平成２９年度 事業状況報告書
１ 公益目的事業１ 地域の国際化の推進
■市民と外国籍市民の交流を促進する活動
（１）第２２回
・日 時
・会 場
・参加者

松戸市国際文化祭 【事業区分：展示会・ショー】 松戸市共催事業
平成２９年１０月１４日（土）午前１０時～午後３時３０分
市民会館
入場者数 １,０００人
舞台出演：アサンテプラン出演「アフリカンエキスプレス」による子どもから
大人まで世代を超えて楽しめるアフリカをテーマとした音楽イベ
ントを実施
・世界ふれあいコンサート東京藝術大学音楽学部出身者によるソプ
ラノ・三味線・ピアノ・中国古筝の演奏
展示体験部門出品者数：１７団体
・世界の文化紹介、ＪＩＣＡ活動紹介、姉妹都市ホワイトホース市・
オーストラリアの紹介、日本文化紹介など
料理出品者数：６団体
・アフリカ料理、タイ料理、ミャンマー料理、ベトナム料理、ペルー
料理、中国料理

（２）第２８回
・日 時
・会 場
・参加者
・内 容

（３）第３１回
・日 時
・場 所
・内 容
・参加者

国際交流パーティー 【事業区分：体験活動等】
平成２９年１２月１７日（日）午後１時～午後４時
森のホール２１ レセプションホール
340 人（大人会員 159 人、大人非会員 36 人、小中学生 21 人、幼児 21 人、招待
者 103 人）/（外国人 147 人、日本人 193 人）
ピアノによるスペインの曲演奏、東松戸地区出身のバンド演奏、ロシア民話劇
のアトラクションを交え、立食形式のパーティーを実施し、外国人・日本人同
士の交流を深めた。

ワンデイ・トリップ 【事業区分：体験活動等】
平成２９年１１月２９日（水）午前７時４５分～午後６時
山梨県
山梨県立リニア見学センター、マンズワイン勝沼ワイナリー、恵林寺（庭園は
国名勝指定）を見学し、山梨県の歴史文化と技術に触れた。
32 人（会員 25 人、非会員 7 人）/ （外国人 14 人、日本人 18 人）

（４）姉妹都市交流
【事業区分：体験活動等】
① もっと知りたいオーストラリア＆広げよう！国際交流の輪
・イベント日時
平成２９年５月１３日（土）午前１１時～午後２時
・場 所
松戸駅東西自由通路
・内 容
松戸駅を利用する一般の人に対し、紙ブーメランづくり、アートワーク、民
族衣装紹介他体験、オーストラリア民族楽器ディジュリドゥの演奏、当協会
会員による民族舞踊 披露を実施した。
② オーストラリア関連作品等展示 期間：平成２９年５月１２日（金）～５月２６日（金）
・場 所
松戸駅市民ギャラリー東側

・展示内容 姉妹都市とオーストラリアの文化の紹介（写真等の展示）及びアボリジニアー
トを意識して制作した松戸市立第 5 中学校生徒の美術作品展示を実施した。
③ フレンドシップ倶楽部メンバー活動
姉妹都市提携４５周年記念市民訪問団ツアー参加者有志による姉妹都市交流・周知及び来た
る姉妹都市提携５０周年のための活動
・平成２９年度は、姉妹都市提携５０周年に向けて、ホワイトホース市に贈るための吊るし
雛を制作した。
④ オーストラリアホワイトホース市クーナン校来松
姉妹都市であるホワイトホース市にあるクーナン校日本語学科の生徒１０人と引率教員２
人が松戸市に滞在し、松戸市立松戸高等学校生徒宅にホームステイをした。協会として、ク
ーナン校生徒松戸滞在時のアクティビティを支援し、市長訪問など市との調整を図った。
・滞在期間 平成３０年１月８日（月）～１５日（月）
（５）ホームステイ・ホームビジット 【事業：体験活動等】
① ホームステイ
・相手方 Rowan Pollock（ロアン ポロック）氏（オーストラリア）
・松戸市滞在期間 平成２９年１２月 1 日（金）～６日（水）
・松戸市滞在先 松戸市河原塚
・訪問目的 Rowan Pollock 氏は、平成２６年度青少年姉妹都市派遣生徒のホストスチ
ューデントで、ホームステイ先であった。その後現在まで交流が続いており、
今回、更なる友好を深めるため来松した。
② ホームビジット
・実績なし

