
 

 

平成２６年度 事業状況報告書 

 
（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

 

 
【事業概要】 

 

当協会の事業は、松戸市の歴史、文化、国際化施策などの特性を生かして、松戸市に 

おける多文化共生社会のまちづくりに寄与するために実施しているものである。 

  平成 26年度は、①市民の国際化を促進する事業（公益目的事業１）、②市内在住在勤の 

外国人を支援する事業（公益目的事業２）、③市民の自主的な国際交流活動を支援する事業 

（公益目的事業３）を柱として実施した。 

市民の国際化を促進する事業については、協会の会報紙・ホームページや市の広報紙等 

を利用し、できるだけ多くの市民に周知するよう努めた。事業内容についてもできるだけ 

参加・体験型のプログラムを組み、国際理解につなげていくようなものとした。特に異文 

化紹介のようなものは、ネイティブの講師に依頼し、連携をとって共に内容の企画も行う 

ようにした。 

また、外国人支援の日本語教室については、松戸市日本語ボランティア会との共催によ 

 り実施したが、受講生のニーズをとらえた学習内容となるよう努めた。 

 

以下、事業ごとにその詳細を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



平成２６年度 事業状況報告書 
 

 

１ 公益目的事業１ 国際理解促進事業 
 

（１）第１９回松戸市国際文化祭 【事業区分：展示会・ショー】 

・日 時  平成２６年１０月２５日（土）午前１０時～午後３時３０分 

・会 場  市民会館 

・参加者  延べ入場者数 1,100人  

      一般入場者 873人  （スタンプラリー183人）  

         舞台出演者数 3団体 39人 展示体験部門出品者数 19団体 142人 

         料理出品者数  7団体 22人  国際文化大使ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 13人  運営ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 11人 

        

 

（２）ＭＩＥＡみいあ世界めぐり 【事業区分：講座・セミナー・育成】 

① 啓発講座（フェアトレードコーヒー講座） 

・日 時  平成２６年５月１７日（土） 午後２時～４時 

・会 場  ゆうまつど ４階ホール 

・講 師  菊谷 通 氏、安宅 真弓 氏（株・ｾﾞﾝｼｮｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ部） 

・参加者  40 人（会員 22人、非会員 18 人）/（日本人 32人、外国人 8人） 

 

② 韓国サロン 

・日 時  平成２６年５月２３日（金） 午後２時～４時 

・会 場  ゆうまつど ４階ホール 

・講 師  姜 嬉純 氏（韓国出身、まつど国際文化大使） 

     ・参加者  24 人（会員 20人、非会員 4人）/（日本人 24人、外国人 0人） 

 

 

     ③ 前大使が語るブルガリア 

・日 時  平成２６年７月５日（土） 午後２時～４時 

     ・会 場  文化ホール 国際友好ルーム 

  ・講 師  伊藤 誠 氏（前ブルガリア大使） 

・参加者  27 人（会員 16人、非会員 11 人）/（日本人 26人、外国人 1人） 

 

 

④ 啓発講座（ごみツアー） 

・日 時  平成２６年１１月１０日（月）午前８時４０分～午後１２時 

・会 場  市内４ヶ所のクリーンセンター他 

・参加者  10 人（会員 9人、非会員 1人）/（外国人 5人、日本人 5人） 

 

⑤ タイサロン 

・日 時  平成２７年１月１５日（木）午後１時～３時 

・会 場  文化ホール 国際友好ルーム 

・講 師  赤岸 キンカモン 氏（タイ出身・MIEA会員）  

・参加者  15人 （会員 8人、非会員：7人）/（外国人 2人、日本人 13人 

 

 

   ⑥ 英語による世界めぐり（カナダの話を英語で聴こう） 

・日 時  平成２７年２月１１日（祝)  午後２時～３時３０分 

・会 場  文化ホール 国際友好ルーム 

・講 師  アンドレ・ゴディエ氏（カナダ出身、まつど国際文化大使） 

・参加者  29 人（会員 23人、非会員 6人）/（外国人 0人、日本人 29人） 

 

 

 

  



（３）語学講座［初級外国語講座］ 【事業区分：講座・セミナー・育成】 

① はじめてのロシア語 

・日 時  平成２６年７月１日（火）～７月２９日（火） 

午後２時～３時３０分   毎週火曜日 全５回 

・会 場  文化ホール 国際友好ルーム 

・講 師  田中 ラビヤ 氏（ロシア出身・ＭＩＥＡ会員） 

・参加者  10 人（会員 5人、非会員 5人）/（外国人 0人、日本人 10人） 

 

 

 ② スペイン語講座 ゼロからの入門編 

・日 時  平成２６年９月６日（土）～１１月１５日（土） 

      午後１時３０分～３時   毎週土曜日 全１０回 

・会 場  文化ホール 国際友好ルーム 

・講 師  ｴﾝﾘｹ ｴｽﾃｨﾊﾞﾝ ﾓﾘﾅ ｻﾊﾞﾗ 氏（ホンジュラス出身・まつど国際文化大使） 

・参加者  25 人（会員 8人、非会員 17人）/（外国人 2人、日本人 23人） 

 

