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Ⅰ 平成２２年度事業報告書 

（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

 

  財団法人愛媛県国際交流協会は、国際交流事業の展開により、国際的視野を有する人材

を育成し、地域の活性化を図るとともに、諸外国との友好親善に寄与することを目的とし

て平成元年４月１日に設立され、平成２２年度は、寄附行為第４条の規定に基づき、愛媛

県国際交流センター(ＥＰＩＣ)において次のとおり事業を実施した。 

 

１ 国際交流・国際協力に関する情報収集・提供事業  

（１）ＥＰＩＣ情報発信事業                  （決算額 537,919円） 

ＥＰＩＣのインターネットホームページを管理・運営した。 

ＥＰＩＣの事業や各種の国際交流関係の情報を随時更新するとともに、会員登録、施

設予約、県内国際交流団体の検索・閲覧、イベントニュースの掲載、掲示板の活用など

利用者の利便を図った。 

   またメールマガジンを定期的に会員に配信し、ＥＰＩＣの事業の実施や国際交流関係

の情報の発信、情報収集を行った。 

  ・年間配信数 ４９回（原則週１回 305号～353号） 登録者数 1,322名 

・URL   http://www.epic.or.jp 

  ・内容 

      ①ＥＰＩＣの事業や県内国際交流団体が行うイベント等の紹介 

      ②外国人生活相談に関する情報の提供 

      ③県内国際交流団体の検索・閲覧 

   ④各種国際交流関係情報の提供・収集 

   ⑤会員登録、施設予約 

   ⑥協会の財務状況等に関する情報公開 など 

 

（２）国際交流センター運営事業               （決算額 6,341,035円） 

ＥＰＩＣにおいて、次のとおり各種情報の提供、相談への対応などを行った。 

   ①海外雑誌、新聞、図書、ビデオの閲覧や貸出 
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   ②パソコンを利用した海外情報の提供 

    外国人専用パソコン２台、国際観光情報収集用パソコン１台 

      ③海外安全情報ネットワークによる情報提供 

   ④国際協力に関する情報資料の提供（国際協力プラザコーナーの設置） 

   ⑤情報交換の場であるインフォメーション・ボードの管理 

  

２ 国際交流・国際協力に関する普及啓発事業  

（１）えひめ国際まつり開催事業               （決算額 981,985円） 

県内外の国際交流・協力団体、県内の在県外国人・ボランティアの参加を得て「えひ

め国際まつり」を開催し、県民と在県外国人の交流や国際交流・協力活動への理解を深

める機会を提供した。（「えひめ産業文化まつり」と連携して実施） 

 [開催日／場所]  

平成22年11月28日(日) 9:30～15:30 愛媛県国際交流センター及び駐車場 

    [内 容] 

   ・屋外：世界の料理等のテナント出店 22団体 

  歌・踊り等のステージパフォーマンス 18グループ 

・屋内：団体活動の紹介・展示など 10団体 

   [参加者数] 

   5,000人（推定） 

 

（２）国際交流チャレンジ講座開催事業            （決算額 149,817円） 

①国際交流員が講師となり、語学講座や交流員の出身国の文化の紹介や異文化理解な

どをテーマとした講座を国際交流センターなどで開催した。 

講  座  名 内 容（実施日時、参加者数） 講 師 

まいにち中国

語－基礎を築

く！ 

（入門クラス） 

（計１４回） 

初級段階の鍵となる発音に重点を置き、中国語の音節表をす

べて読めるようになるとともに、初級の日常会話と文法を取り入

れ、中国語の文法事項、語彙を学びながら、日常生活の交流を

円滑に進められるような入門者向けの語学講座とした。 

・６月12日(土)～２月19日(土) 

 原則、隔週土曜日 10:00～12:00、国際交流センター 

・参加者数 ２９人 

沈 微 

(中国) 
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中国語で会話

－基礎を固め

る！ 

（中級クラス） 

（計１４回） 

現地で役立つ中国語の習得を目指して、最新の教科書を利

用して、会話の練習を繰り返し、話せるような語学講座とし

た。 

・６月11日(金)～２月18日(金) 

 原則、隔週金曜日 10:00～12:00、国際交流センター 

・参加者数 １９人 

沈 微 

(中国) 