■市民の国際理解を促進する活動
（６）ＭＩＥＡ世界めぐり 【事業区分：講座・セミナー・育成】
① 「フィリピンの教育と観光の話を英語で聴こう」
“Japan and the Philippines: Two Different Education in the Pacific”
・日 時
平成２９年７月８日（土）午後３時３０分～午後５時
・会 場
女性センター ゆうまつど ３階 研修室
・講 師
Joshua Romero Philip（ジョシュア ロメロ フィリップ）氏
（フィリピン出身・会員）
・参加者
２６人（会員２２人、非会員４人）
（
（日本人２４名・外国人２名）
② 「ルーマニア講座 ～ルーマニアってどんな国？～」
・日 時
平成２９年１１月１１日（土）午後２時３０～午後４時
・会 場
松戸商工会議所 ４階 中会議室
・講 師
Patru Mihaela Cristina（パトル ミハエラ クリスティーナ）氏
（一般社団法人 日本ルーマニアスポーツ・文化交流協会）
・参加者
３６人（会員２６人、非会員１０人）／（日本人３６人）
③ タイ料理教室
・日 時
・会 場
・講 師
・参加者

平成２９年９月１１日(月) 午前１０時～午後２時
上本郷 858-4 Baan luck （タイ料理レストラン）
鈴木 ピヤラック氏（タイ王国出身・会員）
２１人（会員９人、非会員１２人）／（日本人２１人）

④ 「JICA 地球ひろば見学」
・日 時
平成２９年１１月２０日（月） 午前９時～午後１時
・会 場
JICA 地球ひろば（東京都新宿区市谷本村町 10-5）
・参加者
１０人 （会員８人、非会員：２人）／（日本人１０人）
⑤ 「英語または中国語でまつど匠ガイド育成事業」
・日 時
平成２９年６月２７日（火） 午前１０時～正午 他６回
・会 場
松戸市文化ホール内フューチャーセンター
・講 師
まつど観光大使 石上瑠美子氏、通訳案内士 中網栄美子氏ほか
・参加者
１９人（会員５人、非会員１４人）／（日本人１８人、外国人１人）

⑥ 啓発講座（日本文化体験）初めてのちりめん細工一日体験～五角袋を作る
・日 時
平成２９年１０月３０日（月） 午後１時３０分～午後３時３０分
・会 場
松戸市文化ホール内国際友好ルーム
・講 師
ちりめん細工講師 島崎 喜久子氏
・参加者
１４人（会員３人、非会員１１人）/（外国人 1 人 日本人１３人）
⑦ 啓発講座（日本文化体験）食品サンプル製作体験
・日 時
平成３０年１月２２日(月) 午前９時１５分～午後１２時３０分
・会 場
元祖食品サンプル屋（東京都台東区西浅草 3-7-6）
・参加者
８人（会員：６人・非会員：２人）

（７）語学講座［初級外国語講座］ 【事業区分：講座・セミナー・育成】
① 基礎編：英語講座・ベーシック英会話
・日 時
平成２９年５月２０日～６月２４日
午後１時３０分～午後３時 毎週土曜日 全６回
・会 場
松戸市文化ホール内国際友好ルーム
・講 師
Lavita Starr Fitzgerald（ラヴィタ スター フィッツジェラルド）氏
（アメリカ出身・まつど国際文化大使 当協会会員）
・参加者
１３人（会員５人、非会員８人）/（日本人１２人、外国人１人）
② 基礎編：イタリア語講座
・日 時
平成２９年１１月１４日～１２月５日
午後１時３０分～午後３時 毎週火曜日 全６回
・会 場
松戸市文化ホール内国際友好ルーム
・講 師
Ivan Musumeci（イヴァン ムスメチ）氏（イタリア出身 当協会会員）
・参加者
１４人（会員２人、非会員１２人）／（日本人１４人）
③ 中級編： Useful Native English
・日 時
平成２９年９月１９日～１０月２４日
午後１時３０分～午後３時 毎週火曜日 全６回
・会 場
松戸市文化ホール内国際友好ルーム
・講 師
Christopher Wilkinson（クリストファー ウィルキンソン）氏
（イギリス出身 当協会会員）
・参加者
２２人（会員１２人、非会員１０人）／（日本人２２人）

