
 

 

令和元年度 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２４回 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 

・日 時  令和元年１０月１９日（土） 

午前１０時～午後３時 

・会 場  松戸市民会館 

・参加者  来場者数 ９００人 

・内 容  舞台出演 

・松戸市国際交流協会設立 30周年記念講演 

  講師 松戸市国際交流協会  飯沼 誠名誉顧問 

 ・松戸市立松戸高等学校合唱部による合唱 

・ヨシダナギ トークショー ～ヨシダナギの世界奇行～ 

展示体験部門出品者数：１６団体 

・世界の文化紹介、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：５団体  

・タイ料理、ベトナム料理、ペルー料理、トルコ料理、日本料理、中国料理 

 

 

（２）第３０回 国際交流パーティー 【事業区分：体験活動等】 

  ・日 時  令和元年１２月１５日（日）午後１時～午後３時３０分 

   ・会 場  森のホール２１レセプションホール 

   ・参加者  ２４７人（大人会員１３３人、大人非会員２７人、小中学生１２人、幼児１６人、       

招待者５９人）/（外国人１１１人、日本人１３６人） 

   ・内 容  永年会員感謝状贈呈、クラリネット演奏、ロシアサークルテレモークによる寸

劇と歌、まつど国際文化大使(中国・スリランカ)による民族舞踊、じゃんけん

大会などを交え、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。 

 

 

（３）第３３回 ワンデイ・トリップ 【事業区分：体験活動等】 

・日 時  令和元年１１月２８日（木）午前８時２０分～午後４時 

・会 場  豊洲市場（江東区豊洲）、東京おりがみミュージアム（墨田区本所） 

・内 容  豊洲市場見学、東京おりがみミュージアムの見学と折紙教室の受講 

   ・参加者  １７人（会員１４人、非会員３人）/（外国人７人、日本人１０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 

・期 間  令和元年５月７日（火）～５月１７日（金） 

・会 場  松戸市役所連絡通路  

・展示内容 ・オーストラリアの教育・自然の紹介パネルの展示 

・ホワイトホース市から寄贈されたキルトの展示 

・平成３０年度姉妹都市青少年派遣事業写真展示 

・オーストラリア関連の本や民芸品の展示 

    ② グリーンツリーデー（松戸市共催事業） 

・日 時  令和元年５月１０日（金） 

・会 場  松戸市立常盤平第三小学校  



 

 

・内  容  クリアファイル６５０枚を児童へ配布、花苗２５５鉢を提供 

 

 

（５）ホームステイ・ホームビジット 【事業：体験活動等】 

・ホワイトホース市からの訪問者のホームステイ受け入れ 

 

 

 

■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 「フランス語でシャンソンを歌おう」 

・日 時  令和元年５月３０日、６月６日、１３日の木曜日 （全３回） 

午後２時～午後３時３０分 

・会 場  松戸市民会館１０１会議室 

・講 師  大津 明氏（会員） 

・参加者  １５人 （会員４人、非会員：１１人）/（全て日本人） 

 

②「フランス食文化セミナー～フランス・ガストロノミーの歴史と魅力～」 

・日 時  令和元年７月２３日（火）午後２時３０分～午後４時 

・会 場  松戸市女性センターゆうまつど４階ホール 

・講 師  河合 恵美氏（アンスティチュ・フランセ東京講師、駒沢女子大学講師） 

・参加者  １６人（会員８人、非会員８人）/（全て日本人） 

 

③ 「セネガル料理を食べに行こう」 

・日 時  令和元年７月６日（土）午前１１時～午後１時 

・会 場  セネガル料理店（江戸川区内） 

・講 師  久保山 三香代氏（まつど国際文化大使） 

      元木 康貴氏（カフェ店主） 

     ・参加者  １３人（会員６人、非会員７人）/（外国人１人、日本人１２人） 

 

④ 英語によるアメリカ文化の紹介  

「The American University and its Influence～アメリカの大学って何だろう！？～」 

・日 時  令和元年８月５日（月）午後２時～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  Javier Gutierrez氏（ハビア ギテレス） 

・参加者  ３２人（会員１６人、非会員１６人）/（全て日本人） 

 

⑤ 日本文化体験「陶芸に TRY」 

・日 時  令和元年１１月１１日（月）午後１時～午後４時 

・会 場  東日本ガス湖北台ショールーム陶芸教室 

・講 師  東日本ガス陶芸教室の講師３名 

     ・参加者  １０人（会員８人、非会員２人）/（外国人６人、日本人４人） 

 

 

⑥ 日本文化体験「IKEBANA～心を花で表現してみませんか？～」 

・日 時  令和２年２月１３日（木）午後１時～午後３時 

・会 場  松戸市民会館２０１会議室 

・講 師  今村 草玉氏（草月流師範会理事、花育アドバイザー） 

・参加者  １９人（会員１７人、非会員２人）/（外国人１３人、日本人６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：初級英語講座 

