
公益財団法人岐阜市国際交流協会 

平成２９年度 事業報告書 
 

 

１ 情報提供・広報啓発事業（３８９千円） 

（１）「インターナショナルインフォメーションスタンド」の運営 

①場 所  ・岐阜市役所本庁舎１階市民ホール 

         ・ハートフルスクエアーＧ 

②内 容  国、県、市、当協会等が作成した各種の多言語資料をはじめ、民間国際交流団体が

行うイベントや、岐阜市の友好姉妹都市などの国際交流に関する様々な情報を提供

した。 

 

（２）ホームページによる国際交流・多文化共生推進イベント等の情報発信 

①ＵＲＬ  http://www.ccn.aitai.ne.jp/~gk3700cc/index.htm 

②内 容  当協会のホームページ等を利用し、日本語講座などの当協会主催事業や外国人市民

に役立つ情報など、各種情報を発信した。 

 

（３）「国際交流ニュースＧＩＦＵ」の発行 

①発行回数  年３回（５月、９月、１月） 

②部 数  各２，０００部 

③内 容  岐阜市の国際交流及び多文化共生推進の取り組みを広く市民に紹介するため、 

国際交流イベント、ボランティア活動、多文化共生推進事業、岐阜市の友好姉妹 

都市交流などの記事を掲載した情報誌を発行した。 

 

 

２ 国際交流推進事業（２，７３０千円） 

（１）外国文化理解講座 

   外国文化の理解促進を目的として、外国人市民などを講師に、諸外国の文化や言語を紹介する 

講座を実施した。 

ａ Enjoy!!アメリカ ～アメリカンクッキング～ 

①開催日  平成２９年７月２２日（土） 

②場 所  ドリームシアター岐阜 

③参加者   １８名 

④内 容  当協会の多文化交流員を講師に、アメリカの地域ごとの料理の違いについてクイズ 

を通して学び、料理を作って試食し、アメリカへの知識や理解を深めた。 

 

ｂ Enjoy!!ホンジュラス 

①開催日  平成２９年１２月１２日（火） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス おどるスタジオ 

③参加者  ２０名 

④内 容  ホンジュラス出身の市民を講師に、ホンジュラスの文化や歴史、習慣についての 

話を聞き、伝統楽器の演奏や手作り料理の試食などを通して、ホンジュラスへの 

知識や理解を深めた。 

 

ｃ Enjoy!!トルコ 

①開催日  平成３０年３月４日（日） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス おどるスタジオ 

③参加者  ２８名 

④内 容  岐阜県の国際交流員を講師に、トルコの文化や歴史、習慣についての話を聞き、 

伝統的な踊りの体験やお菓子の試食などを通して、トルコへの知識や理解を深めた。 

 

 



（２）国際理解連携講座（岐阜市生涯学習センターとの共催） 

     ①開催日  平成２９年１２月２日（土） 

     ②場 所  ハートフルスクエアーＧ 

     ③参加者  ５５名 

     ④内 容   国際交流や多文化共生の理解促進を目的として、「大統領が女王、天皇、主席と 

本音で食事をしたら…？」と題し、「食べる」「もてなす」という視点から、食を

通した世界各国の文化や歴史、社会を学び、外国への興味や関心や理解を深める 

講座を開催した。 

 

（３）ハローギフ・ハローワールド２０１７への参加 

    ①開催日  平成２９年１０月２９日（日） 

    ②場 所  シネックスホール 

    ③参加者  県内国際交流団体関係者、市民ら約３，０００名 

    ④内 容  日中不再戦碑文交換のパネル展示や外国茶の試飲、東京オリンピック・パラリン 

         ピックにおける岐阜市のホストタウン相手国スロバキアの紹介を行った。 

 

（４）国際理解出前講座 

①開催日  平成２９年７月２１日（金） 

②場 所  中央青少年会館 

③内 容  岐阜市教育委員会主催のマイチャレンジ講座「外国の人とふれあおう」に 

当協会の外国人スタッフを派遣し、母国の文化や遊びを紹介した。 

 

