� ���
��１ 年�
昭和６１年 ２月

「岐阜県国際交流基本の計画（骨子）」の策定（岐阜県）

昭和６２年 ３月

「岐阜県国際交流基本計画」の策定（岐阜県）

昭和６２年１０月

「水と緑の国際交流基金」の設置

昭和６３年１０月

岐阜県が、国際交流センターの平成元年３月設立と、同センターへの「水と緑の国際交流基金」の
引継について決定

平成 元年 ３月３１日

財団法人岐阜県国際交流センターを設立（知事認可）
（岐阜市藪田１の第２松波ビル２Ｆ）

平成 元年 ４月

センター業務開始

平成 ２年 １月１３日

自治省より「地域国際化協会」に認定される

平成 ５年１２月

岐阜県県民ふれあい会館に事務所を移転

平成 ６年 ８月 １日

自治省より「特定公益増進法人」に認定される

平成１０年１２月 １日

インターナショナルセンター・ギザンをホテルグランヴェール岐山５階に開設

平成１３年 ５月 １日

インターナショナルセンター・ギザンを５階から２階に拡充移設

平成１５年１２月 １日

インターナショナルセンター・ギザンを２階から３階に移設

平成１９年 ３月１８日
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インターナショナル・ギザンを閉鎖

��� 主な講演会等一�
アニュアルレポート等により講演会の内容及び講師名等が把握できる主な講演会等を掲載しています。肩書き及び名称等は
当時のままです。なお、年度によって、講演内容等の把握に差があることをご了承願います。 （出典：アニュアルレポート等）
（敬称略）
期 日
��元（１９�９）年度

内

容

H元. 9.08 国際交流サロン アフリカについてもっと知ろう①
「アフリカ全般及びタンザニア事情」
9.22 国際交流サロン アフリカについてもっと知ろう②
「ケニア事情」
10.06 国際交流サロン アフリカについてもっと知ろう③
「ガーナ事情」
10.23 国際交流サロン アフリカについてもっと知ろう④
「ザイール事情」
11.10 国際交流サロン アフリカについてもっと知ろう⑤
「エチオピア事情」
11.27 国際交流サロン アフリカについてもっと知ろう⑥
「アフリカ全般」
12.02 一日外務省
「世界に貢献する日本」
パネルディスカッション
「国際化時代の外交と地方の役割」

H 2. 1.29 国際交流推進連絡会議
「草の根交流を推進するため」

2.07 国際交流サロン 比較して見た日本の教育ＰＡＲＴ１①
「あるアメリカ人の語る教育」
2.27 国際交流サロン 比較して見た日本の教育ＰＡＲＴ１②
「外国と日本の教育～両方の経験から～」
3.10 賛助会員のつどい
3.12 国際交流サロン 比較して見た日本の教育ＰＡＲＴ１③
「座談会－JETプログラム及び日本の英語教育について－」

講

師

田中三郎((財)岐阜県国際交流センター理事長)
国井信二(青年海外協力隊OB)
フローレンス・Ｋ・カンディエ（岐阜県海外技術研修員）
古田清子(青年海外協力隊OG)
アドマコ・ジョン・タウイア（岐阜大学大学院留学生)
安江丈二（青年海外協力隊OB）
藤井治人(青年海外協力隊OB)
サンガ・ンゴイ・カザディ（名古屋国際センター民間大使）
クバタ・キルンガ（岐阜大学大学院留学生）
桐山芳和(青年海外協力隊OB)
小林登志樹(青年海外協力隊OB)
小倉充夫(津田塾大学教授)
中山太郎(外務大臣)
竹村健一(評論家)
梶原拓(岐阜県知事)
<パネリスト>
渡辺泰造（外務省外務報道官） 林貞行(外務省経済局長)
荒船清彦（外務省国連局審議官） 林暘(外務省会計課長)
秋本敏文(岐阜県副知事)
<パネリスト>
藤井洋（岐阜大学国際交流室長）
臼井千里（岐阜県世界青年友の会事務局長）
山中マーガレット（東海女子短期大学講師）
＜コーディネーター＞
田中三郎((財)岐阜県国際交流センター理事長)
フランク・ロウ（岐阜女子大学教養部教授)
メリッサ・デビソン （大垣商業高等学校英語指導助手）
メアリー・オーロクナン（羽島市国際交流員）
アンドラーシュ・フォルガーチ（駐日ハンガリー大使）
山田大三（（財）自治体国際化協会指導課長）
中村美幸（岐阜教育事務所学校教育課課長補佐）
酒井住雄（各務原高等学校英語教諭）
リンダ・チェノウェス（岐阜教育事務所学校教育課英語指
導助手）
フィリップ・ベンダー（大垣市教育委員会学校教育課英語
指導助手）

���（１９９０）年度
H 2. 6.09 国際交流サロン 環境問題を地球サイズでとらえたら①
「地球規模の環境問題について－地球の温暖化を中心に－」
6.15 国際交流サロン 環境問題を地球サイズでとらえたら②
「開発途上国の環境問題について」
6.30 国際交流サロン 環境問題を地球サイズでとらえたら③
「身近な国際環境保全
－買い物の時は地球規模で考えましょう－」
7.06 外交クラブ（※注１） 「日本外交の課題－日米関係を中心に－」
7.07 国際交流サロン 環境問題を地球サイズでとらえたら④
「環境問題をめぐる国際的な動き」
「国際化と国際交流」
7.20 草の根国際交流フォーラム’９０
意見発表・シンポジウム

8.31 外交クラブ
「ヨーロッパの精神」
9.27～28 市町村国際交流担当者研修会
「日本の国際的立場」
「国際交流の実務（友好提携）」
「各国事情（東南アジア）」
「国際交流の実務（交流団体の活用）」
「国際交流の実務（ホームスティ）」
「情報収集及び活用の仕方」
「外国人から見た市町村の国際交流」
「国際交流の実務（他県の例）」

北野康（椙山女学園大学学長)
橋本道夫((財)国際湖沼環境委員会副理事長)
レナ・リンダル（国際的環境団体「地球の友」ボランティア）
赤尾信敏(外務省国際連合局長)
赤尾信敏(外務省国際連合局長)
緒方貞子(上智大学外国語学部長)
中河芳美（藤橋村長）
曹勇（岐阜大学留学生）
長尾辰郎(美並村国際交流を推進する会会長)
篠原由実(国際交流についての夢提案者)
和田俊(朝日新聞論説委員)
田中三郎((財)岐阜県国際交流センター理事長)
上野宣治(国際親善都市連盟事務局長)
堀令司(大垣女子短期大学教授)
臼井千里(岐阜県世界青年友の会事務局長)
長尾辰郎(AFS日本協会岐阜県支部)
田中勝雪(PTP岐阜)
纐纈和之(名古屋国際センター)
ハリー・ヒル（元岐阜県ＣＩＲ）
松尾良一(浜松国際交流協会事務局次長)
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11.05 英国祭アーツ・フォーラム
「イギリスの造園芸術は世界に何をもたらしたか」
11.17 国際協力週間講演会
「国際協力について」
11.29 国際交流サロン 東欧シリーズ①
「東欧全般及びハンガリー・ルーマニア事情」
国際情勢講演会①
12.01
「中東情勢を読む－最近の湾岸危機を中心に－」
12.10 国際交流サロン 東欧シリーズ②
「ポーランド事情」
12.18 国際交流サロン 東欧シリーズ③
「チェコスロバキア事情」
H 3. 1.20 高校生のための国際理解セミナー
2.02 外国留学セミナー①
「高校生の外国留学について」
2.07 外国留学セミナー②
「米国の大学等への留学について」
2.14 外国留学セミナー③
「英国の大学等への留学について」
2.19 国際交流推進連絡会議
「この目で見た海外青年協力隊員の活動」
2.22 国際交流推進連絡会議 国際情勢講演会②
「国際情勢について」
2.27 国際交流推進連絡会議 「手づくりの文化交流」
3.02 外交クラブ 国際情勢講演会③ 賛助会員のつどい
「最近の国際情勢と日本の立場」
3.18 環太平洋講演会
「環太平洋の展望と岐阜」

バレリー・ソーンヒル女史
中根千枝(東京大学名誉教授)
田中三郎（(財)岐阜県国際交流センター理事長)
牟田口義郎((財)中東調査会常務理事)
エヴァ・ルトコウスカ
（ワルシャワ大学東洋学研究所日本学専任講師)
カレル・フィアラ（国際日本文化研究センター客員助教授）
西沢信正(名古屋造形芸術短大教授)
吉田三郎(AFS日本協会)
菅野美知子(日米教育委員会)
改藤和文(英国文化ｾﾝﾀｰ京都)
中尾光昭(名古屋商科大学教授)
内田富雄(欧州共同体日本政府代表部公使)
所鳳弘(組ひも･染色作家)
千葉一夫(前駐英大使)
加藤晃孝(野村総合研究所研究員)

平��（����）年度
H 3. 5.29 国際交流サロン 難民・中東問題シリーズ①
「内側から見た中東」
6.11 国際交流サロン 難民・中東問題シリーズ②
「世界の難民問題について」
6.26 国際交流サロン 難民・中東問題シリーズ③
「アラブ人特派員の見る中東問題」
7.05 国際交流サロン 難民・中東問題シリーズ④
「中東、難民、人権を考える」
7.22 外交クラブ①
「サミット直後の国際情勢」
10.03 国際交流サロン 国際協力シリーズ①
「母としての国際協力について
－中東・アフリカ 帰国報告－」
10.05 国際協力ティーチイン岐阜
「教え、教えられる人間交流をめざして」

10.21 外交クラブ②
「経済協力の課題について」
国際交流サロン 国際協力シリーズ②
「日本の経済協力について」
10.28 国際交流サロン 国際協力シリーズ③
「女性と国際交流
－母国カンボジア救援活動について－」
10.31 ハワイ大学客員教授講演会
「環太平洋地域における国際交流及び情報化の動向」
「国際社会と人間性」
11.08 杉原記念国際シンポジウム
パネルディスカッション
「科学技術は地球を救えるか」

11.13 外交クラブ③
「ルイジアナ州事情、米国の地方自治制度全般
及びマイノリティー(少数民族）問題等」
H 4. 1.19 高校生のための国際理解セミナー
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小高正直（(財)中東調査会)
設楽清(国際連合難民高等弁務官事務所駐日代表代理)
ユ・デ・カーン・ユスフザイ（アラブニューズ特派員）
田中三郎（(財)岐阜県国際交流センター理事長)
渡辺泰造(外務省外務報道官)
村上章子（マザーランド・アカデミー理事長）
＜パネリスト＞
中根千枝（東京大学名誉教授）
堀内孝次（岐阜大学教授）
青木盛久（青年海外協力隊事務局長）
＜コーディネーター＞
田中三郎（（財）岐阜県国際交流センター理事長)
川上隆朗(外務省経済協力局長)
〃
山田ボパナ（カンボジア・カルチャークラブ会長）

Ｍ．ジャスワラ（ハワイ大学客員教授）
須之部量三(外務省顧問)
<パネリスト>
八木國夫((財)応用生化学研究所長)
軽部征夫（東京大学先端科学技術研究センター教授）
森杉壽芳（岐阜大学工学部教授）
Ｎ．Ｅ．トルバート（ミシガン州立大学生化学教授・アメリカ）
Ｄ．Ｊ．バーンズ（東京大学海洋生物工学客員教授・オース
トラリア）
Ｒ．Ｄ．シュミット（ブラウンシュバイク工業大学教授・ドイツ）
Ｍ．マガリッツ（ワイツマン研究所環境科学部長・イスラエ
ル）
デニス・Ｒ・バーグナリス（米国ルイジアナ州議会上院議
員）
澤端修三（岐阜県高等学校国際教育研究協議会会長：岐
阜県立各務原高等学校校長）
スティーブン・ファンズワース（岐阜県国際交流員）
キャロリン・ギブソン（岐阜県立土岐北高等学校英語助手)

2.10 草の根国際交流フォーラム’９１
「今後の国際交流のあり方」

＜パネリスト＞
加藤賢司（美濃陶芸協会副会長）
堀幹夫（前岐阜薬科大学学長）
坂本由之（郡上八幡国際友好協会副会長）
吉村侑久代（大垣女子短期大学助教授）
＜コーディネーター＞
高橋貞治（（財）岐阜県国際交流センター事務局長)

2.15 外国留学セミナー
2.20 外国留学セミナー

武藤多美((財)AFS日本協会)
大川裕((株)ISA)
笹田千鶴（日米教育委員会）
改藤和文（英国文化センターブリティッシュ・カウンシル京都)
マンダナ・アシュリ（イラン出身の歯科医師）

「高校生の外国留学について」
「大学生の外国留学について」

3.14 賛助会員・ボランティアのつどい

���（１９９２）年�
H 4. 4.11 岐阜県外交クラブ①
「今後の日米関係について」
国際交流サロン①
「米国社会について」
5.18 国際交流サロン②
「アメリカ人ジャーナリストの見る日米関係」
6.14 外国人と日本人によるスピーチのつどい
「国際理解とは何か」
6.18 国際交流サロン③ 「アメリカの心 日本の心」
7.01 国際交流サロン④ 「新時代の日米関係」
7.20 岐阜県外交クラブ② 「日本外交の課題」
7.21 センター設立３周年記念 国際文化交流シンポジウム岐阜’92
「日本の国際文化交流」
パネルディスカッション
「心のふれあいと新たな文化の創造をめざして」

10.17 国際協力フォーラム岐阜’９２
パネルディスカッション
「私にもできる国際協力」

「開発への視点について」

有馬龍夫(総理府内閣総理大臣官房外政審議室長)
〃
ブラッドレー・マーティン（前ニューズウイーク東京支局長）
ローデリック・Ｓ・プライド
（英国文化センターブリティッシュ・カウンシル京都館長）
亀井俊介(東京大学教養学部教授)
ドナルド・ヘルマン（ワシントン大学国際関係学部教授）
小和田恆(外務省外務事務次官)
鹿取泰衛(国際交流基金顧問)
＜パネリスト＞
亀井俊介（東京大学教養学部教授）
片倉邦雄（国際交流基金専務理事）
マイケル・スミツカ（ワシントン・アンド・リー大学助教授）
＜コーディネーター＞
横山俊夫(京都大学人文科学研究所助教授)
目黒依子(上智大学教授)
＜パネリスト＞
秋山忠正（（社）協力隊を育てる会常任理事）
福岡稔（チャランゴ奏者・製作家）
江向貴美子（主婦）
＜コーディネーター＞
堀内孝次(岐阜県青年海外協力隊を育てる会会長･岐阜大
学農学部教授)

H5. 1.24 高校生のための国際理解セミナー

鹿野軍勝（（財）岐阜県国際交流センター理事長）
ダルウィス・ビン・ナザル(岐阜工業高等専門学校留学生)
土屋優子(岐阜県国際交流員)
2.10 草の根国際交流フォーラム① 「海外滞在を通して感じたこと」 鹿野軍勝（（財）岐阜県国際交流センター理事長）
パネルディスカッション
＜パネリスト＞
「地域で求められる国際交流
本田良一（岐阜県警国際化総合対策委員会）
～身近な外国人とともに～」
黒田広子（岐阜大学留学生係長）
溝辺ススム（大垣国際交流協会通訳ボランティア）
金子カリンチエミ
（（財）岐阜県国際交流センター・大垣国際交流協会相談員）

＜コーディネーター＞
野田光裕(大垣国際交流協会常務理事兼事務局長)
2.15 草の根国際交流フォーラム② 「海外滞在を通して感じたこと」
パネルディスカッション
「地球に根ざす国際交流
～市町村における国際交流活動とその周辺～」

2.21 外国留学セミナー

鹿野軍勝（（財）岐阜県国際交流センター理事長)
＜パネリスト＞
佐竹啓一（大垣国際交流協会指導係長）
松浦裕之（郡上八幡国際友好協会理事）
後藤進（上之保村国際友好協会）
春日エイミー（岐阜市国際交流員）
＜コーディネーター＞
住奥久隆(飛騨高山国際協会専務理事)

高校生の外国留学について
大学生の外国留学について

溝部悦子（(財)ＡＦＳ日本協会）
大川裕（(株)ＩＳＡ）
改藤和文（英国文化センターブリティッシュ・カウンシル京都）
ジョーンズ享子（日米教育委員会）
大川裕（(株)ＩＳＡ）
2.22 草の根国際交流フォーラム③ 「海外滞在を通して感じたこと」 鹿野軍勝((財)岐阜県国際交流ｾﾝﾀｰ理事長)
パネルディスカッション
＜パネリスト＞
「地域で求められる国際交流 ～身近な外国人とともに～」
本田良一（岐阜県警国際化総合対策委員会）
高樋進午（中津川青年会議所前理事長）
角南まち子（日本語学級講師）
金子カリンチエミ
（（財）岐阜県国際交流センター・大垣国際交流協会相談員）

＜コーディネーター＞
児玉紘三（（財）岐阜県国際交流センター事務局長）
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3.13 賛助会員・ボランティアのつどい

杉谷哲也（日本ユニセフ協会広報普及員：四日市市商業
高校教師)

�成�（����）��
H 5. 9.15 国際交流サロンin白鳥
12.04 杉原記念国際シンポジウム
テーマ「生命」

12.11 国際交流ボランティア研修会

H 6. 1.23 高校生のための国際理解セミナー

ジョン・ギャスライト（コラムニスト）
ルース・アーノン（ワイズマン科学研究所教授）
シドニー・ユーデンフレンド（ロッシュ分子生物学研究所名
誉所長）
ラルス・エルンスター（ストックホルム大学教授）
アントニー・リネン（モナッシュ大学教授）
中村泰久(名古屋入国管理局総務課渉外調整官)
野崎智(名古屋入国管理局総括審査官)
岩佐昌則(岐阜公共職業安定所外国人労働者専門官)
福井英男(岐阜県保険課保険指導室長補佐)
長沢敏郎(岐阜県国民健康保険課課長補佐)
小椋清文(岐阜県警察本部交通企画課課長補佐)
ジェイソン・エバンス（岐阜県国際交流員）
竹澤寿幸(ART音声翻訳通信研究所主任研究員)

2.25 国際交流推進連絡会議
「国際交流フォーラム」

鈴木康之((財)海外日系人協会日系人相談センター所長)
津田幸男(名古屋大学大学院国際開発研究科教授)