（８）第３５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】
松戸市共催・松戸市教育委員会後援・松戸ライオンズクラブ協賛
・日 時
平成２９年８月１９日（土）午後１時～午後５時

・会 場
・参加者

市民劇場
入場者数 ９０人
出場者数 １３人

（９）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
３０人
２１ケ国・地域
・期
間
通年
・派遣回数
１３回
・派遣人数
延べ ４５人
委嘱式・懇親会
・日 時
平成２９年９月３日（日）午後１時３０分～午後３時３０分
・会 場
市民会館 ３０１号室
・参加者
７０人（来賓・役員１１人、新文化大使２３人、一般 ３６人：日本人
３２人 外国人４人）

（１０）第３６回青少年姉妹都市派遣

【事業区分：体験活動等】 松戸市共催事業

① 応募事前説明会
・日 時
平成２９年９月１０日（日） 午前１０時～午前１１時
・会 場
松戸市女性センターゆうまつど ３階 研修室
・参加者
９世帯
・内 容
実施要領の説明及び前年度派遣の様子紹介
② 派遣生徒選考面接審査
・日 時
平成２９年１１月１２日（日） 午後１時～午後４時３０分
・会 場
松戸市民会館 ２０２号室
・応募者
６人（高校生３人、中学生３人）
③ 派遣第 1 回説明会
・日 時
平成２９年１２月２１日（木） 午後６時～午後７時
・会 場
松戸市女性センターゆうまつど ３階 研修室
・参加者
２０人（生徒１０人、保護者１０人）
④ 異文化コミュニケーション講座
・日 時
平成３０年１月１６日（火） 午後５時３０分～午後７時
・会 場
松戸市女性センターゆうまつど ３階 研修室
・講 師
JTB コーポレートセールス 教育事業課グループリーダー郡司 旭純氏
・参加者
９人（派遣生徒９人）
⑤ 派遣に伴う市長表敬訪問＆第２回説明会
・日 時
平成３０年３月１日（木） 午後５時～午後７時
・会 場
松戸市役所市民サロン
・参加者
２７人
（生徒１０人、保護者６人、派遣経験者７人、経済振興部審議監、名誉顧問、
理事長、常務理事）
⑥ オーストラリア ビクトリア州 ホワイトホース市派遣
・期 間
平成３０年３月１４日（水）～３月２３日（金）９泊１０日

・参加者
生徒１０人
（中学生２人、高校生８人）／（公募者５人、高校生英語スピーチコンテスト入賞者５人）
・随行者
２人（松戸市国際交流協会職員・松戸市文化観光国際課職員）
・内 容
ホームステイ、クーナン校での授業体験・課外活動他

■

外国籍市民の生活・教育を支援する活動

（１１）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
松戸市社会教育団体「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８日～７月１６日
全１０回
・受講者数 ２８１人
講師 ６９人
２学期 ９月７日～１２月８日
全１３回
・受講者数 ２６３人
講師 ６９人
３学期 １月８日～３月１７日
全１０回
・受講者数 ２７１人
講師 ６９人
合計 受講者数８１５人
講師２０７人
② 開催日・学習内容・場所
初級Ⅰ
火曜日 （午後６時～午後８時４５分）

初級Ⅱ

明市民センター

生活漢字
火曜日 （午前１０時１０分～午後０時１０分）
（午後０時３０分～午後２時３０分）
水曜日 （午前１０時１０分～午後０時１０分）
（午後１時～午後３時）
木曜日 （午後１時３０分～午後３時３０分）
金曜日 （午前１０時１０分～午後０時１０分）
（午後０時３０分～午後２時３０分）
日曜日 （午前１０時１０分～午後０時１０分）

初級Ⅰ
初級Ⅱ（３学期のみ）
生活漢字
初中級（初級Ⅱ終了レ
ベル）
日本語ひろば（日本語
サロン：レベルに関係
なく、会話を楽しむ） 国際友好ルーム
初級Ⅱ
初級Ⅰ
初級Ⅰ

（午後１時～午後３時）

初級Ⅱ

（午後２時３０分～午後４時３０分）

生活漢字

（１２）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２９年９月２５日（月） 午後１時３０分～午後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
嶋田 和子 氏（一般社団法人アクラス日本語教育研究所代表理事）
・テーマ
「学習者のやる気を引き出し、話したくなる教室づくり
～「タスク」を考えてみよう～」

