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１ 令和３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３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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

ア 国際交流・多文化共生推進事業 

（ア）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。 

 

a 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】 

 

b 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】 

＜代替事業＞ 

トゥール市イベント開催記念 

動画配信：高松市の植物紹介（フランス語字幕付き） 

助成金： (公財) 松平公益会 

 

(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】 

 

c 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） 

開催期間：令和４年１月28日（金）～２月３日（木） 

開催場所：瓦町ＦＬＡＧ ８階 

 

(b) 姉妹・友好都市記念事業 

高松市、セント・ピーターズバーグ市姉妹都市提携60周年記念事業 

市民親善訪問団派遣事業  【中止】 

＜代替事業＞ 

「つなぐ×はぐくむ beyond the sea project」オンライン交流 

開催日：令和３年９月26日（日） 午前８時～９時45分 
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参加者：高松市 中学生及び高校生24人 

セント・ピーターズバーグ市 中学生15人 

動画配信：オンラインイベントの様子 

歴代派遣研修生・ホストファミリーのメッセージ動画 

60周年記念巻きずしのレシピ動画 

助成金： (公財) 松平公益会 

 

（イ）多文化共生推進事業 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業を中止、延期又は感染予防対策

を取りながら開催した。 

a 第５回国際交流スポーツ大会（ボウリング大会） 

開催日：令和３年12月12日（日） 

開催場所：太洋ボウル 

参加者数：外国人20人（11か国・地域）、 日本人20人 計40人 

共催：高松ライオンズクラブ 

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 

 

b 国際交流支援事業 

(a) 中国当代の漢詩を楽しもう 

開催日：令和３年10月17日（日） 

開催場所：アイパル香川 

参加者数：８人 

 

(b) 世界のスウィーツ教室 第17回 インド編 

開催日：令和３年12月12日（日） 

開催場所：高松市木太南コミュニティセンター 

参加者数：６人 

 

(c) ハワイアンワークショップ ‐リボンレイを作ろう‐ 

開催日：令和４年３月20日（日） 

開催場所：高松市十河コミュニティセンター 

参加者数：８人 

 

c 国際交流ボランティア登録制度の推進 

登録者数： 190人（うち令和３年度新規登録者９人） 

主な活動：イベント運営スタッフ 
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d  民間団体への後援及び事業費の助成 

後援：８件 

(a) 第32回オリーブ杯中学生英語スピーチコンテスト 

(b) KAGAWA INTERNATIONAL ART COMPETITION 2021 

(c) 令和３年度（第56回）香川県高等学校国際理解弁論大会 

(d) 第32回国際理解のための高校生英語スピーチコンテスト 

(e) 第６回日韓こども絵画交流展 

(f) 韓国文化発表交流会 

(g) 韓日新春交流会 

(h) 国際交流を通じて香川の里海・瀬戸内海でのSDGs(目標14)の実現を目指す 

～「海外と連携した海洋ごみ清掃活動」と「魅力ある海中の美の発見比較」

を通して～ 

 

事業費助成：２件  

(a) 香川ＳＧＧ（国際理解講座） 

(b) 香川日韓交流協会（第６回日韓こども絵画交流展） 

 

e  私費海外留学生奨学金支給事業  【平成29年度～令和３年度 休止】 

 

f  小学生英語暗唱大会  【かがわ国際フェスタ2021で開催】 

開催日：令和３年10月10日（日） 

開催場所：アイパル香川 

参加者数：56人（うち出場者22人） 

事業負担：直島町 

 

g  高松まつりへの参加  【中止】 

 

h  児童国際理解促進事業 

(a) Kid's 国際理解出前事業 

実施期間：令和３年６月～12月 

参加幼稚園及び保育園数：６園 

参加者数： 240人 

 

(b) 国際交流こどもスクール 

高松市、セント・ピーターズバーグ市姉妹都市提携60周年記念事業 
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せかいのクラフト教室（アメリカ編）  【YouTube 配信】 

開催日：令和３年４月４日（日） 

開催場所：アイパル香川 

参加者数：９人（幼児から小学生） 

 

高松市、セント・ピーターズバーグ市姉妹都市提携60周年記念事業 

夏休みこども絵画制作   【Instagram 掲載】 

開催日：令和３年８月１日（日） 

開催場所：アイパル香川 

参加者数：21人（幼児から小学生） 

 

せかいのクラフト教室（中国編）  【YouTube 配信】 

開催日：令和３年12月26日（日） 

開催場所：アイパル香川  

参加者数：14人（小学生） 

 

i  多文化地域づくり事業 

(a) 一緒に暮らすこと10 

「みんなの防災」 

開催日：令和３年11月７日（日） 

開催場所：アイパル香川 

参加者数：43人 

 

(b) 一緒に暮らすこと11 

「自分らしいシニア生活 -世界のいきいきシニアたち- 」  【延期】 

開催日：令和４年３月６日（日） → 令和４年４月24日（日） 

開催場所：アイパル香川 

 

j さぬき探訪事業 

(a) 第23回 

開催日：令和３年７月７日（水） 

場所：玉藻公園、香川県立ミュージアム 

参加者数：外国人19人（６か国）、 日本人４人 計23人 

共催：専門学校穴吹ビジネスカレッジ 

 