2.26 国際交流サロンin恵那
3.12 賛助会員・ボランティアのつどい
「日米関係－現状と展望－」

加藤賢司（陶芸家）
リチャード・Ｐ・クローニン（米議会図書館調査局外交・国防
部アジア担当スペシャリスト）

�成�（����）��
H 6. 5.08
9.12
11.20
12.18

国際交流サロンｉｎ関
国際交流サロンｉｎ笠松
高校生のための国際理解セミナー
国際交流ボランティア研修会

H 7. 3.02 草の根国際交流協議会 「国際交流と国際貢献」
3.06 国際交流推進連絡会議 国際交流フォーラム in飛騨
「日米関係－アメリカの視点－」
3.07 国際交流推進連絡会議 国際交流フォーラム in恵那
「日米関係－アメリカの視点－」
3.12 賛助会員・ボランティアのつどい
「異文化の壁を越えて－国際協力の進め方－」
3.13 国際交流推進連絡会議 国際交流フォーラム
「知っているようで知らないアメリカ」

弦念丸呈：ツルネン・マルティ（神奈川県湯河原町議会議員)
山本寛斎（デザイナー）
松田美幸(日本国際交流振興会専務理事)
稲葉哲朗（名古屋国際センター交流事業課）
後藤時男（穂積町教育委員会教育長）
ジェイソン・エバンズ
ナタリー・スペンス
マイケル・コジェリアン 何彦宏(4人とも岐阜県国際交流員)
近藤次郎(東京大学名誉教授)
高橋勇(外務省海外広報官)
高橋勇(外務省海外広報官)
五月女光弘(外務省経済局民間援助室長)
五月女光弘(外務省経済局民間援助室長)

�成�（����）��
H 7. 7.01 外交の窓inぎふ 「国際社会における日本の責任と役割」
H 8. 1.20 国際交流ボランティア研修会
「緊急時におけるボランティア活動
～阪神大震災での外国人支援活動を通して～」
3.21 草の根国際交流協議会講演会
「国際交流と国際貢献」

寺田輝介(外務省外務報道官)
田村太郎(多文化共生センター事務局長)
増田義郎(東京大学名誉教授)

�成�（����）��
H 8. 8.23 草の根国際交流協議会講演会
「文化の違い、見る目の違い ～異文化交流の楽しみ～」
H 9. 1.19 国際交流ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会
3.18 草の根国際交流協議会講演会
「神戸大震災における外国人対策について」

多賀敏之(宮内庁侍従:外務省から出向)
榎田勝利(愛知淑徳大学国際部部長)
吉並多恵子((財）兵庫県国際交流協議会外国人インフォ
メーションセンター長）

�成�（����）��
H 9.12.11 草の根国際交流協議会①
「岐阜県国際交流センターの役割」
事例発表 「岐阜市の友好姉妹交流」
12.14 国際交流ボランティア研修会
H10. 3.23 草の根国際交流協議会②
「外国人にとっての『まち』を地域コミュニティから考える」
パネルディスカッション

槐惟成（（財）岐阜県国際交流センター理事長）
野村賢司(岐阜市国際交流推進室国際友好係長)
槐惟成（（財）岐阜県国際交流センター理事長）
林正子(岐阜大学地域科学部教授)
＜パネラー＞
ロバート・アサートン（各務原市国際交流員）
ハニト・リバモア（八百津町国際交流員）
＜コーディネーター＞
加藤晴彦((財)大垣国際交流協会常務理事兼事務局長)

�成��（����）��
H11. 2.14 国際交流ボランティア研修会
「岐阜再発見－通訳案内業を通してみた岐阜－」
2.28 国際交流ボランティア研修会
「在日外国人医療の現状と問題点
～AMDA国際医療情報センターへの相談から～」
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柴田祐逸((社)日本観光通訳協会理事)
青木繁行(AMDA国際医療情報ｾﾝﾀｰ事務局長)

��１１（１���）年�
H11. 7.04 国際交流ボランティア研修会 「ホームスティ者の受け入れ方」 丹羽利恵子（（財）岐阜県国際交流センターボランティア）
小和田恆(前国連大使)
10.07 小和田恆前国連大使講演会 「これからの世界と日本」
鼎談
小和田恆(前国連大使)
所鳳弘(組ひも･染色作家)
梶原拓(岐阜県知事)
10. 8～10 ワールドパートナーシップフォーラム
小和田恆(前国連大使)
パネルディスカッション等
アメリカ、ロシア、アルゼンチン、ブラジル、オーストリア、デ
「シビルソサエティの将来について」
ンマーク、スイス、イスラエルの８ケ国の駐日大使等
木村洋（国際連合地域開発センター所長）
12.04 国際協力講座 「国際協力の実態」
「国際協力への参加」
小宮英夫(国際協力事業団東海支部長)
分科会
原康子((特活)ソムニードサンガム)
中島紀和(青年海外協力隊OG)
高橋博文((財)国際協力推進協会国際協力部次長)
大崎洋子((財)国際協力推進協会国際協力プラザ課長)
12.11 文化人等受入事業意見交換会
エイヤ・ニスカネン（フィンランド人映画研究家)
「現代日本映画における家族の撮り方」
H12. 1.13 グローバルビジネスセミナー
「最新シンガポール事情
橋本宏（駐シンガポール大使)
～新たな対シンガポール投資促進に向けて～」
2.05 国際交流協力大学①
「国際協力と私とＮＧＯ活動推進センター
伊藤道雄（ＮＧＯ活動推進センター常務理事)
居酒屋からのスタート」
活動報告
山田祐子（青年海外協力隊ＯＧ）
伊藤道雄（ＮＧＯ活動推進センター常務理事）
村上公彦（（社）アジア協会アジア友の会事務局長)
2.15 地域活性化講座
「21世紀の人権と米中対立」
大沼保昭(東京大学教授)
3.04 国際交流協力大学②
「国境を超えるＮＧＯの活動と
横山祐子（（特活）ピースウインズジャパン広報担当)
それを支えるネットワークづくりについて」
「アジアの２１世紀を担う子供たちの参加による国際協力」
川淵映子（アジア子供の夢代表)
「難民支援の立場から」
スミコ・アフマッド（（特活）ピースウインズジャパンクルド人
スタッフ）

��１２（２０００）年�
H12. 4.18 加賀美元国連大使夫妻講演会
「今後の国連と日本」
「外国要人を招待したときの大使夫人の心得」
4.20 国際交流ボランティア研修会
「世界の文化を知ろう（ブラジル編）」
6.09 在大韓民国特命全権大使公開講座
「朝鮮半島の現状と展望」
9.05 沖縄サミット日本国代表代理による講演会
「九州・沖縄サミットと今後の日本」
10.23 前駐キューバﾞ特命全権大使公開講座 「南米情勢について」
10.25 外交の窓in各務原 「２１世紀に向けた日本の国際貢献」
11.15 駐スペイン大使講演会
「外交よもやま話」
11.20 高校講座
「国際情勢を見る目」
H13. 2.26 企業進出セミナー
「フランスへの投資環境と投資誘致について」
3.04 国際交流ボランティア研修会
「外国人との共生について」
3.06 文化人等受入事業

「視力６．０が見た日本」

加賀美秀夫
加賀美和子（元国連大使夫妻）
大里誠治 (岐阜県国際交流員)
寺田輝介(駐大韓民国大使)
石川薫(外務省経済局審議官)
田中三郎(前駐キューバ大使）
山崎隆一郎(外務報道官)
荒船清彦（駐スペイン大使）
宮下孝之(外務省国内広報課長)
ジャン・バルテルミー（フランス産業開発局アジア代表）
大里誠治 (岐阜県国際交流員)
松尾良一(浜松市)
オスマン・サンコン（ギニア大使館顧問)

��１�（２００１）年�
H13. 7.14 日本人と外国人の共生を考える講演会
講演、パネルディスカッション
8.01 外交クラブin高山
「地域からの国際協力～ＮＧＯの経験から考える」
H14. 3.16 国際交流ボランティア研修会
「外国語としての日本語～教えるためのヒント～」

ケント・ギルバート（タレント）、パネラー ４名
長畑誠（シャプラニール海外活動グループ課長）
佐々木瑞枝(横浜国立大学教授)

��１４（２００２）年�
H14.11.01 国際理解フォーラム－外国人との共生に向けて－
「ブラジルとのじょうずなつきあい方」
パネルディスカッション

11.23 国際協力講座 「アフガニスタンでの支援活動を通じて」
11.30 国際交流ボランティア研修会

日下野良武（ブラジル在住ジャーナリスト）
＜コーディネーター＞
中元司郎（（財）海外日系人協会）
＜パネリスト＞
日下野良武（ブラジル在住ジャーナリスト）
井上秀夫（（財）大垣国際交流協会）
大里誠治（美濃加茂市嘱託員）
清水俊弘((特活)日本国際ボランティアセンター事務局長)
吉村恭二((財)横浜市国際交流協会理事長)
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H15. 2.13 国際協力講座
「異文化を理解することを通して
共に生きていく力を育てる国際理解教育」

加藤菜穂子(美濃加茂市立古井小学校教諭)

平成�５（２００�）年度
H15. 4.22 国際理解セミナー 「インドと日本の関係」
8.02 国際理解セミナー 「私のネパール支援活動」
9.06 国際交流ボランティア研修会
「多文化共生社会とボランティア」
「愛・地球博と岐阜県ボランティアのコラボレーション」

アフターブ・セット（駐日インド大使）
近藤愛子(ネパールの子供基金代表)
重野亜久里（（特活）多文化共生センター京都コミュニティ
プロジェクトマネージャー）
天野由理子（（財）２００５年日本国際博覧会協会ボラン
ティアコーディネーター）他

11.16 国際交流ボランティア研修会
「観光ボランティアとは何か？」
天野由理子（（財）２００５年日本国際博覧会協会ボラン
「愛・地球博と岐阜県ボランティアのコラボレーション」
ティアコーディネーター）
H16. 2.15 国際理解セミナー 「在住外国人との共生社会構築を考える」 高橋祥子(群馬県大泉町日伯センター代表)
3.13 国際理解セミナー

「国際社会に揺らぐ日本を語る」

井沢元彦(作家)

平成��（２００�）年度
H16. 4.10 講演会等開催事業

「国際協力の展開とＯＤＡ」
「新生ＪＩＣＡの取り組み」
8.22 国際交流ボランティア研修会
「愛・地球博と岐阜県ボランティアとのコラボレーション」
「文化の違う人々との共生に向けて～日本語支援を通して～」
9.04 講演会等開催事業
「多文化共生社会の形成とボランティア」

古田肇(外務省経済協力局長)
松岡和久(JICA理事)
天野由理子（愛・地球博ボランティアコーディネーター）
関口明子（（社）国際日本語普及協会常務理事）
田村太郎((特活)多文化共生センター理事)

平成��（２００５）年度
H17.12.11 ブラジル人相談員等スキルアップ研修
「現場で活きる制度・法律の基礎知識」
「安心して相談できる場づくりをめざす」
「持続可能な相談員になるには」
「相談員の悩みを共有し、解決する」
H18. 1.15 多文化共生シンポジウム
「メディアから見た多文化共生」
事例発表
パネルディスカッション
「岐阜県におけるブラジル人コミュニティの現状と課題
～多文化共生の地域づくりに向けて～」

田村エミリオ（異文化を伝える会代表）
中萩エルザ（在名古屋ブラジル総領事館医療相談医）
木村雄二（ＲＩＮＫ－すべての外国人労働者とその家族を
守る関西ネットワーク）
重野亜久里（（特）多文化共生センターきょうと事務局長）
村永卓也レオナルド（（株）インターナショナルプレスジャパ
ン代表取締役社長）
金城エジウソン・セイエイ（ブラジル友の会会長)
＜コーディネーター＞
山脇啓造（明治大学商学部教授）
＜パネリスト＞
金城エジウソン・セイエイ （ブラジル友の会会長）
田村太郎（（特活）多文化共生センター理事）
小島祥美（可児市教育委員会外国人児童生徒コーディネータ）
米元ファビオ（（有）アグア・ナ・ボカ代表取締役）
丸井合（ヒロ学園教師）
＜コメンテーター＞
村永卓也レオナルド（（株）インターナショナルプレスジャパ
ン代表取締役社長）

1.18 日中シンポジウム
「東アジア地域統合に向けた日中協力」
「日中和解の方途」

＜パネリスト＞
谷野作太郎（（財）日本国際問題研究所評議員）
田中均（（財）日本国際交流センター上席研究員）
馬振崗（中国国際問題研究所所長）
梅平（中国太平洋経済協力会議委員長）
＜コーディネーター＞
宮川眞喜雄((財)日本国際問題研究所主幹)

2.18 日本語ボランティア研修会
入門編

藤本久司（三重大学人文学部講師）
伊藤典子（東海日本語ネットワーク副代表）
野崎伸枝（日本語ボランティアグループ「ことばの会」）
船見和秀（ＬＥＣ東京リーガルマインド日本語教師養成講
座専任講師）
伊達公子（ＪＩＣＡオフィシャルサポーター）

実践編
3.04 国際理解講座

「テニスを通じた国際交流」

平成��（２００�）年度
H18. 5.14 外国人コミュニティリーダー育成支援セミナー
7.09 「課題分析力を身につける」
10.29 「活動資源を巻き込む技術を知る」
「業務と広報のマネジメント技術を身につける」
7.15～ 日本語指導者研修
12.16 日本語ボランティア育成コース
(延19日) 概論講座、方法論講座、コミュニケーション講座、実践講座
8.03 多文化共生講演会
「多文化共生への挑戦－外国人政策の方向性－」
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(人と組織と地球のための国際研究所に委託)

宮谷敦美（岐阜大学留学生センター講師）他

井口泰(関西学院大学教授)

9.08 在住外国人支援防災研修
「新潟中越地震の事例における
被災外国人への対応について」
「岐阜県下の防災体制について」
「外国人支援センター設置シミュレーション」
10.14～ 日本語指導者研修
12.9 子ども向け日本語指導者育成コース
(延5日)
11.19 外国籍児童・生徒就学促進セミナー
「外国籍児童･生徒の就学促進に取り組む
外国人組織の活動紹介」
パネルディスカション
「外国籍児童･生徒を取り巻く環境とは」

12.02 国際交流団体連携セミナー 「地球のステージ」
12.03 ブラジル人相談員等スキルアップ研修
「二国間にまたがる法律・制度について」
「相談の心構え」
「入管手続きについて」
H19. 1.28 医療通訳ボランティア養成講座（基礎編）
「通訳者の知っておきたい基礎知識・心得」
「医療通訳の場面から学ぶ」
2.25 国際理解講座
「約束－戦場ジャーナリスト・橋田信介と見るイラク－」

羽賀友信(長岡市国際交流センター）
岐阜県防災課担当職員
田中稔昭（日本災害救援ボランティアネットワーク）
船見和秀(国際交流センター日本語教師養成講座講師)他

金城エジウソン（ブラジル友の会会長)
＜コーディネーター＞
田村太郎（人と組織と地球のための国際研究所主幹）
＜パネリスト＞
金城エジウソン（ブラジル友の会会長）
森佳世（関市外国人児童生徒等教育相談員）
黒田剛（関市立関商工高等学校生徒）
大野エリナ（外国籍保護者代表)
桑山紀彦（ＮＰＯ法人地球のステージ代表理事)
二宮正人（サンパウロ大学法学部教授・東京大学客員教授）
田井中良子（（財）海外日系人協会相談員）
三木勲(行政書士)
重野亜久里（（特活）多文化共生センターきょうと理事長）
高嶋愛理（（特活）多文化共生センターきょうと医療通訳
チーフコーディネーター）
橋田幸子（ジャーナリスト橋田信介氏の妻)

平成��（����）年度
H19. 5.27 医療通訳ボランティア養成講座（基礎編）
6.09
6.16 在住外国人地域コミュニティ育成支援①
「外国人リーダーによるケーススタディ及び参加者の活動」
7.07 日本語ボランティアネットワーク①
「日本語ネットワークの意義」
7.21 医療通訳ボランティア養成講座（実践編）

7.24～8. 3 日本語指導者研修①
(延4日) 「日本語支援ボランティア入門研修」
8.25 在住外国人地域コミュニティ育成支援②
「共感と信頼を生むプレゼンテーションについて」
9.2～11.4 日本語指導者研修③
(延8日) 「ボランティアのための
多文化コミュニケーション講座実践研修」
10.20 日本語ボランティアネットワーク②
意見交換
11.18 日本語指導者研修②
12.02 「日本語支援ボランティア研修」
12.08 在住外国人地域コミュニティ育成支援③
「事業計画の発表及び評価」
H20. 1.12 災害時語学ボランティア研修
「災害時における外国人住民支援について」
2.09 国際交流団体連携セミナー
パネルディスカッション

「大地の教え」
2.17 国際協力セミナー
フリーディスカッション
「アフリカから騒ぎ！」
3.01 日本語ボランティアネットワーク③ 事例発表とディスカッション
3.27 国際交流団体等連絡会議
「今さら聞けない多文化共生社会
～今後５年間の多文化共生の展望について～」

重野亜久里（（特活）多文化共生センターきょうと理事長）
高嶋愛理（（特活）多文化共生センターきょうと医療通訳
チーフコーディネーター）
田村太郎（ＩＩＨＯＥ（人と組織と地球のための国際交流研究
所）代表理事）
米勢治子(東海日本語ネットワーク副代表)
重野亜久里（（特活）多文化共生センターきょうと理事長）
高嶋愛理（（特活）多文化共生センターきょうと医療通訳
チーフコーディネーター)
宮谷敦美(愛知県立大学准教授)
川北秀人（ＩＩＨＯＥ（人と組織と地球のための国際交流研究
所）代表）
米勢治子(東海日本語ネットワーク副代表)
土井佳彦(保見ｹ丘国際交流センター）
宮谷敦美(愛知県立大学准教授)
水谷香織（パブリック・ハーツ（株)代表取締役)
宮谷敦美(愛知県立大学准教授)
石井布紀子（（有）コラボねっと取締役)
田村太郎（（特活）多文化共生センター大阪代表理事)
田中剛(岐阜県健康福祉部保健医療課長)
＜コーディネーター＞
竹内ゆみ子（（特活）ソムニード専務理事）
県下民間国際交流団体他
オスマン・サンコン（ギニア日本交流協会顧問)
オスマン・サンコン（ギニア日本交流協会顧問)
山田耕平(元青年海外協力隊:ﾏﾗｳｲ共和国派遣)他
宮谷敦美(愛知県立大学准教授)
田村太郎（（特活）多文化共生センター大阪代表理事)

平成��（����）年度
H20.5.18 日本語指導者入門研修①
～6.15
(延4日)

宮谷敦美（愛知県立大学外国語学部准教授）
米勢治子(浜松学院大学現代コミュニケーション学部教授)
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6.3～6.4 市町村等多文化共生推進会議・研修会①
「届けると届くの違い」
事例発表「外国人市民向け生活オリエンテーション」
演習
6.29 日本語ボランティア研修①
8. 2 , 9 日本語指導者入門研修②
8.09 国際交流団体連携セミナー
「２文化交流から多文化共生を考える」
ディスカッション