（５）国際理解啓発事業 

   世界の文化、習慣等の異文化や国際交流の歴史を学ぶ機会を提供することを目的として、下記の 

事業を実施した。 

ａ 「不戦と友好の歩み」日中国交正常化４５周年・日中不再戦碑文交換５５周年写真展 

①開催日  平成２９年１０月１６日（月）～１０月２０日（金） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ドキドキテラス 

③内 容  日中国交正常化４５周年及び岐阜市と友好都市である杭州市とが日中不再戦の 

碑文を交換してから５５周年にあたることを記念し、中部６県の日中友好協会の 

長年にわたる活動や岐阜市と杭州市との交流の歩みを市民にパネルで紹介する 

写真展を開催した。また、写真展に合わせ、中国の切り絵や書写の体験コーナーを 

実施した。※岐阜県日本中国友好協会及び中国駐名古屋総領事館主催（当協会共催） 

（体験コーナー参加者１２７名） 

 

ｂ ワールドフェス 〜楽しく知ろう、考えよう、多文化共生〜 

①開催日  平成３０年３月１１日（日） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ドキドキテラス 

③参加者  １２０名 

④内 容  世界の文化、習慣等の異文化を学び、多文化共生について考えてもらうことを目的

に、オープンスペースにおいて、黒人初のメジャーリーガーを題材にした映画の 

上映や、外国の飲み物の試飲、子ども向けの英語イベントなどを、高校生及び 

大学生のボランティア８名の企画・運営により開催した。 

 

（６）日中不再戦碑文交換５５周年記念事業（岐阜市委託事業） 

①開催日  平成２９年８月４日（金） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール他 

③来訪者  程永華中国駐日本国特命全権大使、鄧偉中国駐名古屋総領事 

④内 容  岐阜市と中国・杭州市が日中不再戦の碑文交換を行ってから５５周年となることを 

記念し、程永華中国駐日本国特命全権大使らを迎え、記念式典を開催したほか、 

日中不再戦碑の訪問等を行った。  

（記念式典参加者１５０名） 



 

 （７）イタリア・フィレンツェ市訪問団受入事業（岐阜市委託事業） 

①期 間  平成２９年１０月３日（火）～１０月６日（金） 

②来訪者  クリスティーナ・ジャーキ フィレンツェ市副市長 

③内 容  岐阜市歴史博物館で開催された「レオナルド×ミケランジェロ展」にあわせ来岐 

したクリスティーナ・ジャーキ フィレンツェ市副市長を受入れ、同展覧会開場式 

への出席や歓迎レセプション、友好校訪問、市内視察などを行った。 

 

（８）岐阜市友好姉妹都市等一般交流事業（岐阜市委託事業） 

   友好姉妹都市等と岐阜市との交流に関する下記事業を実施した。 

    ａ  国際交流アドバイザーの配置 

     ①期 間  平成２９年４月～平成３０年３月 

     （配置日時）  毎週木曜日 午前９時～正午、午後１時～午後３時 

     ②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス 多文化交流プラザ 

     ③内 容  友好姉妹都市等における民間団体の交流を促進するため、国際交流アドバイザー 

を配置し、杭州市やフィレンツェ市を訪問する民間団体に対し、現地での交流活動

に関するアドバイスを行ったほか、イタリアやブラジルとの交流を進める民間団体

等に対し、交流事業に関するアドバイスを行った。 

 

    ｂ  姉妹都市における平和の鐘パネル展 

①開催日  平成２９年７月３日（月）～７月１２日（水） 

     ②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ドキドキテラス   

③内 容  毎年、岐阜空襲の日に「平和の鐘」を鳴らし、平和の大切さを再確認する事業を 

姉妹都市でも実施しており、その様子を写真などで紹介するパネル展示を 

「子どもたちに伝える平和のための資料展」にあわせて開催した。 

 

    ｃ  シンシナティチルドレン合唱団受入事業 

①期 間  平成２９年７月７日（金）～７月８日（土） 

     ②来訪者  シンシナティチルドレン合唱団一行７７名 

③内 容  岐阜市の姉妹都市アメリカ・シンシナティ市から来岐したシンシナティチルドレン 

合唱団を受入れ、岐阜むくの木合唱団とのジョイントによる「ウェルカム 

コンサート」を岐阜市文化センターで開催した。 

 