中国文化講座

「博大深遠な

中国文化」 

（計４回） 

今日の中国の生活習慣・文化・社会問題などに目を向け、

講師の講義だけでなく、参加者の経験や意見の発表も盛り込

みながら、異文化理解の促進を図った。 

【中国の少数民族と西部風俗】 

中国56民族の概況や西部の少数民族自治区の概況、少数民

族の生活や冠婚葬祭などを紹介した。 

・７月３日(土) 14:00～16:00、国際交流センター 

・参加者数 ２９人 

【“お正月”を通じて学ぶ世界の文化】（合同講座） 

［中国、韓国国際交流員及びハワイ・インターン生２名によ

る合同の文化講座として実施］（(財)松山国際交流協会共催) 

 各講師の出身地の“お正月”の行事、しきたり、様子など

を紹介しながら、日本との類似点や相違点を参加者と一緒に

見つけ、その過程を通して、異文化に対する理解と認識を深

め、世界への目を広げた。 

・７月２５日(日) 13:30～15:30、コムズ 

・参加者数 ４０人 

【漢方・薬膳之豆知識】 

中国伝統医学と西洋医学では診断方法と治療方法が異な

ることから、その歴史や違いについて紹介した。また、中国

の養生方法や民間療法などにも触れ、漢方・薬膳についての

豆知識を増やしてもらった。 

・11月６日(土) 14:00～16:00、国際交流センター  

・参加者数 ２２人 

【中華料理で春節を迎えよう】 

中国で新年といえば「旧正月」。国際交流員とともに中華

料理を作りながら、旧正月の雰囲気を楽しんだ。 

・１月22日(土) 14:00～16:00、国際交流センター 

・参加者数 ２４人 

沈 微 

(中国) 

ワラワラ 

韓国語 

（入門クラス） 

（計１４回） 

 韓国語を初めて学びたい方を対象とし、基本的な文字の読み

書きに慣れることや簡単な日常会話ができるようにするとともに、

各種資料を通じて韓国文化に触れる機会を提供した。（ワラワ

ラ：来い、来い） 

・６月19日(土)～２月５日(土) 

 原則、隔週土曜日 10:00～12:00 

・参加者数 ２９人  

 

張 恵美 

(韓国) 
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バリバリ 

韓国語  

（中級クラス） 

（計１４回） 

 基本文法、ロールプレイを通した聞き取り、会話練習がで

きるよう、語学学習を通じて韓国文化に関する理解促進を図

った。（バリバリ：物をたくさん積んでいる様子） 

・６月18日(金)～２月４日(金) 

 原則、隔週金曜日 10:00～12:00、国際交流センター 

・参加者数 ３０人 

張 恵美 

(韓国) 

   

韓国文化講座 

「韓国巡り」 

(計４回) 

 今日の韓国の生活習慣・文化・社会問題などに目を向け、

講師の講義だけでなく、参加者の経験や意見の発表も盛り込

みながら、異文化理解の促進を図った。 

【韓国人の飲食文化】 

 韓国の代表的な食べ物や飲み物について紹介した。また、

簡単な試飲も通して韓国文化を体験してもらった。 

・６月26日(土) 14:00～16:00、国際交流センター 

・参加者数 ３８人 

【“お正月”を通じて学ぶ世界の文化】（合同講座） 

［中国、韓国国際交流員及びハワイ・インターン生２名によ

る合同の文化講座として実施］（(財)松山国際交流協会共催) 

 各講師の出身地の“お正月”の行事、しきたり、様子など

を紹介しながら、日本との類似点や相違点を参加者と一緒に

見つけ、その過程を通して、異文化に対する理解と認識を深

め、世界への目を広げた。 

・７月２５日(日) 13:30～15:30、コムズ 

・参加者数 ４０人 

【韓国の美】 

 古代から現代に至るまで、韓国人の美への追求はどのよう

な発展を遂げ、美意識の高さを築き上げてきたのか、その美

しさの秘訣を探った。 

・10月９日(土) 14:00～16:00、国際交流センター 

・参加者数 ３９人 

【キムチ作り教室】 

 キムチ作りの季節到来に合わせて、国際交流員とともに本

場のキムチ作りを体験した 

・12月18日(土) 14:00～16:00、国際交流センター 

・参加者数 ２４人 

 

張 恵美 

(韓国) 
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②ハワイからのサマーインターン生が講師となり、ハワイの文化の紹介などに関する