8.30 日本語ボランティア研修②
9.11～12 市町村等多文化共生推進会議・研修会②
「災害時における外国人住民支援について」
ケーススタディ
「新潟 県中越沖地震～そのとき何ができたのか～」
事例発表
「災害通訳ボランティア育成と多言語防災ガイド＆マップ」
演習
9.13～10.4 日本語指導者入門研修③

金迅野（川崎ふれあい館）
永田真理（四日市市文化国際課）
田村太郎（(特活)多文化共生センター大阪代表理事）
宮谷敦美（愛知県立大学外国語学部准教授）
宮谷敦美（愛知県立大学外国語学部准教授）
江崎禎英（岐阜県総合企画部次長）
＜コーディネーター＞
竹内ゆみ子（(特活)ソムニード専務理事）
県下民間国際交流団体他
宮谷敦美（愛知県立大学外国語学部准教授）
田村太郎（(特活)多文化共生センター大阪代表理事）
清水由美子（(財)柏崎地域国際化協会事務局長）
高橋伸行（船橋市市長公室国際交流室主査）
田村太郎（(特活)多文化共生センター大阪代表理事）
宮谷敦美（愛知県立大学外国語学部准教授）

(延4日)

11.8～29 日本語指導者入門研修④
（延4日）
11.16 医療通訳サポーター研修
「医療通訳の心構え」
11.23 医療通訳サポーター研修
11.30 医療通訳サポーター研修

「日本とブラジルの医療の違い」
「実践で役立つ知識や技術」

H21. 1.17 災害時通訳サポーター研修
「災害時における外国人のニーズとボランティアの役割」
1.20 市町村等多文化共生推進会議・研修会③
「ボランティアの参加とコーディネート」
演習
2.28 日本語ボランティア研修③

宮谷敦美（愛知県立大学外国語学部准教授）
土井佳彦(とよた日本語学習支援システムコーディネーター)
沢田貴志（MICかながわ理事・医師・港町診療所所長）
岩本弥生(MICかながわ医療通訳コーディネーター兼ポル
トガル語通訳)
渡辺エミリア（木沢記念病院ポルトガル語医療通訳者）
岩本弥生(MICかながわ医療通訳コーディネーター兼ポル
トガル語通訳)
田中阿貴（(特活)多文化共生センター東京）
<アドバイザー>
高橋伸行（船橋市市長公室国際交流室主査）
赤澤清孝（（特活）ユースビジョン）
田村太郎（(特活)多文化共生センター大阪代表理事）
田所希衣子（外国人の子ども・サポートの会事務局）
宮谷敦美（愛知県立大学外国語学部准教授)
金城エジウソン・セイエイ（（特活）ブラジル友の会）
住吉エリオ洋一(ＳＥＭＡ)

3.13 在住外国人コミュニティの成果発表会
成果発表
提言
「外国人コミュニティの形成・発展に有効な支援策について」 田村太郎（(特活)多文化共生センター大阪代表理事）
3.13 講演会開催事業
「人口減少に対応した経済社会のあり方について」
井上洋（(社)日本経済団体連合会産業第一本部長）
※注：岐阜県外交クラブは、国際理解を深める目的で平成２年１月に設立され、センターに事務局を設置していました。
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����助成事業一覧
「ひだみの国際交流・多文化共生推進基金」（平成１９年度に「水と緑の国際交流基金」から変更）による助成事業の一覧で
す。名称等は当時のままです。 （出典：アニュアルレポート等）
��
事�������業�������名
平成元（１９�９）年度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

国際フェアバスケットボール岐阜大会
フランス革命・200祭・オ・ラパン・アジルの夕べ
中国江西省曲技団公演
日米青少年フォーラム
中国杭州青少年武術団公演
'89年ジャパントライアスロン長良川国際大会
第10回核四極共鳴分光学国際シンポジウム
平成元年度婦人教育セミナー
ぎふ農業国際フォーラム開催事業
'90年第16回GFFワールドファッションコンテスト
デンマーク少女合唱団公演
スインク89西濃西美濃レディースフィットネスフェア
1989国際音楽フェスティバル美濃白川
市制35周年記念全米蹄鉄投げ大会
美並村国際交流事業（国際交流キャンプ、留学生の主張大会）
板取地球村国際交流事業
カナディアンナイト
日英青少年指導者セミナー
第4回岐阜県農業フェスティバル
'89年東美濃高原サマーフェスティバル

21 スペインサラマンカ大聖堂オルガン修復協力コンサート
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

中津川国際交流ワークキャンプ
ブラジル・中津川市親善ゲートボール大会
フランス革命200年祭記念「フランス絵画の三世紀展」
外国人による郡上おどり体験ツアー
シュラスコとサッカーの集い
国際ホースシュー・ピッチング笠松競馬場大会
第2回日英親善綱引大会
国際技術交流促進事業
大垣国際シンポジウム'89
親善サッカー

主������催������者
岐阜県バスケットボール協会
岐阜日仏協会
岐阜県中国江西省曲技団公演実行委員会
岐阜県世界青年友の会
中国杭州青少年武術団実行委員会
ジャパントライアスロンシリーズ長良川国際大会実行委員会
名大理学部国際シンポジウム運営委員会
（社）国際婦人教育振興会岐阜県支部
ぎふ農業国際フォーラム実行委員会
（社）岐阜ファッション産業連合会
大垣国際交流協会（共催ＰＴＰ大垣）
スインク89西濃西美濃レディースフィットネスフェア実行委員会
1989国際音楽フェスティバル実行委員会（白川町、ピストイア市）
羽島市（主催＝国際蹄鉄投げ大会実行委員会）
美並村国際交流を推進する会
板取村国際交流推進協会（板取地球村推進協会）
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県農業フェスティバル実行委員会
東美濃高原開発推進協議会
スペインサラマンカ大聖堂オルガン修復協力コンサート
岐阜県実行委員会
中津川市（主催＝中津川市青年国際交流クラブ）
中津川市姉妹都市友好推進協会
フランス絵画の三世紀展実行委員会
郡上八幡外国人交流実行委員会
岐阜日伯協会
岐阜県地方競馬組合
東海テレビ放送（株）
藤橋村
大垣市
親善サッカー実行委員会

平成�（１９９�）年度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

国際魚道会議ぎふ'90
美並村国際交流事業
ブラスの里郡上八幡、国際教育交流、国際シンポジウム
英語によるプレゼンテーションコンテスト
国際親善世代間交流会他
日加（カナダ）教員英語教育セミナー
日英青少年指導者セミナー
国際ふれあいフェスティバル
グローバルファミリー
「中川とも特集」英語版作成事業
中国宝鶏市舞劇団岐阜公演
ソ連国立モイセｰエフバレエ団岐阜公演
音楽使節「スペインの歌声」国際交流事業
1990国際音楽フェスティバル美濃白川
国際交流推進事業
第5回長良川国際トライアスロン大会
90年春日朝女性のつどい
ケチカンデー
板取地球村国際交流事業
中津川国際交流ワークキャンプ
国際交流大会
「浪漫フェスタ '90」－星つむ人の物語－
'90いびがわマラソン大会

国際魚道会議ぎふ'90実行委員会
美並村国際交流を推進する会
郡上八幡国際友好協会
岐阜県日米協会
伊自良村
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
（財）大垣国際交流協会
（社）大垣青年会議所
（財）岐阜県美術振興会
中国民族バレエ団実行委員会
ソ連国立モイセｰエフバレエ団岐阜公演実行委員会
「スペインの歌声」招聘実行委員会
1990国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
養老町
海津町
90年春日朝女性のつどい実行委員会
金山・ケチカン国際交流協会
板取村
中津川市
中津川市姉妹都市友好推進協会
福岡町
いびがわマラソン実行委員会

GIFU INTERNATIONAL CENTER

37

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

糸貫町・山西省おともだち交流事業
市民の劇場特別公演シンシナティ交響楽団演奏会
ぎふ農業国際フォーラム開催事業
国際交流フェスティバル「HELLO GIFU・HELLO WORLD」
English Haiku Contest
国際交流トリオ・ミラヴェラ演奏会
'91ワールド・ファッション・コンテスト
第5回岐阜県農業フェスティバル
北アルプスリゾート奥飛騨ALPINE90
日米女性合同会議
第3回日英親善綱引大会
世界民族舞踊少年少女各務原公演
第1回日本ペタンク学生選手権大会
文化芸術交流事業

糸貫町
岐阜市
ぎふ農業国際フォーラム実行委員会
岐阜県国際交流団体協議会
岐阜女子大学
明智町
（社）岐阜ファッション産業連合会
岐阜県農業フェスティバル実行委員会
アルパイン90実行委員会
国際ソロプチミスト岐阜
東海テレビ放送（株）
各務原国際協会
岐阜市ペタンク協会
白川村

平��（����）年�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

38

国際ふれあいフェスティバル
国際画家キシオ・ムラタぎふ特別展
日豪国際交流マンドリン演奏会
1991国際音楽フェスティバル美濃白川
English Haiku Contest
エイ・エフ・エス岐阜国際交流事業
環太平洋世界航空宇宙会議
ぎふ農業国際フォーラム
ブラジル・中津川少年少女交流大会
国際親善マーチングバンドフェスタ
歌声でつづる日台国際親善の夕べ
関・釜山親善少年サッカー大会
日英青少年指導者セミナー
日独青少年指導者セミナー
日加教員教育セミナー
アジアフォーラム
西濃＝ケント州青少年交流事業
中国邯鄲市京劇団公演
公開講座－アメリカ音楽のルーツをさぐる
岐阜・カンビーナス姉妹都市提携10周年記念
20
日・伯オーケストラの集い

（財）大垣国際交流協会
キシオ・ムラタぎふ特別展実行委員会
岐阜日豪協会
1991国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
岐阜女子大学
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
（社）日本航空宇宙学会
ぎふ農業国際フォーラム実行委員会
中津川市姉妹都市友好推進協会
国際親善マーチングバンドフェスタ実行委員会
中津川ロータリークラブ
（社）関青年会議所
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
スインク推進協議会・西濃＝ケント州青少年交流委員会
大垣市
マウンテンタイムフェスティバル実行委員会
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（社）岐阜県聴覚障害者協会
（社）多治見青年会議所
海津町
第2回大垣国際交流担い手シンポジウム実行委員会
美並村国際交流を推進する会
（社）大垣青年会議所
（社）岐阜ファッション産業連合会
岐阜日伯協会
岐阜日伯協会
郡上八幡国際友好協会
岐阜県有職婦人クラブ
（社）岐阜青年会議所
いびがわマラソン実行委員会
外国人青少年招致委員会
緑と清流の鮎まつり実行委員会
藤橋村
ベン・シャーン展実行委員会
アジア平和婦人連合岐阜県連合会
伊自良村
（財）岐阜県企画設計センター
農業農村シンポジウム実行委員会
在日朝鮮人総連合会 岐阜支部
東海テレビ放送（株）
高山市
岐阜市ペタンク協会
各務原国際協会
'91日朝友好フェスティバル実行委員会

'91ザ・デフ東海（第40回東海ろうあ者大会）
第9回英語弁論大会
第6回長良川トライアスロン大会
第2回大垣国際交流担い手シンポジウム
美並村国際交流事業
地球家族事業
'92ワールドファッションコンテスト・イン・ギフ
シュラスコとサッカーの集い
'92フレンドシップスキーバスツアー
ブラスの里・郡上八幡、国際教育交流、国際シンポジウム
BPW国際交流シンポジウム
国際フレンドシップウィーク
'91いびがわマラソン
外国人青少年招致事業
緑と清流の鮎まつり国際交流事業
国際文化交流促進事業（タイ王国タカ村との交流）
ベン・シャーン展
難民救済キャンペーン講演会
1991伊自良ふれあい国際音楽祭
国際メガインフラ会議ぎふ'91
農業農村シンポジウム
日・朝親善サッカーフェスティバル
第4回日英親善綱引大会
アジアウィーク
第2回日本学生ペタンク選手権大会
'91国際交流会
'91日朝友好フェスティバル
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岐阜市
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中国江西省雑技団学校交流事業
食文化交流の集い
「カナダ・日本」中学生・高校生友好親善事業
「カナダ・日本」少年少女歌と踊りの交流事業

各務原国際協会
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
外国人青少年招致委員会
外国人青少年招致委員会
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中学生のための英語ワークショップ
ダヴォス国際音楽祭 '92高山
「地球の絵画」コンテスト
国際親善マーチングバトン･フェスタ
第6回中部日豪合同セミナー
カナダ国際交流事業
第10回英語弁論大会
シュラスコとサッカーの集い
1992国際音楽フェスティバル美濃白川
中小企業国際交流フォーラム
可児市制10周年記念アースイヤー'92緑の国際フォーラム
第7回長良川国際トライアスロン大会
大垣国際シンポジウム'92
「アメリカンアールデコ」ポスター展
郡上八幡国際教育交流事業
ブラスの里郡上八幡
郡上八幡国際交流シンポジウム
美並村国際交流キャンプ
美並村国際交流週間
美並村国際音楽祭
フィリピンフォーラム
日英青少年指導者セミナー
日独青少年指導者セミナー
インドの夕べ「ナマスカール ｉｎ GIFU」
国際交流サマーセミナー
金剛山歌劇団岐阜公演
第4回インドネシア・プリアタン文化交流の旅写真展
緑と清流の鮎まつり国際交流事業
岐阜シンシナティ姉妹都市提結5周年記念
29
「アーサーマリー シンシナティ ダンス カンパニー」

岐阜県中学校英語科研究部会
飛騨高山観光客誘致推進協議会
（社）岐阜青年会議所
国際親善マーチングバトン･フェスタ実行委員会
飛騨国府日豪N Ｚ協会
荘川村
（社）多治見青年会議所
岐阜日伯協会
国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
岐阜県中小企業団体中央会
可児市
長良川国際トライアスロン大会
大垣市
（社）下呂青年会議所
郡上八幡国際友好協会
郡上八幡国際友好協会
郡上八幡国際友好協会
美並村国際交流を推進する会
美並村国際交流を推進する会
美並村国際交流を推進する会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
コスモス インターナショナル
（社）羽島青年会議所
金剛山歌劇団岐阜公演実行委員会
インドネシア・プリアタン文化交流会
緑と清流の鮎まつり実行委員会
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外国人青少年招致委員会
国際人形劇フェスティバル実行委員会
土岐市
（社）恵那青年会議所
東海テレビ放送株式会社
中津川市姉妹都市友好推進協会
真夏の夜のフラメンコ岐阜公演実行委員会
ぎふフランスフェアー実行委員会
協同組合 飛騨木工連合会
土の音・楽エキジビジョン実行委員会
大垣ポスター展実行委員会
ぎふ農業国際シンポジウム実行委員会
ニュートリノ天体物理学国際シンポジウム組織委員会
いびがわマラソン実行委員会
裏木曽付知・まちづくりフェスタとゴヤ全版画展実行委員会
岐阜各務原児童合唱団
八百津町
高富町
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「米国ユタ州･日本羽島市」青少年文化交流事業
国際人形劇フェスティバル
現代イタリア陶芸展
大韓民国ハンタウル民族舞踊団の公演と交流会
「センポ・スギハァラ」東海地区公演
市制40周年国際交流会
真夏の夜のフラメンコ岐阜公演
ぎふフランスフェアー
国際家具サミット&ソーラーミーティング開催事業
土の音・楽エキジビジョン
現代ドイツポスター展
“地球にやさしい”ぎふ農業国際シンポジウム開催事業
ニュートリノ天体物理学国際シンポジウム
'92いびがわマラソン
裏木曽付知・まちづくりフェスタとゴヤ全版画展
第5回日韓親善演奏会
杉原ウィーク'92
国際交流の集い
1992伊自良ふれあい国際音楽祭
インドネシア舞踊団との音楽交流会
1992伊自良ふれあい国際音楽祭中国琵琶演奏会
岐阜国際交流ペタンク大会
エイ・エフ・エス岐阜国際交流事業
ブラジル青年受入事業
韓国青少年連盟日本研修団受入事業
ヨーロッパウィーク
中部圏国際交流ネットワーク フォーラムⅢ in 大垣
タイ青年受入事業

岐阜市

伊自良村
伊自良村
岐阜日仏協会
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
岐阜県各種青年団体連絡協議会
岐阜県各種青年団体連絡協議会
高山市
大垣国際交流担い手ネットワーク
岐阜県各種青年団体連絡協議会

GIFU INTERNATIONAL CENTER

39

57 ふれあい垂井ピア92
58 '93ワールドファッションコンテスト・イン・ギフ

垂井町
（社）岐阜ファッション産業連合会
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現代病治療のための製剤開発シンポジウム
グァム島少年少女交流事業
「地球の環境を考える」写真ポスター展
「子どもの森」計画支援校交流事業
中学生のための英語ワークショップ
公開委員会「岐阜の国際コンベンション都市への可能性を探る」
緑と清流の鮎まつり国際交流事業
郡上八幡国際教育交流事業
ブラスの里～郡上八幡
草の根交流促進事業
白鳥町国際教育交流事業
郡上国際交流キャンプ
郡上国際交流週間
シュラスコとサッカーの集い
'93国際交流会
デンマーク民族舞踊使節団との
16
「フォークダンスと国際交流のつどい」

岐阜薬科大学国際交流委員会
上宝村
（財）オイスカ産業開発協力団岐阜県支部
（財）オイスカ産業開発協力団岐阜県支部
岐阜県中学校英語科研究部会
（社）岐阜青年会議所
緑と清流の鮎まつり実行委員会
郡上八幡国際友好協会
郡上八幡国際友好協会
郡上八幡国際友好協会
白鳥町国際交流協会
美並村国際交流を推進する会
美並村国際交流を推進する会
岐阜日伯協会
各務原国際協会
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第5回インドネシア文化交流の旅写真展
外国語生活ガイドブック作成
グァム・ヤップ青少年との交流
第8回長良川国際トライアスロン大会
1993年西濃＝ケント州青少年交流事業
北米交流事業
ボランティア国際交流事業
穂積町国際交流事業
第3回アメリカ・ジャパン・ウィーク参加事業
米豪加3国の輸入牛肉に対する認識高揚・国際交流事業
外国人と日本人によるスピーチの集い
アジアから吹く風「バングラディッシュ」
“地球にやさしい”ぎふ農業国際シンポジウム開催事業
大垣地域国際交流フォーラム
フレンドリーシティ青少年招聘日本文化教室
外国語等基礎会話講座
－シンポジウム－ 和太鼓をめぐって
33
(奥長良・和太鼓フェスティバル'93郡上八幡)