ｄ  韓国・大邱
テ グ

広域市寿城
ス ソ ン

区東山
トンサン

小学校訪問団受入事業 

①期 間  平成２９年９月２８日（木）～９月２９日（金） 

     ②来訪者  リュ・ミンハ東山小学校校長ら訪問団３名 

③内 容  岐阜市と都市間交流を進めている韓国・大邱広域市寿城区の東山小学校から 

リュ・ミンハ校長ら訪問団を受入れ、岐阜市立加納小学校との姉妹校提携調印式に

出席したほか、市内視察や歓迎夕食会を行った。 

 

（９）「多文化交流フェスタ in メディコス」の開催（岐阜市委託事業） 

   ①開催日  平成２９年５月６日（土） 

（展示：平成２９年５月１日（月）～５月８日（月）） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール、ドキドキテラス、 

みんなのギャラリー他 

③参加者  ３２５名 

④内 容  国際交流・多文化共生・国際協力イベントとして、市内の国際交流団体等と連携し、

外国の音楽や踊りなどを披露するステージパフォーマンスや外国文化の体験を 

実施した。また、「楽しく知ろう！国際交流・国際協力・多文化共生」と題し、 

友好姉妹都市や多文化共生などについて紹介する展示を行った。 

（展示体験コーナー参加者１２０名） 

 



（１０）ホストタウン交流事業（岐阜市委託事業） 

    ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、岐阜市のホストタウン相手国で 

あるスロバキア共和国について、市民に紹介するイベントを実施した。 

ａ  スロバキア模様のマグネットづくり 

    ①開催日  平成２９年１１月２６日（日） 

    ②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ドキドキテラス 

③参加者  ４００名 

④内 容  スロバキアの国旗と伝統刺繍をモチーフにしたマグネットを作成するイベントを 

留学生協力のもと実施した。 

（学校法人岐阜学園コロムビア・ファッション・カレッジ主催の学生デザイン 

制作発表会と連携を図り実施）  

    

     ｂ  スロバキアフェスティバル 

    ①開催日  平成３０年１月２１日（日） 

（展示：平成３０年１月２１日（日）～１月２３日（火）） 

    ②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ドキドキテラス 

③参加者  ３４０名 

④内 容  スロバキア民族舞踊研究会「ヴァラシュカ」を招き、スロバキアの踊りを紹介 

したほか、スロバキアのお菓子の試食や、スロバキア模様のマグネットづくりを 

実施した。また、イベントにあわせ、駐日スロバキア共和国大使館の協力のもと、 

風景ポスターや伝統工芸品などの展示を行った。 

（展示体験コーナー参加者４０名） 

 

 

３ 多文化共生推進事業（５，２７９千円） 

（１）外国人のための日本語講座（公益財団法人岐阜県国際交流センター「国際交流・多文化共生推進

事業助成金」及び岐阜市補助金を受け実施） 

    ①期 間  前期（初級Ⅰ・初級Ⅱ・初級 EX）平成２９年４月～平成２９年８月 

後期（初級Ⅰ・初級Ⅱ・初級 EX）平成２９年１０月～平成３０年２月 

初級Ⅰ・Ⅱは全３０回（週２回）、初級 EX は全１５回（週１回） 

    ②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス あつまるスタジオ、ワイワイサークル 

③受講者  前期 １３名（初級Ⅰ：５名、初級Ⅱ：４名、初級ＥＸ：４名） 

         後期 １８名（初級Ⅰ：８名、初級Ⅱ：６名、初級ＥＸ：４名） 

④内 容  外国人市民を対象に、日常生活に必要となる基本的な日本語を習得し、日本での 

生活や文化理解の一助となることを目的に開講した。 

 

