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１ 令和元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．親善訪問団・研修生との懇親会 

(a) セント・ピーターズバーグ市親善研修生歓迎夕食会 

 セント・ピーターズバーグ市親善研修生 高校生３人 

(b) 南昌市中学生訪問団歓迎夕食会 

 南昌市中学生訪問団 引率者３人、中学生１０人 

 

b．ホームステイ受入れ事業（ロシア・モスクワ市立教育大学短期研修団） 

(a) 期 間：令和元年７月１３日（土）～７月１５日（月）３日間 

(b) 受入人数：ロシア・モスクワ市立教育大学短期研修団 学生６人 

 

（イ）親善訪問団・研修生の派遣 

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

(a) 派遣時期：令和元年７月２２日(月)～８月１日（木）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） 

 

b. 訪仏親善研修生の派遣               

(a) 派遣時期：令和元年９月２２日(日)～１０月１日（火）１０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２人） 

 

c. 中学生訪中親善訪問団の派遣 【中止】             

令和２年３月２６日から３１日までの期間で予定していたこの事業については、 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、中学生の安全を優先し、また、南昌 

市外事弁からも派遣事業延期の連絡があったことから、令和元年度の派遣中止を 

決定。 

 

d. 姉妹・友好都市親善派遣研修生報告会             

(a) 開 催 日：令和元年１２月８日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加研修生：１２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、南昌市派遣７人） 

 

e. 高松市姉妹・友好都市親善研修生交流会             

(a) 開 催 日：令和元年８月２２日（木） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加研修生：１４人（セント・ピーターズバーグ市派遣７人、南昌市派遣７人） 

 



 

- 3 - 

 

（ウ）姉妹・友好都市記念事業等 

a．姉妹・友好都市週間事業（パネル展） 

(a) 開催期間：令和２年２月７日（金）～２月１３日（木） 

(b) 開催場所：瓦町ＦＬＡＧ ８階 

 

多文化共生推進事業 

（ア）第３回国際交流スポーツ大会（ボウリング大会） 

a. 開 催 日：令和元年１２月２２日(日) 

b. 開催場所：太洋ボウル 

c. 参加者数：外国人２２人（９か国・地域）、日本人２６人 計４８人 

d. 共  催：高松ライオンズクラブ 

e. 協  賛：香川県ボウリング連盟、太洋ボウル、里ちゃん市場 

 

（イ）国際交流支援事業 

a. おとなのための基本英会話講座２ 

(a) 開 催 日：令和元年５月１９日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：１６人 

(d) 講  師：マシュー・キャッチ 

 

b. ボリウッドダンスワークショップ 

(a) 開 催 日：令和元年７月７日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：１７人 

(d) 講  師：高松市外国語指導助手 プージャ・カンタワル 

 

c. ツボってなあに？お灸ってなあに？知ればわかる東洋医学 

(a) 開 催 日：令和元年１２月２２日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：１５人 

(d) 主  催：日本セルフお灸協会 

 

d. 韓国のお正月遊び 第２回ユンノリチャンピオンシップ 

(a) 開 催 日：令和２年１月１９日（日） 

(b) 開催場所：四番丁コミュニティセンター 

(c) 参加者数：３２人 

(d) 講  師：香川県国際交流員 チャン・ミョンフン 

 

e. 福よこいこい！作って遊ぶお正月！－New Year Event－ 

(a) 開 催 日：令和２年１月２６日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：１８人 

(d) 主  催：香川大学学生プロジェクト SPOT 
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（ウ）国際交流ボランティア登録制度の推進 

a. 登録者数：１４２人（うち令和元年度新規登録者１４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・共催及び事業費の助成 

a. 後援・共催：１５件 

(a) 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～」 

(b) 公益社団法人高松青年会議所「たかまつ国際夜市２０１９」 

(c) 高松市日中友好協会「中国文化講演会「中医がおもしろいよ」」 

(d) 公益財団法人香川銀行海外交流財団「第 30 回オリーブ杯中学生英語スピーチ

コンテスト」 

(e) 香川日仏協会設立３５周年記念事業実行委員会・香川日仏協会「香川日仏協会

設立３５周年記念事業「日仏交流の今と未来」」 

(f) 高松秋のまつり大名行列推進委員会「第 26回高松秋のまつり 仏生山大名行列」 

(g) チャリティ MC 実行委員会「時空を超えた”ありがとう”～スリランカに光を

～ チャリティコンサート＆笑いヨガ」 

(h) 香川県高等学校教育研究会国際教育部会「令和元年度（第 54 回）香川県高等

学校国際理解弁論大会」 

(i) 香川県高等学校教育研究会国際教育部会「第 30 回国際理解のための高校生英

語スピーチコンテスト」 

(j) 香川日独協会「ベートーベン生誕 250周年記念 ボン訪問の旅－ボンで広げる

交流の輪－」 

(k) 仏生山国際交流会「国際交流 多文化共生 みんなで安心防災・防犯＆フレン

ドシップ ピンポン（卓球）・フットサル大会」 

(l) 歓楽春節実行委員会「2020歓楽春節ｉｎ四国」 

(m) つなぐ文化・ギータンジャリ友の会「インド舞踊へのいざない パート４６」 

(n) 仏生山国際交流会「日中友好お笑い高座 中国語落語会「笑門来福」」 

(o) 屋島地域自然活用事業実行委員会「瀬戸内ジャンゴ・ストリート 2020」 

 