・参加者

４１人（会員３２人、非会員９人）

≪第２回≫
・日 時
・会 場
・講 師
・テーマ
・参加者

平成３０年２月２４日（土） 午後２時～午後４時
松戸市女性センターゆうまつど ４階ホール
小林 ミナ氏（早稲田大学大学院 日本語教育研究科教授）
「状況」から出発する日本語授業
３９人（会員２６人、非会員１３人）

（１３）多文化共生のまちづくり講演会 【事業区分：講座・セミナー・育成】
松戸市共催事業、社会福祉法人松戸市社会福祉協議会協力
・日 時
平成２９年６月２２日（木）午後１時３０分～午後４時
・会 場
松戸市民劇場ホール
・内 容
第一部
基調講演
テーマ
『多文化共生のまちづくり』
講 師
明治大学国際日本学部教授 山脇啓造氏
第二部
パネルディスカッション
テーマ
『多文化共生まちづくりの実践』
ファシリテーター 山脇啓造氏
パネリスト
神田正昭氏（岩瀬自治会会長）
岩尾いくよ氏（カリフォニアクラブ代表）
陶山トゥーフォン氏（まつど国際文化大使）
スコット・エリン氏（松戸市国際交流員）
・参加者
５０人

（１４）第２６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】
松戸市共催事業
ロータリークラブ国際第２７９０地区第１２分区・松戸・松戸東・松戸北・松戸中央・
松戸西各ロータリークラブ 協賛
・日 時
平成３０年２月１７日（土）午後１時～午後５時
・会 場
松戸市民劇場ホール
・入場者数 ２５０人
・出場者数 １４人※４３人の応募があり、１次審査の結果、１４人を選考した。
（中国２人 ベトナム４人 フィリピン１人 インド１人 シリア１人 スリランカ１人
ブータン１人 ネパール１人 タイ１人 モンゴル１人 １０カ国・地域）

（１５）海外からの受け入れ
【事業区分：体験活動等】
〔随時〕
・一般社団法人 日本ルーマニアスポーツ・文化交流協会を通して、ルーマニアと
の交流
・ドミニカ共和国大使館を中心とした交流

（１６）ホームページ作成事業
【事業区分：その他】
○松戸市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
随時更新

（１７）会報誌「みぃあすてーしょん」発行
・発行回数 年４回（３ヶ月ごと）
・発行部数 各回 １，２００部

【事業区分：その他】

（１８）年報「和＆輪」発行
【事業区分：その他】
・発行日
平成２９年７月
・発行部数 ２，０００部

（１９）松戸まつり
・日 時
・場 所
・内 容

【事業区分：その他】
平成２９年１０月７日（土）午前１０時～午後 4 時
松戸駅西口デッキ下
「まつどでできる国際交流」
協会の事業ＰＲ、国際交流団体の展示・販売（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｸﾗﾌﾞ）

（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
（ア）団体名：認定ＮＰＯ法人外国人の子どものための勉強会
後援事業名：
「学力アップの日曜教室」
期間：平成２９年１０月１日～平成３０年１月２８日の日曜日 計１６回
内容：外国人市民支援事業として、外国にルーツを持つ中学３年生、既卒生を対
象に数学と英語と国語の学力アップをめざした
（イ）団体名：ガールスカウト松戸市連絡協議会
後援事業名：「松戸市ガールスカウト・ホワイトホース市ガールガイド親善交流
事業」
期間：平成３０年３月２３日～３月３１日
内容：姉妹都市であるホワイトホース市と１９８５年度から２年に１度の相互訪
問を行っている。平成２９年度は、姉妹都市であるホワイトホース市へ松
戸からスカウトを派遣し、親善交流を行い国際交流意識の向上を図った。
② 後援事業
（ア）団 体 名：松戸市日本語ボランティア会
後援事業名：「第１６回日本語スピーチ大会」
（イ）団 体 名：房総日本語ボランティアネットワーク
後援事業名 ：
「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 2017 in CHIBA」
（ウ）団 体 名：認定ＮＰＯ法人外国人の子どものための勉強会
後援事業名：
「夏休み日本語教室」
「冬休み日本語教室」
（エ）団 体 名：ヒッポファミリークラブ東葛
後援事業名 ：「
『７カ国語で話そう。』親子で参加できるワークショップ＆講
演会」