（２）「たぶんカフェマネージャー」育成事業 

    ①期 間  平成３０年３月１７日（土） 

    ②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ワイワイサークル 

    ③受講者  ５名 

    ④内 容  当協会と協力して岐阜市における多文化共生推進の役割を担うボランティア人材

「たぶんカフェマネージャー」の育成を目的として、ボランティアを対象とした 

意見交換会を実施した。 

 

（３）多文化交流政策研究会事業 

①開催日  平成３０年３月１７日（土） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ワイワイサークル 

③参加者  １２名 

④内 容  多文化共生のまちづくりを推進し、政策に生かすことを目的として、外国人市民と 

日本人市民が話し合う「ぎふ しゃべり場」を開催し、外国人の生活をより豊かに 

するための方法や、日本人とのコミュニケーションの取り方について意見交換を 

行った。 

 



（４）多文化交流促進事業 

   賛助会員相互の交流を深めるとともに、外国人市民と日本人市民との交流の機会とすることを 

目的として、下記事業を実施した。 

ａ  英会話イベント Evening English 

①開催日  平成２９年４月～平成３０年３月 第３木曜日 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ワイワイサークル 

③参加者  ５４名 

④内 容  英会話を楽しむイベントを開催し、参加者同士の交流を深めた。 

 

ｂ  交流会 

①開催日  第１回 平成２９年１１月５日（日） 

      第２回 平成３０年２月２４日（土） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ワイワイサークル 

③参加者  １８名（第１回：８名、第２回：１０名） 

④内 容  フィリピンやブラジルの歴史や文化、習慣についての話を聞き、民族舞踊やお菓子、 

飲み物を楽しむ交流会を開催した。 

 

（５）多文化交流「場所づくり」事業（岐阜市委託事業） 

     ぎふメディアコスモスの多文化交流プラザにおいて、外国語新聞等の設置や外国の飲み物の 

提供、友好姉妹都市等の紹介展示などを行い、日本人・外国人双方が交流するきっかけとなる 

場所づくりを行った。また、日本人市民及び外国人市民の交流・学び・創造の場を提供する 

下記事業を実施した。 

ａ  季節イベント 

①開催日  平成２９年４月～平成３０年３月 毎日 

②参加者  １，５５３名 

③内 容  イースターやハロウィン、クリスマス、春節などの外国の季節イベントにあわせ、 

カード作りや折り紙、ぬり絵、切り絵などを通して外国文化を体験してもらう 

イベントを実施した。 

 

ｂ  英語イベント 

①開催日  平成２９年４月～平成３０年３月 毎週土曜日・日曜日 

②参加者  １，４２７名 

③内 容  外国人スタッフと遊びを通して英語に親しむ「Hello! English」（４歳～小学生 

対象）や「Hello! English “BIG KIDS”」（小学３～６年生対象）、ゲームなどを

交え英会話を楽しむ「Open English Circle」（中学生～２５歳対象）を実施した。 

 

ｃ  言語かふぇ 

①開催日  平成２９年４月～平成３０年３月 

      タガログ語：毎週火曜日、ポルトガル語：毎週水曜日、中国語：毎週木曜日、 

英語：毎週金曜日 

②参加者  ２，７１３名 

③内 容  外国人スタッフとお茶を楽しみながら、言語や文化について学ぶイベントを実施 

した。 

 

ｄ 日本語かふぇ 

①開催日  平成２９年４月～平成３０年３月 毎週日曜日 

②参加者  １３８名 

③内 容  外国人市民を対象に、日本の文化や日本語での会話を楽しむイベントを実施した。 

 



ｅ  ワイワイサークルの団体利用 

①開催日  平成２９年４月～平成３０年３月 随時 

②利用者  １，００７名（利用団体数：８団体、利用回数：３６回） 

③内 容  日本語ボランティア教室や英会話サークルなど、国際交流、国際協力及び多文化 

共生に関わる活動を行う団体の活動場所として、ワイワイサークルを貸し出した。 

 

（６）多文化交流コーディネート事業（岐阜市委託事業） 

①開催日時  平成２９年４月～平成３０年３月 

      午前１０時～正午、午後１時～４時 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス 多文化交流プラザ 

③内 容  多言語で日本人市民・外国人市民の交流をサポートするとともに、各種事業への 

      参加促進を行った。 

 