 

③ 中国語講座 初歩からの入門編 

・日 時  平成２６年１１月２２日(土)～平成２７年２月７日(土) 

 午後１時３０分～３時   毎週土曜日 全１０回 

・会 場  文化ホール 国際友好ルーム 

・講 師  張 光浩 氏（中国出身・まつど国際文化大使） 

・参加者  14 人（会員 7人、非会員 7人）/（外国人 1人、日本人 13人） 

 

 

（４）まつど国際文化大使 【事業区分：体験活動等】 

〇自国の文化・習慣、または海外滞在国や日本文化等を紹介できる市内及び近隣市在住の外国人・ 

日本人を登録し、イベントや講演会を催す各種団体に紹介する。 

     ・登録者数   35人  25ケ国・地域 

     ・期  間   通 年 

     ・派遣回数   11回 

・派遣人数   延べ 25人  

     

委嘱式・懇談会  

・日 時   平成２６年９月７日（日）午後１時３０分～３時３０分 

・会 場   市民会館 ３０１号室 

・参加者   79 人（役員他 8人､新文化大使 22人､大人 38人、子ども 11人） 

 

 

（５）第２５回国際交流パーティー 【事業区分：体験活動等】 

  ・日 時  平成２６年１２月２１日（日）午後１時～４時 

   ・参加者  428人（大人会員 188人、大人非会員 46人、小中学生 43人、幼児 27人、招待者 124人）/ 

（外国人 188人、日本人 240 人） 

   ・会 場  森のホール２１ レセプションホール 

 

 

（６）第３３回青少年姉妹都市派遣  【事業区分：体験活動等】 

   ①応募事前説明会 

   ・日 時  平成２６年９月２１日（日） 午前１０時～１１時 

   ・会 場  ゆうまつど 

   ・参加者  18人 

   ・内 容  実施要領の説明及び前年度派遣のスライド上映 

 

   ②派遣生徒選考面接審査 

   ・日 時  平成２６年１１月１６日（日） 午後１時１５分～３時３０分 

   ・会 場  ゆうまつど 

   ・応募者  10人  



   ③派遣第 1回説明会 

   ・日 時  平成２６年１２月１２日（金） 午後５時３０分～７時 

   ・会 場  市役所本館３階会議室 

   ・参加者  19人（生徒 9人、保護者 10人） 

 

   ④派遣に伴う市長表敬訪問＆第２回説明会 

   ・日 時  平成２７年２月２４日（火） 午後５時～６時３０分 

   ・会 場  市民サロン 

   ・参加者  27人（生徒 8人、保護者 9人、派遣経験者 8人、市長、理事長） 

 

   ⑤オーストラリア ヴィクトリア州 ホワイトホース市派遣 

・期 間  平成２７年３月１６日（月）～３月２５日（水） 

   ・参加者  生徒 10 人（中学生 7人、高校生 3 人）／（公募者 9人、入賞者１人） 

   ・内 容  ホームステイ、クーナン校での授業体験・課外活動他 

  

 

（７）第３９・４０回世界の料理教室 【事業区分：体験活動等】 

[イラン料理] 

・日 時  平成２６年６月７日（土） 午前１０時～午後２時  

・会 場  市民会館１０２ 料理教室 

・講 師  長久保 ナジ 氏（イラン出身・まつど国際文化大使） 

・参加者  20人（会員 6人、非会員 14人）/（外国人 1人、日本人 19人） 

 

[千葉大留学生と作る中国料理] 

・日 時  平成２６年１１月８日（土） 午前１０時～午後２時  

・会 場  市民会館 １０２ 料理教室 

・講 師  李 杏  氏（中国出身、千葉大園芸学部留学生） 

楊 征倫 氏、杜 文武 氏、李 冬梅 氏（千葉大園芸学部留学生とその家族） 

・参加者  15人(会員 7人、非会員 8人)/（外国人 2人、日本人 13人） 

 

 

（８）第２８回ワンデイ・トリップ 【事業区分：体験活動等】 

・日 時  平成２７年１月２１日（水）午前１０時～午後４時 

・場 所  シティガイドと歩く 松戸再発見の旅（千葉大園芸学部庭園、戸定邸、松雲亭、等） 

   ・参加者  19人（会員 15人、非会員 4人）/ （外国人 8人、日本人 11人） 

     

 

（９）第３３回高校生英語スピーチコンテスト 【事業区分：表彰・コンクール】 

・日 時  平成２６年８月２３日（土）午後１時～午後５時 

・会 場  市民劇場 

   ・参加者  入場者数 120人 

         出場者数  16人 

 

 

（10）ホームページ作成事業  【事業区分：その他】 

○国際交流協会の内容や開催イベントをインターネットにて公開。 

日、英、中の３カ国語で対応 

・期 日  随時更新 

 

 

（11）会報「みぃあすてーしょん」発行  【事業区分：その他】 

 

・発行回数 年６回（隔月） 

・発行部数 各回 1,000部 

  