インドネシア・ブリアタン文化交流会
各務原市
笠松町
長良川国際トライアスロン大会
スインク推進協議会・西濃＝ケント州青少年交流委員会
高富町
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
穂積町
真桑文楽保存会
（社）岐阜県通商振興協会
コスモス・インターナショナル
コスモス・インターナショナル
ぎふ農業国際シンポジウム実行委員会
大垣国際交流担い手ネットワーク
（財）大垣国際交流協会
（財）大垣国際交流協会

34 ワールド・ファイヤー・フェスティバル（日伯友好花火大会）
35 郷土芸能を体験する会
36 杉原ウィーク '93
岐阜・杭州友好都市提携15周年記念特別公演
37
「中国杭州民族音楽合奏団」

（株）岐阜新聞社
PTP岐阜
八百津町
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40

中国杭州少年少女民族音楽団
日朝友好御嵩フェスティバル
ブラジル・中津川友好親善ゲートボール大会
第2回 国際交流会
第11回 ポルトガル語講座
南飛騨国際健康保養地づくり研修会
国際協力月間イベント「ワールド・スタディ」
青年海外協力隊帰国報告会
飛騨高山陶磁器ワークショップ
オセアニア・ウィーク
郡上踊りの集い
1993世界選手権自転車トライアル日本大会交流会
ロシア・ナホトカ市音楽家グループとの交流事業
岐阜県空手少年とドイツフランケン地区ジュニア空手家との
合同稽古と演武大会
ふれあい垂井ピア93
日本まん真中－歴史と文化のヤング交流事業
ハローギフ・ハローワールド'93
愛のいずみ国際チャリティーコンサート
中国文化交流事業
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ピープル・トゥ・ピープルインターナショナル岐阜

フェスティバル実行委員会

岐阜市
大関小学校交流実行委員会
日朝友好促進御嵩町議会議員連盟
中津川市姉妹都市友好推進協会
中津川市姉妹都市友好推進協会
中津川市姉妹都市友好推進協会
南飛騨国際健康保養地推進協議会
岐阜県青少年海外協力隊を育てる会
岐阜県青少年海外協力隊を育てる会
飛騨高山日豪協会・飛騨高山日本N Ｚ協会
飛騨高山日豪協会・飛騨高山日本N Ｚ協会
日本青年国際交流機構 岐阜県支部
板取村
ニューウェーブ
（社）日本空手協会 岐阜県本部
垂井町
羽島市国際交流事業推進協議会
岐阜県国際交流団体協議会
池田町音楽に親しむ会
池田町
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60
61
62
63
64
65
66
67
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69
70
71

日加学生会議
ドイツ・岐阜観光展
国際交流サミット
国際緑のつどい
日中友好コンサート
イタリア文化サロン
高根村国際交流事業（聴覚障害青少年国際キャンプ）
1993伊自良ふれあい国際音楽祭
ニュージーランド・マオリ族の歌と踊りの公演と交流会
中小企業国際技術交流促進事業
無錫市対外友好協会歓迎交流会
長良川国際ジャズフェスティバル'93
朝・日親善サッカーフェスティバル
米国ヘンダーソン市民交流事業
タイ商工会議所大学日本語学科学生受入事業

岐阜県世界青少年友の会
岐阜県世界青少年友の会
岐阜県世界青少年友の会
世界を知る会
世界を知る会
世界を知る会
高根村
伊自良村
（社）恵那青年会議所
岐阜県中小企業団体中央会
日中友好桜友諠林建設実行委員会
長良川国際ジャズフェスティバル'93実行委員会
岐阜朝鮮初中級学校教育会
養北国際交流会
岐阜県青年海外協会
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ＢＹＵジャズオーケストラ岐阜公演
シュラスコとサッカーの集い
外国語日常ガイドブック作成
アフリカウィーク
ＢＹＵふれあいジャズ音楽祭
第8回国際中草薬研究シンポジウム
ぎふ中小企業国際交流集会
草の根交流促進事業
ブラスの里郡上八幡
コーラスで結ぶ国際交流
白鳥町国際教育交流事業
国際芸術シンポジウム1994 ｉｎ 明宝
日本留学と海外留学の留学生体験発表会
中学生のためのサマーワークショップ
東西総合医学国際シンポジウム
日英青少年交流登山事業
第12回ブラジルに親しむ会講座
岐阜と私 小論文募集とシンポジウム
高山市民吹奏楽団デンバー市演奏会
スペイン・オルガン音楽アカデミー
'94国際交流会
青年海外協力隊帰国報告会
ロシアフォーラム
地域文化紹介事業
第24回中部地区英語教育学会岐阜大会公開シンポジウム
恵那見聞交流会「よみまいか」
第7回国際アカデミー「国際フレンドシップフェスティバル」
“地球にやさしい”ぎふ農業国際シンポジウム開催事業
国際女性サミット
フィラデルフィア美術館名作展「西洋の人間像1850-1950」
大垣市紹介ビデオ「未来をかたちに」5ヵ国語版作成事業
第9回長良川国際トライアスロン大会
養老町日独交流事業（ドイツ派遣団受入）
中国江西省雑技団公演事業
フレンドリーシティー・ドイツ・シュツットガルト市
35
ハンドボールクラブ受入事業

ＢＹＵジャズ岐阜公演実行委員会
岐阜日伯協会
(財)大垣国際交流協会
高山市
ＢＹＵふれあいジャズ音楽祭実行委員会
国際中草薬学会
岐阜県中小企業団体中央会
郡上八幡国際友好協会
ブラスの里実行委員会
美並村国際交流を推進する会
白鳥町国際交流協会
明宝国際芸術シンポジウム実行委員会
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
岐阜県中学校英語科研究部会
東西総合医学国際シンポジウム実行委員会
日英青少年交流登山事業実行委員会
中津川市姉妹都市友好推進協会
岐阜県ユネスコ協会
高山市民吹奏楽団デンバー市演奏会実行委員会
岐阜サラマンカ・オルガン・ソサエティ－
各務原国際協会
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
世界を知る会
瑞浪市国際交流協会
中部地区英語教育学会岐阜大会実行委員会
（社）恵那青年会議所
（社）岐阜青年会議所
ぎふ農業国際シンポジウム実行委員会
国際女性サミット実行委員会
フィラデルフィア美術館名作展実行委員会
大垣市
長良川国際トライアスロン大会
養老町
海津町経済倶楽部

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

岐阜婦人子供服工業組合
上之保村国際友好協会
池田町音楽に親しむ会
長良川国際ジャズフェスティバル'94実行委員会
国際園芸学会議岐阜県実行委員会
羽島市制施行40周年記念事業実行委員会
岐阜市
（社）羽島青年会議所
国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
板取村
コスモス・インターナショナル

第4回ギフ・コレクション
上之保村国際交流シンポジウム
ハローハローで愛の夕べコンサート
長良川国際ジャズフェスティバル '94
国際園芸R＆D交流事業
市制40周年記念アメリカ・ユタ州フェアー
第153回市民の劇場「アジアフェスティバル」
'94国際交流サマーセミナー
1994国際音楽フェスティバル美濃白川
「1994世界選手権バイクトライアル日本大会」交流会
外国人と日本人によるスピーチの集い

大垣市ハンドボール協会
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47
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49
50
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53
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中国－日本手すき紙文化交流会
根尾川河畔国際交流大会
飛騨高山陶磁器ワークショップ
アジアサミット
ハローギフ・ハローワールド'94
国際交流事業
1994年度CISV日本キャンプ
風の化身・生の結晶－新・舞踊の創造－
アメリカン・ドラムフェスティバル

中日手すき紙文化交流実行委員会
糸貫町商工会青年部
飛騨高山日豪協会・飛騨高山日本NＺ協会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県国際交流団体協議会
池田町
（社）C.I.S.V日本協会東海支部
風の化身・生の結晶－新・舞踊の創造－実行委員会
アメリカン・ドラムフェスティバル実行委員会

平成�（����）年度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

42

スペイン聖イグナチオ少年少女合唱団高山公演
第5回ギフ・コレクション
創作オペラ「センポ・スギハラ」
ブラスの里郡上八幡
郡上八幡国際教育交流事業（郡上夏期日本語講座）
第10回長良川国際トライアスロン大会
平成7年度国際ふれあいフェスティバル
1995年度CISV日本キャンプ
青年海外協力隊帰国報告フォーラム
フレンドシップ・ベースボール大会
平成7年度英語スピーチコンテスト
ホームカミング
モダンダンスで国際交流
東欧の光「ルーマニアの印象派展」
中国浙江省京昆芸術劇院公演「十五貫」
国際交流大会
ブラジル・中津川少年少女交流大会
白鳥町国際教育交流事業（郡上夏期日本語講座）
ふれあいトーク ｉｎ しろとり
国際芸術シンポジウム1995 ｉｎ 明宝
1995年西濃＝ケント州青少年交流事業
「Enjoy ピクニック」日本の史跡探訪と検証
ふるさとふれあい交流
1995スペイン・オルガン音楽アカデミー
チェコオストラヴァ大学アカデミー合唱団交歓演奏会
ポーランド・ヤギェウォ大学生の保育園訪問による日本体験学習
金剛山歌劇団岐阜公演
シャンソンフェスティバル岐阜巴里祭
カナダ中学生との交流事業
1995世界選手権バイクトライアル日本大会交流会
国際魚道会議ぎふ'95
杭州－美濃中日郵便切手展
ブタペスト少年少女合唱団公演と国際交流の集い
日本ブラジル修好100周年記念「ブラジル日系作家展」
「地球はともだち」フェスティバル
国際食文化シンポジウム開催事業
平成7年度オイスカデー全国大会
「子供の森」計画交流事業
イスラエル国祭サロン
NGOサミット
タイ・セミナー
第1回リスト音楽院マスターコース
1995国際音楽フェスティバル美濃白川
ケルン市・ウィーン市における岐阜県の草木染くみひも講習会
青少年による草の根国際交流事業
第10回世界ソフトテニス選手権大会
日米人形文化交流事業
伝統文化交流事業
バングラディッシュのちいさな赤ちゃんに愛をこめて－パート2－
愛の肌着バングラディッシュにおける岐阜県・池田町紹介展
岐阜県日中友好新春の集い
識字年記念講演会
ベトナム・スワントゥイ地区ハノイ寺小屋建設
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高山少年少女合唱団
岐阜婦人子供服工業組合
（社）岐阜県産業文化振興事業団
ブラスの里実行委員会
郡上八幡国際友好協会
長良川国際トライアスロン大会
（財）大垣国際交流協会
（社）C.I.S.V日本協会東海支部
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
飛騨高山国際協会
美並村国際交流を推進する会
美並村国際交流を推進する会
岐阜県美術館後援会
岐阜市
中津川市姉妹都市友好推進協会
中津川市姉妹都市友好推進協会
白鳥町国際交流協会
白鳥町国際交流協会
明宝国際芸術シンポジウム実行委員会
スインク推進協議会・西濃＝ケント州青少年交流委員会
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
岐阜県中学校英語科研究部会
岐阜サラマンカ・オルガンソサエティ－
交歓演奏会実行委員会
ピープル・トゥ・ピープル（PTP）大垣
在日本朝鮮人総聯合会岐阜支部
（株）岐阜放送
関市国際交流協会
板取村
国際魚道会議ぎふ'95実行委員会
中日郵便切手展実行委員会
ピープル・トゥ・ピープル インターナショナル岐阜
ブラジル日系作家展実行委員会
（社）岐阜青年会議所
全国食文化交流プラザ岐阜県実行委員会
（財）オイスカ産業開発協力団岐阜県支部
（財）オイスカ産業開発協力団岐阜県支部レディスイチイ
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県アジア研究会
岐阜県ハンガリー友好協会
国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
美濃草木染
法福寺国際交流協会
第10回 世界ソフトテニス選手権大会実行委員会
「ミス岐阜（人形）」里帰り実行委員会
瑞浪市国際交流協会
池田町音楽に親しむ会
池田町音楽に親しむ会
岐阜県日中友好協会
岐阜県ユネスコ協会
岐阜県ユネスコ協会
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71
72
73

日伯修好100周年記念「サンバと和太鼓の文化交流」
日伯文化交流 ｉｎ 岐阜
第9回日豪合同セミナー
日本語絵本プレゼント
第1回 ビジネス日本語スピーチ大会
南アジアフェスティバル
アジアフォーラム
マウント・フット・ユース・コーラス演奏交流
ライン・ネッカー四重奏ふれあいコンサート
ハローギフ・ハローワールド'95
「国際交流のつどい」岐阜県支部ハーモニー
カンテムス少年少女合唱団演奏会
たべてみたいな異国のおやつ ふれてみたいな見知らぬ世界
こんな国そんな国どんな国
日韓親善高校サッカー大会
第10回ジャパンウィーク参加
表佐太鼓踊り 第1回日本の祭典出演
海外救援衣料活動
'95開発教育を考える集い ｉｎ とうかい
アジア中小企業ビジネス交流会'95ぎふ

岐阜日伯協会
岐阜日伯協会
飛騨高山日豪協会、日本ニュージーランド協会
飛騨高山日豪協会、日本ニュージーランド協会
コスモス・インターナショナル
コスモス・インターナショナル
世界を知る会
川島町国際交流を進める会
川島町国際交流を進める会
岐阜県国際交流団体協議会
国際婦人教育振興会岐阜県支部
美濃加茂国際交流協会
（社）土岐青年会議所
（社）土岐青年会議所
（株）岐阜放送
岐阜火祭実行委員会
表佐太鼓踊り保存会
消費者団体ふじの木会
'95開発教育を考える集い ｉｎ とうかい実行委員会
（財）岐阜県中小企業振興公社
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地球に感謝する集い
トロイツク・ロシア舞踊団公演と文化交流
国際音楽フェスティバル美濃白川
日本語絵本プレゼント
北マリアナ連邦ロタ島における草木染指導
ネイチャー・サイエンスッキャップ西美濃 '96
日本語講座各務原教室
青年海外協力隊帰国報告フォーラム
フレンドシップ・ベースボール大会
青年手作り国際交流
日本語講座開設事業
ブラスの里郡上八幡
スペイン・オルガン音楽アカデミー
ロシア舞踊団岐阜県交流公演
室内合唱団「オール・ジ・エイジス」
伝統文化交流事業
ブタペスト国際合唱コンクール参加
インド音楽公演
国際教育交流事業（フィンドレー大学）
わくわくホームパーティー ｉｎ 土岐
地域文化ふれあい交流
リスト音楽院マスターコース
日伯文化交流 ｉｎ 岐阜
中国家庭料理教室ならびに交流会
岐阜大学中国人留学生との社会・工場見学
海外援助衣料活動
日中合同ファッションショー
林業短期研修生受入れ事業
「子供の森」計画交流事業
ベトナム・スワントゥイ地区ハノイ寺小屋建設
グワム少年少女交流事業
コムニード
岐阜県日中友好「新春の集い」
日中友好文化交流の集い
ホームスティを通じて学ぶもの 見るもの 知るもの
NGOサミット1997
日本とインドの教育事業と問題
シンガポールセミナー
岐阜大学留学生との交流事業
ナマステ・ネパール
国際文化スポーツ交流
国際音楽交流

ワンボール・ネットワーク・ミネソタ
川島町国際交流を進める会
国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
飛騨高山日豪協会、飛騨高山日本ニュージーランド協会
美濃草木染
大垣青年会議所
各務原国際協会
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
岐阜市南青少年会館
岐阜市国際交流基金
ブラスの里実行委員会
岐阜サラマンカ・オルガンソサエティ
ピープル・トゥ・ピープル インターナショナル岐阜
ピープル・トゥ・ピープル インターナショナル岐阜
瑞浪市国際交流協会
長良合唱団
ベナレス友好協会
白鳥町国際交流協会
土岐青年会議所
岐阜県中学校英語科研究部会
岐阜県ハンガリー友好協会
岐阜日伯協会
中国学術交流センター
中国学術交流センター
消費者グループふじの木会
NKD日本デザイン文化協会岐阜支部
オイスカ岐阜県支部
オイスカ産業開発協力団岐阜県支部レディスイテイ
岐阜ユネスコ協会
上宝村国際友好協会
サンガムの会
岐阜県日本中国友好協会
岐阜県日本中国友好協会
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県アジア研究会
郡上八幡国際友好協会
ナマステ・ネパール実行委員会
美並村国際交流を推進する会
美並村国際交流を推進する会
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国際交流セミナー
星空のコンサート
バナナの紙による国際交流絵画展と講演会
ハローギフ・ハローワールド'96
インドネシア経済視察
海外での桜植樹
ルーマニア文化サロン
馬頭琴のひびきコンサート
救急車をスリランカに送る
トゥール高等商学大学院大学日本語研修生受入れ事業
ユタ州カナブ市ケーンカウンティ教育・文化交流会

羽島青年会議所
池田町音楽に親しむ会
池田町音楽に親しむ会
岐阜県国際交流団体協議会
岐阜県企業経営研究会
岐阜さくらの会
世界を知る会
馬頭琴のひびきコンサート実行委員会
救急車をスリランカに送る山県火消会
岐阜日仏協会
米国西部を愛する会
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44

岐阜県とロタの女性による岐阜シルクでのロタ産品づくり
スリランカ学校建設継続事業
海外救援衣料活動
日本語絵本プレゼント
COMNEED
'97国際ボランティアの集い
林業短期研修生受入れ事業
「子供の森」計画交流事業
日本語講座各務原教室
日本語講座開設事業
日本語勉強会
国際音楽フェスティバル美濃白川
リスト音楽院マスターコース
ブラスの里郡上八幡
スペイン・オルガン音楽アカデミー
ぎふフェア・イン・フランス（日本のまん真中ぎふフェア）
日本中国文化交流写真展
まつりインハワイ
日本の伝統文化を携えての国際交流事業
「ロダンと花子」フォーラム・イン・フランス
シンシナティ市桜植樹事業、交流会
ウィーン市内5校及び一般市民、学校教師などへの組み紐講習
マンドリン演奏ドイツ公演
地球市民フェスティバル
わたしたちの絵を見にきてください！
25
インド・バングラデッシュ国際児童画展

ロタの開発を進める会
岐阜ゾンタクラブ
消費者グループふじの木会
飛騨高山日豪協会、飛騨高山日本ニュージーランド協会
サンガムの会
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
(財)オイスカ岐阜県支部
（財）オイスカ岐阜県支部レディス・イチイ
各務原国際協会
（財）岐阜市国際交流基金
（財）大垣国際交流協会
国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
岐阜県ハンガリー友好協会
ブラスの里実行委員会
岐阜サラマンカ・オルガン・ソサイエティー
ぎふフェア・イン・フランス実行委員会
岐阜県写真愛好家連絡協議会
「め組」花みこし実行委員会
法福寺国際交流協会
「ロダンと花子」フォーラム・イン・フランス実行委員会
岐阜さくらの会
美濃草木染
岐阜シティマンドリン合奏団
（社）恵那青年会議所
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サウスウエストシンフォニー岐阜公演実行委員会
美濃市文化協会
美並村国際交流を推進する会
岐阜県ユネスコ協会
日中友愛協会
池田町音楽に親しむ会
ピープル・トゥ・ピープル インターナショナル岐阜
岐阜県立長良養護学校創立20周年記念事業実行委員会
ネオ・ダール会
町並み美術館実行委員会
各務原国際協会
世界を知る会
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
飛騨国府日豪ニュージーランド協会
（社）国際婦人教育振興会・岐阜県支部
コスモス・インターナショナル
岐阜県日本中国友好協会
飛騨高山日豪協会・飛騨高山日本ニュージーランド協会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
アジア研究会
岐阜市サッカー協会
郡上八幡国際友好協会
（社）羽島青年会議所
岐阜日伯協会