（７）留学生ネットワーク活用事業（岐阜市委託事業） 

     ①開催日  意見交換会：平成２９年１１月１２日（日）、１２月２３日（土）、 

平成３０年１月１３日（土） 全３回 

          防災イベント：平成３０年１月１３日（土）※意見交換会に合わせて開催 

     ②場 所    みんなの森 ぎふメディアコスモス ワイワイサークル 

③参加者    留学生委員８名 

④内 容  市内の大学に在学する外国人留学生を対象に留学生委員を募集し、地域活動や就職、 

      防災についての意見交換会を実施したほか、留学生委員が企画、運営する防災 

イベントを行った。 

      （防災イベント参加者１５名 ※留学生委員を含む） 

 

（８）「外国人の視点」による魅力向上事業（岐阜市委託事業） 

①開催日  第１回 平成２９年１０月２１日（土） 

      第２回 平成３０年３月１０日（土） 

      第３回 平成３０年３月２４日（土） 

②場 所    乙津寺、梅林公園、空穂屋他 

③参加者    ２４名（第１回：８名、第２回：７名、第３回：９名）※ボランティアを含む 

④内 容  外国人の視点による観光やまちの魅力向上を目的として、外国人市民を対象に、 

乙津寺の縁日や小紅の渡し体験、梅林公園の梅まつりへの参加、空穂屋での茶道 

体験を行う市内モニターツアーを開催した。また、ツアー後に意見交換を行う 

ワークショップを実施し、感想等の情報をまとめ、ホームページや SNSを活用して 

多言語での情報発信を行った。開催にあたり、岐阜市の観光やまちづくり担当者の 

意見を取り入れ、連携して実施することにより岐阜市の PRにつなげた。 

 

（９）外国人コミュニティとの協働事業（岐阜市委託事業） 

   外国人コミュニティの育成と連携強化を目的として、外国人市民の自立と社会参画の推進に 

資する事業を外国人コミュニティと協働で実施した。 

ａ ～日本で暮らすための～ マネーセミナー＆着物体験 

①開催日  平成２９年１１月１９日（日） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ 

③参加者  ８５名 

④内 容  フィリピン出身の市民らを対象に、子どもの将来について考えることを目的として、 

日本の教育制度や学費・教育費についてのセミナーや、日本の通過儀礼としての 

着物文化についての講演と着付け体験を実施した。 

（「ASFIL GIFU」との協働事業） 

 



ｂ 日中春爛漫交流会２０１８ 

①開催日  平成３０年２月１８日（日） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ドキドキテラス 

③参加者  ２７９名 

④内 容  日本人市民と中国人市民が楽しく中国文化を学び、体験しながら交流を深めること 

を目的として、孔子にまつわる祭礼の紹介や、中国の文化である太極拳、切り絵、 

折花の体験、中国のお茶やお菓子の試食などを通して交流するイベントを実施した。 

（「岐阜日中文化交流協会（星友会）」及び「東海・北陸中国帰国者支援・交流 

センター」との協働事業） 

 

（１０）ボランティア発掘・育成事業（岐阜市委託事業） 

①開催日  企画打合せ：平成２９年８月９日（水）、８月３０日（水）、９月１３日（水）、 

            ９月２０日（水）、１０月４日（水） 全５回 

イベント：平成２９年１０月１５日（日） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ワイワイサークル 

③参加者  ボランティア６名 

④内 容   国際交流及び多文化共生の推進に携わる人材の発掘並びに育成を目的として、 

ボランティアの企画・運営により、外国の民族衣装やボードゲーム、ぬり絵体験、 

英語の絵本の読み聞かせなどを行うイベント「エンジョイ！ワールド！！」を 

実施した。 

（イベント参加者５０名） 

 