文化講座を国際交流センターなどで開催した。 

 

講座数 内 容（実施日時、参加者数） 講  師 

第１回 

【ハワイから日本へ愛を込めてアロハ】 

 ハワイに住む日系人の文化や習慣、ハワイの文化と

ハワイ語を紹介した。 

・７月４日（日）13:00～16:00、国際交流センター 

・参加者数 ２３人 

 

バーノン・カラニ・キオ

チョ 

ロビン・チエミ・イタモ

ト 

(ハワイ・インター生) 

第２回 

【“お正月”を通じて学ぶ世界の文化】（合同講座） 

［中国、韓国国際交流員及びハワイ・インターン生２

名による合同の文化講座として実施］（(財)松山国際

交流協会共催) 

 各講師の出身地の“お正月”の行事、しきたり、様

子などを紹介しながら、日本との類似点や相違点を参

加者と一緒に見つけ、その過程を通して、異文化に対

する理解と認識を深め、世界への目を広げた。 

・７月２５日(日) 13:30～15:30、コムズ 

・参加者数 ４０人 

 

バーノン・カラニ・キオ

チョ 

ロビン・チエミ・イタモ

ト 

(ハワイ・インター生)) 

 

（３）えひめ韓国交流促進事業［(財)日韓文化交流基金との連携事業］(決算額383,431円) 

(財)日韓文化交流基金が招聘する韓国青年訪日研修団を受け入れ、ホームステイを通

じて、愛媛と韓国の交流を図った。 

〔開催日〕 平成 23年１月８日（土）～10日（月） 

    〔参加者〕 韓国青年訪日研修団 27人 

     

３ 在県外国人等に対する支援事業  

（１）在県外国人相談・支援事業               (決算額 3,082,444円) 

①外国人相談システムの運営               

・外国人生活相談員の配置 

  外国人生活相談員を１名配置し、在県外国人から寄せられる医療、法律、教育、就

労等の各種相談に対応した。 

   月曜日～金曜日 9:00～17:00   平成２２年度相談件数 1,272件 
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  ・在県外国人生活支援ネットワーク会議 

   在県外国人の日常生活に関係する行政機関や団体等との情報・意見交換や現状の問

題点の解決に向けた協議を行った。 

   [開催日時／場所] 

６月30日(水) 13:30～15:00 愛媛県国際交流センター  参加者数：37人 

     12月２日(水) 13:30～15:30  愛媛県国際交流センター 参加者数：40人 

 

（２）地域国際交流担当者連絡会議開催事業           （決算額 133,027円） 

 県内各地域の在県外国人の現状と課題について、地域の自治体及び国際交流協会等 

 を対象とする情報交換や連携を強化する会議を開催した。22年度は「県内の留学生事 

 情と地域社会の対応について」をテーマとして意見交換を行った。 

 [開催日時／場所] 

 ２月23日(水) 13:30～15:30 愛媛県西条第二(丹原)庁舎  参加者数：22人 

 ２月28日(月) 13:30～15:30 愛媛県宇和島庁舎      参加者数：23人 

  ３月３日(木) 13:30～15:30 愛媛県国際交流センター   参加者数：21人 

 

（３）外国人日本語学習支援事業                     (決算額 1,353,063円) 

在県外国人の能力に応じた日本語学習の機会を提供し、日本語能力の向上により県民

とのコミュニケーションの円滑化、相互理解を促進した。 

  ①日本語グループ学習集中講座(協力：えひめＪＡＳＬ) 

  ・日本語レベルに応じて５クラス（初級４、中級１）で実施 

・各クラス ２時間×10回の２コース（午前、午後）で実施 

回 数 実施日時 参加者数 

夏季 
平成22年８月16日(月)～27日(金) 

（土日を除く10日間） 
88名 

春季 
平成23年３月10日(木)～24日(木) 

（土日祝日を除く10日間） 
51名 

   

 ②日本語学習イブニング講座（委託：えひめＪＡＳＬ） 

  ・日本語レベルに応じて４クラス（初級３、中級１）で実施 

・毎週火曜・木曜 17:30～19:30 で実施 
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回 数 実施日時 参加者数 

前期 平成22年５月11日(火)～６月22日(火) 13回 39名 

中期 平成22年９月７日(火)～10月21日(木) 13回 50名 

後期 平成22年11月４日(木)～12月21日(火) 13回 52名 

 