（12）会報「和＆輪」発行  【事業区分：その他】 

・発行日  平成 26年 6月 

・発行部数 2,000部 

 

 

（13）第４１回松戸まつり  【事業区分：その他】 

・日 時  平成２６年１０月４日（土）午前１０時～午後５時 

・場 所  松戸駅西口デッキ下タクシー乗り場前 

・内 容  協会の事業ＰＲ、国際交流団体の展示・販売（ｶﾙﾌｫﾙﾆｱｸﾗﾌﾞ・ハロハロ※ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ） 

 

 

 

２ 公益目的事業２ 外国人支援事業 
 

（14）日本語学習支援・初級日本語教室【事業区分：講座・セミナー・育成】 

 

   [外国人向け初級日本語教室] 

○ １学期１０回 ２学期１３回 ３学期１０回 の３学期制 

 松戸市日本語ボランティア会との共催により、事業を実施 

   ① 期間 

１学期 ５月７日～７月１５日   全１０回 

・受講者数 214 人  講師 67人 

     ２学期 ９月２日～１２月９日  全１３回 

・受講者数 240 人  講師 67人 

     ３学期 １月７日～３月１８日   全１０回 

・受講者数 242 人  講師 68人  

    合計 受講者数 696人   講師 202人 

   ② 開催日 

 [火曜日] 

・時 間  午前１０時１０分～午後１２時１０分 /午後６時４５分～８時４５分 

・会 場  国際友好ルーム 他 / 明市民センター 

 

[水曜日] 

・時 間  午前１０時１０分～午後１２時１０分/午後１時００分～３時００分 

・会 場  国際友好ルーム 

 

[金曜日] 

・時 間  午前１０時１０分～午後１２時１０分/午後１２時３０分～２時３０分 

・会 場  国際友好ルーム  

 

[日曜日] 

・時 間  午前１０時１０分～午後１２時１０分 

午後１２時２０分～２時２０分 

午後 ２時３０分～４時３０分 

・会 場  国際友好ルーム 

 

 

 

 

 

 

  



（15）日本語学習支援・日本語教育講演会 【事業区分：講座・セミナー・育成】 

   ≪第１回≫ 

・日 時  平成２６年１１月２９日（土）午後１時３０分～３時３０分 

・会 場  松戸市女性センターゆうまつど ４階ホール 

・講 師  サウクエン・ファン 氏（神田外語大学国際コミュニケーション学科教授） 

・テーマ  場面に適した日本語指導 ～学習者に寄り添って～  

・参加者  ３１人（会員 21人、非会員 10人） 

 

≪第２回≫ 

・日 時  平成２７年２月１１日（祝）午後１時３０分～３時３０分 

・会 場  松戸市女性センターゆうまつど ４階ホール 

・講 師  松井 孝浩氏（独立行政法人国際交流基金日本語国際センター 専任講師） 

・テーマ  学習者が求める会話力を身につけるための指導とは 

・参加者  ３８人（会員 18人、非会員 20人） 

 

 

（16）第２３回外国人日本語スピーチコンテスト 【事業区分：表彰・コンクール】 

・日 時  平成２７年２月１４日（土）午後１時～午後５時 

   ・会 場  市民劇場 

   ・参加者  入場者数 120人 

         出場者数  13人（中国：4、ﾓﾝｺﾞﾙ：2、ﾍﾞﾄﾅﾑ：1、ｱﾒﾘｶ：1、ﾈﾊﾟｰﾙ：1、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：1、ﾐｬﾝﾏｰ：1人 

 ｽｰﾀﾞﾝ:１、ﾊﾟｷｽﾀﾝ：1、  9カ国・地域） 

 

 

（17）ホームステイ・ホームビジット 【事業：体験活動等】 

 

実績なし 

 

 

３ 公益目的事業３ 国際交流活動支援事業 
 

（18）姉妹都市交流  【事業区分：体験活動等】 

  

ホワイトホース市議 ベン・ステネット氏とその友人がプライベート旅行で 3 月 31 日来松した。市長、

理事長との面談後、市内を案内し、記念品を渡す。 

 

 

（19）海外からの受け入れ  【事業区分：体験活動等】 

 

実績なし 

 

 

（20）国際交流団体補助・支援 【事業区分：その他】 

 

① 助成金支給団体 

・千葉大学園芸学部留学生会 

・認定ＮＰＯ法人外国人の子どものための勉強会 

 

 

② 後援事業 

・松戸市日本語ボランティア会 「第 13回日本語スピーチ大会」 

・房総日本語ボランティアネットワーク 

「日本語を母語としない親と子どもの進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 2014 in CHIBA」 

・松戸市ご長寿ハッピーコンテスト実行委員会 「第 12回松戸市ご長寿ハッピーコンテスト」 

・認定ＮＰＯ法人外国人の子どものための勉強会 「夏休み日本語教室」「冬休み日本語教室」 

・ヒッポファミリークラブ東葛「『7 ｶ国語で話そう』親子で参加できるワークショップ」 

・モンゴル相撲松戸場所実行委員会「モンゴル相撲松戸場所」 