（１１）多言語案内表示ガイドライン普及事業（岐阜市委託事業） 

①開催日  平成３０年２月２１日（水） 

②場 所  ドリームシアター岐阜 

③参加者  ７名 

④内 容  民間事業者等を対象に、「岐阜市多言語案内表示ガイドライン」を活用して、 

多言語表記の必要性やメリットについて紹介し、多言語メニューをパソコンで 

作成する実践研修を行った。また、「多文化交流フェスタ in メディコス」で 

実施した展示（平成２９年５月１日（月）～５月８日（月）開催）の中で、 

ガイドラインの内容を紹介する展示を行った。 

 

（１２）外国人市民向け資料の発行（岐阜市委託事業） 

①発行部数  外国人生活ガイドブック  ２００部 

外国人生活ガイドブック概要版 ３７０部 

②内 容  外国人市民の生活支援を目的とする「外国人生活ガイドブック」（英語、中国語） 

及び「外国人生活ガイドブック概要版」（やさしい日本語、中国語、ポルトガル語） 

を一部改正し発行した。 

 

（１３）「やさしい日本語」講座（岐阜市委託事業） 

     ①開催日  平成２９年７月１３日（木）、７月２０日（木） 全２回 

     ②場 所    みんなの森 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ 

     ③参加者    １２名 

     ④内 容  外国人市民と日本人市民とのコミュニケーション促進を目的として、外国人市民               

にも理解しやすい「やさしい日本語」について学ぶ講座を開催した。 



（１４）防災啓発事業（岐阜市委託事業） 

①開催日  平成２９年１２月３日（日） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス おどるスタジオ、岐阜中消防署 

③参加者  ２３名 

④内 容  外国人市民の防災意識の啓発及び防災知識の習得を目的として、「消防署で学ぼう！ 

外国人市民のための防災体験」と題し、消防署の見学やＡＥＤ講習、水消火器を 

使った訓練体験などを実施したほか、防災の基礎知識や非常食についての講習を 

行った。 

 

（１５）災害時多言語支援センター設置準備事業（岐阜市委託事業） 

①開催日  平成３０年２月４日（日） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス おどるスタジオ、ワイワイサークル 

③参加者  １０名 

④内 容  災害が発生した際、外国人市民に対する災害情報の多言語化や避難所の巡回等に 

よる支援を行う「岐阜市災害時多言語支援センター」を設置運営するため、 

ボランティア等を対象に、災害時の外国人支援について学ぶ講義や、設置運営 

マニュアルに基づいた災害情報の翻訳作業、避難所巡回などのセンター運営業務の 

訓練を岐阜市の防災担当部局や岐阜県の関係機関と連携して実施した。また、 

災害時のセンター設置に備え、必要な物品の準備等を行った。 

 

（１６）外国人市民向け相談窓口の開設（岐阜市委託事業） 

①開催日時  平成２９年４月～平成３０年３月 

英    語：毎日            午前１０時～正午、午後１時～午後４時 

タ ガ ロ グ 語：毎週日～木曜日 午前１０時～正午、午後１時～午後４時 

中  国  語：毎週日、月、火、木、土曜日  

午前１０時～正午、午後１時～午後４時 

（平成２９年６月１日より毎週日、火、木、金、土曜日に変更） 

ポルトガル語：毎週水、金曜日 午前１０時～正午、午後１時～午後４時 

（平成２９年１１月１日より毎週水曜日午後１時～６時、 

毎週金曜日午後３時半～８時半に変更） 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス 多文化交流プラザ 

③件 数  英語２７件、タガログ語７３９件、中国語３５件、ポルトガル語１６件 

④内 容  英語、タガログ語、中国語、ポルトガル語に対応する相談窓口を開設し、 

行政手続や日常生活における相談業務を行った。 

 

（１７）多世代“学び”交流事業（岐阜市委託事業） 

①開催日  平成２９年１２月～平成３０年３月 毎週日曜日 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス ワイワイサークル 

③参加者  外国人児童１３名（ボランティア８名） 

④内 容   外国人児童の就学支援を目的に、豊富な経験と知識を有するシニア世代の 

ボランティア等を活用し、交流を通して学校の宿題や簡単な日本語の勉強、日本の 

文化などを教える「サポート交流ひろば」を実施した。 

 