（４）日本語教育支援助成事業                  (決算額 184,677円) 

県内の民間ボランティア団体や日本語教育ボランティアが開催する日本語教室運営及

び地域において日本語を指導できる人材の育成に対する助成を行うことにより、県内各

地における日本語学習の機会を提供し、地域における共生社会づくりの促進を図った。 

①日本語教室の運営に関する助成 

【助成実績】                              (単位：円) 

団体名 内 容 
実施 
期間 

実施 
場所 

助成 
申請額 

(事業総額) 
助成額 

(財)内子町

国際交流協

会 

平成20、21年度の２か年にわた

って(財)愛媛県国際交流協会との

共催で実施した「南予ボランティ

ア日本語教師育成事業」を受講し

たメンバーが中心となり、22年度

は「日本語教室」開講に向けて、

地元在住の外国人に対し日本語指

導を行いながら、教師自身の研鑽

にも努めた。 
会場：内子自治センター 

5/8 

～ 

2/25 

松山市 
47,000 

(80,000) 47,000 

 

  ②ボランティア日本語教師の育成に関する助成 

【助成実績】                              (単位：円) 

団体名 内 容 
実施 
期間 

実施 
場所 

助成 
申請額 

(事業総額) 
助成額 

今治市国際

交流協会 

 

６月～11月の計15回、初心者を

対象にボランティア日本語指導者

を育成するための講座を実施。 

会場：今治市庁舎研修室 

参加者：３２名 

6/11

～

1/28 

今治市 
100,000 

(173,400) 100,000 
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（５）南予日本語学習支援事業（宇和島短期日本語学習講座）[宇和島市共催] 

                              （決算額 222,338円） 

平成19年度の在県外国人生活実態調査結果を踏まえ、日本語学習の機会が少ない南予

地域において、地元自治体等との連携により、21年度に引き続き日本語学習講座を実施

した。 

[開催期間／場所]  

８月29日(日)～11月７日(日) 13:30～15:30 宇和島市総合福祉センター（計10回） 

[参加者数] 

１４人 

 

 (６)「Ｖ」案内所運営事業                    (決算額 74,210円) 

ＥＰＩＣを訪れる外国人観光客等に対し、きめ細かな情報提供サービスを行うととも

に、自転車の短期レンタルを行った。 

  ・自転車保有台数12台 レンタル件数 110件 

  ・余暇観光に関する案内件数 226件 

 

（７）生活情報提供・県民理解促進事業            （決算額 1,053,881円) 

  外国人に対する情報提供体制を強化するため、ＤＶＤ等のツールを整備し、本県の国  

 際化の現状を紹介する啓発資料を作成して県民の国際理解を促進した。 

① ＦＭを通じた情報 

・放送内容：県内在住の外国人向けに、放送時期に合わせた各種情報、トピックス 

       等をＦＭ愛媛で放送 

 ・放送日時：Ｈ22.５.15～Ｈ23.3.26 毎週土曜日 22：55～23：00 

 ・放送言語：日本語を交えながら、原則として「英語版」「中国語版」を隔週で放送

②生活ガイドＤＶＤの作製 

・内 容 ：県内在住の外国人向けに、公共交通機関や銀行、官公庁窓口等の利用  

      方法をＤＶＤにより紹介 

 ・作製枚数：英語版、中国語版 各100枚 

 ・配 布 先：各関係官公庁、市町国際交流協会、大学等 
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③国際理解促進のための啓発資料 

  ・規格等： 55㎝×80㎝ カラー印刷 1,000枚作製 

  ・掲載内容：在県外国人数、青年海外協力隊派遣実績等 

  ・利用方法：県や当協会での講座やイベント等で活用 

 

（８）外国人向け防災等緊急情報提供事業           （決算額 1,045,891円) 

  近い将来、東南海地震等の発生が危惧されるなか、外国人向けの防災等緊急情報が不 

 足しているため、パスポートに入るサイズの「緊急用多言語携帯カード」を作成し、県 

 内に広く配布し、活用を呼びかけた。 

  ・仕様等： 両面印刷（表面：カラー、裏面：モノクロ） 

        片側12面の折りたたみ式、防水性の紙を使用 

        折りたたみ後のサイズ：縦11㎝×横７㎝  

  ・作製枚数：12,000枚 

        「にほんご・中国語・スペイン語」版  8,000枚 

        「にほんご・韓国語・ポルトガル語」版 2,000枚 

        「にほんご・英語・インドネシア語」版 2,000枚 

  ・掲載内容：救急、火事、災害時の対応及び伝達方法 

        避難所や災害関連用語の説明 など 

  ・配布先： 県内市町、各地域の日本語教室、外国人留学生・労働者の受入れ機関  

        などを通じて、県内在住外国人に広く配布 

 