サウスウエストシンフォニー岐阜公演
ブラジルミュージックの夕べ
国際音楽・文化交流週間
モレロス大学日本語科学生岐阜公演と交流
中国鵜とのふれあい交流、中国式鵜飼い実演の派遣
藤掛絋幸の世界
ハンガリー民族舞踊団友好親善公演
オンステージ・スタジオ交流会
ネオ・ダール展
'97美濃市・町並み美術館
各務原国際協会設立十周年記念事業
フランス文化サロン
「AFSワークショップ」～異文化体験を通して見たこと感じたこと～
飛騨国府日豪ＮＺ協会10周年記念講演会
平成9年度国際交流セミナー
ジュニア国際会議「聴こう語ろう海外生活体験」
中国経済懇談会
飛騨高山陶磁器ワークショップ
15周年記念事業青少年サミット
日英青少年指導者セミナー
NGOサミット IN 高山
カンピーナス市青少年サッカー交流事業
留学生 in 郡上八幡ホームスティ教育交流事業
青少年国際交流セミナー
ブラジル留学生交流・交歓会

GIFU INTERNATIONAL CENTER

コスモス・インターナショナル

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

日中友好文化交流の集い
ときめきカルチャー広場
ネイチャーサイエンスキャンプ西美濃 '97
'97 Amistad GIFU Y NICARAGUA
フランスINALCO大学生に日本文化紹介
国際協力活動に関する韓国市民との情報交換会
中国浙江省衢州市農業視察団受入事業
中国江西省作家協会訪日団受入と交流
バングラデシュ・池田町 文化ふれ愛の集い
ハローギフ・ハローワールド'97
地域文化ふれあい交流
岐阜県吹奏楽連盟シンシナティ派遣事業
モダンダンスで国際交流
バンコク日本伝統文化祭 '98

岐阜県日本中国友好協会
（社）土岐青年会議所
（社）大垣青年会議所
岐阜・ニカラグア親善大会実行委員会
PTP岐阜
PTP岐阜
中国学術交流センター
中国学術交流センター
池田町音楽に親しむ会
岐阜県国際交流団体協議会
岐阜県中学校英語科研究部会
岐阜県吹奏楽連盟
美並村国際交流を推進する会
日本伝統文化継承の会

����（����）年�
1 HELLO！ジャマイカ
2 ハローギフ・ハローワールド'98
3 ブラスの里郡上八幡
バングラデシュのちいさな村の赤ちゃんに愛をこめてパート5
4
池田山星と笛のコンサート
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

コスモス・インターナショナル
岐阜県国際交流団体協議会
ブラスの里実行委員会
池田町音楽に親しむ会

国際音楽・文化交流週間
AFS岐阜支部設立15周年記念事業
留学生 in 郡上八幡、ホームスティ教育交流事業
「世界をつなぐ地太鼓」国際交流プロジェクト
ゴー・ウィットラム豪州元首相講演会
世界遺産写真展・国際交流の集い
青少年フォーラム
ジュニア国際会議フォーラム「聴こう語ろう海外生活体験」
日独企業青少年フォーラム
1998国際音楽フェスティバル美濃白川
「子供の森」作文募集
各務原市における英国祭（UK98）記念事業
中国映画鑑賞会
'98国際ボランティアの集い
中国人留学生・研修生との交流
日本語絵本プレゼント
国際文化いきいき交流
江西省と浙江省代表団招聘事業
国際友好親善・岐阜県音楽の旅
ドイツ・シュツットガルト市ハンドボールクラブチーム受入事業
1998年ろうあ者親善野球大会
ＰＴＰＩトロイツクロシア舞踏友好親善使節団
日仏児童・生徒交流会
岐阜英国親善空手道大会及び学校国際交流
中国留学生との合同キャンプ
県内在住の中国人留学生・研修生と県民との
30
意見交換会・社会見学会

美並村国際交流を推進する会
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
郡上八幡国際友好協会
「世界をつなぐ地太鼓」国際交流実行委員会
飛騨高山日豪協会・飛騨高山日本ニュージーランド協会他
羽島市国際交流協会
アジア研究会
コスモス・インターナショナル
岐阜県世界青年友の会
国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
（財）オイスカ岐阜県支部
各務原国際協会
中国映画を観る会
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
岐阜県日本中国友好協会
飛騨高山日豪協会・飛騨高山日本ニュージーランド協会
岐阜県中学校英語科研究部会
中国学術交流センター
トマス・ルイス・デ・ビクトリア合唱団受入委員会
大垣市ハンドボール協会
日本ろうあ体育協会
ピープル・トゥ・ピープル・インターナショナル岐阜
岐阜日仏協会
（社）日本空手協会岐東支部芥見空手クラブ
中国学術交流センター青年部

31
32
33
34
35
36

（財）岐阜市国際交流基金
（財）大垣国際交流協会日本語勉強会
各務原国際協会
関市国際交流協会
SOMNEED・サンガム
岐阜ゾンタクラブ

37
38
39
40
41
42
43
44
45

日本語講座開設事業
日本語勉強会
日本語講座各務原教室
在住外国人交流事業
COMNEED
スリランカ国幼児学校継続事業
ドイツ・ケルン及びオーストリア・ウィーン、グラーツにおける
組み紐講習会・学校訪問講習
日本の伝統文化を携えての国際交流事業
上之保円空太鼓海外派遣事業
日本文化の紹介、組み紐をとおしての岐阜シルクの紹介・普及
'98キャッチボール親善交流
ヤップ訪問団派遣
東海日本チリ協会文化交流事業
桜の植樹と国際交流
リスボン国際博覧会出演事業

岐阜日中協会

所鳳弘（ケルン市、在オーストリア日本大使館）
法福寺国際交流協会
上之保国際友好協会
所鳳弘（スロバキア国立コメニウス大学）
ぎふ・ニカラグア親善交流実行委員会
日本・ヤップ文化交流協会岐阜支部
東海日本チリ協会
岐阜さくらの会
創作和太鼓高富青雲組
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45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

UK98 英国演劇「欲望という名の電車」
日伯友好花火大会
第5回スペインオルガン音楽アカデミー
ヒレル・レビン氏講演会
国際協力活動として、福祉施設人材育成の為の研修生の受入
ブラジル留学生交流交歓会
フレンドシップスキーツアー'99
岐阜カンピーナス野球指導者派遣
石橋台ロンドン公演事業
サラマンカ大学日西センター開所式出演事業
日本におけるフランス年記念
56
ジョン・フェランディスフルートコンサート

岐阜県世界青年友の会
岐阜新聞・岐阜放送、ブラジル岐阜県人会
岐阜サラマンカ・オルガンソサエティ
杉原 千畝をたたえる会
社会福祉法人美谷会
岐阜日伯協会
岐阜日伯協会
岐阜市体育協会、コロニア東山日伯文化協会
石橋台組
谷汲踊保存会

57 金剛山歌劇団岐阜公演
58 世界ソフトウェア&テクノロジー会議設立準備会開催事業

在日朝鮮人総聯合会岐阜県本部
（財）ソフトピアジャパン、（株）VRテクノセンター

岐阜日仏協会・サラマンカホール

�成��（����）年�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

留学生 in 郡上八幡、ホームスティ教育交流事業
ジュニア国際会議
日本語による世界学生フォーラム
国際交流の集い
開発教育地域セミナー 世界にふれて、わたしもかわる
ハローギフ・ハローワールド'99
ボーダ－レス各務原
バングラデシュのちいさな村の赤ちゃんに愛をこめてパート6
ラテンアメリカとの出会い
日本青年国際交流機構 第15回全国大会「一般公開プログラム」
国際ボランティアの集い
'99日独企業フォーラム
アジアフォーラム
ロンギー・デイヴィト・ラッセル ニュージーランド元首相講演会
フォーラム「手作り国際協力・飛騨から日本から」
AFS ワークショップ
東海・近畿・北陸3県ブロック国際化対応営農研究会
国際交流週間
日中教育フォーラム
岐阜市－杭州友好締結20周年記念協賛
20
心の懸け橋（友好歌）制作・宣伝・企画

郡上八幡国際友好協会
コスモス・インターナショナル
日本語による世界学生フォーラム開催実行委員会
羽島市国際交流協会
わくわくワークぎふ'99実行委員会
岐阜県国際交流団体協議会
各務原国際協会
池田町音楽に親しむ会
東海日本チリ協会
岐阜県青年国際交流機構
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
岐阜県世界青年友の会
アジア研究会
飛騨高山日豪協会・飛騨高山日本ニュージーランド協会
ソムニード・サンガム
（財）エイ・エフ・エス日本協会岐阜支部
岐阜県国際農業者交流協会、（社）国際農業者交流協会
美並村国際交流を進める会
アジア研究会

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

コスモス・インターナショナル
ネオ・ダール会
社会福祉法人美谷会
日本少年野球連盟三岐支部
（財）オイスカ岐阜県支部
（社）日本空手協会岐阜県本部
岐阜県日本中国友好協会
岐阜日中協会
（財）岐阜市国際交流基金
各務原国際協会
羽島市国際交流協会
岐阜日伯協会
岐阜ゾンタクラブ
ソムニード・サンガム
福寿会
（財）アジア民族造形文化研究所岐阜県支部
岐阜さくらの会
伊自良村十六拍子保存会

アジアの子供達をまねいて こんにちはインドの心
第17回 ネオ・ダール展 フランス サン・ディエ市の芸術家たち展
国際協力活動として、福祉施設人材育成の為の研修生の受入
カンピーナス少年野球チーム受入事業
「アジアとの青年交流」受け入れ事業
（社）日本空手協会世界大会“MILLENNIOM CUP IN GIFU 99 ”
中国人留学生・研修生との交流会
県内在住の中国人留学生・研修生と県民との意見交換会・交流会

日本語講座開設事業
日本語講座各務原教室
国際交流サークル
日本・ブラジル食と文化の交流会
スリランカ幼児学校継続事業
プットシル村精米所建設
クリーク浄化事業
アジア職人文化専門家会議
モンゴル国内での桜の植樹と子供達との交流
十六拍子フローレンス派遣事業
欧州くみひも交流20周年「絹の架けた橋」
39
記念式典、記念展および定期講習会

46

全日本音楽愛好協会中部地区協会

美濃草木染、ケルン市、在オーストリア日本大使館他

40

ハンガリー・ベスプレーム県における
ギフ・ウィーク、ワークショップ及び展示

美濃草木染

41
42
43
44
45

ドイツのおける日本年
ギフウィーク協賛 岐阜大学・ハンガリー親善剣道
日本の文化交流事業
日本デザイン文化協会岐阜支部ファッションショー
岐阜市・ウィーン市マイドリング区姉妹都市5周年記念演奏会

（財）大垣国際交流協会
岐阜大学剣道部
白山比咩神社獅子舞保存会
日本デザイン文化協会岐阜支部
スコラーズ岐阜
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

岐阜少年少女琴クラブ訪米演奏会
芥見空手クラブ英国国際交流会
タイ国「子供の森」植林フォーラム
ジンバブエスタディーツアー
ギフウィーク参加事業
ギフウィークきものを通じての日本文化の紹介・交流
「ブンナよ木からおりてこい」中国公演
海外研修事業（友好都市との交流）
海外派遣事業
ダボ生誕150周年記念日本文化紹介事業
東海日本チリ協会文化交流事業
ブラスの里郡上八幡
第6回スペインオルガン音楽アカデミー1999
シンシナティ芸術学校「THE BOOK OF FIVE RINGS」
59
岐阜特別公演及び学校交流事業

岐阜市少年少女琴クラブ
（社）日本空手協会岐東支部芥見空手クラブ
（財）オイスカ岐阜県支部
岐阜県青年海外協力隊を育てる会
岐阜県ハンガリー友好協会
中部百合姿きもの学院
「ブンナよ木からおりてこい」中国公演岐阜代表団
可児市老人クラブ連合会
岐阜県青年海外協会
美濃加茂国際交流会
東海日本チリ協会
ブラスの里実行委員会
岐阜サラマンカ・オルガンソサエティ

60
61
62
63
64
65

杉原千畝をたたえる会
岐阜国際ピープル・トゥ・ピープル協会
日中友愛協会
在日朝鮮人総聯合会岐阜県本部
国際音楽フェスティバル美濃白川実行委員会
PTPI 岐阜

杉原千畝をたたえる「エルサレム弦楽三重奏の夕べ」
デンマーク警察音楽隊と和楽器による国際交流コンサート
中国鵜とのふれあいと中国式鵜飼い実演
金剛山歌劇団高山公演
1999国際音楽フェスティバル美濃白川
国際交流ポーランド少年少女民族舞踊団岐阜交流会

国際ソロプチミスト岐阜

�成��（����）年度
1
2
3
4
5
6

留学生 in 郡上八幡、ホームスティ教育交流事業
朝日村国際交流事業
ハローギフ・ハローワールド2000
海外陶芸家支援事業
「マウンテンママ」プロジェクト
各務原市におけるミレニアム・フェスティバル
岐阜県在住の中国人研修生・留学生と
7
県民との意見交換会・交流会

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

日中文化にふれあう会
国際交流の集い
「マムの会」異文化交流週間事業
オイスカ自治体フォーラム
世界ソフトウェア&テクノロジー会議 2000 開催事業
バングラの村に教室を贈ろう！コンサートとリサイクルバザーで
バングラディッシュの子供たちからのメッセージ
ジュニア国際会議ウエルカム21フォーラム
青少年サミットPARTⅡ
アジアフォーラム
美並村国際理解週間
国際協力活動として、福祉施設人材育成研修生受け入れ
中国浙江省武術協会交流会
姉妹都市20周年ふれあい交流事業
第2回日韓バドミントン親善交流試合
中国江西省受入事業
日本語講座開設事業
日本語講座各務原教室
日中青年会おう会
国際交流サークル
日本・ブラジル 食と文化の交流会
中国人留学生・研修生との交流会
ソムニード農村開発研修コース
世界合唱祭参加事業
姉妹都市提携40周年記念交流事業
デンバー市公式訪問演奏交流事業
中国浙江省への交流団派遣と和紙絵画展
ドイツ・デュッセルドルフ市における日本年参加事業
ドイツ・エアフルト市演奏会
欧州4か国及びトルコにおける草木染め・くみひも講習、公演、展示会

岐阜県・ランプーン県友好植林フォーラム
リスト音楽院留学制度5周年記念交流会、
39
ぎふヴェスプレーム交流コンサート

郡上八幡国際友好協会
朝日村国際交流推進協議会
岐阜県国際交流団体協議会
TAJIMI 海外陶芸家支援の会
マウンテンママ実行委員会
各務原国際協会
岐阜日中協会
岐阜日中青年交流会
羽島市国際交流協会
美並村国際交流を推進する女性の会マムの会
（財）オイスカ岐阜県支部
（財）ソフトピアジャパン、（株）ブイアールテクノセンター
池田町音楽に親しむ会
コスモス・インターナショナル
コスモス・インターナショナル
岐阜県世界青年友の会
アジア研究会
美並村国際交流を推進する会
社会福祉法人美谷会
岐阜県武術太極拳連盟
中津川市姉妹都市友好推進協会
岐阜県バドミントン協会
岐阜県青年のつどい協議会
（財）岐阜市国際交流基金
各務原国際協会
日中青年交流会
羽島市国際交流会
岐阜日伯協会
岐阜県日本中国友好協会
ソムニード・サンガム
方県・むくの木合唱団
高山・デンバー友好協会
高山市民吹奏楽団
中国学術交流センター
飛騨の国和太鼓衆童心
スコラーズ岐阜
美濃草木染、ケルン市、在オーストリア日本大使館他
（財）オイスカ岐阜県支部
岐阜県ハンガリー友好協会
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47

40 独日協会110周年記念式典参加事業
41 リンツ2000合唱オリンピック参加事業
古川町Wカップサッカーキャンプ誘致関連
42
ルーマニア等親善交流訪問団派遣事業

数河獅子保存会
コーラス四季

43
44
45
46
47

岐阜県青年海外協会
「ワシントンさくら祭り」における春日の太鼓
岐阜サラマンカ・オルガンソサエティ
ブラスの里実行委員会
日中友愛協会

アジア青年国際交流事業
「ワシントンDCさくら祭」における春日の太鼓踊
第7回スペインオルガン音楽アカデミー2000
ブラスの里郡上八幡
中国鵜とのふれあいと中国式鵜飼い実演

2002年Wカップサッカー古川キャンプ誘致研究委員会

�成��������年�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

国際交流の集い
国際フェスティバル・共生社会作り
ＵＫセミナー20周年記念事業「UKフォーラム2002」
日独勤労青年セミナ－
アセアンフォーラム
「マムの会」ワークショップ～アジアの女性とのふれあい～
岐阜と南アジアを結ぶ総合交流プロジェクト
留学生 ｉｎ 郡上八幡、ホームステイ教育交流事業
各務原市におけるニュー・センチェリー・フェスティバル
ハローギフ・ハローワールド2001
国際ボランティアの集い
朝日村国際交流事業
TAJIMI・アーティスト・イン・レジデンス
第5回日中ふれあい交流会
「学校を贈ったカンチョンプァの村ではネー」報告写真展、報告会
第33回全国ボランティア研究集会岐阜集会
美並村国際理解週間
インディアナ州立大学
18
シンフォニック・ウィンド・アンサンブル受入事業
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

羽島市国際交流協会
多治見国際交流協会
岐阜県世界青年友の会
岐阜県世界青年友の会
アジア研究会
美並村国際交流を推進する女性の会「マムの会」
岐阜女子大学南アジア研究センター
郡上八幡国際友好協会
各務原国際協会
岐阜県国際交流団体協議会
岐阜県青年海外協力隊を支援する会
朝日村国際交流推進協議会
TAJIMI海外陶芸家支援の会
岐阜日中協会
池田町音楽に親しむ会
第33回全国ボランティア研究集会岐阜集会実行委員会
美並村国際交流を推進する会
多治見国際交流協会