（１８）日本語の教え方講座（岐阜市委託事業） 

①開催日  平成２９年１１月７日（火）、１１月９日（木）、１１月１４日（火）、 

１１月１６日（木）、１１月２１日（火） 全５回 

②場 所  みんなの森 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ、おどるスタジオ 

③参加者  ３１名 

④内 容  外国人市民に基礎的な日本語を教えている、またはこれから教えようと考えている 

市民、ボランティアを対象に、日本語の教え方を学ぶための講座を開催した。 

 

 



４ 民間活動支援・連携事業（２１５千円） 

（１）草の根交流助成事業 

      市民及び各種団体が実施する国際交流、国際協力又は多文化共生推進活動に対し、助成金の交付

による支援を行った。 

 

〈平成２９年度 草の根交流助成事業〉 

No. 事 業 名 主 催 者 

１ 
日中不再戦碑文交換５５周年・日中国交正常化 

４５周年記念訪中団 
岐阜県日本中国友好協会 

２ フィレンツェ展協賛 イタリア音楽の調べ スコラーズ岐阜 

３ アフガニスタン講演会 特定非営利活動法人 飛鳥 

４ アフリカの子ども達に愛の靴、文房具を NPO 法人ぎふ・コートジボワール 

 

〈過去 10年間の助成金額と助成件数の推移〉 

区分 / 年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

助成件数(件) 10 16 12 10 8 7 5 6 7 4 

助成金額(千円) 1,250 1,958 1,700 1,700 1,400 1,216 577 1,094 1,008 213 

 

 

５ 各種会議（２４千円） 
（１）理 事 会 

第１回  平成２９年４月１日（土） 決議の省略 

第１号議案 臨時評議員会の招集について 

    第２回  平成２９年４月１日（土） 決議の省略 

第１号議案 常務理事の選定について 

第３回  平成２９年６月２日（金） 

第１号議案 平成２８年度事業報告承認の件 
第２号議案  平成２８年度計算書類等承認の件 
第３号議案 諸規程改正の件 
第４号議案 平成２９年度第２回定時評議員会招集決定の件 

第５号議案 特定費用準備資金の使用報告及び取崩しの承認の件 

報 告 事 項  
報告事項１ 平成２９年度草の根交流助成事業審査結果の件 

報告事項２ 職務執行状況の件 

第４回  平成３０年１月２６日（金） 決議の省略 

第１号議案 補欠理事の推薦について 

第２号議案 臨時評議員会の招集について 

第５回  平成３０年２月２８日（水） 

第１号議案 平成３０年度事業計画書及び収支予算書等の承認の件 
第２号議案 諸規程改正の件 
第３号議案 変更認定申請の件 
第４号議案 補欠評議員の推薦の件 
第５号議案 平成２９年度第４回臨時評議員会の招集の決定の件 
報 告 事 項 

報告事項１ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

に基づく立入検査の件 
報告事項２ 職務執行状況の件 

 



（２）評議員会 

第１回  平成２９年４月１日（土） 決議の省略 

第１号議案 補欠理事の選任について 

第２回  平成２９年６月２９日（木） 

第１号議案 平成２８年度計算書類等承認の件 

第２号議案  役員選任の件 

報 告 事 項 

報告事項１ 平成２８年度事業報告の件 

報告事項２ 諸規程改正の件 

報告事項３ 平成２９年度草の根交流助成事業審査結果の件 

報告事項４ 特定費用準備資金の使用報告及び取崩しの件 

第３回  平成３０年２月２日（金） 決議の省略 

第１号議案 補欠理事の選任について 

    第４回  平成３０年３月２９日（木） 

第１号議案 評議員選任の件 

報 告 事 項 

報告事項１ 平成３０年度事業計画書、収支予算書等を記載した書類の件 

報告事項２ 諸規程改正の件 

報告事項３ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

に基づく立入検査、変更認定申請の件 

 

（３）平成３０年度草の根交流助成金審査会 

平成３０年３月２８日（水） 

 

 

 



公益財団法人岐阜市国際交流協会の平成２９年度事業報告書について、補足すべき重要な事項はないの

で附属明細書は作成していません。 

 


