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平成２８年度公益財団法人高松市国際交流協会事業報告書 

 

事業に関する概要             
                                              

                      

 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５つ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） 

１ 海外の諸都市との国際交流事業の実施 

２ 市民の国際交流活動に対する支援 

３ 国際交流に関する講演、講座、派遣研修等の実施 

４ 留学生、研修生等在住外国人に対する支援 

５ 国際交流に関する情報の収集及び提供 

 

 （法人の事業を管理） 

   ６ 協会の運営管理 
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１ 海外の諸都市との国際交流事業の実施 
          

（１）姉妹・友好都市親善使節団等との交流            

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 

            

(２) ホームスティ受入事業（ロシア カムチャツカ短期研修訪問団） 

a. 期 間: 平成２８年７月８日（金）から７月９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５人 

 

（３）姉妹・友好都市週間事業（シスター・シティ・ウィーク） 

c. 開催期間：平成２９年１月２６日（水）から１月３０日（月） 

d. 開催場所：瓦町ＦＬＡＧ 

 

２ 市民の国際交流活動に対する支援  
 

（１）高松まつりへの参加                   

e. 開 催 日：平成２８年８月１４日(日) 

f. 開催場所：中央通りほか 

g. 参加者数：日本人２７人、外国人３７人（１３か国地域） 計６４人 

 

（２）外国人のど自慢・お国自慢大会              

a. 開 催 日：平成２８年１０月１６日(日)   

b. 開催場所：サンポートホール高松第１小ホール 

c. 出 演 者：９つの国と地域３４人  

d. 来場者数：約１５０人 

e. 主  催：外国人のど自慢・お国自慢大会実行委員会 

 

（３）国際交流支援事業                     

a. 実施期間：平成２８年４月から平成２９年２月 

b. 実施団体：７団体 

c. 実施回数：７回 

d. 参加者数：８５人 

 

（４）国際交流ボランティア登録制度の実施                 

a. 登録者数：１３６人（平成２８年度新規登録者 １７人） 

b. 主な活動：ホームステイ受入れ、日本語サロン運営、 

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、外国人のど自慢・お国自慢大会、 

世界のスウィーツ教室等） 
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（５）民間団体への後援・共催及び事業費の助成         

a. 事業費助成： ８件  

 

(a) 高松市日中友好協会「遍路文化の講演会＆中国家庭料理教室」 

(b) イタリア香川文化会館「イタリアにあるユネスコ世界遺産の写真展」 

(c) 香川日韓交流協会「韓国家庭料理と薬膳に親しむ会」 

(d) 弦打校区国際交流協会「台北市及び高雄市立前金国民小学校への訪問・友好交

流事業」 

(e) 仏生山国際交流会「国際交流 学ぼう防災＆楽しもうフットサル・ピンポン（卓

球）」 

(f) 高松ユネスコ協会「ユネスコ・クッキングパーティと講演会」 

(g) 四国ＩＮＪ（アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン）「第 6 回高松アイルラ

ンド・フェスティバル」 

(h) 春節友好交流会実行委員会「春節友好交流会」 

 

b. 後 援・共 催：１５件 

(a) （一財）民主音楽協会「キッズ楽器体験展 in高松」 

(b) 高松市日中友好協会「遍路文化の講演会＆中国家庭料理教室」 

(c) 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～」 

(d) イタリア香川文化会館「イタリアにあるユネスコ世界遺産の写真展」 

(e) 公益財団法人かがわ海外交流財団「第 27 回オリーブ杯中学生英語スピーチコ

ンテスト」 

(f) 高松市日中友好協会「中国書画の鑑賞会＆日中交流スピーチ大会」 

(g) 香川県高等学校教育研究会国際教育部会「平成 28年度（第 51回）香川県高等

学校国際理解弁論大会」 

(h) 仏生山国際交流会「国際交流 学ぼう防災＆楽しもうフットサル・ピンポン（卓

球）」 

(i) 高松秋のまつり大名行列推進委員会「第 23回高松秋のまつり 仏生山大名行列」 

(j) 高松市日中友好協会「中国文化講演会（講演「農村から見た中国」＆楊琴の演

奏）」 

(k) 香川県高等学校教育研究会国際教育部会「第 27 回国際理解のための高校生英

語スピーチコンテスト」 

(l) 四国高等学校国際教育研究協議会香川県高等学校教育研究会国際教育部会 

「平成 28 年度（第 35 回）四国高等学校国際教育生徒研究発表大会 平成 28 年度

四国高等学校国際教育研究協議会会長並びに事務局長会」 

(m) 高松冬のまつり実行委員会「第 30回高松冬のまつり」 

(n) 日本語サークル「わ」の会「‘どう おしえるん？「はじめての日本語」’」 

(o) 春節友好交流会実行委員会「春節友好交流会」 

 

 



 

- 4 - 

 

