象園の旅 

a. 開 催 日：平成３０年１月２０日（土） 

b. 場  所：総本山 善通寺・金剛禅総本山  少林寺・中津万象園 

c. 参加者数：外国人２８人（７か国地域）、日本人７人 計３５人 

 

（サ）世界のスウィーツ教室 

a. 開 催 日：平成２９年４月２３日（日） ニュージーランド編 

          平成２９年８月２０日（日） 中国編 

   b．開催場所：ヨンデンプラザサンポートトライアルスタジオ 

   c．参加者数：延べ約３２人 

 

（シ）日本語会話クラブ 

a. 開設回数：年間３８回 

b. 開催場所：アイパル香川 

c. 開 催 日：毎週日曜日  

d. 参加者数：外国人２９２人、日本人ボランティア４２０人(延べ数） 

 

（ス）私費外国人留学生国民健康保険料助成 

a. 対  象：市内に在住し、大学、短大、高専、専門学校で勉学して  

いる私費留学生に国民健康保険料の一部を助成 

b. 受給者数：２３０人 

c. 助 成 金：１年滞在者 ８，０００円 他滞在期間による 
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（セ）国際交流 秋の茶会                         

a. 開 催 日：平成２９年１１月５日(日) 

b. 開催場所：玉藻公園 披雲閣 

c. 参加者数：外国人２３人（４か国地域） 

d. 主  催：高松屋島ライオンズクラブ 

 

（ソ）協会誌「ＴＩＡニュース THE VOICE」の発行 

a. 発行回数：９月、３月 計２回  

b. 発行部数：３，０００部 

c. 対  象：市民、国際交流ボランティア及び国際交流団体等 

 

（タ）インターネットによる情報発信 

a. ホームページ記事発信（新規４６件、修正４０件） 

 

（チ）国際交流に関する調査・研修 

他都市の国際交流諸団体との連絡を密にし、情報収集や交換を行うとともに、イン 

ターネットを活用し情報の収集に努めた。 

 

 

 
イ 協会の運営管理                 

 

（ア）国際交流積立金の適正運用に努める。 

（イ）協会の目的を達成するために必要な事業を行う。 

（ウ）協会の維持・管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