 

４ 地域における国際交流の推進 

（１）国際交流団体活動支援事業               (決算額 1,032,722円) 

地域で国際交流・協力・支援活動等を実施する団体や在県外国人の活動に対して側面

的支援を行うことにより、地域の実状に即した市民活動の活性化と、団体や在県外国人

との連携・協力を図った。 
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【助成実績】                              (単位：円) 

団体名 内 容 
開催 

期間 

開催 

場所 

助成 

申請額 

(事業総額) 

助成額 

英語サークル

Kid’s &  
Baby Bear  

【親子国際交流】 

留学生等の外国人を講師と

して招き、４回シリーズで、各

回のイベントを通じて、日本人

親子が外国の文化や習慣を体

験した。 

6/29 

8/9 

10/18 

12/13 

松山市 
43,000 

(87,000) 
43,000 

アジア キッズ

ケア 

【留学生と小・中学生等による

相互理解と支援の架け橋事業】 

外国人留学生が、県内の小・

中学校を訪問し、交流を図っ

た。また、訪問学校の子どもた

ちなどから寄せられた支援物

資を留学生の母国の子どもた

ちに送付した 

5/6 

～

3/10 

松前町 
100,000 

(280,000) 

100,000 

 

松山ユネスコ協

会 
 

【松山ユネスコ協会「ユネスコ

塾」】 

留学生を講師とする英会話

のグループレッスンを毎回テ

ーマを決めて、年間10回行っ

た。また、レッスンとは別に、

ボーリング大会や料理教室も

行い、国際交流を図った。 

4/24 

～

3/19 

松山市 
70,000 

(140,950) 

70,000 

 

NPO法人 国際

交流支援協会 

 

【国際交流夕涼み花火大会 in

久万高原町二名地区】 

年々下火になっている久万

高原町二名地区での夕涼み大

会に、留学生が参加し、歌や踊

りを披露することによって国

際交流を図り、二名地区の活性

化も図った。 

7/18 
久万高

原町 

70,000 

(140,500) 
66,000 

ジャズコァ・フ

ライブルク松山

公演実行委員会 

 

【ジャズコァ・フライブルク松

山公演2010】 

松山市の姉妹都市であるド

イツのフライブルク市のジャ

ズコーラスグループ「ジャズコ

ァ・フライブルク」が来日し、

松山公演を実施。国際交流及び

姉妹都市との友好親善を図っ

た。 

9/2 松山市 

100,000 

（1,840,0

00) 

100,000 
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にいはま  
日本語の会 

【第８回 日本語学習者による

日本語スピーチ・コンテスト】 

日本語を学習している在住

外国人が日頃の学習成果を発

表するとともに、外国人の意見

を聞く貴重な場を提供した。 

6/20 

 

新居浜

市 

 

 

 

61,000 
(129,800) 

 

 

61,000 

 

愛媛県留学生等

交流推進会議 

 

 

【留学生日本語スピーチコン

テスト in 愛媛 2010】 

県内の大学等に在籍する留

学生による日本語スピーチコ

ンテストを開催し、留学生の日

本語能力向上と、日本人の異文

化交流理解に役立てた。 

11/7 松山市 
100,000 

（220,000) 
100,000 

「観月・国際交

流の夕べ」実行

委員会 

【観月・国際交流の夕べ】 

地域住民、在住外国人、在伯

県人会の人々が、邦楽や子供獅

子舞など日本の伝統文化を楽

しみながら、観月の夕べを過ご

すことにより、国際交流を図っ

た。 

10/23 東温市 
100,000 

(220,000) 
100,000 

ザンビアこども

基金  

【チャリティーコンサート

「Christmas Grace」】 

ザンビアのエイズ孤児支援

に共感した地元の音楽家たち

がチャリティーコンサートを

開き、参加者に支援を呼びかけ

るとともに、地域住民の国際協

力への理解を深めた。 

12/22 
新居浜

市 

100,000 

(368,260) 
100,000 

クリスマス国際

交流会実行委員

会 

 