日露文化交流・トロイツク混成合唱団との楽しい集い
チェコ・イベントスカンタス合唱団交歓演奏会・交流会
中国江西省雑伎団池田町公演
日中交流フェスティバル2001
民族芸能国際交流事業
ボンジュール・モントノア週間
国際交流サークル
スペイン語講座
ポルトガル語でふれあう交流事業
会おう会
日本語講座開設事業
日本語講座各務原教室
北京砂漠から学ぶ環境保全
カトマンズ桜植樹及び子供との交流
ドイツ・シュツットガルト市へのハンドボールチーム派遣事業
岐阜大学・ハンガリー、ルーマニア親善剣道
ワシントンさくら祭り岐阜県ｲﾍﾞﾝﾄ参加と記念植樹
ワシントンさくら祭り岐阜県ｲﾍﾞﾝﾄ「岐阜の歌・日本の歌」公演
ワシントンさくら祭りにおける日本文化の紹介
ネオ・ダール展 in フランス
真桑人形浄瑠璃オーストラリア公演
欧州6か国における組み紐、草木染講習、展示、講演
「21世紀・岐阜県の森」植林事業
中国浙江省への交流団派遣と交流文化展
日本とスペイン友好パイプオルガン・コンサートと交流会
日本・ブラジル青年交流会
第8回 スペインオルガン音楽アカデミー2001

岐阜国際ピープル・トゥ・ピープル協会
長良合唱団
池田町中国雑伎団公演実行委員会
日中朋友の会
くしはら中山太鼓保存会
岐阜日仏協会
羽島市国際交流協会
東海日本チリ協会
可児市国際交流協会
岐阜日中青年交流会
岐阜市国際交流協会
各務原国際協会
北京砂漠化防止の会
岐阜さくらの会
大垣市ハンドボール協会
岐阜大学剣道部
ぎふ寒ざくらの会
小川音楽教室
中部百合姿きもの学院
ネオ・ダール会
真桑文楽保存会
美濃草木染
オイスカ岐阜県支部
中国学術交流センター
岐阜県スペイン友好協会
岐阜日伯協会
岐阜サラマンカ オルガン ソサエティ
「イタリアの美・日本の美ー競演と共演」パオラ･ギロッティ写真
46 「イタリアの美・日本の美ー競演と共演」パオラ･ギロッティ写真展
展実行委員会

�成��������年�
1
2
3
4

48

日中教員セミナー
日独大学生セミナー
ハートフルツアー アフリカンドラム＆ダンス
各務原国際協会15周年事業
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アジア研究会
岐阜県世界青年友の会
ミニコミ紙「にらめっこ」
各務原国際協会

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ハローギフ・ハローワールド2002
岐阜市-カンピーナス市姉妹都市提携20周年記念祭
ユネスコ公開講座
第9回スペインオルガン音楽アカデミー2002
国際陶磁器フェスティバル美濃'02
国際文化交流（音楽交流）
第6回日中ふれあい交流会
国際理解学習会・世界の料理を楽しむ会
美並村国際理解週間
世界ソフトウエア＆テクノロジー会議 2002開催事業
在日フランス人学校児童との長良川鵜飼観覧と軽スポーツ交流
デンマーク・コペンハーゲン民族舞踊団との楽しい集い
日米フレンドシップベースボール大会
第2回ポーランド少年少女民族舞踊団岐阜交流会
アーティスト・イン・レジデンス
オリベイズム情報を世界に発信
キュプス青少年吹奏楽団交流事業
「2002年Ｗ－Ｃｕｐ日韓共催記念 日韓サッカー交流 ｉｎ 岐阜」
タイ王国青少年招聘・国際交流事業
日本・ブラジル青年交流会2002
2002年日韓親善サッカー交流会 in 岐阜
日印国交樹立 50周年記念 南インド音楽と古典舞踏の鑑賞会
日本語講座各務原教室
日系ブラジル人の安心出きる学習支援事業
日本語講座開設事業
日本語教育を通して国際交流を深める
「21世紀・岐阜県の森」植林事業
女性自助グループによる収入向上を目指した草木染め研修事業
ミャンマーへの教育支援
日独草の根文化交流事業
ネオ・ダール韓日合同美術展
日中国交正常化 30周年記念
36
岐阜合同少年少女音楽劇「小さな虫の物語」

岐阜県国際交流団体協議会
岐阜市-カンピーナス市姉妹都市提携20周年記念祭実行委員会
岐阜県ユネスコ協会
岐阜サラマンカオルガンソサエティ
国際陶磁器フェスティバル美濃'02実行委員会
美並村国際交流を推進する会
岐阜日中協会
郡上八幡国際友好協会
美並村国際交流を推進する会
（財）ソフトピアジャパン
岐阜日仏協会
岐阜国際ピープル・トゥ・ピープル協会
岐阜少年野球国際交流協会
ピープル・トゥ・ピープル・インターナショナル岐阜
TAJIMI 海外陶芸家支援の会
TAJIMI 海外陶芸家支援の会
多治見国際交流協会
岐阜県サッカー協会
（社）中津川青年会議所
岐阜日伯協会
県日韓交流事業実行委員会
インド古典音楽＆舞踏センター沙羅双樹
各務原国際協会
可児市国際交流協会
（財）岐阜市国際交流協会
日本語ボランティア「鮎の会」
（財）オイスカ岐阜県支部
(特活)ソムニード・サンガム
ビルメロの会
高齢化社会をよくする女性の会ひだ
ネオ・ダール会

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

岐阜ジュニア邦楽合奏訪米団
岐阜日伯協会
正絃社向日葵会
岐阜日中協会
岐阜県卓球協会
大垣竹の子会
岐阜県立岐阜高等学校音楽部
美濃草木染
岐阜さくらの会
（社）下呂温泉観光協会
中国学術交流センター
岐阜県世界青年友の会
（社）中津川青年会議所
岐阜県女性海外派遣団’蕗の会’
精神障害者社会復帰施設「心牧園」海外研修委員会
日中友愛協会
チェルノブイリ救援大垣
ネオ・ダール会
岐阜アジア映画祭実行委員会

岐阜ジュニア邦楽合奏訪米団公演
岐阜市-カンピーナス市姉妹都市提携記念訪伯団
岐阜市日伯友好 20周年記念事業 邦楽訪問団
日本岐阜友好訪問団派遣
日中友好交流都市中学生卓球交歓大会
海外児童文化交流事業
第6回世界合唱シンポジウム
欧州6ヶ国における組紐、草木染講習、講習、展示
カナダのビクトリア市における桜の植樹と同市との交流
韓国儒城温泉青少年国際交流事業
日本中国芸術文化祭
GWY20周年記念事業「国際交流サミット2002」
タイ王国青少年国際協力事業
韓国スタディーツアー
こころのバリアフリー旅行
日中国交回復30周年記念「中国鵜飼実演と鵜とのふれあい」
チェルノブイリの子どもたちの保養滞在事業
ネオ・ダール20周年記念展
岐阜アジア映画祭2002

岐阜合同少年少女音楽劇「小さな虫の物語」訪中団

����（����）年�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ベトナム教員セミナー
日独大学生環境セミナー
留学生受入教育交流・在住外国人との教育交流事業
ぎふ・リスト音楽院マスターコース チェロ部門
（総称）国際ボランティアの集い
オリベ2003 ｉｎ ＮＹ「クラフト展・観光展」
オリベ2003 ｉｎ ＮＹ「クラフト展・観光展」における日本文化紹介
オリベ2003 ｉｎ ＮＹ事業
開発教育人材教育セミナー
愛知万博に向けて 国際通訳実践フォーラム

アジア研究会
岐阜県世界青年友の会
郡上八幡国際交流友好協会
岐阜県ハンガリー友好協会
岐阜県青年海外協力を支援する会
国府町金蔵獅子海外公演実行委員会
中部百合姿きもの学院
関孫六太鼓保存会
(特活)ソムニード
国際女性フォーラム
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

日豪フレンドシップベースボール大会
アーティスト・イン・レジデンス
ドイツ・シュットガルト市ハンドボールクラブ受入事業
アセアンフォーラム
韓国ユソン温泉・下呂温泉青少年国際交流事業
カンボジア民族舞踊団の公演と石澤良昭教授の講演
フランス レユニオン島との国際交流
日英文化交流事業
リカルド・マラスコ交流演奏会
日本語講座各務原教室
日本語教育ボランティア養成セミナー
日本語講座開設事業
「在住外国人と共生できる岐阜」の構築を目指す総合事業
「21世紀岐阜県の森」植林フォーラム
ミャンマーの教育、医療支援
ベトナムにミシンを送るために
インドネシア音楽の夕べ
日仏少年野球親善大会遠征
海外児童文化交流事業
欧州5ヶ国における組紐、草木染講習、講習、展示
オーストラリアにおける桜の植樹と国際交流
岐阜・内モンゴル美術展
留学生との国際交流会
衣から見る世界、衣でつなぐ世界
34
ＫＩＭＯＮＯ世界流×ＫＩＭＯＮＯ日本流

岐阜少年野球国際交流協会
ＴＡＪＩＭＩ 海外陶芸家支援の会
大垣市ハンドボール協会
アジア研究会
下呂温泉観光協会
福寿会
日本宇宙少年団各務原分団
養老国際交流協会
岐阜市国際交流協会
各務原国際協会
可児市国際交流協会
岐阜市国際交流協会
岐阜女子大学南アジア研究センター
オイスカ岐阜県支部
ビルメロの会
岐阜県ユネスコ協会（ベトナムにミシンを送る実行委員会）
岐阜県世界青年友の会
岐阜少年野球国際交流協会
大垣竹の子会
美濃草木染
岐阜さくらの会
岐阜・内モンゴル美術展実行委員会
岐阜国際文化交流会

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

インターナショナル幸の花づなの会
ネオ・ダール会
岐阜県女性海外派遣団「蕗の会」
岐阜日伯協会
岐阜県日中友好協会
岐阜日仏協会
CLEY COLOR ＆ FIRE実行委員会
和太鼓高富青雲組
シー・アイ・エス・ブイ日本協会東海支部
インド古典音楽と舞踊センター沙羅双樹
国際ソロプチミスト岐阜
富加世界と手をつなぐ会
ぎふ長良川勝手おどり実行委員会
岐阜県青年海外協会
日中友愛協会
チェルノブイリ救援大垣

国際チャリティーコンサート
ネオ・ダール展
スリランカスタディツアー「新しい時代・新しい女性」
シュラスコとサッカーの集い2003
日中友好交流キャンプ
岐阜日仏協会設立20周年記念事業
CLEY COLOR ＆ ＦＩＲＥ（シンシナティ国際モザイクプロジェクト）
ジャパンウィーク出演事業
2003年度ＣＩＳＶ日本協会東海支部日本大会
インド古典音楽と舞踊の祭典サンギート・メーラ
花華ファッションフェスタ
ドイツ「フレンツブルグ青少年ジャズバンド」との交流
チャイニーズ・ニューイヤー・ナイトパレード日本代表出場
国際交流 ｉｎ アクション事業
日中平和条約締結25周年記念「中国鵜飼実演と鵜とのふれあい」
チェルノブイリの子どもたちの保養滞在事業

和の未来

平成��（����）年度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

50

2004年日韓友好親善サッカー交流会
環太平洋国際俳句大会
陽春・チェコの夕べ
岐阜大学サマースクール受入・国際理解交流事業
ハローギフ・ハローワールド2003
リスト音楽院フェスティバル「リスト音楽院の仲間たち」
第4回 岐阜県内外国人留学生による日本語弁論大会
親方会議 in 高山
第11回スペインオルガン音楽アカデミー
「川が育んだ日本の伝統文化展」における日本文化紹介（草木染）
「川が育んだ日本の伝統文化展」における日本文化紹介（茶道）
「川が育んだ日本の伝統文化展」における日本文化紹介（茶道）
「川が育んだ日本の伝統文化展」における日本文化紹介
13
（茶道・座禅）

ビグアギフ フットボールクラブ
環太平洋国際俳句大会実行委員会
岐阜県チェコ友好協会
郡上八幡国際友好協会
岐阜県国際交流団体協議会
岐阜県ハンガリー友好協会
岐阜地域留学生交流推進協議会
親方会議 in 高山実行委員会
岐阜サラマンカ・オルガン・ソサエティー
美濃草木染
古儀茶道藪内流東海支部
表千家同門会岐阜県支部

14
15
16
17
18
19
20

裏千家淡交会岐阜支部
寄せ植え華道協会
岐阜国際ピープル・トゥ・ピープル協会
（特）コンチェルティーノ・ギフ
インド古典音楽＆舞踏センター沙羅双樹
ピープル・トゥ・ピープル・インターナショナル岐阜
宇宙クラブ岐阜

「川が育んだ日本の伝統文化展」における日本文化紹介（茶道）
「川が育んだ日本の伝統文化展」における日本文化紹介（華道）
ロシア・トロイツク少年少女舞踏団との楽しい集い
日韓合唱交流会
インド古典音楽と舞踏の祭典サンギート・メーラ
第3回ポーランド少年少女舞踏団岐阜交流会
フランス レユニオン島との国際交流
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松陰会茶道松尾流岐阜支部

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

海外児童文化交流事業
大垣竹の子会
欧州5ヶ国における組紐、草木染講習、講習、展示
美濃草木染
岐阜聾響太鼓国際交流事業
岐阜聾響太鼓保護者会
ブラジル・カンピーナス市市政230周年記念日本文化紹介ツアー 和の未来・装賀きもの学院
2004杭州市国際友好ジュニア合唱祭
長良合唱団
2004杭州市国際友好ジュニア合唱祭
方県・むくの木合唱団
第22回ネオ・ダール会
ネオ・ダール会
第3回中日百校青少年書画展岐阜
中国学術交流センター
シュラスコとサッカーの集い2004
岐阜日伯協会
高山市民吹奏楽団日米友好150周年記念事業
高山市民吹奏楽団
テリーフォックス・ラン ｉｎ ぎふ2004
テリーフォックス・ラン ｉｎ ぎふ2004実行委員会
クラーク大学合唱団による「水原真理子記念講演会」
水原真理子記念基金
外国人の為の夜間日本語教室
可児市国際交流協会
日本語教育ボランティア養成セミナー
可児市国際交流協会
日本語講座開設事業
岐阜市国際子交流協会
ブラジル籍児童・生徒学習支援
みのかもブラジル友の会
2004年緑の親善使節団
オイスカ岐阜県支部
ミャンマーの教育・医療支援
ビルメロの会
ポンドゥ診療所の建設
ポンドゥ孤児院プロジェクト
アーティスト・イン・レジデンス
ｔａｊｉｍｉ海外陶芸家支援の会
岐阜の「世界遺産」登録により得た経験を生かす国際協力事業 岐阜女子大学南アジア研究センター

�成��������年�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

国際チャリティーバザー＆コンサート
ぎふスポーツフェア2005 第6回日韓友好親善サッカー交流会ｉｎ岐阜

花フェスタ 2005 国際交流イベント「民族文化音楽演舞交流」
韓国における桜の植樹と国際交流
欧州6ヶ国における組紐、草木染講習・講演・展示
バイエルン民族舞踏団交流事業
ハローギフ・ハローワールド2005
第23回英語弁論大会
フランス「クネサ」「イサ」「プラネットサイエンス」との国際交流
国際会議＆国際フォーラム「地球の未来に自然の叡智を」
第2回日米こども合唱フェスティバル大垣プログラム実施事業
韓国生涯学習フェスティバルにおける日韓生涯学習者交流
フィリピン緑の親善使節団
日本・デンマーク芸術文化交流エスベルグ舞踏団との楽しい集い
第5回岐阜県内外国人留学生による日本語弁論大会
ドイツ・フランス環境視察スタディーツアー
16
～日本・ドイツ交流年記念事業～
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

日中友好「中国武術太極拳」交流
日・ＥＵ市民交流年記念「伝統の芸 日本の心と形」展
ドイツ・シュツットガルト市へのハンドボールチーム派遣事業
日・ＥＵ市民交流年記念日本文化紹介事業
谷汲踊海外披露
「第18回岐阜県子どもと親の青空広場」
シュラスコ＆サッカー2005
空手を通じたイギリスとの交流事業
アメリカオレゴン教育ホームステイツアー
シー・アイ・エス・ブイ日本協会東海支部日本大会
日本語講師養成講座
外国人のための日本語夜間講座
「伝えて・感じて、わたしのアジア～土・風・人～」
マヒラジャグリティ ネパールへの支援
日本語講座開設事業
柔道でつながろう！ 日本とチリ
日本語ボランティアセミナー
20世紀ドイツ芸術の状況－森・水・文化・人間－

インターナショナル幸の花づなの会
ビグアギフフットボールクラブ
花フェスタ2005 国際交流イベント可児実行委員会
岐阜さくらの会
美濃草木染 所鳳弘
ＭＩＮＯ ホストファミリーの会「ハピネスト」
岐阜県国際交流団体協議会
(社)多治見青年会議所
宇宙クラブ岐阜
(財)オイスカ岐阜県支部
第2回日米こども合唱フェスティバル大垣プログラム実行委員会

日韓生涯学習の会
(財)オイスカ岐阜県支部
岐阜国際ピープル・トゥ・ピープル
岐阜地域留学生交流推進協議会
岐阜県女性海外派遣団蕗の会
岐阜県日本中国友好協会
白鳳古式くみひも道
大垣市ハンドボール協会
日本文化紹介事業実行委員会
谷汲踊保存会
岐阜県児童館連絡協議会
岐阜日伯協会
松濤館空手道連合松濤塾
国際交流ＭＩＺＵＨＯ
シー・アイ・エス・ブイ日本協会東海支部
美濃加茂市国際交流協会
可児市国際交流協会
多治見国際交流協会
マヒラジャグリティ
岐阜市国際交流協会
岐阜県青年海外協力隊を支援する会
可児市国際交流協会
ＮＰＯ瑞浪芸術館

�成��������年�
1
2
3
4
5

国際交流サロン アメリカインディアン魂の響き
ぎふスポーツフェア2006 第7回日韓友好親善サッカー交流会ｉｎ岐阜

日本アルゼンチン陶芸家国際交流事業
青少年サミット2006
欧州5カ国における組紐、草木染講習、講演、展示

(財)青少年研修セミナー
ビグアギフフットボールクラブ
芸術文化国際交流促進会
岐阜県世界青年友の会
所鳳弘
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6 新・岐阜市誕生記念 ハローギフ・ハローワールド2006
日本・フィリピン友好年記念公演
7
フィリピン子ども民族舞踊団「母なる大地の子どもたち」
8 「多文化共生の学校づくり地域づくり」のための公開シンポジウム
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