・日 時  令和元年８月１日～９月１２日 

午前１０時３０分～正午 毎週木曜日 全６回 

・会 場  松戸市文化ホール内国際友好ルーム 

・講 師  Kevin McCullough（ケビン・マッカロフ）氏 

（イギリス出身） 

・参加者  １５人（会員５人、非会員１０人）/（日本人１５人） 

 

② 中級編：中級英語講座 

・日 時  令和元年１１月９日～１２月７日 

      午後２時～午後３時３０分 毎週土曜日 全５回 

・会 場  松戸市民会館１０１会議室 

・講 師  Peter Vincent（ピーター ビンセント）氏 

（聖徳大学 語学教育センター教授） 

・参加者  １３人（会員６人、非会員７人）/（日本人１３人） 

 

③ 基礎編：スペイン語講座 

・日 時  令和元年５月１２日～７月７日 

 午後３時３０分～午後５時３０分 毎週日曜日 全８回 

・会 場  松戸市女性センターゆうまつど研修室 

・講 師  石関 多美子氏（ペルー出身、まつど国際文化大使） 

・参加者  １７人（会員０人、非会員１７人）/（日本人１７人） 

 

④ 中級編：中級英語講座  講師の調整がつかず中止 

 

 

（８）第３８回松戸市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】 

松戸市共催事業・松戸市教育委員会後援・松戸ライオンズクラブ協賛 

・日 時  令和元年８月１７日（土）午後１時～午後５時 

・会 場  松戸市民劇場ホール 

   ・参加者  入場者数 １００人 

         出場者数  １４人（応募者１５人 ※一次審査有り） 

 

・審査員 渡邊 信氏 

（麗澤大学副学長） 

 Peter Vincent（ピーター ビンセント）氏 

（聖徳大学 語学教育センター教授） 

 Steven Moellering（スティーブン モエレリン） 氏 

（英語講師・演奏家） 

 Javier  Gutierrez（ハビア ギテレス）氏 

（松戸市経済振興部文化観光国際課国際交流員） 

 伊藤 誠 

（公益財団法人松戸市国際交流協会 理事長） 

 

      

（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   ３２人  出身国 18か国・地域、紹介国 23か国・地域 

     ・期  間   通年 

     ・派遣回数   １２回 

・派遣人数   延べ ３２人  



 

 

     

委嘱式・懇親会  

・日 時   令和元年９月８日（日）午後１時３０分～午後３時３０分 

・会 場   松戸市民会館３０１会議室 

・参加者   ６５人  来賓・役員１１人、新文化大使２３人 

一般３１人（外国人８人、日本人２３人） 

 

 

（１０）第３８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  令和元年８月１７日（土）午後５時～午後６時 

・会 場  松戸市民劇場第２・３会議室 

・参加者  １１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  令和元年１１月１０日（日）午後１時～午後４時 

・会 場  松戸市民会館２０２会議室 

・応募者  ５人（高校生０人、中学生５人） 

 

③ 派遣第 1回説明会 

・日 時  令和元年１２月１９日（木）午後６時～午後７時３０分 

・会 場  松戸市女性センターゆうまつど３階研修室 

・参加者  １８人（生徒９人、保護者９人） 

 

④ 派遣に伴うプレゼンテーション準備会 

・日 時  令和２年１月１６日・３０日、２月６日･２０日 

午後５時３０分～午後７時３０分 

・会 場  松戸市女性センターゆうまつど３階研修室 

・参加者  派遣生徒９人 

 

⑤ 派遣に伴う市長表敬訪問＆第２回説明会  

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

⑥ オーストラリア ビクトリア州 ホワイトホース市派遣 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  



 

 

 

■ 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】 

    松戸市・松戸市日本語ボランティア会共催事業 

   [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 令和元年５月７日～７月１４日  全１０回 

受講者数 ３０５人   講師 ８３人 

保育助成金対象者 ４人 

２学期 令和元年９月１０日～１２月８日  全１３回 

受講者数 ３０２人   講師 ８３人 

保育助成金対象者 ７人 

３学期 令和２年１月７日～２月２９日  全８回 

受講者数 ２３９人   講師 ８３人 

保育助成金対象者 ５人 

合 計 受講者数 ８４６人    講師２４９人 

   ② 開催日時等 

曜 日 時 間 レベル 会 場 

 

火曜日 

 

 

午後 6時 45分～午後 8時 45分 

初級１  

明市民センター 初級Ⅱ 

生活漢字 

 

火曜日 

午前 10時 10分～午後 0時 10分 初級Ⅰ 松戸市観光協会

２階※¹ 午後  0時 30分～午後 2時 30分 初級Ⅱ 

 

水曜日 

午前 10時 10分～午後 0時 10分 生活漢字 フューチャーセ

ンター※¹ 午後 1時～午後 3時 初中級（初級Ⅱ終了レベ

ル） 

 

木曜日 

午後 1時 30分～午後 3時 30分 日本語ひろば（レベルに

関係なく、会話を楽しむ） 

フューチャーセ

ンター※¹ 

 