（６）私費海外留学生奨学金支給事業  

a. 支給人数：４人 

b. 支給金額：１人１回限り３０万円 

                 

 

３ 国際交流に関する講演、講座、派遣研修等の実施 

 

（１）中学生訪中親善使節団の派遣             

a. 派遣時期：平成２８年７月２６日(火)から７月３１日(日)の６日間  

b. 訪 問 地：南昌市、上海市 

c. 派遣者数：４人（高松市中学生） 

 

（２）高校生訪米親善研修生の派遣                                      

a. 派遣時期：平成２８年７月２４日(日)から８月４日(木)の１２日間  

b. 訪 問 地：アメリカ セント・ピーターズバーグ市 

c. 派遣者数：３人（高松市高校生） 

 

（３）青年訪仏親善研修生の派遣               

a.  派遣時期：平成２８年９月１０日(土)から９月２３日(金)の１４日間  

b.  訪 問 地：フランス トゥール市 

c.  派遣者数：２人（高松市内在住の大学、短大、高専、専門学校生並びに 30歳未満 

の社会人） 

 

 

（４）姉妹・友好都市親善派遣研修生報告会             

a. 開 催 日：平成２８年１１月１３日（日） 

b. 開催場所：アイパル香川２階 交流フロア 

c. 参加研修生：９人（センピ３人、南昌４人、トゥール２人） 

 

（５）国際交流推進事業                     

                     

a. Kid’s国際理解出前事業                  

(a) 実施期間：平成２８年４月から平成２８年１２月 

(b) 参加幼稚園および保育園数：７園 

 

b. 中学生・高校生交流事業                     

(a) 開 催 日：平成２８年８月２１日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川３階 第１、２会議室 

(c) 参加者数：２９人（外国人留学生１４人、国際交流員２人、市内の高等学校に 

          通う高校生１２人、中学生１人） 
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（６）さぬき探訪事業   

                   

a. 第８回 ＪＲ高松駅・高松市美術館・香川県警本部見学の旅 

(a) 開 催 日：平成２８年６月２日（木） 

(b) 場  所：ＪＲ高松駅、高松市美術館、香川県警本部見学 

(c) 参加者数：３０人（内、外国人５か国２６人） 

 

b. 第９回 四国新聞・さかえドライ・水道資料館見学の旅 

(a) 開 催 日：平成２８年１０月５日（水） 

(b) 場  所：四国新聞印刷工場（ニュースフロー）、クリーニング工場（さかえ 

     ドライ）、高松市水道資料館 

(c) 参加者数：２８人（内、外国人６か国２２人） 

 

c. 第１０回 引田ひなまつり探訪の旅 

(a) 開 催 日：平成２９年２月２６日（日） 

(b) 場  所：讃州井筒屋敷・かめびし屋・手袋ギャラリー・マーレリッコ 

(c) 参加者数：２７人（内、外国人５か国地域１８人） 

 

（７）世界のスウィーツ教室（全３回）                 

   a．開 催 日：平成２８年 ４月２３日（日） アルゼンチン編 

          平成２８年 ７月 ３日（日） 香川の郷土料理編 

          平成２８年１１月１０日（木） イギリス編 

   b．開催場所：ガス生活ピポット、四国ガス高松支店ショールーム 

   c．参加者数：延べ約４８人 

 

（８）多文化共生事業 

a. 意見交換会 

(a) 開 催 日：平成２８年６月２４日（金） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：５人（在住外国人、留学生） 

 

b. 多文化共生 一緒に暮らすこと① 世界のクリスマス体験 

     

(a) 開 催 日：平成２８年１２月１８日（日） 

(b) 開催場所：アイパル香川 

(c) 参加者数：４０人（外国人及び高松市民） 

   

c.多文化共生 一緒に暮らすこと② 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：平成２９年１月２９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１４人 
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（９）小学生英語暗唱大会                       

a. 開 催 日：平成２８年７月２４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） 

 

４ 留学生、研修生等在住外国人に対する支援 

 

（１）日本語会話クラブ                       

a. 開設回数：年間３６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３６６人、日本人ボランティア４２８人(延べ数） 

 

（２）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：２８７人 

c. 助 成 金：１年滞在者 ８，０００円 他滞在期間による 

 

（３）国際交流 秋の茶会                         

a. 開 催 日：平成２８年１０月２３日(日) 

b. 開催場所：玉藻公園 披雲閣 

c. 参加者数：１１か国２５人 

d. 主  催：高松屋島ライオンズクラブ 

 

 

５ 国際交流に関する情報の収集及び提供          
 

（１）情報発信事業 

a.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 

 

b.ホームページ記事発信（新規７６件、修正３１件） 

    

（２）国際交流に関する調査等                   

   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。 
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６ 協会の運営管理                 

 

⚫ 国際交流積立金の適正運用に努める。 

⚫ 協会の目的を達成するために必要な事業を行う。 


