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１ 令和２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             
                                              

                      

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受け、予定してい

た事業のうち多くのものを中止又は感染予防対策を取りながら開催した。 

このような中においても、引き続き「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推進と多文化共生社会の実現に寄与した。 

 

（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 

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受け、研修生の安全を確保するた

め、予定していた派遣事業及び関連事業を中止した。 

（ア）研修生等の受入れ 

a．親善訪問団・研修生との懇親会     【中止】 

 

b．ロシアからのホームステイ受入れ事業  【中止】 

 

（イ）親善訪問団・研修生の派遣 

a. 高校生訪米（セント・ピーターズバーグ市）親善研修生の派遣 【中止】                                      

 

b. 訪仏（トゥール市）親善研修生の派遣  【中止】               

 

c. 中学生訪中（南昌市）親善訪問団の派遣 【中止】             

 

d. 高松市姉妹・友好都市親善研修生報告会 【中止】             

 

e. 高松市姉妹・友好都市親善研修生交流会 【中止】             

 

（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３年１月２２日（金）～１月２８日（木） 

(b) 開催場所：瓦町ＦＬＡＧ ８階 

 

b. 姉妹・友好都市記念事業 

南昌市友好都市提携３０周年記念事業 

市民親善訪問団の派遣 【中止】 

 

多文化共生推進事業 

全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大しており、収束の見通しが立たないことから、

事業を中止又は感染予防対策を取りながら開催した。 

（ア）第４回国際交流スポーツ大会（ボウリング大会） 

a. 開 催 日：令和２年１２月１３日(日) 

b. 開催場所：太洋ボウル 

c. 参加者数：外国人２０人（１０か国・地域）、日本人２１人 計４１人 

d. 共  催：高松ライオンズクラブ 

e. 協  賛：高松市ボウリング協会、太洋木材、太洋ボウル、里ちゃん市場 
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（イ）国際交流支援事業 

a. 韓国のお正月遊び『おうちでユンノリ』 

  (a) 動画配信：令和３年１月３１日から配信 

 

b. 相撲甚句ワークショップ 

(a) 開 催 日：令和３年２月１４日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：４５人 

(d) 主  催：龍雲相撲甚句会 

 

（ウ）国際交流ボランティア登録制度の推進 

a. 登録者数：１８１人（うち令和２年度新規登録者５人） 

b. 主な活動：イベント運営スタッフ 

 

（エ）民間団体への後援及び事業費の助成 

a. 後援：７件 

(a) KAGAWA INTERNATIONAL ART COMPETITION 2020 

(b) 令和 2年度（第 55回）香川県高等学校国際理解弁論大会 

(c) 第 31回国際理解のための高校生英語スピーチコンテスト 

(d) 韓国文化発表交流会 

(e) 高松市・南昌市交流 30周年 高松市日中友好協会設立 30周年 記念文化フェスタ 

(f) 第 5回日韓こども絵画交流展 

(g) 香川日仏協会 教育・文化事業 第 36回「フランスを知る」 

 

b. 事業費助成：５件  

(a) 香川ＳＧＧ（国際理解講座） 

(b) 高松市日中友好協会（高松市・南昌市交流 30 周年 高松市日中友好協会設立

30周年 記念文化フェスタ） 

(c) 香川日韓交流協会（第 5回日韓こども絵画交流展） 

(d) 香川日仏協会（香川日仏協会 教育・文化事業 第 36回「フランスを知る」） 

(e) 香川日華親善協会（2020 香川日華親善協会 講演会） 

 

（オ）私費海外留学生奨学金支給事業  【平成２９年度～令和２年度 休止】 

 

（カ）小学生英語暗唱大会 【中止】 

 

（キ）高松まつりへの参加 【中止】 
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（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２年６月～１２月 

(b) 参加幼稚園及び保育園数：５園 

(c) 参加者数：１９２人 

 

b．国際交流こどもスクール 

  せかいのダンス教室（韓国編） 

(a) 開 催 日：令和２年８月２３日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：２６人（うち、幼児から小学生１５人） 

 

おやこでハロウィンパーティ 

(a) 開 催 日：令和２年１０月２５日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：３３人（うち、幼児から小学生１８人） 

 

せかいのクラフト教室（アメリカ編） 

(a) 開 催 日：令和２年１１月２９日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川  

(c) 参加者数：１５人（小学生） 

 

せかいのあそび教室（フランス編） 

(a) 動画配信：令和３年３月１４日（日）から配信 

 

（ケ）多文化地域づくり事業 

一緒に暮らすこと９ 「にほんごスピーチ発表会」 

a. 開 催 日：令和３年２月１４日（日） 

b. 開催場所：アイパル香川 

c. 参加者数：４５人 

 

（コ）さぬき探訪事業 

第２０回  

a. 開 催 日：令和２年９月１０日（木） 

b. 場  所：香川県漆芸研究所、高松市防災合同庁舎 危機管理センター、 

高松市美術館 

c. 参加者数：外国人１２人（７か国・地域）、日本人３人 計１５人 

d. 共  催：専門学校穴吹ビジネスカレッジ 

 

第２１回  

a. 開 催 日：令和２年１１月１日（日） 

b. 場  所：石清尾山ハイキング 

c. 参加者数：外国人１５人（９か国）、日本人６人 計２１人 

d. 協  賛：高松ユネスコ協会 
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第２２回  

a. 開 催 日：令和３年３月１３日（土） 

b. 場  所：流政之美術館、ジョージナカシマ記念館、石の民俗資料館 

c. 参加者数：外国人１３人（９か国）、日本人７人 計２０人 

d. 共  催：高松ライオンズクラブ 

 

（サ）世界のスウィーツ教室 

   第１４回 南フランス編 「ベル・エレーヌ」 

a. 開 催 日：令和２年６月２１日（日） 

   b．開催場所：カフェ・ドゥ・ミストラル 

   c．参加者数：１９人 

 

第１５回 クリスマス編 「アドベントカレンダーを作ろう」 

a. 開 催 日：令和２年１１月１５日（日） 

   b．開催場所：アイパル香川 

   c．参加者数：１７人 

 

（シ）日本語会話クラブ 

a. 開催回数：年間３１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１７４人、日本人ボランティア１８９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：２２５人 

c. 助 成 金：最高８，０００円 滞在期間による 

 

（セ）公益財団法人高松市国際交流協会設立３０周年記念イベント 

  【当協会の活動内容をパワーポイントで紹介】 

【パネルディスカッション「自由な発想で国際交流を考えよう/私たちの国際交流」】 

a.  開 催 日：令和２年１１月１０日（日）（かがわ国際フェスタで開催） 

b.  開催場所：アイパル香川 

c.  参加者数：５１人 

 

（ソ）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 

 

 



 

- 6 - 

 

（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４０件、修正１４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。 

 

（ツ）「にほんごたべものガイド」の制作 

香川県多文化共生のまちづくり推進モデル事業として、在住外国人や外国人観光客を 

対象に食に対する不安を解消するため、一般的な食品項目を多言語表記（６か国語対応） 

し、イラストを加えてデジタルブック化した「にほんごたべものガイド」を制作した。 

 

 
イ 協会の運営管理                 

 

（ア）国際交流積立金の適正運用に努めた。 

   a. 「収支計画（令和３年度から１２年度まで）」を策定 

（イ）協会の目的を達成するために必要な事業を行った。 

（ウ）協会の維持・管理 
 
 