岐阜県国際交流団体協議会
（社）各務原青年会議所
「多文化共生の学校づくり地域づくり」のための公開シンポジウ
ム実行委員会

韓国生涯学習フェスティバルにおける、日韓生涯学習者交流
第24回英語弁論大会
フィリピン緑の親善使節団2006
外国人研修生と社会福祉施設利用者等とのふれあい交流事業
ラ・マンドロセレイ展
国際チャリティーコンサート
第6回岐阜県内外国人留学生による日本語弁論大会
2006年杭州世界博覧会「岐阜の日」文化交流
プラゼール・ぎふ
2006年度ＣＩＳＶ日本協会東海支部日本大会
未来のぎふ、グローバルぎふ
「岐阜県大垣の森」植林地整備計画調印式
岐阜長良川ユネスコ協会ネパールスタディツアー
ファンタスティコフラメンコ「オペラ座の怪人」と
22
ミゲルバルガスのセビージャの街角にて

日韓生涯学習交流の会
（社）多治見青年会議所
（財）オイスカ岐阜県支部
社会福祉法人同朋会
ネオダール会
インターナショナル幸の花づなの会
岐阜地域留学生交流推進協議会
装賀きもの学院・和の未来
岐阜日伯協会
（社）シー・アイ・エス・ブイ日本協会東海支部
ADOTOPS 未来会館運営共同体
オイスカ岐阜県支部
岐阜長良川ユネスコ協会

23
24
25
26
27
28
29

第4回プチツールド岐阜2006
マヒラジャグリティ ネパールへの支援
フランス「クネス」「イサ」「プラネットサイエンス」との国際交流
日本語講座開設事業
日本語習得支援事業
日本語夜間講座～在住外国人との共生・協働を目指して～
異文化理解のための写真展と講演交流会
「2006年日豪国際交流年」
30
ニューポートラグビークラブU17との友好交流事業

岐阜日仏協会
マヒラジャグリティ
宇宙クラブ岐阜
（財）岐阜市国際交流協会
ＨＩＲＯ 学園
可児市国際交流協会
可児市国際交流協会

31 ブラジル籍児童・生徒学習支援

ブラジル友の会

岐阜の音楽家を応援する会

関商工高校等学校ラグビー部父母の会

����（����）年度
1

ぎふスポーツフェア2007
第8回日韓友好親善サッカー交流会 in 岐阜

2
3
4
5
6

ビグアギフフットボールクラブ

ネオダール25周年記念「３国合同展」
第18回ハローギフ・ハローワールド2007年
欧州5カ所における草木染、組紐講習、講演、展示
アジア・パシフィック・カンタート2007 イン 台湾
韓国生涯学習フェスティバルにおける日韓生涯学習者交流
日中国交正常化35周年記念
7
長春・瀋陽・大連 文化、芸術、スポーツ友好交流事業

ネオダール会
岐阜県国際交流団体協議会
白鳳古式くみひも道
多治見市少年少女合唱団
日韓生涯学習交流の会

8 日中友好交流都市小学生卓球交歓大会
支部創立10周年及び岐阜スコティッシュカントリーダンスクラブ
9
創立40周年記念文化交流会

岐阜県卓球協会

10 第7回岐阜県内外国人留学生による日本語弁論大会
11 オイスカラバウル研修センター 20周年記念植林ツアー
リズムは言葉！アフリカンドラムとダンスを共有し
12
異文化、多文化を相互に理解しよう
13 GWY25周年記念事業国際交流サミット
14 岐阜県スペイン友好協会10周年記念講演会
15 ルースカヤ・ヤールマルカ”ロシア民謡アンサンブル音楽交流会
16 未来のぎふ・グローバルぎふ
17 異文化理解のための写真展と講演交流会
18 マヒラジャグリティ ネパールへの支援
GWY25周年記念事業『国際理解ウィーク』
19
－国際記念講演－「国際社会における日本の役割」
20 日本語講座開設事業
21 第25回英語弁論大会
22 在住外国人との共生・協働のための日本語夜間教室
23 就学前の子どもの日本語の指導
24 ブラジル籍児童・生徒教育支援事業

中国学術交流センター

日本スコットランド協会岐阜県支部
岐阜地域留学生交流推進協議会
（財）オイスカ岐阜県支部
マザーハウス ing
岐阜県世界青年友の会
岐阜県スペイン友好協会
岐阜国際ピープル・トゥ・ピープル協会
ADTOPS 未来会館運営共同体
可児市国際交流協会
マヒラジャグリティ
岐阜県世界青年友の会
（財）岐阜市国際交流協会
（社）多治見青年会議所
可児市国際交流協会
多文化共生施設 Mammy's
ブラジル友の会

����（����）年度
1

52

岐阜県と中国江西省の友好提携20周年記念事業
中国江西省研修生・実習生と県民との意見交換会・交流会
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岐阜日中協会

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ブラジル人岐阜県人会創立70周年記念式典文化交流会
フェスタジュニーナ
欧州における日本文化紹介～草木染・組紐を通じて～
ハローギフ・ハローワールド2008
岐阜長良川ユネスコ協会ネパール手作り絵本ワークショップ
パプアニューギニア・ラバウル緑の親善使節団
プラゼールぎふ2008
第8回外国人留学生による日本語弁論大会
デンマーク弦楽四重奏団とその音楽仲間たちとの楽しい集い
ドイツ・ベルリン「カニジウス高校」交流事業
岐阜国際文化交流
日本語講座開設事業
外国人幼児の未就学指導
マヒラジャグリティ(ネパール女性自立支援)ネパール交流
ブラジル移民100周年記念
16
『親子で楽しむ多文化交流フットサル大会』

岐阜新聞・岐阜放送
学校法人HIRO学園
白鳳古式くみひも道
岐阜県国際交流団体協議会
岐阜長良川ユネスコ協会
(財)オイスカ岐阜県支部
岐阜日伯協会
岐阜地域留学生交流推進協議会
岐阜国際ピープル・トゥ・ピープル協会
岐阜県世界青年友の会
(特活)和の未来
(財)岐阜市国際交流協会
東海学院大学短期大学部生涯学習センター
マヒラジャグリティ岐阜

17
18
19
20

(社)日本デザイン文化協会岐阜支部
（特活）ブラジル友の会
（社）高山青年会議所
(特活)可児市国際交流協会

フィレンツェにおけるファッションショー開催とデザイン交流
外国人児童・生徒放課後学習支援事業
飛騨高山伝統文化の体験国際交流と世界との情報交換交流
多様な文化理解と体験交流
外国人労働者の就労および外国人子弟の就学のための
21
緊急支援事業
22

～ネパールの子供達と共に考える～
『意識啓発ポスタープロジェクト』

(特活)美濃加茂国際交流協会

（特活）ブラジル友の会
岐阜長良川ユネスコ協会
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��４ ��役員

（出所�����������）
平成元年４月１２日

役

職

会

長 梶原

副会長

氏

名

所

属

拓 岐阜県知事

古田

好 岐阜県国際親善議員連盟協議会長

安田 梅吉 岐阜県商工会議所連合会長

理 事 長 秋本 敏文 岐阜県副知事

平成２年６月１日
役

職

会

長 梶原

副会長

事

好 岐阜県国際親善議員連盟協議会長

安田 梅吉 岐阜県商工会議所連合会長

加藤

幹夫 岐阜薬科大学長

堀

晃 岐阜大学長
幹夫 岐阜薬科大学長

浩 岐阜県市長会長

蒔田

長屋

實 岐阜県町村長会長

佐藤 康久 岐阜県町村長会長

下村 和之 岐阜県中小企業団体中央会長

理

浩 岐阜県市長会長

事 下村 和之 岐阜県中小企業団体中央会長

鼎 岐阜県農業協同組合中央会長

林

熊崎一比古 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

監

拓 岐阜県知事

蒔田

林

属

新藤 秀逸 岐阜県議会国際化対策特別委員長

早野 三郎 岐阜大学長

事

所

常務理事 野口 義行 （常勤）

常務理事 藤井 円秀

理

古田

名

理 事 長 田中 三郎 （常勤）

専務理事 橋本 龍生

堀

氏

鼎 岐阜県農業協同組合中央会長

石黒 信彦 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

大野 裕朗 岐阜県各種青年団体連絡協議会長

亀谷

政井 良明 岐阜県総務部長

永倉 八郎 岐阜県総務部長

土屋 文男 岐阜県出納長
増田 昭三 岐阜商工会議所専務理事

監

事

光 岐阜県各種青年団体連絡協議会長

土屋 文男 岐阜県出納長
増田 昭三 岐阜商工会議所専務理事

平成３年６月２１日
役

職

会

長 梶原

副会長

氏

名

所

属

拓 岐阜県知事

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長
浅野 庄一 岐阜県議会議長

平成４年６月４日
役

職

会

長 梶原

副会長

名

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長

理 事 長 田中 三郎 （常勤）
常務理事 野口 義行 （常勤）

青山 正吾 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長

木村

建 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長

加藤

加藤

晃 岐阜大学長

晃 岐阜大学長
幹夫 岐阜薬科大学長

堀 幹夫 岐阜女子大学長

蒔田

浩 岐阜県市長会長

蒔田 浩 岐阜県市長会長

中井

勉 岐阜県町村長会長

中井 勉 岐阜県町村長会長

下村 和之 岐阜県中小企業団体中央会長

監

事

事

属

今井田 清 岐阜県議会議長

理 事 長 田中 三郎 （常勤）

理

所

拓 岐阜県知事

常務理事 野口 義行 （常勤）

堀

54

氏

林

鼎 岐阜県農業協同組合中央会長

辻

正 岐阜県情報産業協会会長

井上 孝二 岐阜県中小企業団体中央会長
理

事

辻

正 岐阜県情報産業協会会長

角島 正高 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

小西 輝幸 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

中田 一彦 岐阜県各種青年団体連絡協議会長

中田 一彦 岐阜県各種青年団体連絡協議会長

吉田

吉田 豊 岐阜県芸術文化会議会会長

桑田 宜典 岐阜県総務部長

豊 岐阜県芸術文化会議会会長

永倉 八郎 岐阜県総務部長

澤田

篠田 幸雄 岐阜県教育長

永倉 八郎 岐阜県出納長

土屋 文男 岐阜県出納長
増田 昭三 岐阜商工会議所専務理事
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監

事

確 岐阜県教育長

増田 昭三 岐阜商工会議所専務理事

平成５年６月１４日
役

職

会

長

副会長
顧

問

氏

名

所

属

梶原 拓 岐阜県知事
清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長
古川 利雄 岐阜県議会議長
安田 梅吉 岐阜県外交クラブ名誉会長

理 事 長 鹿野 軍勝 岐阜県理事（常勤）

会

長 梶原

副会長
顧

問

氏

名

所

拓 岐阜県知事

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長
新藤 秀逸 岐阜県議会議長
安田 梅吉 岐阜県外交クラブ名誉会長

常務理事 篠田 幸男 （常勤）

木村

建 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長

木村

建 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長

晃 岐阜大学長

加藤

晃 岐阜大学長

浅野

幹夫 岐阜女子大学長

堀

勇 岐阜県市長会長

浅野

幹夫 岐阜女子大学長
勇 岐阜県市長会長

荒井 正義 岐阜県町村長会長

荒井 正義 岐阜県町村長会長

井上 孝二 岐阜県中小企業団体中央会長

井上 孝二 岐阜県中小企業団体中央会長

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

辻

正 岐阜県情報産業協会会長

丹羽

龍 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

理

事

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

辻

正 岐阜県情報産業協会会長

鳴海 伸明 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

中田 一彦 岐阜県各種青年団体連絡協議会長

中田 一彦 岐阜県各種青年団体連絡協議会長

吉田

豊 岐阜県芸術文化会議会会長

吉田

桑田 宜典 岐阜県総務部長
澤田

豊 岐阜県芸術文化会議会会長

高井 正文 岐阜県総務部長

確 岐阜県教育長

大宮 義章 岐阜県教育長

永倉 八郎 岐阜県出納長

永倉 八郎 岐阜県出納長

監

事

役

職

会

長 梶原

野村 達夫 岐阜県商工会議所連合会専務理事

監

事

役

職

会

長 梶原

野村 達夫 岐阜県商工会議所連合会専務理事

平成７年６月２２日
氏

名

所

属

拓 岐阜県知事

平成８年６月１９日

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長
副会長 坂

志郎 岐阜県議会議長

常務理事 篠田 幸男 （常勤）

拓 岐阜県知事

森元 恒雄 岐阜県副知事
顧

問

安田 梅吉 前岐阜県商工会議所連合会長

理 事 長 鹿野 軍勝 岐阜県理事

金城 俊夫 岐阜大学長

常務理事 黒田 孝史 岐阜県総務部参事

幹夫 岐阜女子大学長

今井田 清 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長

勇 岐阜県市長会長

金城 俊夫 岐阜大学長
堀

幹夫 岐阜女子大学長

井上 孝二 岐阜県中小企業団体中央会長

浅野

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

清水 敏郎 岐阜県町村長会長

辻

正 岐阜県情報産業協会長

渡辺 明義 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

属

副 会 長 松野 幸昭 岐阜県議会議長

清水 敏郎 岐阜県町村長会長

辻
理

事 大池

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

事

所

副理事長 片岡 希夫 岐阜県総務部参与

浅野

監

名

松野 幸昭 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長
堀

事

氏

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長

篠田 伸夫 岐阜県副知事
理 事 長 鹿野 軍勝 岐阜県理事（常勤）

理

属

加藤
堀

事

職

理 事 長 鹿野 軍勝 岐阜県理事（常勤）

常務理事 篠田 幸男 （常勤）

理

平成６年６月２１日
役

野村

勇 岐阜県市長会長
正 岐阜県中小企業団体中央会長
裕 岐阜県農業協同組合中央会長
勝 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

島田

收 岐阜県青年のつどい協議会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

吉田

豊 岐阜県芸術文化会議会長

中山 弘三 岐阜県青年のつどい協議会長

高井 正文 岐阜県総務部長

吉田

大宮 義章 岐阜県教育長

高井 正文 岐阜県総務部長

藤田 幸也 岐阜県出納長

大宮 義章 岐阜県教育長

野村 達夫 岐阜県商工会議所連合会専務理事

監

事

豊 岐阜県芸術文化会議会長

藤田 幸也 岐阜県出納長
野村 達夫 岐阜県商工会議所連合会専務理事
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平成９年６月１７日
役

職

会

長

氏

名

所

属

梶原 拓 岐阜県知事

平成１０年５月１１日
役

職

会

長 梶原

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長
副 会 長 中本 貞実 岐阜県議会議長

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長

理事長 塊

惟成 岐阜県理事

副理事長 片岡 希夫

今井田 清 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長

今井田 清 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長
金城 俊夫 岐阜大学長

堀

堀

幹夫 岐阜女子大学長

幹夫 岐阜女子大学長

浅野

勇 岐阜県市長会長

浅野

中井

勉 岐阜県町村長会長

中井 勉 岐阜県町村長会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

事 大池

事

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

辻
理

事 大池

勇 岐阜県市長会長
正 岐阜県中小企業団体中央会長
裕 岐阜県農業協同組合中央会長

浅野 弘嗣 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

阿部

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

中山 弘三 岐阜県青年のつどい協議会長

岩間

誠 岐阜県青年のつどい協議会長

吉田

豊 岐阜県芸術文化会議会会長

豊 岐阜県芸術文化会議会長

護 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

高橋 新蔵 岐阜県総務部長

高橋 新蔵 岐阜県総務部長

日比 治男 岐阜県教育長

日比 治男 岐阜県教育長

服部 卓郎 岐阜県総務部参与
野村 達夫 岐阜県商工会議所連合会専務理事

監

事

棚瀬 文晴 岐阜県総務部参事
多賀 雄介 岐阜県商工会議所連合会専務理事

平成１１年６月１４日
役

職

会

長 梶原

氏

名

所

属

拓 岐阜県知事

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長
副 会 長 殿地

昇 岐阜県議会議長

森元 恒雄 岐阜県副知事
理事長 塊

平成１２年６月２２日
役

職

会

長 梶原

常務理事 山本

惟成 岐阜県理事

戸部 一秋 岐阜県議会地域県民委員会委員長
金城 俊夫 岐阜大学長
堀
浅野

堀

熊澤 昌之 岐阜県町村長会長

幹夫 岐阜女子大学長
勇 岐阜県市長会長

事 大池
阿部

正 岐阜県中小企業団体中央会長

属

靖

金城 俊夫 岐阜大学長

辻

56

所

拓 岐阜県知事

加藤 一夫 岐阜県議会国際化対策特別委員会委員長

浅野

事

名

理 事 長 大野 慎一 岐阜県副知事

幹夫 岐阜女子大学長
勇 岐阜県市長会長

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長

熊澤 昌之 岐阜県町村長会長

監

氏

副理事長 新井 辰夫 岐阜県知事公室参与

副理事長 片岡 希夫

理

属

拓 岐阜県知事

金城 俊夫 岐阜大学長

吉田

監

所

森元 恒雄 岐阜県副知事

惟成 岐阜県理事

副理事長 片岡 希夫

理

名

副 会 長 加藤 利徳 岐阜県議会議長

森元 恒雄 岐阜県副知事
理事長 塊

氏

辻
理

事 大池

正 岐阜県中小企業団体中央会長
裕 岐阜県農業協同組合中央会長

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

岡本 知彦 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

護 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

加藤 郁子 岐阜県地域婦人会連合会長

加藤 郁子 岐阜県各種婦人団体連絡協議会長

岩間

誠 岐阜県青年のつどい協議会長

岩間

誠 岐阜県青年のつどい協議会理事長

吉田

豊 岐阜県芸術文化会議会長

吉田

豊 岐阜県芸術文化会議会長

多賀潤一郎 岐阜県国際交流団体協議会長

日置 敏明 岐阜県地域県民部参与

藤森 祥弘 岐阜県地域計画局長

日比 治男 岐阜県教育長

日比 治男 岐阜県教育長

棚瀬 文晴 岐阜県地域県民部参事
多賀 雄介 岐阜県商工会議所連合会専務理事
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監