(b) 第24回 
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開催日：令和３年11月14日（日） 

場所：綾菊酒造、高松盆栽の郷 

参加者数：外国人14人（11か国・地域）、 日本人５人 計19人 

協賛：高松ユネスコ協会 

 

(c) 第25回  【延期】 

開催日：令和４年３月６日（日） → 令和４年５月29日（日） 

場所：父母ケ浜、高屋神社、豊稔池ダム 

共催：高松ライオンズクラブ 

 

k 世界のスウィーツ教室 

(a) 第16回 フランス編 「イル・フロッタント」  【YouTube ５月配信】 

 

(b) 第17回 インド編 「キャロットハルワ」  【YouTube ２月配信】 (再掲） 

 

l 日本語会話クラブ 

開催回数：年間35回（うち15回休講） 

開催場所：アイパル香川 

開催日：毎週日曜日  

参加者数：外国人79人、日本人ボランティア 124人（延べ数） 

 

m 私費外国人留学生国民健康保険料助成 

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 

受給者数： 152人 

助成金：最高 8,000円 滞在期間による 

 

n 協会誌「TIA NEWS THE VOICE」の発行 

発行回数：９月、３月 計２回 

発行部数：各 1,400部 

対象：市民、国際交流ボランティア及び国際交流団体等 

 

o インターネットによる情報発信 

ホームページ記事発信（新規32件、修正16件） 

 

p 国際交流に関する調査・研修 
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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た。 

（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 
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（２）理事会等に関する事項 

 

ア 評議員会開催状況 

会議名 開催年月日 議案事項 会議の結果 

定時評議員会 

書面による決議の 

省略 

令和３年 

６月23日 

令和２年度公益財団法人高松市国際交流協会事業報告 

及び決算の承認について 

全員同意で 

決議 

監事の選任について 
全員同意で 

決議 

 

 

イ 理事会開催状況 

会議名 開催年月日 議案事項 会議の結果 

第１回通常理事会 

書面による決議の 

省略 

令和３年 

６月５日 

令和２年度公益財団法人高松市国際交流協会事業報告 

及び決算の承認について 

全員同意で 

決議 

定時評議員会へ提出する監事候補者の決定について 
全員同意で 

決議 

定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の 

決定について 

全員同意で 

決議 

第２回通常理事会 
令和４年 

３月１日 

令和４年度事業計画について 
全会一致で 

決議 

令和４年度正味財産増減予算について 
全会一致で 

決議 

評議員の辞任に伴う後任者の決定について 
全会一致で 

決議 

理事の辞任に伴う後任者の決定について 
全会一致で 

決議 

書面決議による評議員会の日時及び目的である事項の 

決定について 

全会一致で 

決議 
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（３）評議員・役員に関する事項 

 

ア 評議員一覧              （令和４年３月31日現在 五十音順） 

役職名 氏 名 公職名 就任年月日 

評議員会会長 德田 雅明 香川大学 インターナショナルオフィス特命教授 令和２年６月24日 

評議員 大谷 誠一 (一社)香川経済同友会 専務理事・事務局長 令和２年６月24日 

評議員 大平 康喜 穴吹学園 専務理事・本部長 令和２年６月24日 

評議員 喜多 敬三 (一社)高松市コミュニティ連合会 理事 令和２年６月24日 

評議員 田村 真一 高松市 副市長 令和２年６月24日 

評議員 ペイジ 戸田 純江 
高松商工会議所女性会 常任理事 

(株)ZEPHYROSﾗﾝｹ゙ ｼー゙ ﾊｳｽ事業部 取締役 
令和２年６月24日 

評議員 村川 進 香川県農業協同組合 代表理事・副理事長 令和２年６月24日 

 

イ 役員一覧               （令和４年３月31日現在 五十音順） 

役職名 氏 名 公職名 就任年月日 

理事長 渡邊 智樹 元(株)百十四銀行 取締役会長 令和２年６月24日 

理事 稲井 富赴代 高松大学 学生支援部学生課長 令和２年６月24日 

理事 川村 理 香川大学 農学部教授・農学部国際交流委員長 令和２年６月24日 

理事 谷口 雄紀 (公社)高松青年会議所 直前理事長 令和２年６月24日 

理事 佃 昌道 高松市日中友好協会 会長 令和２年６月24日 

理事 長井 一喜 高松市 創造都市推進局長 令和２年６月24日 

理事 馬場 朋美 高松ライオンズクラブ ライオンテーマー 令和２年６月24日 

理事 平野 キャサリン 児童文学翻訳家 令和２年６月24日 

理事 牧井 幸一 高松ユネスコ協会 理事・青年委員会委員長 令和２年６月24日 

常務理事 片山 智規 (公財)高松市国際交流協会 事務局長 令和２年６月24日 

監事 根ケ山 和幸 香川大学 監事 令和２年６月24日 

監事 山下 省吾 高松市 会計管理者 令和３年６月３日 

 

（４）職員に関する事項 

（単位：人）  

職 員 

事務局長 事務局員 合計 

１ ４ ５ 

 