【クリスマス 国際交流会】 

地域の子供と在住外国人が

互いに自分のまちや国を紹介

し、スペリングコンテストやレ

クリエーションを通じて、親子

参加可能なイベントでの国際

交流を図った。 

12/23 西予市 
100,000 

(220,000) 
100,000 

郷土愛媛と国際

社会を考える会 

【四国の屋根から世界へ飛び

立とうキャンプ2010 in 双海

町】 

小学生達が愛媛在住の留学

生とともに１泊２日のキャン

プを行い、俳句や竹笛作り、ゲ

ームなどを通じて、国際交流を

図り、子供達の国際感覚を養っ

た。 

11/20 

～ 

11/21 

伊予市 
98,000 

(229,500) 

98,000 
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ソフィア倶楽部 

【愛媛の歴史文化を訪ねる地

域交流会】 

在住外国人とともに新居浜

の歴史文化を訪ねる地域交流

会を行い、国際交流からさらに

一歩進んだ「まちづくり」につ

いて考察した。また、交流会後、

当日の様子を表現した俳句や

写真の作品展を松山市で開催

した。 

11/21 

 

12/3 

～ 

12/5 

 

新居浜

市 

 

松山市 

 

 

 

72,000 

(145,660) 

67,000 

 

 

 

（２）国際交流ふれあい事業                 （決算額 112,106円）

①ウェルカム トゥ ＥＰＩＣ開催事業 

ＥＰＩＣに学校等のグループの訪問を受け入れ、国際交流員の出身国紹介、外国人

生活相談員の国際理解プログラム、ＪＩＣＡ国際協力推進員の国際協力プログラムな

ど、参加型の国際理解講座を実施した。 

【受入実績】 

回 数 内容（実施日時、参加者数） 講  師 

第１回 平成22年５月21日(金)13：30～15：30 

松山工業高等学校「国際研究同好会」３名 

国際交流員（中国）、国際協力

推進員 

第２回 平成22年５月27日(木)11：20～12：00 

松山市立小野中学校２年生 20名 

国際協力推進員 

第３回 平成22年７月６日(火)９：00～10：00 

愛媛大学教育学部新入生 16名 

外国人生活相談員 

第４回 平成22年10月22日(金)９：30～11：30 

松山市立松山南第二中学校 43名 

外国人生活相談員、国際交流員

（韓国） 

第５回 平成22年11月２日(火)13：00～15：00 

松山市立河野小学校６年生 53名 

国際交流員（中国）、国際協力

推進員 

第６回 平成22年11月19日(金)14：30～16：00 

松山東雲女子大学 24名 

外国人生活相談員 

第７回 平成23年１月19日(水)13：50～14：50 

松山盲学校３年生・４年生 ２名 

国際交流員（中国・韓国） 

第８回 平成23年１月27日(木)10：00～11：30 

松山市立津田中学校１年生 ４名 

外国人生活相談員、国際交流員

（韓国） 

 

②ホームステイボランティア活動促進事業 

国際交流ボランティア制度により、草の根レベルでの国際化の担い手であるボラン 

ティア活動の発展を図った。 
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種 類 内 容 登録者数 

ホストファミリー 

ボランティア 

（登録制） 

えひめ韓国交流推進事業におけるホームステイ

活動 

１月８日(土)～10日(月) 22家庭 

１２１人 

イベント 

ボランティア 

(非登録制) 

「えひめ国際まつり」の準備・運営 

11月28日(日) 

前日準備：10人 当日会場運営：15人 

― 

 

５ 海外人材交流・協力事業  

（１）えひめ・スリランカ農業技術研修事業           (決算額 2,501,020円) 