金曜日 

午前 10時 10分～午後 0時 10分 初級Ⅱ  

松戸商工会議所

別館１階※¹ 
午後 0時 30分～午後 2時 30分 初級Ⅰ 

※² 

日曜日 

午前 10時 10分～午後 0時 10分 初級Ⅰ 

午後 0時 20分～午後 2時 20分 初級Ⅱ 

午後 2時 30分～午後 4時 30分 生活漢字 

※¹ １学期は国際友好ルーム 

※² 2・3学期は土曜日開催 

 

 

（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  令和元年９月２９日（日）午後２時～午後４時 

・会 場  女性センターゆうまつど４階ホール 

・講 師  河野 俊之氏（横浜国立大学教授） 

・テーマ  「発音をよくしてあげたい―自分には何ができるか」 

・参加者  ３８人（会員２７人、非会員１０人、職員１人） 

≪第２回≫ 

・日 時  令和２年２月１７日（月）午後２時～午後４時 

・会 場  松戸市女性センターゆうまつど４階ホール 

・講 師  西川 寛之氏 

・テーマ  「勉強時間の確保が難しい学習者に対する初級日本語指導のポイント」 

・参加者  ４２人（会員２６人、非会員１６人） 



 

 

 

 

（１３）第２８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１３グループ 

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  令和２年２月１５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 ３００人 

   ・出場者数 １４人（応募者３２人 ※１次審査有り） 
（中国２人 ベトナム４人 ブータン１人 ネパール３人 スリランカ１人 

 ウルグァイ１人 インドネシア１人 アルゼンチン１人 ８か国） 

 

 

 

■ 多文化共生の拠点化に向けた活動 
 

（１４）海外からの受け入れ 【事業区分：体験活動等】 

・実績なし 

 

 

（１５）ホームページ作成事業 【事業区分：その他】 

ホームページをリニューアルし、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 

ットにて発信、随時更新 

日本語、英語、中国語の３か国語で対応 

 

 

（１６）会報誌「みぃあすてーしょん」発行 【事業区分：その他】 

・発行回数 年４回（３か月ごと） 

・発行部数 各回 １,２００部 

 

 
（１７）年報「和＆輪」発行 【事業区分：その他】 

・発行日  令和元年７月 

・発行部数 ２,０００部 

 

 

（１８）松戸まつり 【事業区分：その他】 

・日 時  令和元年１０月５日（土）午前１０時～午後４時 

・会 場  松戸駅西口デッキ下 

・内 容  「まつどでできる国際交流」 

協会の事業ＰＲ、国旗クイズ、国際交流団体の展示・物販（国際交流カリ

フォルニアクラブ） 

 

 

（１９）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 ２団体 

  （２団体の内訳） 

  ・ガールスカウト松戸市連絡協議会（代表 日向野 富士子）  

  ・認定 NPO法人外国人の子どものための勉強会（代表 海老名 みさ子） 

     ※応募団体 ５団体 

 

 

 



 

 

 

② 後援事業 ９団体（１２事業） 

 

③  日本語教室受講者保育助成金の支給 

  日本語教室参加者に対して、日本語学習中に子どもを一時預かり施設に預けた場合に

おける保育料を助成することにより、日本語学習を支援し、日本語能力を上げることに

よって市民レベルの相互理解を促進することを目的とする。 

  ・助成対象者（６０％以上の出席）１学期 ４人 ２学期 ７人 ３学期 ５人 

  ・助成金額  １学期 44,500円 ２学期 69,000円 ３学期 41,500円 

 団体名 事業名 

1 ヒッポファミリークラブ東葛 親子でいっしょに♪わくわく多言語ワークショ

ップ＆講座 

2 認定 NPO法人外国人の子ども

のための勉強会 

夏休み教室 

3 房総多文化ネットワーク 日本語を母国後としない親と子どものための進

路ガイダンス実行委員会 

4 松戸市ご長寿ハッピーコンテ

スト実行委員会 

第１７回松戸市ご長寿ハッピーコンテスト 

5 認定 NPO法人外国人の子ども

のための勉強会 

外国につながる子どもの高校進学のための日

曜教室 

6 松戸市日本語ボランティア会 第１８回日本語スピーチ大会 

7 

 

ヒッポファミリークラブ東葛 親子で楽しむ多言語ワークショップ 

「世界のことばであそぼう学ぼう！」 

8 松戸市 科学と芸術の丘 2019 

9 

 

ヒッポファミリークラブ東葛 

 

親子で参加できる わくわく多言語ワークショ

ップ＆講座 

10 松戸市総務部総務課 世界平和都市宣言事業「平和の集い」 

11 国際交流カリフォルニアクラ

ブ 

多文化交流フェスティバル 

世界の伝統芸能/歌/ダンス/楽器演奏/民族衣装フ

ァッションショー 

12 Sunflower Kids ルーマニア体験 