b. 事業費助成：８件  

(a) 高松市日中友好協会「中国文化講演会」 

(b) 香川日韓交流協会「韓国薬膳料理の講習」 

(c) 高松ユネスコ協会「ユネスコこどもキャンプ」 

(d) 弦打校区国際交流協会「台湾基隆市信義小学校との教育交流事業」 

(e) 公益社団法人セカンドハンド「セカンドハンド設立 25 周年記念事業 来日す

るカンボジア人との交流事業」 

(f) 歓楽春節実行委員会「２０２０歓楽春節ｉｎ四国」 

(g) 香川日仏協会「香川日仏協会設立 35周年記念事業 記念誌作成」 

(h) 仏生山国際交流会「日中友好お笑い高座 中国語落語会「笑門来福」」 
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（オ）私費海外留学生奨学金支給事業  【平成２９年度～令和元年度 休止】 

 

（カ）小学生英語暗唱大会 

a. 開 催 日：令和元年７月２８日（日） 

b. 開催場所：アイパル香川 

c. 参加者数：約１２０人（うち、出場者４９人） 

d. 事業負担：直島町 

 

（キ）高松まつりへの参加 【中止】 

    台風第１０号の影響により、８月１４日に予定していた「高松総おどり」が中止に 

   なったことから、イベントの中止を決定。 

 

（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：令和元年６月～１２月 

(b) 参加幼稚園及び保育園数：６園 

(c) 参加者数：３１５人 

 

b．国際交流こどもスクール 

(a) 実施期間：令和元年８月～令和２年２月 

(b) 実施回数：４回 

(c) 参加者数：約６０人（乳幼児から小学生） 

 

（ケ）多文化地域づくり事業 

一緒に暮らすこと７ 「在住外国人のためのシミュレーション防災訓練」 

a. 開 催 日：令和元年１０月６日（日） 

b. 開催場所：香川大学 危機管理研究センター 

c. 参加者数：外国人１０人（７か国・地域） 

 

一緒に暮らすこと８  

「多文化共生トークショー・ワークショップ 

      －在住外国人によるﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ・やさしい日本語で伝えてみよう－」 

a. 開 催 日：令和２年２月１６日（日） 

b. 開催場所：アイパル香川 

c. 参加者数：外国人６人（６か国・地域）、日本人３０人 計３６人 

 

（コ）さぬき探訪事業 

第１７回  

a. 開 催 日：令和元年６月１９日（水） 

b. 場  所：ＪＲ高松駅、瀬戸内国際芸術祭作品、玉藻公園披雲閣 

c. 参加者数：外国人１６人（６か国・地域）、日本人４人 計２０人 

d. 共  催：専門学校穴吹ビジネスカレッジ 
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第１８回  

a. 開 催 日：令和元年１０月６日（日） 

b. 場  所：香川県園芸総合ｾﾝﾀｰ、しおのえ藤川牧場、道の駅しおのえと行基の足湯 

c. 参加者数：外国人３５人（１２か国・地域）、日本人６人 計４１人 

d. 助  成：高松ユネスコ協会 

 

第１９回 【中止】 

令和２年３月１日に予定していたこの事業については、バス移動でお互いの距離が 

   充分に取れないことから、新型コロナウイルス感染症対策のため、中止を決定。 

 

（サ）世界のスウィーツ教室 

   第１２回 

a. 開 催 日：平成３１年４月２１日（日）南アフリカ編 

   b．開催場所：ピポット高松クッキングスタジオ 

   c．参加者数：１７人 

 

第１３回 

a. 開 催 日：令和元年１２月１５日（日）ドイツ編 

   b．開催場所：ピポット高松クッキングスタジオ 

   c．参加者数：１５人 

 

（シ）日本語会話クラブ 

a. 開催回数：年間３３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２５６人、日本人ボランティア２９５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：２７５人 

c. 助 成 金：最高８，０００円 滞在期間による 

 

（セ）国際交流 秋の茶会                         

a. 開 催 日：令和元年１１月３日(日) 

b. 開催場所：玉藻公園 披雲閣 

c. 参加者数：外国人約３０人（１３か国・地域） 

d. 主  催：高松屋島ライオンズクラブ 
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（ソ）かがわ国際フェスタ２０１９ 

にほんごスピーチ発表会 －私が日本で感じたこと、言っていいですか？－                         

a. 開 催 日：令和元年１０月１４日(月) 

b. 開催場所：アイパル香川 中２階ステージゾーン 

c. 参加者数：外国人１４人（１０か国・地域） 

d. 主  催：香川県、高松市、公益財団法人香川県国際交流協会、 

公益財団法人高松市国際交流協会、独立行政法人国際協力機構四国ｾﾝﾀ- 

 

（タ）協会誌「TIA NEWS THE VOICE」の発行 

a. 発行回数：９月、３月 計２回  

b. 発行部数：各１，５００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 

 

（チ）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３８件、修正９件） 

 

（ツ）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 
 
 