   18 年度及び 19年度に県果樹研究センターで「温州みかん等栽培技術研修事業」を終

了したスリランカ農業省研修員等が帰国後、そのノウハウを生かして柑橘栽培技術の

確立や生産者組織育成を進めることができるよう、20年度及び 21年度は「農家所得向

上に向けた形成基盤整備事業」を実施した。それらの事業を継続・発展させる形で、

平成 22年度は、「愛媛農業担い手育成事業」を実施した。 

  〔22 年度の主な実施内容〕 

①スリランカへ派遣する青少年等の選考等（４月 19日～９月９日） 

（愛媛県立農業大学校及び愛媛県青年農業者連絡協議会から、各２名が選考された。） 

②スリランカ現地派遣（10月７日～10月 18 日） 

（選考された４名、愛媛県果樹研究センター研究員２名及び当協会職員２名の計８名で 

 スリランカを訪問し、現地での指導や意見交換を通じて、国際交流・国際協力に繋げ 

 た。） 

③視察後の技術交流 

 （帰国後、４名の派遣者及び２名の研究者から報告書が提出され、スリランカへ送付し

た。また、同国農業省からも、今後３か年の計画書が提出された。） 

 

（２）えひめ・ハワイ交流事業                 (決算額 2,602,514円) 

愛媛県と姉妹提携を締結したハワイ州から短期インターン生として現地大学から大

学生を受け入れ、ハワイの文化に関する講座の実施、県内地域での交流行事への参加、

愛媛ハワイ会ニューズレター等での情報発信、外国人等からの相談への対応などにより、
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県とハワイ州との相互理解を促進した。 

また、２月にはＥＰＩＣ職員３名がハワイを訪問し、現地関係者と今後の事業予定に

ついて協議した。 

    

   [受入インターン生／受入期間] 

バーノン・カラニ・キオチョ ／５月 24日(月)～８月 11日(火）80日間 

ロビン・チエミ・イタモト  ／５月 24日(月)～８月 16日(月）85日間 

   [活動内容] 

・国際交流チャレンジ講座 ２回 参加者数：63人 

・ハワイの日記念イベントの企画・参加（主催：愛媛ハワイ会） 

      ハワイの文化等を県民に紹介するため、平成 16年度に愛媛ハワイ会会員から 

     の提案により定めたハワイの日（８月１日）にちなんだイベントに参加した。 

    （イベント名）えひめハワイデイ ～えひめ ハワイ ふれあう心～ 

    （日時）８月８日(日)13:30～16:00 

    （場所）いよてつ髙島屋８階スカイドーム 

   ・ＥＰＩＣのＨＰや愛媛ハワイ会ニューズレターによる情報発信  

   ・県内大学生・高校生・小中学生との交流  

   ・宇和島市での１泊２日のホームステイ など 

 

６ 特別会計事業  

 （１）県民海外渡航支援事業（特別会計）              (決算額 10,917,309円)  

ひめぎんホール内に所在した愛媛県パスポートセンターが平成22年８月20日に閉鎖

されるまで、パスポートセンター内に旅券の取得に必要な収入印紙及び収入証紙の自

動販売機を設置し、県民の利便性を図ることにより県民の海外渡航を支援するととも

に、海外渡航に関する情報の収集、整備及び提供、さらに海外渡航に関する相談等の

体制機能の充実強化を図った。 

なお、当事業は平成22年度で廃止し、当事業の特別会計も22年度末をもって廃止し

た。 
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 （２)えひめ海外移住者交流促進事業（特別会計）       (決算額 2,606,740円) 

①海外移住県人の里帰り経費補助            

    愛媛県出身の海外移住者及びその親族等の本県への里帰りとなる短期滞在を支援 

   する助成事業であるが、22年度は助成希望者が里帰りを先延ばししたため、助成実 

績はなかった。 

 

②在外県人会記念事業活動費補助            

     愛媛県出身の海外移住者の親睦交流組織として結成された県人会に対し、県人  

    会の創立記念に係る活動を支援することにより、来日困難な海外移住者及びその 

    親族等関係者に対し、現地での日系人社会の発展と対日理解及び親睦交流を図っ 

    た。 

    [対象事業] 

    「南加愛媛県人会創立100周年記念 記念誌発刊」      

    ・実施主体：南加愛媛県人会 

  ・補助額：1,000,000円 

 

   ③南加愛媛県人会創立100周年記念事業          

     南カリフォルニアで開催される「南加愛媛県人会創立100周年記念式典」への訪 

    問団の参加経費を負担した。 

  ・訪問日：７月31日（日）～８月７日（土） 

  ・訪問地：ロサンゼルス、サンフランシスコ 

  ・訪問内容：県人会100周年記念式典（８月１日）参加、政府機関等訪問、在住県  

          人との交流 

    ・負担金額：1,588,000円 