事

棚瀬 文晴 岐阜県地域県民部参与
山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事

平成１３年６月２０日
役

職

氏

会

長 梶原

名

所

属

拓 岐阜県知事

理 事 長 大野 慎一 岐阜県副知事

平成１４年６月２０日
役

職

会

長 梶原

黒木登志夫 岐阜大学長

黒木登志夫 岐阜大学長

堀

幹夫 岐阜女子大学長

田中 幸雄 岐阜県町村長会長
清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

理

事

事 金山 光二 日本青年会議所岐阜ブロック協議会長

加藤 郁子 岐阜県地域女性団体協議会長
多賀潤一郎 岐阜県国際交流団体協議会長

加藤 郁子 岐阜県地域婦人会連合会長

森内 祥吾 岐阜県青年のつどい協議会理事長

多賀潤一郎 岐阜県国際交流団体協議会長

平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長

森内 祥吾 岐阜県青年のつどい協議会理事長

鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長

平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長

飯塚 保江 岐阜日仏協会長

鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長

森田 槇子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表

飯塚 保江 岐阜日仏協会長

篠田

森田 槇子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表
篠田
事

幹夫 岐阜女子大学長

後藤 昭夫 岐阜県市長会長

守 岐阜県市長会長

田中 幸雄 岐阜県町村長会長

監

属

拓 岐阜県知事

松岡 憲郎 岐阜県議会地域県民委員会委員長

渡辺 猛之 岐阜県議会地域県民委員会委員長

理

所

常務理事 國枝 敏郎 常勤（岐阜県地域県民部参事）

常務理事 山本 靖 岐阜県地域県民部参事

土野

名

理 事 長 坂田 俊一 岐阜県副知事

副理事長 新井 辰夫 岐阜県知事公室参与兼地域県民部参与

堀

氏

薫 岐阜県芸術文化会議常任理事

監

事

薫 岐阜県芸術文化会議常任理事

棚瀬 文晴 岐阜県地域県民部参与
山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事

棚瀬 文晴 岐阜県地域県民部参与
山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事

平成１５年６月２４日
役

職

会

長 梶原

氏

名

所

属

拓 岐阜県知事

理 事 長 坂田 俊一 岐阜県副知事
副理事長 竹内 一之 常勤(岐阜県地域県民部参与兼知事公室参与)

平成１６年６月９日
役

職

会

長 梶原

理事長

理

監

事

事

所

属

拓 岐阜県知事

原 正之 岐阜県副知事
洞口

守 岐阜県議会地域県民委員会委員長

博 岐阜県議会地域県民委員会委員長

黒木登志夫 岐阜大学長

黒木登志夫 岐阜大学長
堀

名

常務理事 國枝 敏郎 常勤（岐阜県地域県民部参事）

常務理事 國枝 敏郎 常勤（岐阜県地域県民部参事）
藤墳

氏

堀

幹夫 岐阜女子大学長

幹夫 岐阜女子大学長

川合 良樹 岐阜県市長会長

塚本 保夫 岐阜県市長会長

水野 隆夫 岐阜県町村長会長

水野 隆夫 岐阜県町村長会長

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長

清水 義之 岐阜県商工会議所連合会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

理

事

加藤 郁子 岐阜県地域女性団体協議会長

加藤 郁子 岐阜県地域女性団体協議会長
杉山 幹夫 岐阜県国際交流団体協議会長

杉山 幹夫 岐阜県国際交流団体協議会長

近藤 謙次 岐阜県青年のつどい協議会理事長

近藤 謙次 岐阜県青年のつどい協議会理事長

平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長

平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長

鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長

鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長

飯塚 保江 岐阜日仏協会長

飯塚 保江 岐阜日仏協会長

森田 槇子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表

森田 槇子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表

篠田

篠田

棚瀬 文晴 岐阜県参与

薫 岐阜県芸術文化会議常任理事

棚瀬 文晴 岐阜県地域県民部参与

監

事

薫 岐阜県芸術文化会議常任理事

山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事

山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事
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平成１７年７月１日
役

職

氏

会

長 古田

理事長 原

名

所

属

肇 岐阜県知事

平成１８年７月１日
役

職

正之 岐阜県副知事

原

矢口 貢男 岐阜県議会地域県民委員会委員長

監

事

事

所

属

専務理事 多田 信幸 常勤（岐阜県総合企画部参事）
渡辺

黒木登志夫 岐阜大学長

理

名

理 事 長 黒木登志夫 岐阜大学長

常務理事 多田 信幸 常勤（岐阜県地域県民部参事）

堀

氏

正之 岐阜県副知事
真 岐阜県議会企画経済委員会委員長

堀 幹夫 岐阜女子大学長

幹夫 岐阜女子大学長

西寺 雅也 岐阜県市長会長

小川

敏 岐阜県市長会長

谷口

谷口

尚 岐阜県町村長会長

小島 伸夫 岐阜県商工会議所連合会長

尚 岐阜県町村長会長

小島 伸夫 岐阜県商工会議所連合会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

大池

裕 岐阜県農業協同組合中央会長

理

事

牛丸 道子 岐阜県地域女性団体協議会監事

武藤 茂子 岐阜県地域女性団体協議会長
杉山 幹夫 岐阜県国際交流団体協議会長

杉山 幹夫 岐阜県国際交流団体協議会長

蒲

蒲

平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長

修 岐阜県青年のつどい協議会理事長

修 岐阜県青年のつどい協議会理事長

平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長

鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長

鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長

飯塚 保江 岐阜日仏協会長

飯塚 保江 岐阜日仏協会長

市原 慶子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表

森田 槇子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表

篠田

篠田

近藤 良一 岐阜県外郭団体指導官

薫 岐阜県芸術文化会議常任理事

近藤 良一 岐阜県参事

監

事

薫 岐阜県芸術文化会議常任理事

山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事

山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事

平成１９年７月１日
役

職

氏

名

所

属

理 事 長 黒木登志夫 岐阜大学長
専務理事 國枝 敏郎 常勤

平成２０年７月１日
役

職

理

幹夫 岐阜女子大学長

森

真 岐阜県市長会長

堀

幹夫 岐阜女子大学長

細江 茂光 岐阜県市長会長
稲葉 貞二 岐阜県町村長会長

小島 伸夫 岐阜県商工会議所連合会長

小島 伸夫 岐阜県商工会議所連合会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

上松

忍 岐阜県農業協同組合中央会長

上松

忍 岐阜県農業協同組合中央会長

蒲
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属

稲葉 貞二 岐阜県町村長会長

事 武藤 茂子 岐阜県地域女性団体協議会長

事

所

足立 勝利 岐阜県議会企画経済委員会委員長

理

事 武藤 茂子 岐阜県地域女性団体協議会長

杉山 幹夫 岐阜県国際交流団体協議会長

監

名

秀樹 岐阜大学長

専務理事 國枝 敏郎 常勤

笠原多見子 岐阜県議会企画経済委員会委員長
堀

氏

理事長 森

杉山 幹夫 岐阜県国際交流団体協議会長

修 岐阜県青年のつどい協議会理事長

長谷川智宏 岐阜県青年のつどい協議会理事長

平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長

平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長

鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長

鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長

飯塚 保江 岐阜日仏協会長

飯塚 保江 岐阜日仏協会長

市原 慶子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表

市原 慶子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表

篠田

篠田

薫 岐阜県芸術文化会議常任理事

中島 基泰 杉山美智晴税理士事務所
山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事
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監

事

薫 岐阜県芸術文化会議副会長

中島 基泰 ＳＵＮ経営税理士法人副所長
山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事

平成２１年７月１日
役

職

氏

理事長 森

名

所

属

秀樹 岐阜大学長

専務理事 國枝 敏郎 常勤
佐藤 武彦 岐阜県議会企画経済委員会委員長
堀

幹夫 岐阜女子大学名誉学長

細江 茂光 岐阜県市長会
赤塚 新吾 岐阜県町村長会長
小島 伸夫 岐阜県商工会議所連合会長
辻

正 岐阜県中小企業団体中央会長

岡田 忠敏 岐阜県農業協同組合中央会長
理

事 武藤 茂子 岐阜県地域女性団体協議会長
杉山 幹夫 岐阜県国際交流団体協議会長
長谷川智宏 岐阜県青年のつどい協議会理事長
平井 花画 岐阜県ユネスコ協会長
鈴木 禮子 岐阜県チェコ友好協会長
飯塚 保江 岐阜日仏協会長
市原 慶子 女性企業家グループＷＩＮＧ代表
篠田

監

事

薫 岐阜県芸術文化会議副会長

中島 基泰 ＳＵＮ経営税理士法人副所長
山田 洋一 岐阜県商工会議所連合会専務理事
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資�５

寄附行為
財団法人岐阜県国際交流センター寄附行為

第１章 総
則
（名 称）
第１条 この法人は、財団法人岐阜県国際交流センターという。
（事務所）
第２条 この法人は、事務所を岐阜県岐阜市薮田南５丁目１４番５３号に置く。
（目 的）
第３条 この法人は、岐阜県の豊かな自然環境、歴史、文化、その他の資源をいかした国際交流活動を行うことにより、地域経
済、社会の活性化と文化の振興を図るとともに諸外国との相互理解と友好親善に資することを目的とする。
（事 業）
第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
（１）国際交流に関する情報の収集及び提供
（２）国際交流に関する調査及び研究
（３）国際交流に関する研修の実施
（４）国際交流に関する各種行事の実施
（５）国際交流に関する活動を行う団体への支援
（６）国際交流、国際協力及び多文化共生推進事業への助成
（７）その他目的を達成するために必要な事業
第２章 資産及び会計
（資産の構成）
第５条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
（１）設立当初の財産目録に記載された財産
（２）寄附金及び補助金
（３）資産から生ずる収入
（４）事業に伴う収入
（５）賛助会費等の収入
（６）その他の収入
（資産の種別）
第６条 資産は、基本財産及び運用財産とする。
２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
（１）設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
（２）基本財産とすることを指定して寄附された財産
（３）理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
３ 運用財産は、基本財産以外の基金及びその他の資産とする。
（基本財産の処分の制限）
第７条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会にお
いて、理事現在数の４分の３以上の同意を得、かつ、岐阜県知事の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供すること
ができる。
（資産の管理）
第８条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
２ 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実
な有価証券にかえて、保管しなければならない。
（経費の支弁）
第９条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
（事業計画及び収支予算）
第１０条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決により定めなければならな
い。これを変更する場合も、同様とする。
（事業報告及び収支決算）
第１１条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び
財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎事業年度終了後３月以内に理事会の承認を得なければならない。
（暫定予算）
第１２条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度
の予算に準じてこれを執行することができる。
２ 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
（事業年度）
第１３条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。
第３章 役 員 等
（種別及び選任）
第１４条 この法人に、次の役員を置く。
（１）理事長
１人
（２）副理事長 ２人以内
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２
３
４
５

（３）専務理事 １人
（４）常務理事 １人
（５）理 事
１５人以上２０人以内（理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む。）
（６）監 事
２人
理事及び監事は、理事会において選任する。
理事長及び副理事長は、理事の互選により選任する。
専務理事及び常務理事は、理事会の議決を得て理事長が任免する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

（役員の職務）
第１５条 理事長は、この法人を代表し、その業務を掌理し、理事会を掌握する。
２ 副理事長は、理事長の命を受けて日常の業務を処理し、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行す
る。
３ 専務理事は、副理事長の命を受けて日常の業務を処理し、副理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代
行する。
４ 常務理事は、専務理事を補佐する。
５ 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
６ 監事は、次に掲げる職務を行う。
（１）財産の状況を監査すること。
（２）理事の業務執行の状況を監査すること。
（３）財産の状況又は、業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は、岐阜県知事に報告すること。
（４）前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること。
（役員の任期）
第１６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３ 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
（役員の解任）
第１７条 役員が次の各号に該当するときは、理事会において、理事現在数の４分の３以上の同意により解任することができる。
（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
２ 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁解の機会を与えなけ
ればならない。
（役員の報酬）
第１８条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員及び理事長が必要と認める役員は、有給とすることができる。
２ 役員には、費用を弁償することができる。
３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が定める。
（事務局及び職員）
第１９条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
２ 事務局長その他の職員は、理事長が任命する。
３ 事務局の組織及び運営等について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て定める。
第４章 理 事 会
（構 成）
第２０条 理事会は、理事をもって構成する。
（権 能）
第２１条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
（種別及び開催）
第２２条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。
２ 通常理事会は、毎年２回開催する。
３ 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
（１）理事長が必要と認めた場合
（２）理事現在数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
（３）第１５条第６項４号の規定により、監事から招集の請求があった場合
４ 理事長は、会議の目的である案件について緊急に諮る必要がある場合には、理事に対して書面により賛否を求め、これを
もって臨時理事会の議決とみなす。
（招 集）
第２３条 理事会は、理事長が招集する。
２ 理事長は、前条の規定による請求があったときは、その請求があった日から３週間以内に理事会を招集しなければならな
い。
３ 理事長は、理事会を招集するときは、開会の日の１週間前までに、会議の目的たる事項及びその内容並びに場所を示して、
文書をもって通知しなければならない。
（議 長）
第２４条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
（定足数）
第２５条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
（議 決）
第２６条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、
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議長の決するところによる。
（書面表決等）
第２７条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又
は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前２条の規定の適用については、出席したもの
とみなす。
（専決処分）
第２８条 理事長は、軽易な事項で理事会の議決により特に指定されたものは、これを専決処分することができる。
２ 前項の規定により専決処分したときには、理事長は、これを次に開催する理事会に報告しなければならない。
（議事録）
第２９条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（１）日時及び場所
（２）理事の現在数
（３）理事会に出席した理事の数及び氏名
（４）議決事項
（５）議事の経過の概要及び結果
（６）議事録署名人の選任に関する事項
２ 議事録には、議長及びその理事会において議長の指名した２人の理事がこれに署名しなければならない。
第５章 評議員及び評議員会
（評議員）
第３０条 この法人に、評議員を置くことができる。
２ 評議員は、この法人の趣旨に賛同する者及び学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
３ 評議員は、役員を兼ねることができない。
４ 評議員には、第１６条から第１８条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」
と読み替えるものとする。
（評議員会）
第３１条 評議員会は、評議員をもって構成する。
２ 評議員会は、理事長が招集する。
３ 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
４ 評議員会は、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
５ 評議員会には、第２５条から第２７条まで及び第２９条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及
び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
６ 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て定める。
第６章 顧
問
（顧 問）
第３２条 この法人に、顧問を置くことができる。
２ 顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
３ 顧問は、役員を兼ねることができない。
４ 顧問は、重要業務について理事長の諮問に応ずる。
５ 顧問には、第１６条から第１８条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読
み替えるものとする。
第７章 賛助会員
（賛助会員）
第３３条 この法人の趣旨に賛同する個人又は団体から会費を徴収し、この法人の賛助会員とすることができる。
２ 賛助会員について必要な事項は、理事会の議決を経て定める。
第８章 寄附行為の変更及び解散
（寄附行為の変更）
第３４条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の４分の３以上の議決を得、かつ、岐阜県知事の認可を得なければ、
変更することができない。
（解 散）
第３５条 この法人は、民法第６８条第１項第２号から第４号までの規定により解散するほか、理事会において理事現在数の４
分の３以上の議決を得、かつ、岐阜県知事の認可を得たときに解散する。
（残余財産の処分）
第３６条 この法人の解散のときに存する残余財産は、理事会において理事現在数の４分の３以上の同意を得、かつ、岐阜県
知事の許可を得て、岐阜県に寄附するものとする。
第９章 補
則
（委 任）
第３７条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が定める。
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��６ ���で��県内�国人���数
１ 県内�国人���数の��
S６３
1988

H２
1990

H４
1992

H５
1993

H６
1994

H７
1995

H８
1996

H９
1997

H１０
1998

H１１
1999

11,218

13,498

20,201

20,733

21,488

22,920

25,610

28,877

29,510

31,180

14.8

2.6

3.6

6.6

11.7

12.8

2.2

5.7

1,075

1,282

1,321

1,354

1,362

1,415

1,483

1,512

1,556

H１２
2000

H１３
2001

H１４
2002

H１５
2003

H１６
2004

H１７
2005

H１８
2006

H１９
2007

H２０
2008

県内総数
（人）

36,595

38,970

41,545

44,678

48,009

50,769

54,616

57,250

57,570

対前年比
（％）

17.4

6.5

6.6

7.5

7.5

5.7

7.6

4.8

0.6

1,686

1,778

1,851

1,915

1,974

2,012

2,085

2,153

2,217

年
県内総数
（人）
対前年比
（％）
全国総数
（千人）

年

全国総数
（千人）

＿
941

＿

留意事項 ： 平成元年、平成３年は法務省からの発表なし。
各年数値の調査時点は各年末です。（例：H２０年数値＝平成２０年１２月３１日現在）
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� 県内�国人�����市町村� （��21�3����）
（単位：人）
市町村�
県 �
（割 合）
岐阜市
大垣市
高山市
多治見市
関市
中津川市
美濃市
瑞浪市
羽島市
恵那市
美濃加茂市
土岐市
各務原市
可児市
山県市
瑞穂市
飛騨市
本巣市
郡上市
下呂市
海津市
市 �
岐南町
笠松町
養老町
垂井町
関ケ原町
神戸町
輪之内町
安八町
揖斐川町
大野町
池田町
北方町
坂祝町
富加町
川辺町
七宗町
八百津町
白川町
東白川村
御嵩町
白川村
町村�
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��
55,312

����
18,897

中国
����� �国���
17,361
8,534
5,516

100%
9,007
6,454
600
1,537
2,527
1,029
439
1,014
1,185
664
5,976
1,695
4,263
6,961
639
1,985
167
546
380
531
627
48,226
613
384
529
1,263
145
534
274
262
206
340
324
406
782
93
218
28
99
85
26
456
19
7,086

34.2%
308
3,942
44
129
877
185
20
238
22
164
3,530
390
1,918
4,487
36
303
2
46
29
161
78
16,909
18
22
91
852
17
197
10
25
5
27
75
18
383
16
101
0
10
8
0
109
4

31.4%
4,203
1,324
221
467
1,216
429
322
256
761
146
515
234
868
332
514
979
66
392
262
191
383
14,081
360
247
322
302
67
265
244
157
132
233
188
226
203
65
49
12
56
45
21
74
12

15.4%
1,876
292
64
133
151
114
14
301
124
125
1,584
449
462
1,636
31
406
19
35
26
78
43
7,963
81
36
27
14
8
22
5
18
19
21
20
53
116
8
29
9
10
10
4
60
1

10.0%
1,615
430
192
650
84
69
9
97
135
108
107
328
435
271
16
182
61
21
16
53
31
4,910
116
39
39
27
27
22
1
17
20
27
16
57
15
0
2
0
9
9
0
163
0

1,988

3,280

571

606

���
1,103

����
990

���
2,911

2.0%
53
196
4
17
6
22
9
44
27
34
129
167
210
51
0
22
0
0
3
0
11
1,005
1
7
9
30
3
4
1
6
0
2
1
5
5
0
21
0
0
0
0
3
0

1.8%
120
34
2
19
91
36
51
21
34
35
39
9
110
49
27
23
4
9
13
11
30
767
9
23
25
2
11
12
10
10
13
6
4
8
33
1
12
6
1
7
0
30
0

5.3%
832
236
73
122
102
174
14
57
82
52
72
118
260
135
15
70
15
43
31
37
51
2,591
28
10
16
36
12
12
3
29
17
24
20
39
27
3
4
1
13
6
1
17
2

98
223
320
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